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第39回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression  2 ～

2020年5月23日

ファイナンシャルプランナー

洞口 勝人
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《当資料をご利用いただく際の留意事項》

本プレゼンテーション資料は、投資情報を提供することを目的としてＣＦＰ
洞口 勝人が作成したものであり、金融商品の取引その他の取引の勧誘を目的とした
ものではありません。

また、本プレゼンテーション資料は将来の結果をお約束するものでも、お取引を締
結する際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもございません。

本プレゼンテーション資料でとりあげる商品等へのご投資には、投資信託の場合は
銘柄ごとに設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、変額年金保険の場合は
個別商品毎に設定された手数料等をご負担いただく場合があります。

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。
商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、金融商品取引業者より当該商品
等の契約締結前交付書面や目論見書、またはお客様向け資料をお受け取りのうえ、
よくお読みいただき、投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう
お願い致します。

本プレゼンテーション資料により生ずる結果について、ＣＦＰ洞口 勝人及び

まぐまぐは何ら責めを負うものではありませんので、予めご了承ください。
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カリキュラム

■コロナ感染者数

■米失業率 ＆ ドル円ヘッジコスト

■米ＦＲＢ ＶＳ 日銀

■米ドル（13年 ＆ 6ヵ月）

■香港ハンセン指数

■豪ドル（13年 ＆ 3年）

■ウォーレン・バフェットがＧＳを売った日 ＆ ウェルズ・ファーゴ ＆ 三菱ＵＦＪＦＧ

■ＮＹダウ ＆ 日経平均（45年 ＆ 3年）

■油断大敵 ⇒ リーマン・ショック ＶＳ コロナ・ショック

■日経平均 ＆ 1357

■Ｊリート ＆ オフィス空室率 ＆ インヴィンシブル投資法人

■原油

■ＧＯＬＤ

■ジョージ5世 ＶＳ ジョージ6世

■マーケット10のルール ＆ まとめ
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世界の感染者数517万人 2020年5月22日現在
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米国の失業率
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＊参照：日経電子版

出所：米労働省、全米経済研究所



ドル円 ヘッジコスト
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＊参照：日経電子版



FRB vs 日銀
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＊参照：日経電子版

20年4月は日銀が10日、ＦＲＢは15日時点
出所：ＦＲＢ、日銀
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米ドル（13年）
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＊各種データより作成

単位：円



米ドル（6ヵ月）
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＊各種データより作成

単位：円



香港ハンセン指数（3年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント
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豪ドル（13年） ＊各種データより作成

単位：円



豪ドル（3年）
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＊各種データより作成

単位：円



豪ドル/米ドル（13年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル
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ＮＹダウ平均（45年） ＊各種データより作成

単位：米ドル



油断大敵
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＊参照：ＪＰＭＡＭ
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ＮＹダウ平均 価格帯別出来高（3年） ＊各種データより作成

単位：米ドル



米銀行 ウェルズ・ファーゴ（3年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



三菱ＵＦＪＦＧ ＶＳ 日経平均（3年）
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＊各種データより作成
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日経平均（45年） ＊各種データより作成

単位：円
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日経平均（13年） ＊各種データより作成

単位：円
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日経平均（3年） 価格帯別出来高
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＊各種データより作成

単位：円



リーマンＳ ＶＳ コロナＳ
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＊各種データより作成



日経平均（6ヵ月）
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＊各種データより作成

単位：円
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均ダブルインバース・
インデックス連動型上場投信 （1357：3年） ＊各種データより作成

単位：円



東京都心5区のオフィスビル
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＊参照：日経電子版



インヴィンシブル投資法人（8963：2年）
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＊各種データより作成 単位：円



東証リート指数（13年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント
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原油 価格帯別出来高（WTI：3年）
＊各種データより作成

単位：1バレル／米ドル



WTI原油 ＶＳ

原油ＥＴＦ（1671）
・ＥＴＮ（2038）

3ヵ月
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＊各種データより作成

単位：ポイント



ドル建て金価格（13年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



金ＥＴＦ（1540：2年）
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＊各種データより作成

単位：円
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【初級編】 1911年ジョージ5世 ＶＳ 1937年ジョージ6世

～世界中のコレクターが全員知っている超有名な金貨～



①発行枚数

1986年（昭和61年）昭和天皇御在位60年記念10万円金貨 20ｇ ⇒ 10,000,000枚

1991年（平成3年）天皇陛下御即位記念10万円金貨 30ｇ ⇒ 2,000,000枚

1911年ジョージ5世 戴冠記念（来日し横浜で刺青） 39.94ｇ ⇒ 2812枚

1937年ジョージ6世 戴冠記念（「英国王のスピーチ」） 39.94ｇ ⇒ 5500枚

②鑑定枚数 ⇒ ＰＣＧＳ社とＮＧＣ社が世界2大鑑定会社

1911年ジョージ5世 ⇒ 418枚（14.8％）

1937年ジョージ6世 ⇒ 872枚（15.8％） 合計 1290枚

③高鑑定グレード枚数（この2枚の場合鑑定グレード65以上）

鑑定グレードは1～70まで。この2枚の場合まだ新しいため65以上がベスト

※300年～600年前の金貨の場合、グレード60以上は極めて希少

1911年ジョージ5世 ⇒ 56+50＝106枚（3.7％）

1937年ジョージ6世 ⇒ 83+106＝189枚（3.4％） 合計 295枚
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①発行枚数 ②鑑定枚数 ③高鑑定グレード枚数

～①希少性②人気③高鑑定グレード④肖像⑤イギリス王家～
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1911年ジョージ5世 ＶＳ 1937年ジョージ6世

～グレード別鑑定枚数～

＊参照：ＰＣＧＳ・ＮＧＣ ＨＰ 2020年5月17日現在
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＊参照：コインパレス

1911年ジョージ5世 ＶＳ 1937年ジョージ6世

～グレード別価格～
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＊参照：ＪＰＭＡＭ
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まとめ

■ ①データを揃え②分析し③方向性を予測する

■ 金融資産における配分割合を決める（日本株20％・Ｊリート5％・豪ドル8％・

ベトナム株式3％・インド株式5％・原油3％等）

■ 売買のタイミングも分けるべし！（ゾーンで考え数回・数十回に分ける）

■ 何を判断基準とするのか再考を！⇒ ウォーレン・バフェット氏

■ 米ドル ⇒ 再度の円高に備える

■ 新興国 ⇒ 1京円を超すシャドーバンキング（影の銀行） ⇒ 債務危機の懸念

■ 豪ドル ⇒ 59～65円で買い

■ ＮＹダウ ⇒ 戻り売りに徹する

■ ベトナム株式 ＆ インド株式 ⇒ 引きつけて買う ＆ 積立すべし

■ 日経平均 ⇒ 16,000～17000円で着実にタイミングを分けて買う

⇒ 現在は1357（ダブルリバース）で対応

■ Ｊリート ⇒ 今後数年間空室率の上昇を予想 ⇒手放せるものは手放すべき

■ 原油 ⇒ 産油国の政情不安 ＆ 株式売却懸念

■ ゴールド ⇒ 金融資産に対して15～20％。落ち着いた時に着実に買う

⇒ 295枚の争奪戦にもぜひ参戦を！


