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ご注意事項

本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引、その他の取引の勧誘を
目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるよ
うにお願いいたします。本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合にお
きましても、お客様の判断と責任において使用されるものであり、本資料及び資料にある
情報の使用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありません。

本資料で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢によ
り変化し、実際とは異なることがございます。また、本資料は将来の結果をお約束するも
のではなく、お取引をなさる際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもござい
ませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

商号等：楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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投資にかかる手数料等およびリスク

外国株式等の取引にかかるリスク

外国株式等は、株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場
の変動等により損失（為替差損）が生じるおそれがあります。上場投資信託（ETF）は連動対
象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券（ETN）は連動対象となっている指数や
指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券（REIT）は
運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

外国株式等の取引にかかる費用

1回のお取引金額で手数料が決まります。
分類 取引手数料
米国株式 約定代金の0.495％（税込）・最低手数料：0米ドル・上限手数料：22米ドル（税
込）
中国株式 約定代金の0.55％（税込）・最低手数料：550円（税込）・上限手数料：5,500円
（税込）
アセアン株式 約定代金の1.10％（税込）・最低手数料：550円（税込）・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee（米国現地取引所手数料）がかかり
ます。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次
ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円（税込）が追加されます。
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複雑な商品設計のETF/ETNについての注意点
ETF/ETNの中には、ボラテリティ指数先物を対象としたETF/ETNやカバードコール戦略を取り入れた
ETF/ETNなど、先物取引やオプション取引を組入れている場合があります。そのようなETF/ETNは、先物
のロールによる価格変動、対象指数等そのものの急激な値動き等によって想定外の値動きをする場合があ
ります。
また、レバレッジ型ETF/ETNやインバース型ETF/ETNは、原指標の日々の変動率に一定の倍数を乗じて算
出されるレバレッジ型指標に連動するよう運用されます。そのため、値動きや想定されるリターンは、通
常のETF/ETNとは異なる特性を有しています。
複雑な商品設計のETF/ETNに投資される際は、商品設計を開示書類等でご確認していただき、十分ご理解
していただいた上で投資をしてください。

ETFにおける信用リスク
リンク債型ETFやOTCデリバティブ型ETFなどにおいては、ETFが投資に用いるリンク債の発行体または
ETFのOTCデリバティブ取引の相手方の財務状況の悪化などにより基準価額が大きく下落する信用リスクが
存在します。これらのETFの投資にあたっては、商品設計を予めご確認する必要があります。

ETN発行体の信用リスク
ETNは、裏付となる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力をもとに価格が特定の指標に連動す
ることを保証する債券です。 そのため、発行体の倒産や財務状況の悪化、信用格付の引き下げ等の影響に
より、ETNの価格が下落または無価値となる可能性、 また、償還時に発行体が償還金額を支払わない、ま
たは支払うことができない可能性があります。このような結果、損失が生じる可能性があります。

早期償還等のその他のリスク
市場動向の急変時や資産総額が小さくなった場合など、管理会社等が運用の継続が困難であると判断した
場合は、運用を終了し、繰り上げ償還をする可能性があります。取引所が定める上場廃止基準に該当した
場合などは、上場廃止となる可能性があります。

詳細は、当社HPの「ETF／ETNのリスク」をご覧ください。

ETF／ETNのリスク(抜粋）
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米国株投資で資産形成するには？

・爆益銘柄を当てる（いわゆるテンバガー株を当てる）

・スイング投資で勝って上手く短期で利確を継続

・デイトレードで勝って利益を積み重ねる

→これらは特別な能力や想像以上の勉強を積み重ねないと確率が低い

ではどうすればいいか？

→米国の個人投資家はどうしているかを考えてみよう！
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米国株投資で資産形成するには？

項目 市況 勉強 メンタル 難易度

デイトレード 中-無限大 超必要 特大 中-無限大

スイング 大 超必要 大 大以上

長期投資 小 小-大 小-無限大 ある意味最も難しい
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米国人の資産形成
資産形成に関して米国で暮らしていると必ず耳にするのが不動産投資です。

不動産投資の話は普通に日常会話で話に出るほど一般的だなという印象。

逆に株式投資の話はコロナ以降では耳にするときもあったけど、ほとんど話に出ない。

それは何故か？

株式投資自体を資産形成として取り組んでいる人が多くない。（積み立て貯金感覚）

401KやIRAという日本で言うiDecoや積み立てNisaのような仕組みを使って、自動的に積み立てするのが一
般的です。

根本的に暴落があったとしても、長期的には上昇するという認識がある。

これが根本的に日本人投資家とは別だと思われる。
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年金運用

https://www.federalreserve.gov/publications/files/scf20.pdf

2019年の米国世帯株式所有率53%

米国株式資産は32％

日本株式資産は9％

米国では中間層以上の株式保有率が70％

上位中間層は90％

それに対して中間層以下の保有率は30％

中央値

中間層以下は1万ドル

中間層以上は4万ドル

上位10％は44万ドル

https://www.federalreserve.gov/publications/files/scf20.pdf
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ポートフォリオの組み方
・コア＆サテライト戦略

