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2021年11月19日（金）現地11月18日(木） 
チャンネル
登録！ 

資料ダウン
ロード可！ 



毎週水曜日 
8時オンライントーク 

駆け込み寺なの？ 



11月17日（水）プライベートバ
ンカーに聞く資産運用のツボ 



11月24日（水）オジサンの資産
運用方法公開 



クレジットカードの情報を入力し、決済く
ださい、決済と同時に利用可能です 

「川田重信 オンラインサロン」で検索！ 

ここをクリック 

DMMオンラインサロンに未登録
の方は新規登録ください 登録の流れ 



メールマガジン配信中！ 



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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.12］2021年11月22日配信 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
＊＊＊目次＊＊＊ 
1.マーケット振り返り 
2.今週のズバリ！ 
3.今週のピックアップ記事  
4.投資のヒント  
5.活動情報 
6.質問コーナー  
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長い！米国で暮らした経験がないと 映
画のメッセージはなかなか理解が難しい。
実際終わったあと近くの高齢者は筋が分
からんとボヤき気味。 
トランプを名指ししていないが、分断を
煽る共和党政治には反対の立場だ。 
ここでも人種 階級 宗教が基本的な問
題の根源。ここが日本人には分からない。
自由と自治は自らの力で勝ち取るものだ。
米国の主役はあくまで国民で、日本とは
そこが根本的に違う。 
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見どころ 
 
『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』などのフレデリック・ワイズマン監
督が、アメリカ・マサチューセッツ州ボストンの市役所の業務を追ったドキュメンタ
リー。多様な人種と文化が共存する大都市で、警察や消防、保健衛生、高齢者支援な
ど多岐にわたる公共サービスを行う市役所の裏側を映し出す。市民の幸せのために奔
走するマーティン・ウォルシュ市長をはじめ、さまざまな問題に向き合う職員たちの
姿を通し、住民のための行政の在り方を問いかける。 
 
あらすじ 
長い歴史を持ち、さまざまな人種や文化が存在する大都市アメリカ・マサチューセッ
ツ州ボストン。その市役所の電話窓口には道路の補修、停電などといった住民からの
あらゆる要望やトラブルが持ち込まれ、職員をはじめマーティン・ウォルシュ市長ら
が日々事態に対応している。フードバンク、全米黒人地位向上協会（NAACP）との話
し合い、同性カップルの結婚式、高齢者や生活困窮者への支援など、ボストン市役所
の業務は多岐にわたる。 



ご購読の流れ 
朝会のここをクリック 

QRを読み取り 

or 

ここをクリック クレジットカードの情報を記入 



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）12月1日、15日  
 
日経CNBC 
11月26日（金）午前8時15分前後（改野さんと電話で） 
11月2日（火）午前10時15分前後（済！有地さんとスタジオで） 
 
  

川田重信のありがとうアメリカ株式 



主要指数 
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S&P500チャート 
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マーケット概況 



米国10年国債金利（過去1年） 
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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＆Ｐとナスダックが最高値、小売・ハイテク好決算受け 
 
値動きの荒い展開となる中、Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総が最高値
を更新して取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者からタカ派
的な発言があったものの、小売企業やハイテク企業の好決算が注目された。 
ダウは下落。シスコシステムズの下げが重しとなった。 
 
ニューヨーク連銀のウィリアムス総裁は１８日、米国ではより広範囲にわ
たってインフレが発生しており、将来の物価上昇に対する期待が高まって
いるとの認識を示した。 
 
Ｓ＆Ｐとナスダックは午前終盤には反発。ナスダックは半導体大手エヌビ
ディアの上昇に押し上げられた。同社は第３・四半期決算が予想を上回っ
たほか、第４・四半期の売上高について明るい見通しを示した。 
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アップルＥＶ、25年に発表も 報道受け株価最高値 
完全な自動運転機能に焦点を当てたプロジェクトに注力していると、ブ
ルームバーグが関係筋の情報として報じた。 
アップルの株価は約３％上昇し、過去最高値を更新した。 
報道によると、アップルが開発を進める車にはハンドルやペダルがなく、
内装は自動運転に沿ったデザインになっているという。 
 
