
【文章】6月16日深夜の事です…（本日20時半からライブ） 

伊勢です、 

昨日からトレーニングも再開し 
完全復活です。 

改めて、激しい運動は 
かなりストレス解消に役立つんだなと 
思いました。 

逆に、運動をしないことで 
かなりストレスが溜まってしまって 
いたのです。 

やたらとニキビができるので 
なんでだろうと思っていたのですが 

運動後の爽快感で、実はストレスが 
すごい溜まってたんだなと思いました。 

温泉に入ったり、サウナ入っても 
運動しないと、ストレスが取れるまでは 
至らないことも分かりました。 

自分史上最高の健康体を目指します。 

お医者さんに言われたんですよね、 
この一年で体重が増えている人が 
重症化してる、と。 

パンデミックは必ずまた来るから 
生活習慣見直したほうが良いよ、と。 

食生活を見直してかなりいい感じです。 
お酒を飲まなくなったのも大きいです。 

… 

さて、本日20時半から 



ドイツのサーキュラー 
エコノミーライブです。 

/////////////////////// 
ドイツのサーキュラーエコノミ最前線 
20時30分～ 
https://us02web.zoom.us/j/83072891683 
////////////////////// 

ライブで一緒に学べる方、 
ぜひ、ご参加ください。 

事前課題です。必ずお読みください。 
https://rise-land.com/oise/content/210616camp.pdf 

よろしくお願いします。 

… 

6月16日深夜にある会合が 
行われました。 

世界経済を動かす会合です。 

先日行われたG7も、 

一昨日行われた米国とロシアの 
大統領会談も、 

実質、株価には何の影響も 
ありませんでした。 

昔よりも、これらの会合には 
インパクトがなくなっています。 

しかし、6月16日深夜に行われた 
会合は違います。 

毎月20日近くに行われるのですが 
確実に世界経済と株価に影響を 
与えます。 

その会合は、 

https://rise-land.com/oise/content/210616camp.pdf


「FOMC」です。 

FOMCとは、米国の中央銀行FRBの理事たちが 
集まり今後の金融政策を話し合う会合です。 

そして、終わったあとに、 
議長のパウエルさんの談話が 
発表されます。 

その瞬間に、為替も株価も波を打ちます。 

実際、今回も、一気に円安が進み、 
110円を超えました。 

今月のFOMC会合の結果を 
まとめておきます。 

まず、大きな発表としては、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米国2023年年末までに2回の利上げ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

