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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 



毎週水曜日 
8時オンライントーク 

駆け込み寺なの？ 



資産形成には 
長期投資が一番！ 

オンライントーク 
12/15、22日20時 



【予約受付中】川田との個別相談会（15min） 
川田重信との個別相談会を開催いています！ 
日頃の資産形成に関する悩みやご相談などなんでも結構です。 
 
下記のリンクより、下記注意事項を必ずご確認の上、ご予約を宜しく 
 
弊社からメール（Zoom URLを含む）にて返信いたしますので、お手数
ですがメールに添付の質問表の記入を宜しくお願い致します。 
 
【予約ページ】 
https://calendly.com/kawata-1on1/15min 
 
【注意事項】 
※本ミーティングは、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販
売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決
定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。   
 
※関係法令等の規制により、個別銘柄や個別の投資信託の売買タイミン
グのご相談や銘柄の推奨にはお答えできません。また、潮目チャートに
関するご質問についてもお答えしておりません。あらかじめご了承くだ
さい。 
 
※本ミーティングの内容に基づいて行われる判断について、弊社は一切
の責任を負いません。 

【個別相談会】 



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 



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15日  
 
日経CNBC 12月16日（金）午前8時15分前後（改野さんと電話で） 
 
  

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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米国株式市場＝続落、インフレやオミクロン株を警戒 
 
１１月の卸売物価指数（ＰＰＩ）上昇率が市場予想を上回り、１４─１５日の米連邦公開市場委員会
（ＦＯＭＣ）で資産買い入れの加速が発表されるとの見方が強まった。 
 
新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の急速な感染拡大も投資家心理を冷やした。 
 
セールスフォース・ドットコムやマイクロソフト、アドビ、アルファベットがＳ＆Ｐ総合５００種とナ
スダック総合を下押し。 
アップルも０．８％下落したが、一時の安値からは下げ幅を縮小して引けた。同社はこの日、新型コロ
ナ感染者急増を踏まえ、米国内の店舗で全ての顧客と従業員に対するマスク着用義務を再導入すると発
表。 
 
米労働省が発表した１１月のＰＰＩは前年同月比９．６％上昇し、２０１０年１１月以来の大幅な伸び
となった。 
 
バークシャー・ハザウェイとバンク・オブ・アメリカはともに１％超上昇した。 
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が資産買い入れペース縮小を示唆するとの見方が多く、利上げ前倒し観測。 
ファイザーは０．６％高。開発中の新型コロナ経口治療薬「パクスロビド」について、重症化リスクの
ある患者の入院や死亡の予防で約９０％有効、オミクロン株に対しても効果がある可能性が示されたと
明らかにした。 
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ナスダックがナスダック１００株価指数の採用銘柄入れ替えを発表＝米国株個別 
12/13 
 
ナスダックが先週末の引け後に、エア・ビー＆ビー <ABNB> やルーシッド <LCID> 、
Ｚスイケラー <ZS> 、データドッグ <DDOG> 、パロアルト <PANW> 、フォーティネッ
ト <FT> の６銘柄をナスダック１００株価指数の算出銘柄に新規に採用すると発表。 
 
ナスダックは時価総額の変化に合わせて毎年技術的に入れ替える。１２月１７日
（金）の取引終了時点で入替えを行い、実質的に来週から指数に反映される。エアビ
ーアンドビーは下落しているほものの、他の５名柄は上昇。 
 
なお、除外される銘柄は以下の通り。ＣＤＷ <CDW> 、フォックス <FOXA> 、サーナ
ー <CE> 、チェックポイント <CHKP> 、携程旅行網（トリップドットコムグループ）
ＡＤＲ <TCOM> 、インサイト <INCY> 。 
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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 
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過去1年 
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過去5日間 



25 

過去1カ月 



26 

年初来 
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■ 今週の予定 
12月13日（月） 
・婦人用アパレル小売のジェイ・ジル、石油・ガス炭鉱会社PHXミネラルズ＜PHX＞が決算コンファレンスコールを開
催。 
 
