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米国株式投資の真実を伝える 

川田重信の「メディアで鍛える米国株式講座」 

［Vol.9］2021年8月2日配信 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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【1】日経新聞 主要証券、株依存減 投信・ファンドラップに注力 8/3 

【2】日経新聞 自社株買い、米テック先導  

【3】日経ヴェリタス 8/8 1面 「テック株 宴は続くか」 

【4】日経新聞 アイ・パートナーズ田中社長「顧客のCFOになりたい」 

４．投資のヒント 私の投資遍歴 

５．川田のお散歩 高校同級生のプチ同窓会 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

４．投資のヒント 

「投資手法」や「銘柄紹介」だけでなく、「気になった指標や発言」や「社会や政治の動き」を書くコーナーです。 

米国株式投資に必要なメディア情報 

■朝会の舞台裏 



本日のトピックス 
概況、 
 
主要指数、セクターチェック、 
アナリストコール 
ポートフォリオ銘柄 
弊社の関連企画その他 
 
 
日経CNBC 8月10日（火）午前10時15分前後 
ストボ（水曜日）次回は 8月18日 
 
マネックス 7/13（火）20：00～21：00（済み） 
「老後資金もFIREも！米国市場で「お金」を作る資産運用とは？ 
 ～60分でマスター！S&P500で2000万円を作る方法を伝授～」 

  

川田重信のありがとうアメリカ株式 



主要指数 

5 



S&P500チャート 

6 



米国10年国債金利（過去1年） 

7 



マーケット概況 
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ダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種が上昇し、終値としての最高値を更新。 
議会上院で超党派による１兆ドル規模のインフラ投資法案が可決されたことを受け、
バリュー株に買いが入った。 
 
法案には鉄道や道路、空港の改修や、電気自動車（ＥＶ）充電施設、家庭向けブロ
ードバンド（高速大容量）通信網の整備などが盛り込まれている。上院は、社会福
祉や気候変動などに対応した３兆５０００億ドル規模の財政支出法案についても、
審議を開始した。民主党は財政調整措置（リコンシリエーション）と呼ばれる特別
な仕組みを使い、共和党の賛成がなくても可決する構えだ。 
 
ｉシェアーズＵＳインフラストラクチャーＥＴＦ（IFRA）は１．４５％、グローバ
ルＸ・ＵＳインフラストラクチャー・デベロップメントＥＴＦ（PAVE）は２．１
９％、それぞれ値上がりした。 
 
半導体が４営業日続落。中でもマイクロン・テクノロジーの下げが目立った。 



10 

上院、61兆円インフラ包括法案を可決－下院採決時期は不透明 
上院は10日、5500億ドル（約61兆円）規模のインフラ包括法案を賛成69、反対30で可決した。成
立すれば過去数十年で最大の公共投資法となり、バイデン大統領の経済政策にとって大きな勝利
となる。法案は下院に送付されるが、民主党内の進歩派と穏健派の対立や、より広範な支出・税
制計画との絡みで採決時期は不透明。 
 
バイデン大統領はホワイトハウスで、「これこそがわれわれの『ビルド・バック・ベター（より
良き再建）』の具体的な形だ」と発言。「この法案は米国の道路や幹線道路、橋の近代化のため
の雇用創出につながるだろう」と述べた。 
 
  共和党からはマコネル上院院内総務を含む19人が法案を支持。民主党のシューマー上院院内
総務は、３兆5000億ドル規模の支出・税制計画につながる予算決議案に直ちに重点を移す考えを
示した。 
 
インフラ計画の主要プロジェクト 
道路・橋など大型プロジェクト：1100億ドル（12兆円） 
電力網の改修：730億ドル 
鉄道・全米鉄道旅客公社（アムトラック）改善：660億ドル 
ブロードバンド普及：650億ドル 
飲料水の水質改善：550億ドル 
交通・輸送：390億ドル 



11 



12 



13 



14 



15 



16 

主要指数＋半導体過去5日間 

DJI (ダウ平均) 

SPX (SP500) 

IXIC (ナスダック総合) 

NDX (ナスダック100) 

SOX (フィラデルフィア半導体株指数) 