先月の会合までは、 

「2024年まで利上げはしない」 

と、していました。 

物価上昇率（インフレ率が5％近くに 
なっても）上げないとしてきました。 

株価が史上最高値を更新し続けても 
上げないとしてきました。 

理由は、 

雇用がコロナ前の数字に戻るには 
まだまだ、時間がかかる、 

というものでした。 



実際のところ、雇用はそこまで 
回復していません。 

「雇用保障が手厚すぎて働く意欲を 
削いでいるのでは？」 

と、一部で言われていますが、 
有色人種の雇用が特に戻っておらず、 

それは、貧しい人の雇用が戻って 
いない、ということです。 

つまり、今の金融政策は、 

・インフレ率 
・株価の上昇 

よりも、 

「低所得者の雇用」 

を見ていて、これは、過去の金融政策とは 
明らかに視点が異なり、金融政策の転換と 
言える変化かもしれません。 

お伊勢さんサロンでさんざんお伝えして 
いますが、今の世界のテーマは、 

「二極化の是正、富の再配分」 

なのです。 

それから、もうひとつのテーマが 
今日のライブのテーマである 

「気候変動対策のための 
・カーボンニュートラル 
・サーキュラー・エコノミー」 

です。 

もうひとつ上げるならココに 
米中デカップリングが入ってきます。 



なので、金融政策も一大テーマである 
二極化の是正として、 

低所得者の雇用をフォーカス 
ポイントとしています。 

しかし、矛盾するもので、 

低所得者の雇用を見て金融緩和をしている結果、 
投資ができる富裕層の資産が増えていく 

という大矛盾が起きています。 

… 

ということで、 

先月までは「有色人種の雇用が 
戻ってくるまでは利上げはしない」 

と言っていました。 

しかし、今のペースでインフレが続くと、 
給与の上昇以上のインフレですから、 
生活が厳しくなってきます。 

給与は上がらないのに 
物価はどんどん上がるのです。 

物価が上がると厳しくなると困るのは 
主に貯蓄がない低所得者です。 

そうなると、インフレをどうにかしないと 
いけない、ということになります。 

FRBとすると 

「雇用が回復するまでは 
利上げはしたくない 
（経済を拡大したい）」 

「でも、利上げをしないと 



インフレと抑えられないので 
低所得者が困る」 

という矛盾を抱えています。 

（利上げをして貸し出しを引き締めれば 
借り入れ、投資、消費意欲が下がって 
インフレが落ち着く） 

そういう事もあり、今回、 

/////////////////////////// 

「2024年まで利上げはしない」 

という方針を転換し、 

「2023年までに2度、FRBが決める 
金利（FFレート）を上げる＝利上げ」 

/////////////////////////// 

という事になりました。 

市場は、既に24年前の利上げを 
予測していましたので、 

債権の価格が何度も暴落 
していました。 

（債権は、今出回っているものより 
利上げされた後のものの方が利率が上がるので 
利上げが見えているなら誰も買わない。 
後で買った方が得になるので誰も買わないので 
下落していました。実際に利上げが行われる前から 
利上げをを見込んで下落していたのです） 

今回の会合の結果ですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
NYダウ、S&P500、NASDAQの主要 
3銘柄が揃って下げる。日経平均も下げ。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



と、なっています。（6月17日11時30分現在） 

ただ、昨晩のアメリカ市場は最後は 
上げて終わっていて、そこまでの下げでは 
ありませんでした。 

大したことないな、という下げでした。 

ところが、翌朝アジアの市場が開いたところから 
米国株の先物も下げが大きくなっています。 

先物は、米国時間に関係なく 
取引ができるのでます。 

なので、今晩（メールが届いた時点では昨晩）の 
米国市場も下げると予測されます。 

日経も1.42％の下げ（17日11時半時点） 
なので、昨晩の米国の主要指数の下げが 
0.5％ぐらいだったのを考えると大きく 
下げています。 

ゴールドも下げていますし、 
他のコモディティーも下げていて 
債権も下げているので全面安です。 

それでも、米国の方は、大した下げでは 
ありません。 

S&P500先物の価格は10時時点で 
6月4日ぐらいの株価まで後退しています。 

今の所、全然大したことない 
下げだな、という感じです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
どこまで下げるのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

神のみぞ知るですが、 
久々に来た買いのタイミングなので、 



少しずつ、買いを入れていこうと 
思っています。 

もう少し下がってくれた方が 
買いやすいです。 

もうひとつ、今回の会合で 
注目ポイントだったのが 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
テーパーリングを始めるか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

でした。 

テーパリングに関してのコメントが 
薄かったので、米国は下げきらなかった 
というイメージです。 

ネガティブニュースは、小分けに出す 
ということかもしれません。 

テーパーリングとは、 

--------------------------------- 
量的緩和策による金融資産の買い入れ額を 
順次減らしていくこと 
--------------------------------- 

です。 

難しいですね、解説します。 

コロナショックによる金融崩壊を防ぐために 
日銀、FRB、ECB（欧州中央銀行）は 
金融資産を大量に買って支えました。 

日銀は、日経連動のETFの買い入れ額を 
年間6兆円から12兆円に増やしました。 

また、国債の買い入れや、不動産リートの 
買い入れなどを行ってきました。 



FRBは250兆円で、破綻しそうなジャンク債の 
買取、住宅ローン債権の買取、国債の買取など 
をして支えてきました。 

その結果、株価は急回復し、現在の史上最高値 
まで復活した、というのがあります。 

しかし、最近の好調な経済や 
株価上昇を考えるとそろそろ 
買い支えは、見直してもいいのでは？ 

という声が上がっています。 

この見直しを「テーパリング」と 
言います。 

「テーパーリング」はいつ始まるのか？ 

ですが、 

実際に日銀は、5月のETF買い入れがゼロでした。 

これは、2013年以来の事です！ 

アベノミクス、黒田バズーカーが 
始まって以来はじめてゼロになりました。 

先進国で直接株を買っている中央銀行は 
日銀「だけ」ですから、概ね好意的に 
受け取られています。 

ただ、今後もクライシスが来たときは 
年間12兆円の買い入れ枠があるので 
買い支えるとしています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米国のテーパリングは、毎月 
約13兆2000億円の買い入れを 
いつ減らすのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 



