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本日のトピックス
概況、

主要指数、セクターチェック、
ポートフォリオ銘柄
弊社の関連企画その他

ストボ（水曜日11時）9月1日、15日、10月7日、21日
11月10日、17日、12月1日、15日

日経CNBC 9月7日（火）午前8時15分前後（多分改野さん）

川田重信のありがとうアメリカ株式



プレミアム
会員限定



【プログラム】
20:00～21:00 マーケットコメントをベースに（箱田氏）

主要指数チャート、ラッセル2000、金、VIX他の解説（渡辺）
皆様からのQ&A

【出演】
株式会社FTR 箱田啓一氏、渡辺宏一郎氏

【参加方法】
・プレミアム会員の皆様に視聴URLを記載したメールをお送りしますので、
メールをご確認ください。

【定員】
無し（YouTube Live）



YouTube Live

概要 S＆P500で資産形成するには

配信日時 2021年9月3日（金）午後20：00～21:00（予定）

ゲスト 株式会社Mapフィナンシャル 茂木氏、阿部氏

定員 無制限（YouTube Live）

視聴URL
https://youtu.be/0APwtRpBBL8
朝会の概要欄でも告知いたします。

すべての方が対象

https://youtu.be/0APwtRpBBL8


株式会社Mapフィナンシャル

独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして独立した立場でクライアン
トにとって最適な資産形成や財務コンサルティングの助言を行う金融の専
門家です。
ファイナンシャル・アドバイザーとして特定の金融機関からの営業政策上
の影響を受けたり、自身の利益を優先することなく、独立した立場でクラ
イアントの利益を優先に考えたアドバイスを提供する事、付加価値あるフ
ァイナンシャルサービスを通して、社会に貢献する事を理念とします。



茂木禄人 プロフィール

1980年7月17日生まれ 東京都目黒区出身
大学卒業後、資産運用会社に就職。
26歳時に為替業務でニューヨークに転勤。
2009年のリーマンショックで勤務先の倒産を経験。
29歳で外資系保険会社にスカウトされ、保険の世
界へ。
33歳で総合乗合代理店の立ち上げに参画。
現在は、株式会社Mapフィナンシャルにおいて、
独立系フィナンシャルアドバイザーとして活動中。



阿部峻也 プロフィール

1988年11月10日生まれ 岩手県盛岡市出身
大学卒業後、住宅設備機器メーカーに就職。
24歳で外資系保険会社にスカウトされ、保険の世
界へ。
3度の社内表彰、営業管理職を経て、
30歳で総合乗合代理店に移籍、別会社の役員も兼
任。
個人及び法人向けに個別コンサルティング、
資産形成セミナーを多数開催、
独立系ファイナンシャルプランナーとして活動中。



メールマガジン配信中！



主要指数
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S&P500チャート
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12 of 22 Aug,’21 trading days set a new closing high, as 
new closing highs have been set each week for 13 weeks in 
a row



マーケット概況



米国10年国債金利（過去1年）
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次期ＦＲＢ議長はパウエル氏かブレイナード氏か－規制巡る姿勢に違い

民主党進歩派はパウエル氏がウォール街に甘いとの認識抱く

ウォール街の規制に対する姿勢の違いが鍵を握るかもしれない。

パウエル現議長は再任の可能性が高いとみられるものの、ウォーレン上院議員やオカシオコルテス下院議員ら民主
党の進歩派は、大手銀行への規制を緩和したとして共和党大統領が指名した同議長を批判。パウエル氏の対抗馬と
見なされるブレイナードＦＲＢ理事を、議長の取り組みに反対を唱えた人物として称賛する向きもある。

バイデン大統領：パウエル議長の続投とブレイナード氏の銀行監督担当の副議長起用？

＊パウエル議長の規制緩和の多くは地銀やコミュニティーバンクを厳格な規制から解放したが、ウォール街も恩恵
を受けた。大手銀が関連会社との間で行うスワップ取引で最大400億ドル（約４兆4000億円）の証拠金を保持する要
件を撤廃、米金融規制改革法（ドッド・フランク法）に盛り込まれたボルカー・ルールを緩和し銀行がベンチャー
キャピタルファンド投資を増やせるようにした。

