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第46回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression  2 ～

2020年9月5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 世界・米国・ブラジル・インド

■ 米ＦＲＢ ＶＳ 日銀 ～ドル余剰～

■ 日米長期金利 ～米国利払い急増か～ 米デフォルト率

■ 米ドル ＆ ドル余剰

■ トランプ ＶＳ バイデン

■ 豪ドル ＆ ユーロ ＆ ポンド

■ 豪ドル／米ドル ＆ ユーロ／米ドル ＆ ドルインデックス

■ エリオット波動 ＆ バフェット指標

■ アップル ＆ テスラ

■ NASDAQ ＆ ＮＹダウ ＆ ＶＩＸ恐怖指数

■ インド ＆ ベトナム

■ 有効求人倍率 ＆ 日経平均 ＆ 1357

■ ユニクロ・SBG

■ Ｊリート ＆ 森ホテル

■ 原油 ＆ ＧＯＬＤ

■ フランス ナポレオン3世 100・20フラン金貨

■ まとめ

Great  Depression  2                           2020.9.5



世界の感染者数2642万人 2020年9月5日現在
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＊参照：外務省ＨＰ
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＊参照：日経電子版



ドル余剰
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＊参照：日経電子版

■ FRBが米国内に供給する資金量を示す「マネタリーベース」
⇒5兆ドル強と2月末比で約5割増

■ 米国以外の中銀が外貨準備として抱える米ドルを合算した世界のドルの
流通量「ワールドダラー」 ⇒ 過去最大の8兆ドルに



世界の公的債務
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＊参照：日経電子版
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＊参照：日経電子版



米国利払い急増か

9

＊参照：日経電子版



米10年国債利回り（2年）
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＊各種データより作成

単位：％



日本10年国債利回り（2年）
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＊各種データより作成

単位：％



信用スプレッド ＆ デフォルト率
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＊参照：JPMAM



トランプ ＶＳ バイデン
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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（5年）
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＊各種データより作成

単位：円



16161616161616161616161616161616161616161616161616161616

豪ドル（13年） ＊各種データより作成

単位：円



豪ドル（10年）
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＊各種データより作成

単位：円



ユーロ（13年）
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＊各種データより作成

単位：円



ユーロ（10年）
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＊各種データより作成

単位：円



ポンド（13年）
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＊各種データより作成

単位：円



ポンド（10年）
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＊各種データより作成

単位：円
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ユーロ／米ドル（週足）
＊各種データより作成

単位：円



豪ドル／米ドル（週足）
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＊各種データより作成

単位：円



ドルインデックス（39年）
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＊参照：JPMAM



ドルインデックス（5年）
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米ドル（49年）
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＊参照：ＳＭＢＣ日興証券
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エリオット波動
※参照：MUMSS



世界GDP ＆ 世界株価
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＊参照：JPMAM



極めて割高な米国株式
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＊参照：日経電子版



歴史は繰り返すか
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＊参照：日経電子版



アップル（13年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



テスラ（2年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



ＶＩＸ恐怖指数（5日 ＆ 2年）
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＊各種データより作成

単位：円



ＶＩＸ短期先物指数 （1552：2年）
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＊各種データより作成

単位：円
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ＮＡＳＤＡＱ（1990～2020年） ＊各種データより作成

単位：ポイント
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ＮＹダウ平均（40年） ＊各種データより作成

単位：米ドル



インドＳＥＮＳＥＸ（10年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



ベトナムＶＮ（10年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



完全失業率 ＆ 有効求人倍率

39
＊参照：独立行政法人 労働政策研究・研修機構
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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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日銀保有ＥＴＦ
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日経平均（3年）
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＊各種データより作成

単位：円



日経平均ダブル・インバース （1357：3年）
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＊各種データより作成

単位：円



1357 2週間の変化
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＊参照：ＳＢＩ証券ＨＰ



売買代金上位15銘柄 ～ＳＢＩ証券の場合～
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ユニクロ（9983：10年）

46

＊各種データより作成

単位：円



ソフトバンクグループ（9984：3年）
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＊各種データより作成

単位：円
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＊参照：日経電子版



東証リート指数（3年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



森トラスト・ホテルリート投資法人（3478：3年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント
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東証リート指数 ＶＳ 森トラストホテル（3年）
＊参照：ＳＢＩ証券ＨＰ



米ドル ＶＳ コモディティ
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＊参照：日経電子版
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原油（WTI：3年）
＊各種データより作成

単位：1バレル／米ドル



2038 2週間の変化
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＊参照：ＳＢＩ証券ＨＰ



純金上場信託（1540：10年）
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＊各種データより作成

単位：円



ドル建て金価格（10年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



NYダウ÷ドル建て金価格（50年）
＊各種データより作成



現金流通残高の推移
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＊参照：日経ビジネス



59

Napoléon Ⅲ （ルイ・ナポレオン） 100フラン金貨
（在位:1848～1870年）

～さすがフランス！ カッコイイ！④～



60

Napoléon Ⅲ （ルイ・ナポレオン） 100フラン金貨
（在位:1848～1870年）

～さすがフランス！ カッコイイ！④～



61

Napoléon Ⅲ （ルイ・ナポレオン） 20フラン金貨
（在位:1848～1870年）

～さすがフランス！ カッコイイ！④～
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Napoléon Ⅲ （ルイ・ナポレオン） 20フラン金貨
（在位:1848～1870年）

～さすがフランス！ カッコイイ！④～
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Napoléon Ⅲ （ルイ・ナポレオン） 100フラン金貨

（在位:1848～1870年） 鑑定枚数（単位：枚）
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Napoléon Ⅲ （ルイ・ナポレオン） 100フラン金貨

（在位:1848～1870年） 鑑定枚数（単位：枚）
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Napoléon Ⅲ （ルイ・ナポレオン） 100フラン金貨

（在位:1848～1870年） 鑑定枚数（単位：枚）
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Napoléon Ⅲ （ルイ・ナポレオン） 100フラン金貨

（在位:1848～1870年） 鑑定枚数（単位：枚）
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まとめ

① さまざまな悪材料を無視して資産価格が上昇していることを「バブル」と言います

② 割高を減らし、割安を増やす

③ 方向性を見極める

④ 金融資産における配分割合を決める（流動性資産40％・日本株20％・Ｊリート5％・豪ド
ル8％・ユーロ＆ポンド10％等）+実物資産（金20％等）

⑤ 売買のタイミングも分ける（ゾーンで考え数回・数十回に分ける）

⑥ 何を判断基準とするのか再考を ⇒ エリオット波動・ウォーレン・バフェット氏

⑦ 不動産・金融資産・実物資産 ⇒ トータル（金融）資産それぞれの中での分散をぜひ

⑧ コストは限りなくゼロに

■ 米ドル ⇒ 円高に備える

■ 新興国 ⇒ 感染拡大・債務危機の懸念 株価の高値追いは禁物

■ 豪ドル・ユーロ・ポンド ⇒ 円安レンド継続

■ ＮＹダウ ⇒ 戻り売りに徹する。アップル・テスラに要注目

■ 日経平均 ⇒ 2番底に備える

■ Ｊリート ⇒ 今後数年間空室率の上昇を予想

■ 原油 ⇒ 減産・ドル安等で堅調も株安に連動か

■ 金 ⇒ 中国の金保有量に注目。ドル建ては2800ドルが今年の目標