毎月13兆はすごいです。。 

今は、住宅価格は、バブルというくらい 
上がっていますし、 

サロンでも見せてきましたが木材の 
高騰もやや収まったとはいえ続いて 
います。 

「住宅ローン債権の買い入れは 
もう必要ないのでは？」 

という声が上がっていました。 

米国だけではなく、世界中が 
不動産バブルになっています。 

低金利で、安く住宅ローンが借りれるので 
そのお金が不動産に向かっているのです。 

ということで、テーパリングの 
時期について、今回の会合で 
言及されるかと思ったのですが、 

今回の談話では、 

「現状維持、ただ議論はしていく」 

ということでした。 

具体的に何月からというのはなく 
まだしばらく継続、ということに 
なりました。 

なので、そこまで米国時間だと 
株も下がらなかったということだと 
思います。 

あとは、 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米国の経済回復は圧倒的 
絶好調なので楽観的のムード 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



というのもあると思います。 

「長期的には利上げしても 
企業の業績も株価も上がるでしょう」 

という楽観ムードを感じます。 

その辺りを伝えるために 
最後に、パウエル議長の談話を 
まとめておきます。 

---------------- 
GDPについて 
---------------- 

国内総生産（ＧＤＰ）については 
今年７％増を予想し、前回の6.5％ 
増予想から上方修正。 

22年は3.3％増の予想を維持、 
23年は2.4％増（前回2.2％増）に 
引き上げられた。 

・・・・・・・ 

2021年の7％成長はすごいですね。 

ちなみに日本の予測は 
大和総研によると 

2021年度が＋3.1％、 
2022年度が＋3.3％で 

ワクチンが遅れれば更に1％の 
下振れがありえるとなっていて 
実際ワクチンが遅れているので 
2％代でしょう。。 

この差はなんでしょうね。 

何度もビデオで言っていますが 



財政出動が少なすぎる 
お金のバラマキが足りない 

これに尽きると思います。 

しかも、、 

しかもです、、 

7％成長の翌年に3.3％ 
翌々年に2.4％の予測です。 

圧倒されます。 

・・・・・ 
-------------------- 
インフレ予測 
-------------------- 

ＦＯＭＣは、23年末までの 
インフレ予想を上方修正。 

金融当局が重視する個人消費支出 
（ＰＣＥ）価格指数に関しては、 
21年に3.4％上昇すると予想。 
３月時点での予想は2.4％上昇だった。 

22年については2.1％上昇 
（３月時点では２％上昇）、 
23年は2.2％上昇（同2.1％上昇） 
に予想が引き上げられた。 

・・・・・ 

日本も米国もインフレ率は2％を 
目標にしています。 

日本は実際マイナスになったり 
しているありさまです。 

一方米国もコロナ前は 
なかなか2％は届きませんでした。 



それが、5月は前月比5％です。 

予測では12月までで3.4％に落ち着き 
22年からは2％強になるということ。 

しばらくは2％をしっかり超えてくる 
ということで、どうなるかですね。 

給与の上昇が付いてくるかです。 

----------------- 
雇用について 
------------------ 

ＦＯＭＣ参加者の経済予測によれば、 
失業率は今年10－12月（第４四半期） 
に中央値で4.5％と、３月時点の 
予想から変わらず。 

22年第４四半期の予想は3.8％ 
（３月予想は3.9％）に引き下げられた。 
23年の予想は3.5％で前回から変わらず。 

パウエル議長は記者団に「極めて力強い 
労働市場に向かいつつあると確信する」と 
述べるとともに、 

「米国史上最長となった前回の極めて 
長い景気拡大の過程でわれわれは、 
労働供給が長期拡大局面で予想を 
超え得ることを学んだ」と語った。 

※つまりもっと回復するかも 
という保険を打ってます 

----------------------------- 
テーパリングについて 
----------------------------- 

「米経済は明らかに進展した」とし、 
月額1200億ドル（約13兆2000億円）に 
今回据え置いた資産購入のテーパリング 
（段階的縮小）にも触れ「今回の会合は 