投入「されるかどうかでなく、時期が焦点」とし、６０─６５％の確率
で２５年までに発表される可能性 
 
アップルは来年２月１日から従業員の職場勤務を再開する用意を進めて
いる。従業員は年間最長４週間、在宅勤務が認められるという。 
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年初来 



20 

過去5日間 



21 

感謝祭の週 
現在の感謝祭の休日は1941年に制定された。1945年以来、感謝祭の週は平均してS&P500が0.6%上昇。 
最も上昇したのは水曜日と金曜日で、唯一下落したのは月曜日。最近では、上昇は月曜日にシフトし、火曜
日は小幅な下落、週の最後の2日間は上昇。 

1945年以降 （76年間） 
 
過去20年間 

 月曜日     火曜日    水曜日    金曜日      週間 
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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 
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主要指数＋半導体 年初来 



25 

過去1年 
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過去5日間 
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過去1カ月 



28 

年初来 
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■ 今週の予定 
11月15日（月） 
・自動車部品小売り大手アドバンス・オート・パーツ＜AAP＞、電気自動車（EV）のルーシッド・グループ＜LCID＞、食品メーカー
大手タイソン・フーズ＜TSN＞、音楽出版・レコード大手のワーナー・ミュージック・グループ＜WMG＞が四半期決算発表。 
・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2021年度投資家向け説明会をニュージャージー州ローズラ
ンドで開催。 
 
11月16日（火） 
・小売大手ウォルマート＜WMT＞が、取引開始前に2022年度第3四半期の決算発表。同社は通年のガイダンスを上方修正したが、年
初来株価はS&P500指数のパフォーマンスを25％ポイント下回る。 
・ホームセンターチェーン大手のホーム・デポ＜HD＞、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。 
・シカゴ・オプション取引所を運営するCBOEグローバル・マーケッツ＜CBOE＞、太陽光発電のエンフェーズ・エナジー＜ENPH＞、
保険会社ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ＜HIG＞、半導体大手のクアルコム＜QCOM＞が年次株主総会を開催。 
・製薬大手ブリストル・マイヤーズ・スクイブ＜BMY＞が投資家向け説明会を開催。ジョバンニ・カフォリオ最高経営責任者
（CEO）がパイプラインと戦略的機会について説明する。 
・全米住宅建設業協会（NAHB）が11月の住宅市場指数を発表。コンセンサス予想は80と10月から変わらず。昨年暮れに記録したピ
ークから約10％低い水準だが、住宅建設業者は住宅市場に強気の見方を崩していない。 
・10月の小売売上高発表。コンセンサス予想は前月比0.8％増（9月は0.7%増）。自動車を除いた数値は同0.9％増の予想（9月は
0.8％の増）。 
 
11月17日（水） 
・ネットワーク機器大手シスコシステムズ＜CSCO＞、大手ホームセンターチェーンのロウズ＜LOW＞、画像処理半導体（GPU）大手
エヌビディア＜NVDA＞、小売大手ターゲット＜TGT＞、ディスカウント小売りチェーンのTJX＜TJX＞が四半期決算発表。 
・10月の住宅着工件数発表。エコノミスト予想は前月比2.2％増、季節調整済み年率換算で159万戸。 
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今週の予定 
 