IWM (ラッセル 2000 ETF) 



17 

過去1カ月 

DJI (ダウ平均) 

SPX (SP500) 

IXIC (ナスダック総合) 

NDX (ナスダック100) 

SOX (フィラデルフィア半導体株指数) 

IWM (ラッセル 2000 ETF) 
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主要指数＋半導体 年初来 

DJI (ダウ平均) 

SPX (SP500) 

IXIC (ナスダック総合) 

NDX (ナスダック100) 

SOX (フィラデルフィア半導体株指数) 

IWM (ラッセル 2000 ETF) 
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過去1年 

DJI (ダウ平均) 

SPX (SP500) 

IXIC (ナスダック総合) 

NDX (ナスダック100) 

SOX (フィラデルフィア半導体株指数) 

IWM (ラッセル 2000 ETF) 
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過去5日間 



21 

過去1カ月 



22 

年初来 
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今週の予定 
8月9日（月） 
・ガス、ガス処理装置、機能材料メーカーのエアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ＜APD＞、映画館チェーンのAMCエンターテ
インメント・ホールディングス＜AMC＞、カナダの金鉱大手バリック・ゴールド＜GOLD＞、ドイツのバイオ医薬品メーカー、バイオ
ンテック＜BNTX＞、衛星放送や有料テレビサービスを展開するディッシュ・ネットワーク＜DISH＞、食品メーカー大手タイソン・
フーズ＜TSN＞が四半期決算発表。 
・6月の求人離職統計（JOLTS）発表。エコノミスト予想では、6月末時点の求人件数は910万件と、5月から若干減少するものの、求
人件数は過去最高水準にある。 
 
8月10日（火） 
・全米独立企業連盟（NFIB）が、7月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は102.8と、2020年10月以降で最高を記録し
た6月からほぼ横ばい。 
・暗号資産取引所大手コインベース・グローバル＜COIN＞、食品流通大手シスコ＜SYY＞、航空部品の持ち株会社であるトランスダ
イム・グループ＜TDG＞が決算発表。 
・米労働統計局が、2021年第2四半期の非農業部門労働生産性指数および単位労働コストを発表。予想では、労働生産性指数は季節
調整済み年率換算で0.9％上昇（2021年第1四半期は1.7％上昇）、単位労働コストは季節調整済み年率換算で3.4％上昇（同5.4％上
昇）。 
 
8月11日（水） 
・オークションサイト運営のイーベイ＜EBAY＞、アイルランドの製薬会社ペリゴ＜PRGO＞が決算発表。 
・7月の消費者物価指数（CPI）発表。エコノミスト予想は前年同月比5.3％上昇（6月は5.4％上昇）。食品とエネルギーを除くコア
CPIは同4.3％上昇（6月は4.5％上昇）。インフレは、一時的なものである可能性もあるが、今年に入りウォール街最大の関心事と
なっている。6月のCPIは、2008年7月以来最速のペース、コアCPIはここ30年で最速のペースとなっている。 
・米財務省が7月の財政収支を発表。7月度の財政赤字は2670億ドル、2021年度（2020年10月〜2021年9月）の財政赤字は、3兆ドル
と予想される。2020年度の財政赤字は3兆1000億ドルと、過去最悪を記録した。 
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今週の予定 
 
8月12日（木） 
・民泊サービスのエアビーアンドビー＜ABNB＞、金融取引処理サービス会社ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューション
ズ＜BR＞、資産運用会社ブルックフィールド・アセット・マネジメント＜BAM＞、料理宅配会社ドアダッシュ＜DASH＞、メディア大
手のウォルト・ディズニー＜DIS＞が決算コンファレンスコールを開催。 
・動物向け臨床検査会社アイデックス・ラボラトリーズ＜IDXX＞が2021年の投資家向け説明会をバーチャルで開催。 
・7月の卸売物価指数（PPI）発表。コンセンサス予想は前月比0.4％上昇（6月は1％上昇）。食品とエネルギーを除くコア指数は
0.5％上昇（6月は1％上昇）。 
・8月7日までの週の新規失業保険申請件数発表。7月の週間平均申請件数は39万2000件と、6月の平均をやや下回る。新規失業保険
申請件数は、2020年春をピークに減少傾向にあるが、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）以前と比べると、依然
として高い水準にある。 
 