議論することについて議論する会合だと 
いう考え方も可能だ」と話した。 

---------------------- 
利上げについて 
---------------------- 

ＦＯＭＣ参加者18人のうち13人が 
23年末までに少なくとも１回の 
利上げがあると予想。こうした予想を 
示したのは３月時点では７人だった。 

また11人は、同年末までに少なくとも 
２回利上げがあると予想。 

また早ければ22年中に利上げがあると 
見込んだ参加者は７人おり、前回の 
４人から増えた。 

・・・・・ 

2022年、来年の利上げもあり得る 
と考える理事が増えてきています。 

2022年での利上げもあり得ると 
いうことです。 

投資の季節から、ビジネスの季節へ 
という変換点が近づいてきています。 

今は、まだ、チャンスの時期です。 

特に、何かを教えたり、 
情報発信で役立つ情報を配信したり、 

というジャンルはFOMCの予測に 
従うなら来年22年いっぱいまでが 
一番いい時期となります。 

利上げが始まって、景気が更に 
上がってくると、大企業が広告費を 
大量に出して来ます。 



コロナ前は、ひどい高騰ぶりで 
厳しかったですが、あの状態に戻ります。 

大企業があらゆる分野に進出してきて 
私たちのような零細企業の市場に 
まで参入してきます。 

ニッチで生きている零細企業は 
ぎゅうぎゅうに締め付けられ 
活躍する場所がなくなり 
広告費も爆上がりして 
利幅も大幅減です。 

人々も、景気回復の波の中で 
勉強するより旅行をしたり 
遊んだりしようと 
考えるようになるので 

エンタメ系が伸びていき 
勉強系は厳しくなります。 

ある意味、好景気に強いジャンルの 
ビジネスを持っていれば 
アブソリュートリターンで 
絶対利益を確保できるので 
そういうビジネスも手を出すように 
しています。 

多くの個人起業家がやっている 
ビジネス系、コンサル系 
投資系、などの発信系ビジネスは 

めちゃくちゃなあり得ない 
詐欺的なビジネス、投資の 
話も増えていき、 

多くの人が楽して一発当てる 
話を探すようになり、 

真面目にコツコツという 
本質的な話には誰も見向きを 
しなくなります。 



利上げの時代に入るとは 
そういう事です。 

その世界では、真面目で、 
まともである事は厳しくなります。 

もちろん、、対処はできます。 

そうなったら、そうなったで 
ライフスタイル発信に変えたり、 

先程のアブソリュートリターンを 
取りに行く、ビジネス、投資を 
していけばヘッジはできます。 

ただ、私の本音としては、 
それまでに頑張っておいて、 

------------------------------------------ 
儲かっていても支出を増やさず 
コンパクトな組織で堅実に 
利益を積み上げておき、 
------------------------------------------ 
（ココ大事） 

利上げが進んで、浮かれた世界に 
なってきたら、 

おとなしく休んで、 
遊ぶ方が良いかなと 
思っています。 

わざわざ、零細企業が厳しくなるときに 
レッドオーシャンに飛び込むよりは 
それまでに、しっかり種まきをして 
収穫をして余裕を残しておくイメージです。 

種まきという意味では、 
今回の景気サイクルでは会社売却も 
経験したいですし、今、投資している 
スタートアップも収穫の時期となるかも 
しれないので楽しみです。 



ということで、 

FOMC解説からの 
ライフスタイルと景気のサイクルを 
同期させる話でした。 

去年末のライブでお話した内容なので 
興味があったら過去ログからチェック 
してみてください。 

少しずつ、世界経済の流れについて 
理解できる人が増えてくれたら 
嬉しいです。 

それでは、本日20時30分から 
ライブでお会いできるのを 
楽しみにしています。 

/////////////////////// 
ドイツのサーキュラーエコノミ最前線 
20時30分～ 
https://us02web.zoom.us/j/83072891683 

事前課題はこちら 
https://rise-land.com/oise/content/210616camp.pdf 
////////////////////// 

伊勢隆一郎 

https://us02web.zoom.us/j/83072891683
https://rise-land.com/oise/content/210616camp.pdf