・アセットアロケーション

・年代と資産総額に合わせた戦略

・少額投資のコツ（リスクリワード）

コア＆サテライト戦略は投資方針の主軸を決めて、もしご自身で少しデコレーションを加えたい場合はサ
テライトとして投資をしていく方針です。

考え方としてはコアで安定感をだして、サテライトで自分好みの少しリスクを取った銘柄を選択していく
方式と考えてもらえればいいと思います。

例）インデックスETFコア

例）配当コア

例）個別株コア
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ポートフォリオの組み方
年 月から 年 月まで毎月 ドル積み立てるシミュレーション

インデックスETFコア

配当コア

個別株コア
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ポートフォリオの組み方
①インデックス コア ②配当コア ③個別コア
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少額投資のコツ（リスクリワード）
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https://www.rakuten-sec.co.jp/web/products/catalog/visitor_catalog_lp/foreign_us/ranking_type.html?l-id=ranking

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/products/catalog/visitor_catalog_lp/foreign_us/ranking_type.html?l-id=ranking
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ドル資産を持つ意味 日本のインフレ率の推移
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ドル資産を持つ意味 米国のインフレ率の推移
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2022年度現在で日本は0.5,米国は3.5。日本も緩やかに物価は上昇しています。ただ給与水準が上昇してい
ないのはよく言われます。逆に米国は緩やかではなく常に物価は上昇。但し給与水準も同じ様に上昇してい
ます。

インフレ率比較（日本 米国）

https://ecodb.net/country/JP/imf_inflation.html
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日本も緩やかに物価は上昇しています。ただ給与水準が上昇していないのはよく言われます。逆に米国は
緩やかではなく常に物価は上昇。但し給与水準も同じ様に上昇しています。

インフレ率比較（日本 先進国）

https://ecodb.net/country/JP/imf_inflation.html
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・ギャンブルと同じ感覚

・短期的なお金持ちを目指す

・右肩上がりという言葉が先行

・メディアやSNSで最も注目されるのは短期的な爆益や億り人

・暴落が怖くなる（現在のアナリスト評価

勉強でもスポーツでも仕事でも最も難しいのが継続して努力していく事。そして成果が目に見えないと人
間はどうしても継続するのが辛くなる。

どうしてやめてしまう人が多いのか？
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https://ecodb.net/country/JP/imf_inflation.html

マーケット・米国のリセッション確率は？
DB（ドイツ銀行）:投資家調査
米国が来年リセッションに陥ると見ている割合が44%、24年は33%。
2月調査時よりも最多回答が1年前倒しになっている。

大きな理由としてはスタグフレ懸念による企業業績の悪化。
金利も2023年までは利上げが続き、その後利下げする可能性も
マーケットは織り込みつつある。

2022年3月18日の動きが象徴的
3.5兆ドルのオプション先物が1日で清算。
3月14日-18日だけで2020年11月並みの上昇が発生。
週間で10％以上上昇。

恐らくこのボラティリティが高い傾向は続く。
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https://ecodb.net/country/JP/imf_inflation.html

リセッションを待つ？
・待つことはオススメできない！！

→ある意味スイング投資と同じ。もちろんある程度想定しておいて資金を残しておくのは戦略としてあり

但しマーケットの状況が変わってしまっているので、2021年度までの常に右肩上がりという間違った認識
を完全に排除して、今の状況に合わせた投資を継続して欲しい。

それは？
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ドルコスト平均法



21

ドルコスト平均法

メ リ ッ ト デメ リ ッ ト

積立がやりやすい 一括投資より手数料がかかる

ルール通りに買う のでスト レスが小さい 投資資金を寝かせておく ことになる

買値が気になりにく い ラッ キーリ ターンが少ない
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★Q&Aセッション★
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銘柄選びで一番重視していることは何
ですか？

質疑応答
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質疑応答

株価の暴落が非常に不安です。
こうゆうときに必要なマインドを教え
てください。
（いまから米国市場に参入していいか不安に感じる）
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個別株を中長期で持つためにおすすめの
分析方法はありますか？
特に”割安で株を買いたい“とき
どういった点に注目したらよいですか？

質疑応答
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米株ETFの購入について、安いときに一
気に買うべきでしょうか。年間12ヵ月
継続して購入すべきでしょうか。

質疑応答
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米国株は、長期投資の対象として考え
るべきですか。
（売買時の手数料や税金が高いイメージがあるがそ
れ以上のメリットがあるのでしょうか）

質疑応答



28

インフレ、利上げ、ウクライナ危機、
さまざまな懸念がある中で
個別株の長期投資(バリュー重視)の初心
者が今出来る事は何ですか？
（キャッシュ率の増加？それとも数年は耐える？）

質疑応答
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終わりに