銀行が提出を義務付けられる「生前遺言」（経営破綻時の事業整理計画）の簡素化や提出回数の削減、銀行ストレ
ステスト（健全性審査）の改革を行った。

ブレイナード氏はストレステストの変更について、「大手銀に資本バッファーを減らしていいとする青信号」だと
批判。生前遺言関連の見直しは金融「システムの安全性を低下させる」恐れがあると指摘した。
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力強い景気回復や好調な企業決算が米株市場を押し上げる一方で、新型コロナウイルス感染拡大やＦＲＢの政策見通しを巡る懸念もある。

コンファレンス・ボード（ＣＢ）が３１日に発表した８月の米消費者信頼感指数は１１３．８と、前月の１２５．１（下方改定）から低下し、２
月以来の低水準となった。

ストラテジストはＳ＆Ｐ５００の年末時点の水準が現在とほぼ変わらずになると予想。

前日に史上最高値を付けたアップルは０．８％下落
ビデオ会議サービスのズーム・ビデオ・コミュニケーションズは１６．７％安。需要が予想以上に鈍化していると警告したことが嫌気。



Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インディ
シーズが３１日に発表した６月のＳ
＆Ｐコアロジック・ケース・シラー
住宅価格指数（主要２０都市）は前
年比１９．１％上昇し、過去最高の
伸び。市場予想は１８．５％の上昇。
前月の伸びは１７．１％に上方修正。

前月比では１．８％上昇し、市場予
想と一致した。

主要２０都市の中ではフェニックス、
サンディエゴ、シアトルが前年同月
比で最大の上昇となった。

「就学年齢の子どもを持つ家族が新
学期に向けて住宅を確保しようとし
た結果、需要がピークに達し、より
大きな住宅が買われ、今夏の住宅価
格上昇につながった」。

一方で「全国の住宅所有者が新型コ
ロナウイルスのパンデミック（世界
的大流行）の影響で先延ばししてい
た売却計画を進めたため、７月の不
動産市場は新規住宅の流入が増え
た」。
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“What the History of the US Housing Market Says About the Current Boom”

米国の住宅所有率は1940年の43.6％から、1960年に61.9％へ上昇した。平均住宅価格は大恐慌時の2,500ドルか
ら1979年に7万ドルに上昇した。

1979年にCharles Kirkpatrickは、不動産市場のピークが近づいていると指摘した。

1988年にStan Salvigsenは、不動産市場の崩壊が差し迫っていると警告した。

2005年にRobert Shillerイェール大学教授は、2000年初めに崩壊する前の1999年秋のITバブルのようなバブル
が住宅市場に起きていると述べた。

これらの警告の後、いずれも住宅市場の大きな下落が起きた。シラー教授が警告した2005年2Qの平均住宅価格
は23.3万ドルだったが、その2年後に25.7万ドルでピークをつけて、2009年1Qに20.8万ドルに下落した。平均住
宅価格は2013年までに回復し、今年2Qには37.5万ドルまで上昇した。

バロンズは6月に夏後に住宅市場が鎮静化しようと書いたが、初めての購入者のペントアップ需要や歴史的な低
金利を背景に、好調が続いており、本格調整はまだ先のようだ。
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主要指数＋半導体過去5日間
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過去1カ月



20

主要指数＋半導体 年初来
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過去1年



NYダウ月間騰落率
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出所：エグゼトラスト株式会社作成

過去100年の

平均騰落率（％）

上昇した

割合（％）

過去50年の

平均騰落率（％）

上昇した

割合（％）

過去20年の

平均騰落率（％）

上昇した

割合（％）

1月 1.00 63% 1.10 60% -0.66 45%

2月 0.20 56% 0.32 60% 0.17 70%

3月 0.21 58% 0.76 64% 0.14 60%

4月 1.47 62% 2.24 68% 2.51 85%

5月 -0.09 54% 0.22 56% 0.00 60%

6月 0.41 50% 0.12 52% -0.71 40%

7月 1.64 65% 0.92 60% 1.40 75%

8月 0.94 61% -0.13 56% -0.27 55%

9月 -1.11 41% -0.86 38% -0.71 50%

10月 0.21 60% 0.52 60% 1.22 65%

11月 1.28 64% 1.63 70% 2.61 75%

12月 1.51 74% 1.46 70% 0.82 65%



S&P500チャート
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12 of 22 Aug,’21 trading days set a new closing high, as 
new closing highs have been set each week for 13 weeks in 
a row



