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第49回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2020年10月24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

■日本と世界の人口推移

■日本の住宅ローンの現状

■米財政赤字 ＆ 基軸通貨米ドル

■米大統領選 ＆ 米長期金利

■米ドル・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

■ アップル ＆ NASDAQ ＆ ＮＹダウ

■米VIX指数

■ インド ＆ ベトナム ＆ トルコリラ

■ 国内消費

■日経平均 ＆ ＴＯＰＩＸ

■ JR各社 ＆ 薬品株 ＆ ユニクロ

■ Ｊリート ＆ 日本ビルファンド投資法人

■原油 ＆ ＧＯＬＤ

■ イギリス金貨 アン女王 5・1ギニー金貨

■ まとめ
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日本の出生数

4

＊参照：日経ビジネス



日本の住宅ローンの現状
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＊参照：日経電子版
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＊参照：日経電子版



米国の「双子の肥満」：資金供給量 ＆ 連邦債務
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＊参照：日経電子版



基軸通貨米ドルから逃避するマネー
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＊参照：日経電子版



11月3日 米大統領選
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＊参照：日経電子版



地球温暖化 気温大幅上昇
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＊参照：日経電子版



米10年国債利回り（13年）
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＊各種データより作成

単位：％



米10年国債利回り（1年）
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＊各種データより作成

単位：％



1313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313

米ドル（13年）
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＊各種データより作成

単位：円



米ドル（3年）
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＊各種データより作成

単位：円
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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（週足）
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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



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）

20

＊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



ポンド（13年）
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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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＊参照：Bloomberg



極めて割高な米国株式
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＊参照：日経電子版



米ＶＩＸ指数（2年）
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＊参照：日経電子版



アップル（13年）

27

＊各種データより作成

単位：米ドル



ＮＳ倍率（ＮＡＳＤＡＱ/Ｓ＆Ｐ500：40年） ＊各種データより

作成
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ＮＡＳＤＡＱ（1990～2020年：30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



トルコリラ（週足）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



国内消費①
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＊参照：日経電子版



国内消費②
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＊参照：日経電子版
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＊参照：ヤフーファイナンス



日経平均（225銘柄） ＶＳ ＴＯＰＩＸ（2180銘柄）：3年
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＊各種データより作成



ＴＯＰＩＸ（2180銘柄：3年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



薬品株 中外製薬（3年）
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＊各種データより作成

単位：円



旅客 JR東日本（3年）

40

＊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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ユニクロ（9983：1年）
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＊各種データより作成

単位：円



マザーズ（5年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



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



日本ビルファンド投資法人（8951）：3年
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＊各種データより作成

単位：円
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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 3週間の変化
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＊参照：ＳＢＩ証券ＨＰ



純金上場信託（1540：2年）
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＊各種データより作成

単位：円



ドル建て金価格（2年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



米ドル ＶＳ ドル建て金（2年）
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＊参照：ＳＢＩ証券ＨＰ
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＊参照：

JPMAM



米財政赤字 VS ドル建て金価格
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＊参照：エコノミスト



10月の最新金貨動向
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＊参照：コインパレス

フランス ルイ15世 1749年 イギリス ジョージ2世 1759年
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※2020年5月2日・3日・4日
「第31回東京国際コイン・コンヴェンション」
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～イギリスも負けていない！②～

1707年5月1日、イングランド・スコット

ランド両国の合同法が成立し、両国は
正式に統合されたグレートブリテン王
国となり、アンは最初の君主となった

アン女王 5ギニー金貨 ※「ＫＩＮＧ ＆ ＱＵＥＥＮ」展開催中

（在位:1702～1714年）
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アン女王 5ギニー金貨
（在位:1702～1714年）

～イギリスも負けていない！②～
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～イギリスも負けていない！②～

アン女王 5ギニー金貨
（在位:1702～1714年）
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アン女王 5ギニー金貨
（在位:1702～1714年）

～イギリスも負けていない！②～
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＊参照：コインパレス
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アン女王 5ギニー金貨 鑑定枚数（単位：枚）

（在位:1702～1714年） ＊参照：NGC
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アン女王 1ギニー金貨
（在位:1702～1714年）

～イギリスも負けていない！②～
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アン女王 1ギニー金貨 鑑定枚数（単位：枚）

（在位:1702～1714年） ＊参照：NGC
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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。通貨はさらに下落の予想

■ 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 ⇒ 失業率・有効求人倍率はさらに悪化へ。2番底に備える

■ Ｊリート ⇒ 今後数年間の空室率上昇・地価下落を予想

■ 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ドルが当面の目標


