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第57回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2021年2月20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

■ ～40年続いた「債券黄金時代」の終焉～

■ 米長期金利の方向性 4％台へ？

■ デュレーション

■ 米ドル（6ヶ月・5年・14年）

■ 豪ドル・ユーロ・ポンド／円 ～ユーロ・ポンド・豪ドル大きく上昇～

■ ユーロ・ポンド・豪ドル／米ドル ＆ ドルインデックス

■ 雑談 ： 「オークション③」

■ ビットコイン ＆ テスラ ＆ アップル

■ 格差拡大と不寛容 ～2月18日の米公聴会～

■ ～40年続いた米国株式高の終焉～ NASDAQ ＆ ＮＹダウ

■ インド ＆ ベトナム

■ 再考：バフェット指数

■ 街角景気 ＆ ＴＯＰＩＸ ＆ 日経平均

■ 日経平均 ＆ 1357

■ 空室率 ＆ Ｊリート

■ 原油 ＆ 金 ＆ プラチナ ＆ 銀

■ 最新 海外オークション情報 ①②③④

■ 鑑定枚数 ＆ 高鑑定枚数 ～今狙うべきは フランス編～

■ マーケット10のルール
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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
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40年続いた「債券黄金時代」の終焉（しゅうえん）
＊参照：ＳＭＢＣ日興証券



デュレーション
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＊参照：三菱UFJ国際投信

2021.1.29 グロソブ月次レポート



米10年国債利回り（14年）
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＊各種データより作成

単位：％



米10年国債利回り（5年）
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＊各種データより作成

単位：％
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＊参照：日経電子版
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※参照：エコノミスト



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
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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
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※参照：日経電子版
2021.2.6
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米ドル（14年）
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＊各種データより作成

単位：円



2027年に向けてドル安が続く
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＊参照：SMBC日興証券



ドルインデックス（5年）
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＊参照：Bloomberg



18181818181818181818181818181818181818181818181818181818

豪ドル（14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（14年） ＊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
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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



格差拡大 ⇒ 不寛容
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＊参照：日経電子版



ゲームストップ（ＧＭＥ：2ヶ月）
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＊各種データより作成

単位：米ドル
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＊各種データより作成

単位：ポイント

～40年続いた米国株式高の終焉～

ＮＡＳＤＡＱ（40年）



ＮＡＳＤＡＱ（10年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



アップル（2年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



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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～40年続いた米国株式高の終焉～

ＮＹダウ平均（40年）
＊各種データより作成

単位：米ドル



世界株式
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※参照：日経電子版
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※参照：日経電子版

2021.2.16



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
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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



393939

＊各種データより作成

単位：％

2021年1月

（年）
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日経平均（14年） ＊各種データより作成

単位：円
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日経平均（40年）
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＊各種データより作成

単位：円



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



都心5区の空室率
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＊参照：三鬼商事ＨＰ



都心5区の平均賃料
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＊参照：三鬼商事ＨＰ



日本10年国債利回り（10年）
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※各種データより作成

単位：％



長期国債先物（3年）
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※各種データより作成

単位：円



東証リート指数（10年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



ＧＯＬＤ vs 米ＣＰＩ
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＊参照：エコノミスト



純金上場信託（1540：3年）
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＊各種データより作成

単位：円



ドル建て金価格（3年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



ドル建てプラチナ（6年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



ドル建てＳＩＬＶＥＲ（10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：エコノミスト



最新海外オークション情報① 2021.1.24

～1804年 アメリカ 10ドル金貨 PR65＋DCAM～
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最新海外オークション情報② 2021.1.24

～1885年 アメリカ 1ドル銀貨 PR63＋CAM～
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◎記念の年に「金貨」
を贈る

金貨は「幸せ」を呼ぶ

①誕生記念

②結婚記念

③成人式

④銀婚式

⑤金婚式

⑥就職祝い

⑦退職祝い

⑧還暦・古希

・喜寿・傘寿
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最新海外オークション情報③ 2021.1.22

～2020年 イギリス メイフラワー400年記念金貨 PF70UC～
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最新海外オークション情報④ 2021.1.17 

SOLD ON JAN 17, 2021 

FOR: $2,220,000.00Batman

#1 (DC, 1940) CGC NM 9.4 

White pages

1940年に発刊された
バットマンの創刊号が
1月の海外オークションで
落札されました

https://comics.ha.com/comic-title-index/batman.s?id=141&ic3=ViewItem-Inventory-BuyNowFromOwner-ShortDescriptionSMP-051517


【雑談】 現代アートオークション
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※参照：東洋経済



鑑定枚数 ナポレオン3世 100フラン金貨① 2020.12月末
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432,549



鑑定枚数 ナポレオン3世 100フラン金貨② 2020.12月末
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鑑定枚数 ＆ 高鑑定枚数① フランス編

ナポレオン3世 100フラン金貨（1855～1869年） の場合
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鑑定枚数 ＆ 高鑑定枚数② フランス編

ルイ13・14・15・16世 1ルイドール金貨（1640～1792年）の場合
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鑑定枚数 ＆ 高鑑定枚数③ フランス編

種をまく女神5フラン金貨＆プラチナ貨
ヘラクレス10・50フラン金貨 の場合
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鑑定枚数 ＆ 高鑑定枚数③ フランス編

種をまく女神5フラン金貨＆プラチナ貨
ヘラクレス10・50フラン金貨 の場合
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マーケット10のルール
※参照：ＪＰＭＡＭ