11月18日（木） 
・電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング（阿里巴巴集団）＜BABA＞、半導体製造装置メーカーのアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞、
ソフトウエア関連企業イントゥイット＜INTU＞、中国小売企業最大手のJDドットコム（京東集団）＜JD＞、ディスカウント小売り大手ロス・ストアー
ズ＜ROST＞、企業向け人事・財務ソフトウエア会社ワークデイ＜WDAY＞が決算コンファレンスコールを開催。 
・ITコンサルティング、アウトソーシングサービスのコグニザント・テクノロジー・ソリューションズ＜CTSH＞、産業機器メーカーのインガーソル・
ランド＜IR＞、医療技術会社のストライカー・コーポレーション＜SYK＞が投資家向け説明会を開催。 
・医薬品・ヘルスケア製品大手のジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が投資家向け説明会を開催し、製薬事業について説明を行う。 
・メディア関連企業リバティ・メディア＜FWONA＞が年次投資家向け説明会をニューヨークで開催。リバティ傘下の企業および、プロ野球チームのア
トランタ・ブレーブス（トラッキングストックはリバティ・ブレーブス・グループ＜BATRA＞）、ケーブルテレビ・携帯電話サービスのチャーター・
コミュニケーションズ＜CHTR＞、イベントプロモーターのライブ・ネーション・エンターテイメント＜LYV＞、旅行アプリを手掛けるトリップアドバ
イザー＜TRIP＞など、リバティが株主を務める企業が参加予定。 
・コンファレンス・ボードが10月の景気先行指数を発表。コンセンサス予想は前月比0.8％上昇の118.4。コンファレンス・ボードは、2021年の国内総
生産（GDP）成長率を5.7％と予想している。 
 
11月19日（金） 
・靴を中心としたアパレル小売大手のフットロッカー＜FL＞が第3四半期決算を発表。 





マーケットコメント 2021 年 8 月 2 日 

【Sp500】8 月は高値波乱含みだが、秋になるとラリーの様相へ 

7 月の雇用統計発表の 8 月 6 日は注視。自動車生産再開、給付金上乗せ廃止の動きで、雇用の動きに注視。しばし POISSON 下落傾向

続き、期 待上昇確率変動期に入り乱調相場か？ 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、雇用統計発表日特に 8 月 6 日前後、9 月 3 日に向けて乱調相場、引き続き月初は警戒か。潮目 

9 月 21 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。ダウと同様に 9 月から堅調に推移しても、9 月 29 日、  10 月 8 日の値動きに注意。10 月 21 日の反

落の動き示唆に 注意。 

FOMC:8 月 26 日－28 日、9 月 21 日－22 日、11 月 2－3 日、12 月 14 日－15 日 
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今週の０潮目はドンピシャで少しオカルト的なほど末恐ろしいものを感じた次第です。
こういう思考になっているということは、どっぷり潮目チャートフリーク？になった
証拠かもしれません。 
 
この潮目チャート（相場の長期予報）無しでは、最近の相場を渡り切るのは難しいよ
うに思う今日この頃です。 
 
今月は潮目チャートの無料体験セミナー：この潮目チャートが普及して欲しいような、
たまた普及して欲しくないような？ 
 
それでも使う人によっては恐ろしいほど万能な潮目チャートが、もう少し陽の目をみ
てもいいような気もするのですが。 
 
私はここの会員になってちょうど丸一年、ここの会費はコストパフォーマンスが高す
ぎて（私はタダ同然だと思っています）陽の目を見るようになれば会費の値上げがあ
るのではないかとヒヤヒヤ。 
 