今年の相場を考える
S&P500、過去20年の平均リターン

Source: Prepared by ExeTrust based on data from Equity Clock.
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S&P500指数 9月 月中のパフォーマンス

（％）

青1983～2020年 マイナス0.6％

緑2011年～2020年マイナス0.59％
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Ｓ＆Ｐ500種が７カ月もしくはそれ以上の連続高となったのは、この60年
間で14回

以下の３つのパターン
①14回のうち５回は翌月に下落。
②別の４回は連騰が途切れるまでに3.2％未満の上昇
③残り５回は下落に転じるまでに9.7％以上の上昇、中には2018年１月ま
での10カ月連続高も含まれる。
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S&P500と10年債利回り2017年
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S&P500指数

10年債利回り

●ジャクソンホール



S&P500と10年債利回り2018年
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S&P500指数 、10年債利回り、●ジャクソンホール



30

過去5日間
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過去1カ月



32

年初来
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■ 今週の予定
8月30日（月）
・オンライン会議サービスのズーム・ビデオ・コミュニケーションズ＜ZM＞が四半期決算発表。
・全米不動産業協会（NAR）が7月の中古住宅販売保留指数を発表。コンセンサス予想は前月比1％低下（6月は同1.9％低下）。

8月31日（火）
・セキュリティー対策ソリューションを提供するクラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞、ネット関連サービスプロバイ
ダーのネットイース（網易）＜NTES＞、大手アパレルメーカーのPVH＜PVH＞が決算発表。
・8月のコンファレンス・ボード消費者信頼感指数発表。エコノミスト予想は124で、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的
大流行）以降で最高を記録した7月を5ポイント下回る。
・景況感を示す先行指標であるシカゴ購買部協会景況指数（シカゴPMI）発表。8月の予想は67.4と7月の73.4を下回る。
・6月のS&Pケース・シラー住宅価格指数発表。コンセンサス予想は、前年同月比18％の上昇で、4月の同14.8％増、5月の同16.6％
増に続いて、3ヶ月連続で同統計開始以来最大の上昇率を記録することになる。5月はアリゾナ州フェニックス、カリフォルニア州
サンディエゴ、ワシントン州シアトルといった西部の都市が同23％増と、大幅な上昇を記録した。

9月1日（水）
・給与計算代行のオートマティック・データ・プロセッシング＜ADP＞が8月の非農業部門の米民間雇用者数を発表。コンセンサス
予想は、前月比63万7500人増（7月は33万人増）。
・アルコール飲料製造販売大手ブラウン・フォアマン＜BFA＞、食品大手キャンベル・スープ＜CPB＞、ペット関連の電子商取引（E
コマース）を手掛けるチューイ＜CHWY＞、ID管理サービスのオクタ＜OKTA＞、ライフサイエンス向けクラウド事業のビーバ・シス
テムズ＜VEEV＞が四半期決算発表。
・サプライ管理協会（ISM）が8月の製造業購買担当者景況指数（PMI）を発表。コンセンサス予想は58.7と、7月を若干下回る。
・7月の建設支出発表。予想は前月比0.4％増で、季節調整済み年率換算1兆5600億ドル。
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今週の予定

9月2日（木）
・半導体大手ブロードコム＜AVGO＞、医療器具メーカーのクーパー・カンパニーズ＜COO＞、電子署名ソフトウエアのドキュサイン
＜DOCU＞、コンピューター・IT大手のヒューレット・パッカード・エンタープライズ＜HPE＞、パッケージ食品メーカーのホーメ
ル・フーズ＜HRL＞が決算コンファレンスコール開催。