8月13日（金） 
・8月のミシガン大学消費者景況感指数発表。エコノミスト予想は81.1と、7月とほぼ同水準。 



収録 2021年8月10日（火）済 
 



マーケットコメント 

NASDAQ100 

2021 年 6 月 14 日 

X 月XX 日に注意。XXに波乱の示唆。 

p.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



マーケットコメント 2021 年 6 月 21 日 

【Sp500】6 月 25 日-7 月 20 日ころまでサマーラリーも視野。 

自動車生産再開の動きが活発化してくれば、マクロ指標に加え、個別企業にも影響を与える。しばし POISSON 上昇継続じり高、株

価加速傾向を示 唆する可能性も。ただ、SCS 低下の  22 日、24 日は 突込み 買いか？   その後、SCS の波状的な往来（16-25）＆

POISSON 上昇などの動きから、7 月  X 日を  経て、13 日に注意し、20 日ころまでのサマーラリー発生か？  7 月 28 日頃から連騰が続

いていれば 8 月初旬は高値疲れとなりいったん一休 み。お盆より反転の動きでも、8 月下旬にはよく調査し、相場のチェックを。や

はり、雇用統計発表日 7 月 2 日、8 月 6 日、9 月 3 日に向けて、やや乱調 

相場を示唆、引き続き月初は警戒か。潮目 9 月 20 日以降は上げ下げを繰り返しながらも強含みで推移する可能性がある。 

p.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



マーケットコメント 2021 年 6 月 21 日 

SOXX  ：NASDAQ 総合とはやや動きが異なりそう  中期的には、2021 年 10 月から 11 月頃に高値か？ 

6 月 21 日―24 日に調整後に数日で反転、POISSON が横ばいで SCS の低下がみられる 7 月初旬に失速。7 月 26 日以降持ち直しの
動きでも、8 

月初旬に失速し 8 月ｘｘ 日、X 日に潮目を形成し、反発するも 8 月 26 日高値をつけるか。9 月に入ると底値潮目が複数発生＆

POISSON 横ばい のため外部環境の影響を受けやすくなり底値探しとなり、9 月 9 日、21 日は候補日となる。半導体の不足も充足し

始め、秋口には業績修正の可能性 も。ただ 9 月 24 日過ぎには株価の値動きに注意し、崩落の可能性を吟味する期間であり注意が必

要である。 

p.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



マーケットコメント 2021 年 7 月 12 日 
米実質金利は、ゾーンで推移し

ている 米 10 年債 

目先は保合、そして 7 月月末にかけて上昇に転じる。POISSON の水準が低いので、10 月 19 日前後は大きな崩落はな

いと思われる。 基本押し目買いと推察される。 

p.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【プレミアム会員向け｜個別潮目テキスト版】 

【個別銘柄潮目】 

個別銘柄潮目チャートを原則として毎週2回（火・木曜日の夜に）
配信します。都合により配信スケジュールが変更となることもあり
ますのでご了承ください。 

 

今週 

ハネウェル (HON) 

IBM(IBM) 
本資料は資産運用に関する情報提供を目的として作成したものであり、個別商品の勧誘を目的としたものではありま
せん。当資料は、当社が信頼できると判断した資料データ等により作成しましたが、その正確性および完全性につい
て保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境を保証するものではありません。投資決定にあた
っては、投資家ご自身の判断でなされますようお願い致します。出典:NPMWEB版 潮目ファインダー（SHIOME 
Finder） 提供:株式会社フィナンシャルテクノロジー＆リサーチ（FTR） 

コメント 

チャート 

コメント 

チャート 

コメント 



【プレミアム会員向
け 

個別潮目テキスト
版】 

 
原則 週二回 ダウ
工業株30種平均銘柄
をアルファベット
（ティッカー）順に
掲載 



チェック：株価と
ポートフォリオ 
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ダウ工業株30銘柄   左8月9日（月）、右8月10日（火）  



ナスダック100上位銘柄株価  左8月9日（月）、右8月10日（火） 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 左8月9日（月）、右8月10日（火） 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 左8月9日（月）、右8月10日（火） 