プレミア会員 XX XXX 



過去の株価の動きを分析して
将来の動きを予測する仕組み 

潮目チャートとは 

■過去の価格データをインプット 

■株価のリズムを抽出し､今後の動きを予測 

■将来の予測をアウトプット 



2指標で価格変化の波動を捉える 

①POISSON（ポアソン） ：株価水準の趨勢 
②SEA CHANGE SCORE（SCS）   ：株価の底値や天井 

2つの指標 



株価の趨勢･水準を示唆 

●1〜36の値をとり、通常は26〜34のレンジで推移 

●26を下回ると底値圏、 22で大底となることが多い 

●34を超えると過熱圏入りし警戒ゾーンへ 
●緩やかに右肩上がりの場合は 順調な上昇 を示唆 

●長期間横這いの時は外部要因の影響を受けやすい 

ポアソン 



●SCSは0〜36で変化する 
●0となった期間の最終日は底値潮目（買い場） 

●36となった期間の最終日は天井潮目（売り場） 

●中立は9だが、普段は10の水準を意識して考える 

株価の転換点を示唆 

SEA CHANGE SCORE（SCS） 

底値潮目 

底値潮目 

天井潮目 



■予期せぬ株価下落による損失を避ける＝ 株
価下落を 予期して 先手を打つ 

■ポアソン急落と同時のSCS急低下 は崩落危険 

調整の可能性を事前に察知できる 

主な機能① 調整の示唆 

底値潮目 

天井潮目 



上昇前の押し目（買い場）を示唆 
買い場かも 

買い場かも 

■ 強い底値潮目（SCS0が複数日）の後 
■ SCSが強含み水準（10以上）で推移している場合 

■ ポアソンが過熱圏になく、上昇傾向にある場合 

主な機能② 買い場の示唆 

SCS＞10：強含み 



① 

■潮目チャートだけで考えてはいけない 
（あくまでも判断を行うための補完的な材料） 

■苦手な銘柄もある 
（小型株・不安定な銘柄・成長著しい銘柄･･･） 

■騰落率を予測するものではない 
（潮目はエネルギーの向きと大きさを示す） 

■日にちをピンポイントで当てるものではない 
（相場の流れを掴むものなので日にちにズレが生じる） 

7 潮目チャートも万能ではない 



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   11月18日(木) 



ナスダック100上位銘柄株価   11月18日(木) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 11月18日(木) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 11月18日(木) 



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%） 
11月18日(木) 
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クレーンシェアーズ・グローバル・カーボンETF＜KRBN＞
は気候変動対策で恩恵 
排出量取引の魅力高まる 「キャップ・アンド・トレード」＝排出量取引制度。 
キャップ＝個々の企業が排出する二酸化炭素の量を制限、上限を超えた企業は排出量の少ない企業から超過分の排
出権を購入。上限は次第に低下＝二酸化炭素排出権の供給減＝排出権の価格上昇→排出企業は事業の変革か新技術
の開発に迫られる 
排出量取引制度：10年以上前から存在も乏しい需要、激しい価格変動、低い流動性で低迷。 
 
KRBN 
運用資産5億7900万ドル 
昨年7月設定 
欧米の主要炭素排出権市場で最も取引高が多い先物を保有。 
トン当たり37ドルという加重平均二酸化炭素排出権価格を反映。 
 
OECD推定：2050年までに二酸化炭素排出ネットゼロを達成＝排出権価格を2030年までにトン当たり147ドルに 
 
もし排出権価格が上昇すればエネルギー使用量の多い企業に悪影響を与え、全ての人の生活コストが上昇 
このETFは排出権市場追加が可能＝より分散されたポートフォリオ。 
英国市場が11月に追加される見込みで、韓国とニュージーランドにも注目。 
中国は7月に排出権取引市場を立ち上げており、いずれ世界最大の排出権市場になる可能性がある。抑制すべき二
酸化炭素ははるかに多く、得られる上値余地もはるかに大きい。 
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ネット通販シー、欧州・インド進出 7～9月赤字650億円 
シーが事業の拡大を加速 
欧州3カ国とインドに新たに進出したほか、3月に開始した投資事業でもゲ
ーム関連企業など3社に出資。 
 
16日に発表した2021年7～9月期決算は5億7千万ドル（約650億円）の最終
赤字だったものの、潤沢な手元資金を使って売上高の増加を最優先する戦
略を続ける。 
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過去5日間  



54 

過去1カ月 



55 

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 
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フロリダの広瀬さんの激しい感じも好きですが、川田さんの落ち着いた
感じの淡々粛々も好きです。 
→あの広瀬さんと一緒に、、、光栄です！ 
 
私の【資産】はまだ盆栽どころか苗木サイズですが、根気よく育てて、
庭木位の背丈にしたいと考えております。 
→刈り込まなければいずれ巨木になります！ 
 
川田社長の話聞いてから、ドルでQQQ.VOO.MSFTをメインに資産運用して
ます。この番組楽しみにしてます。 
→ありがとうございます。まだまだ増えますよ！ゆっくりですけどね！  