9月3日（金）
・大手鉄道持ち株会社カンザスシティー・サザン＜KSU＞が臨時株主総会を開催し、カナダの鉄道会社カナディアン・ナショナル鉄
道＜CNR＞からの買収提案に対する承認を求める。カンザスシティー・サザンは去る5月に、カナディアン・ナショナル鉄道による、
現金と株式による約340億ドルの買収提案の受け入れを表明している。
・サプライ管理協会（ISM）が8月の非製造業PMIを発表。コンセンサスは59.5と、統計開始以来最高を記録した7月の64.1を下回る。
・8月の雇用統計発表。非農業部門就業者数のコンセンサス予想は78万1500人増（7月は94万3000人増）。失業率の予想は5.2％と、
7月の5.4％から低下。



収録 2021年8月31日（火）済



マーケットコメント 2021年 8月 30日

Daily Treasury Yield Curve Rates の時間的な推移

イールドカーブの立ち上がりが、3月末と比較して、傾斜が緩くなってきた。（来年の景気期待
値の減速か？）

p.36



p.37

マーケットコメント 2021年 8月 30日

最近の動き

イベント日付 9 月 6 日前後 / 9 月 15 日 / 9 月 27 日

【イエレン財務長官がパウエル議長の再任を支持】

8 月２１日、来年２月に任期を迎えるパウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の人事に関し、イエレン財務長官が再任を支持する

意向を政権 内で示したと報じた。バイデン大統領は９月６日のレーバーデー前後に決断する可能性が高いという。イエレン氏はパウエ

ル議長の前任。財務長官は政権内 でＦＲＢ議長人事に大きな影響力を持つ。新型コロナウイルスの変異株が景気に及ぼす影響に不透明

感が強まる中、金融政策を指揮する議長の交代に

慎重な見方が政権内に出ている可能性があるという。再任には議会上院の承認が必要となる。

【米国議会】

・下院は 8 月 24 日、民主党提案の環境や福祉政策に 10 年間で 3 兆 5,000億ドル規模の投資計画、予算編成方針の「予算決議案」を
可決した。

※休会期間中の下院を一時中断して対応。予算決議案は、賛成 220 票、反対 212 票での可決。

（民主党が 220 議席、共和党が 212 議席（欠員 3 議席））

※予算決議では、3・5兆ドルの歳出を盛り込んだ 2022会計年度（21 年 10 月～22年 9 月）予算の大枠を提示し、各委員会に 9

月 15 日ま でにそれぞれの所管分野の予算案を策定するよう指示した。

・民主党のナンシー・ペロシ下院議長（カリフォルニア州）は、上院で 8 月 10 日に可決された約 1 兆ドルの超党派インフラ法案を 9

月 27 日までに採決 するとの声明を発表した。

インフラ計画

今後 5 年間で約 1 兆ドル、既に予算配分済みの支出を除いた新規支出は約 5,500

億ドル。 道路や橋、EV（電気自動車）インフラ整備、ブロードバンド網や電力グ

リッド網整備など。



マーケットコメント 2021年 8月 30日
https://www.nikkei.com/ar t icle/DGXZQODL2614I0W1A120C2000000/ より引用

p.38

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL2614I0W1A120C2000000/


マーケットコメント 2021年 8月 30日

太陽黒点と 27 日平均の極小期に注目 （極小期は約 11 年周期。2008年リーマン・ショック、1996年アジア通貨危機、1987年でブ
ラックマンデー）

p.39



マーケットコメント 2021年 8月 30日
2021 年の太陽黒点と SP500 Sp500＝4.52＊黒点

数＋4026 決定係数 11.86％

p.40



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.41



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.42



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.43



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.44



【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
マクドナルド(MCD)
3M(MMM)
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

47



ダウ工業株30銘柄 左8月30日（月）、右8月31日（火）



ナスダック100上位銘柄株価 左8月30日（月）、右8月31日（火）



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%）左8月30日（月）、右8月31日（火）



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 左8月30日（月）、右8月31日（火）



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
左8月30日（月）、右8月31日（火）
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過去5日間
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過去1カ月
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年初来
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過去1年
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過去1年
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過去3カ月


