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第54回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2021年1月9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。

2



33333333333333333333333333333333333333333333

カリキュラム

■ 2021年 びっくり10大予想 VS 「2021年のリスク」

■ 40年続いた「債券黄金時代」の終焉

■ 米長期金利 ＆ 実質金利と為替

■ 米ドル（6ヶ月・5年・13年・26年）

■ 豪ドル・ユーロ・ポンド／円

■ ユーロ・ポンド・豪ドル／米ドル ＆ ドルインデックス

■ 雑談 ： 「今年の漢字部首」「21世紀の色」「覇権 英→米→中」

■ ビットコイン ＆ テスラ

■ NASDAQ ＆ ＮＹダウ

■ 中国のマンション

■ インド ＆ ベトナム

■ 街角景気 ＆ ＴＯＰＩＸ ＆ 日経平均 ＆ ユニクロ ＆ ＳＢＧ ＆ 1357

■今、敢えて考えてみる ～JT～

■ 空室率 ＆ Ｊリート

■ 原油 ＆ 金

■ のどから手が出るほど欲しい！金貨・銀貨①②③④

■ 世界最高鑑定ハンター チャンスを逃すな！

■ マーケット10のルール

Great  Depression  2                  2021.1.9



2021年 びっくり10大予想 ～バイロン・ウィーン氏～

4

① トランプ前大統領が自前のテレビ・ネットワークを持ち、インタビュー番組でゲス
トにプーチン大統領を招く

② 米中が建設的な外交・通商関係を回復し、中国A株が新興国市場の上昇を牽
引する

③ ワクチンや治療法改善により5月末までにある程度の「常態」が戻る
7月には東京オリンピックが観客を入れて開催される

④ GoogleやFacebookに対しいくつか事業売却や監視・規制が強制されるが、欧
州を除き、本格的な解体は支持されない

⑤ 米名目成長率は6%超へ急伸、失業率は5%へ低下、サービス株・航空株が
アウトパフォームする
2010-20年の景気サイクルを抜いて史上最長の景気サイクルが始まる

⑥ FRBと財務省は大っぴらにMMTに取り組むようになりインフレが漸進
金は上昇し暗号資産の評価が上がる

⑦ WTI原油価格は65ドルまで上昇
⑧ 株式市場は年前半に20%近い調整が入るが、年後半にはS&P 500は4,500を
付ける

⑨ 米10年債利回りは2%に上昇。インフレ上昇で実質金利はゼロ近辺に
⑩ ドル安は反転。日欧の債務拡大や低成長を嫌う投資家が米国に回帰する



2021年は「辛・丑（かのとうし）・六白金星」
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・占いの本だと思ったら大間違いです
・社会情勢を読むための本です

・400ページ中「世界の動き・日本の選択」が77ページ
・「辛」の字は鋭い刃物を表した象形文字
・刃物で刺したり斧で切り落とすことを表す
・新は辛と木と斤から成る
・辛の年は余分なものが切り落とされ新たなステージに進む
・辛→からい・つらい・むごい・きびしい
・「干上為辛」→下克上・革新へ
・辛の年→真珠湾攻撃・9・11同時多発テロ・東日本大震災
・国家間の覇権争いが激化・政争と紛争の年
・王朝が滅びるときに起きる兆し→疫病・飛蝗・洪水
・「偽りの夜明け」 Great  Depression 2

・火山性地震 大地震→火災のリスク大
・暑さが厳しい・台風の被害も
・「これまで比較的平穏に人生を送ってきた人からすれば、混
乱と危機に満ちた一生に一度あるかないかという厄介な年に
なるだろう」
・変化を強いる元凶はコロナではない
・今は潮目が変わっているとき
・大きなチャンス
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2021年のリスク

■米ドル安

■米インフレ

■ 米長期金利上昇

■米増税

■米格下げ

■ FRB金融緩和終了の兆し

■温暖化加速→台風・高温・洪水

■サイバーテロ

■ オンライン遮断

■電磁波

■金融資産流出

■中国不動産下落

■債務不履行

■国家間・地域紛争

■噴火・火山性地震・降灰

■国内不動産下落

■原油価格上昇

■ コロナワクチン副作用
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＊参照：日経電子版



40年続いた「債券黄金時代」の終焉（しゅうえん）
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＊参照：日経電子版



債務不履行増加①
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＊参照：日経電子版



債務不履行増加②
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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：％



米ドル（6ヶ月）
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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



実質金利
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＊参照：日経電子版
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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
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米ドル（26年） ＊各種データより作成