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%） 
左8月9日（月）、右8月10日（火） 
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過去5日間  

ARKK (アーク・イノベーションETF) 

ASML (ASMLホールディング) 

IDXX (アイデックス・ラボラトリーズ) 

ISRG (インテュイティブ・サージカル) 

MSCI (MSCI) 

NOW (サービスナウ) 

QQQJ (インベスコ・ナスダック Next Gen 100) 

SE (シー) 

VGT (バンガード・米国情報技術セクターETF) 

ZBRA (ゼブラ・テクノロジーズ) 

SPX (SP500) 

TQQQ (プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ) 

TECL (ディレクション デイリー テクノロジー株 ブル3倍ETF) 

RUN (サンラン) 

PGJ (インベスコ・ゴールデン・ドラゴン・チャイナETF) 
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過去1カ月 

ARKK (アーク・イノベーションETF) 

ASML (ASMLホールディング) 

IDXX (アイデックス・ラボラトリーズ) 

ISRG (インテュイティブ・サージカル) 

MSCI (MSCI) 

NOW (サービスナウ) 

QQQJ (インベスコ・ナスダック Next Gen 100) 

SE (シー) 

VGT (バンガード・米国情報技術セクターETF) 

ZBRA (ゼブラ・テクノロジーズ) 

SPX (SP500) 

TQQQ (プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ) 

TECL (ディレクション デイリー テクノロジー株 ブル3倍ETF) 

RUN (サンラン) 

PGJ (インベスコ・ゴールデン・ドラゴン・チャイナETF) 
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年初来  

ARKK (アーク・イノベーションETF) 

ASML (ASMLホールディング) 

IDXX (アイデックス・ラボラトリーズ) 

ISRG (インテュイティブ・サージカル) 

MSCI (MSCI) 

NOW (サービスナウ) 

QQQJ (インベスコ・ナスダック Next Gen 100) 

SE (シー) 

VGT (バンガード・米国情報技術セクターETF) 

ZBRA (ゼブラ・テクノロジーズ) 

SPX (SP500) 

TQQQ (プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ) 

TECL (ディレクション デイリー テクノロジー株 ブル3倍ETF) 

RUN (サンラン) 

PGJ (インベスコ・ゴールデン・ドラゴン・チャイナETF) 
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過去1年 

ARKK (アーク・イノベーションETF) 

ASML (ASMLホールディング) 

IDXX (アイデックス・ラボラトリーズ) 

ISRG (インテュイティブ・サージカル) 

MSCI (MSCI) 

NOW (サービスナウ) 

QQQJ (インベスコ・ナスダック Next Gen 100) 

SE (シー) 

VGT (バンガード・米国情報技術セクターETF) 

ZBRA (ゼブラ・テクノロジーズ) 

SPX (SP500) 

TQQQ (プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ) 

TECL (ディレクション デイリー テクノロジー株 ブル3倍ETF) 

RUN (サンラン) 

PGJ (インベスコ・ゴールデン・ドラゴン・チャイナETF) 
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過去1年 

SPX (SP500) 

ARKK (アーク・イノベーションETF) 

ARKF (アーク・フィンテック・イノベーションETF) 

ARKG (アーク・ゲノミック・レボリューションETF) 

ARKW (アーク・ウェブ・x.0 ETF) 

ARKQ (アーク・オートノマス・テクノロジー&ロボティクスETF) 
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過去3カ月 

DE (ディーア) 

SPX (SP500) 

BLOK (エンプリファイ・トランスフォーメーショナル・データ) 

COIN (コインベース・グローバル) 

CRLBF (クレスコ・ラブズ) 

CURLF (キュラリーフ・ホールディングス) 

GBTC (グレースケール・ビットコイン・トラスト) 

GTBIF (グリーン・サム・インダストリーズ) 

MARA (マラソン・デジタル・ホールディングス) 

MSTR (マイクロストラテジー) 

RIOT (ライオット・ブロックチェーン) 

TCNNF (トゥルーリーブ・カンナビス) 

LMND (レモネード) 

APPN (アピアン) 

GNRC (ジェネラックHD) 