12月14日（火） 
・食品大手キャンベル・スープ＜CPB＞、航空・宇宙関連の部品メーカー、バーンズ・グループ＜B＞、デジタル通信
機器メーカーの持株会社アバイア・ホールディングス＜AVAYA＞が投資家向け説明会を開催。 
・11月の卸売物価指数（PPI）発表。コンセンサス予想は前月比0.55％上昇（10月は0.6％上昇）。食品とエネルギー
を除くコア指数は同0.4％上昇（10月も0.4％上昇）。 
・全米独立事業者協会（NFIB）が全米約5000の中小企業オーナーへ調査を行い、11月の中小企業楽観度指数を発表。
コンセンサス予想は98.3（10月は98.2）。 
 
12月15日（水） 
・米連邦準備制度理事会（FRB）が12月14日〜15日に連邦公開市場委員会（FOMC）を開催。資産購入プログラムの縮
小（テーパリング）のタイムラインを前倒しするかについて話し合うとみられる。 
・11月の輸出入物価指数発表。輸出物価は前月比0.5％上昇（10月は同1.5％上昇）が予想される。輸入物価も同
0.5％上昇の予想（10月は同1.2％上昇）。 
・全米住宅建設業協会（NAHB）が12月の住宅市場指数を発表。コンセンサス予想は84（11月は83）。昨年暮れにピー
クを記録しているが、住宅建設業者は住宅市場に強気の見方を崩していない。 
・11月の小売売上高発表。コンセンサス予想は季節調整済みで前月比0.7％増（10月は1.7%増）。自動車を除いた数
値は同0.8％増の予想（10月は 1.7％増）。 
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今週の予定 
12月16日（木） 
・航空機器メーカーのハイコ＜HEI＞、住宅建設会社大手レナー＜LEN＞、コンサルティング企業アクセン
チュア＜ACN＞、大手運送会社のフェデックス＜FDX＞、電子機器受託製造サービス会社のジェイビル＜
JBL＞、文書・画像処理ソフト大手アドビ＜ADBE＞、EVトラックメーカーのリビアン・オートモーティブ
＜RIVN＞、精密塗布機器メーカーのノードソン＜NDSN＞が決算コンファレンスコールを開催。 
・11月の住宅着工件数発表。エコノミスト予想は、季節調整済み年率換算で156万3000戸（10月は152万
戸）。住宅着工は、建築のために地面を掘り起こす作業に着手した時点で件数にカウントされる。建設許
可件数は165万5000戸（10月は165万3000戸）。 
・イングランド銀行（英中央銀行、BOE）が政策金利発表。同時に会合の議事録も公表される。 
・米連邦準備制度理事会（FRB）が11月の鉱工業生産を発表。前月比0.6％増と予想されている（10月は同
1.6％増）。設備稼働率の予想は76.8％と、10月の76.4％からほぼ変わらず。 
 
12月17日（金） 
・オフィス用家具のスチールケース＜SCS＞、外食大手ダーデン・レストランツ＜DRI＞、住宅用品関連メ
ーカーのクアネクス・ビルディング・プロダクツ＜NX＞が決算コンファレンスコールを開催。 





年末年始の予定 

【プレミアム会員向け潮目対談】 
12月27日（月）お休み 
1月3日（月）お休み 
1月11日（火）20時～ 
 
【無料潮目Live】 
1月7日（金）20時～ 









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   12月14日(水) 



ナスダック100上位銘柄株価   12月14日(水) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 12月14日(水) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 12月14日(水) 



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%） 
12月14日(水) 
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過去5日間  



41 

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 
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資産運用情報動画で【債券はアセットアロケーションの中に組み込むべき。
株価が暴落した際にBUFFERの役割】 
今年S&P500を中心にしたコアサテライト投資を始めたばかり。運用利率を
１０％に近つけたい、安全資産の債券にある程度ウエイト？ 
 
→現時点で債券は不要、むしろリスク。証券マンが事業債や債券投信を勧
めるのは手数料目的。ただし米国株式とキャッシュだけだと顧客自身が不
安になるようで顧客に安心してもらい関係維持には「債券も入れときまし
ょう！」が有効なセールストークらしいです。（by正直な証券マン）。私
や大倉博士の動画で学び続ければ本当のことが少しずつ分かります。メル
マガとオンラインサロンもよろしく！（あれ？これセールストーク？） 
 