単位：円
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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
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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
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豪ドル/米ドル（13年） ＊各種データより作成

単位：円



豪ドル／米ドル（月足：7年半）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



ユーロ（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（月足：7年半）
＊各種データより作成

単位：米ドル



ポンド（10年）
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＊各種データより作成

単位：円



ポンド／米ドル（月足：7年半）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



ビットコイン（9年）
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＊参照：ＧＭＯコインＨＰ



テスラ（2年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



過剰流動性
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＊参照：日経電子版



31

＊参照：日経電子版



バフェット指標
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＊参照：日経電子版
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ＮＡＳＤＡＱ（1990～2020年） ＊各種データより作成

単位：ポイント



NYダウ平均（5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（40年） ＊各種データより作成

単位：米ドル



中国のマンション
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＊参照：日経電子版



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）

38

＊各種データより作成

単位：ポイント



街角景気
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＊参照：日経電子版
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街角景気 ＆ TOPIX（5年）
＊各種データより作成

単位：ポイント



41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141

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（40年 1980～2020年）

42

＊各種データより作成

単位：円



為替と株価
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＊参照：日経電子版



ユニクロ（6ヶ月）
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＊各種データより作成

単位：円



ＳＢＧ（10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



都心5区の空室率
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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
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原油（WTI：2年）
＊各種データより作成

単位：1バレル／米ドル
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原油ダブル・ブル（2038：2ヶ月）
＊各種データより作成

単位：円



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



金 VS 金ETF（1540：2年）
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＊各種データより作成



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
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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



SPINK
～ギリスコイン 公定価格本（ROYAL WARRANT）～ ※毎年12月に発行
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1692年 5ギニー金貨 （SPINK 2020年版：単位ポンド）
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＊参照：SPINKのどから手が出るほど欲しかった・・・



1692年 5ギニー金貨 （SPINK 2021年版：単位ポンド）
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＊参照：SPINKのどから手が出るほど欲しかった・・・
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＊参照：SPINKのどから手が出るほど欲しかった・・・

1692年 5ギニー金貨 （SPINK 2002年版：単位ポンド）



なぜ価格が上がり続けるのか

①信用取引ができない
⇒株式は信用取引の売り・買い、先物・オプション等が利用できるため

価格変動が激しい

⇒金貨・銀貨のいわゆる「投げ売り」はない

②新規発行ができない
⇒株式はいつでも時価発行増資ができるため需給関係が悪化する

⇒古い貴族の館から時々見つかる程度

③鑑定グレードは不変
⇒企業利益は毎期変動する

⇒企業や国の格付けは変動する

④世界最高鑑定は金メダル
⇒世界中のコレクターの垂涎の的

⇒保有している満足感は何物にも代えがたい

⇒売り1人に対して買い数百万人？
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～1842年 スイス “Shooting Festival”～

世界最高鑑定（第1位／鑑定枚数124枚）

＊参照：ＮＧＣのどから手が出るほど欲しい！①



62

～1842年 スイス “Shooting Festival” 世界最高鑑定（第1位／124枚）～

＊参照：ＮＧＣのどから手が出るほど欲しい！①



63

～1953年 イギリス エリザベス2世 世界最高鑑定（第1位／112枚）～

＊参照：ＮＧＣのどから手が出るほど欲しい！②



のどから手が出るほど欲しい！③
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＊参照：ＮＧＣ

1806年 Kingdom of Holland Silver Ducat

NGC MS66 世界最高鑑定



のどから手が出るほど欲しい！③
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1806年 Kingdom of Holland Silver Ducat

NGC MS66 世界最高鑑定

＊参照：ＮＧＣ



のどから手が出るほど欲しい！④
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＊参照：ＮＧＣ

1902年 イギリス エドワード7世 1ソブリン金貨

NGC PF68  MATTE 世界最高鑑定 （第1位／1902年・1911年・1937年合計779枚）



のどから手が出るほど欲しい！④
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1902年 イギリス エドワード7世 1ソブリン金貨

NGC PF68  MATTE 世界最高鑑定 （第1位／1902年・1911年・1937年合計779枚）

＊参照：ＮＧＣ
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のどから手が出るほど欲しい！④

1902年 イギリス エドワード7世 1ソブリン金貨

NGC PF68  MATTE 世界最高鑑定 （第1位／1902年・1911年・1937年合計779枚）

＊参照：ＮＧＣ
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世界最高鑑定ハンター ～チャンスを逃すな！～
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マーケット10のルール
※参照：ＪＰＭＡＭ