→目から鱗です。 迷った時の４分割(国内株・米国株・国内株・米国債)
思考から卒業します。  



 積立投資、米国株へ拡大 楽天証券、ポイントを購入代金などに 個人マネーのニーズに対応  
 
楽天証券は約4500の上場銘柄の買い注文や積立投資の設定時に、ポイントの残高を購入代金や取引手数料に充て
られるようにする。ポイント投資は2017年に投信購入で始め、19年に国内現物株に広げた。米国株取引に対応す
るのは国内主要証券で初となる。 
 
各社が米国株取引に注力するのは資産形成層の投資の受け皿にしたいから。 
積立型の少額投資非課税制度（つみたてNISA）の口座数は6月末で417万と1年間で1.7倍に増え、20～40代が7割を
占める。 
 
「デイトレーダー中心の国内株取引だけでは大きな成長は見込めない」（ネット証券幹部）との認識が底流。 
 
日本の個人投資家は資産運用が自国中心の「ホームカントリーバイアス」が強いとされてきた。 
若年層にとっては米アップルなどハイテク銘柄のサービスも身近になった。 
 
auカブコム証券は22年1月に米国株取引を始めるもよう。 
松井証券は同年2月から取り扱うと表明。 
 
個人マネーの積立投資が増える一方、米国株に資産が偏りかねない。近年の円相場は比較的安定しているが、長
期的には為替変動リスクもある。米国株の個別取引は100株単位の単元株制度がある日本株と違って1株単位のた
め個人も買いやすい。 
「米株ブーム」は日本株の成長性や国内制度が抱える課題の表れでもある。 



半導体、日本のシェア8年後にゼロ？ 尾を引く金融敗戦 本社コメンテーター 中
山淳史  12月13日日経 
 
武者リサーチ 
「株式市場は資金調達の場ではなく資金を返す場に転じ、 
株主還元→株価上昇→家計の資産価格上昇と消費拡大→自社の利益増という循環。 
それがまた有能な人材、技術を囲い込むサイクルをも強める。 
家計の貯蓄が銀行経由で企業融資に回る、旧態依然とした資金循環ではないの
だ。」 
 
90年代に入り、米国が壊そうとしたのが日本との資本コストの差だった。米国は官
民で日本の含み資産を前提とした資金調達を繰り返し批判し、バブル崩壊や円高も
重なって日本の半導体設備投資は92年以降激減した。当時、証券会社で半導体業界
を担当した武者リサーチ（東京・港）の武者陵司代表は「ハイテク敗戦というより
金融敗戦だった」と振り返る。 



https://www.musha.co.jp/attachment/61b680c5-5f3c-49f4-b7e8-7ba8ac1a01f4/bulletin_j_20211209.pdf 



配当と値上がり益が最大の貯蓄増加手段
に 
 
更に、家計貯蓄は米国では主として株価
上昇と配当によって増加してきた。図表 
16 は日米の年金保険の準備金を除く家
計金融資産の内訳であるが、米国では 
72%が株式・投信であり、現預金は18.7%
に過ぎない。配当と値上がり益が圧倒的
に家計の資産形成に寄与してきたことは
明らかである。 
日本はそれとは真逆で、株式・投信の割
合は 2 割以下、現預金が 75%というこ
とで、日本はアメリカの株式資本主義に
比べるとだいぶ遅れているということが
言える。 
こうしたことの帰結として、企業の経営
者は、何よりも株価によって評価される
ことになる。つまり株価中心の金融が今
のアメリカではもはや定着している現実
なのである。 



日本銀行調査統計局 2021年8月20日 

  

2021年3月末現在 



https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20211221/se1/00m/020/028000c 

 今から42年前、社会学者の小室直樹（1932～2010年）は、主宰していた「小室ゼミナール」で、「将来、生後
数カ月の自分の赤子を殺す母親が日本に現れます」と話した。「なぜですか」と筆者が問うと、小室は「天皇の
人間宣言そして高度経済成長によって戦後日本社会にアノミー（無連帯）が生じたからです」と答えた。 
 
 フランスの社会学者デュルケームが1893年に『社会分業論』で述べた通り「アノミーはあらゆる道徳を否定す
る」。上司が平然と部下を自殺に追い込み、親が平然と子供を殺し、殺人を抑止するための死刑制度が殺人を助
長するようになる。 


