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第61回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2021年4月17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

■原点に戻ってホワイトボードを活用します！②

■脱炭素（カーボンゼロ）

■ 米CPI ＆ 米10年国債利回り

■米ドル（5年・14年）

■豪ドル・ユーロ・ポンド／円 ＆ ドルインデックス

■ ビットコイン ＆ コインベース

■ SPAC（特別買収目的会社）

■ NASDAQ ＆ ＮＹダウ

■ インド ＆ ベトナム

■日経平均

■空室率 ＆ Ｊリート

■ 商品市場の「スーパーサイクル」

■ 中国の食料事情

■ CRB指数 ＆ 大豆 ＆ トウモロコシ

■原油 ＆ 金

■ 「金銀比価」から見えること

■ 国内外コインオークション動向①②③④⑤⑥⑦⑧
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物価上昇率
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※参照：日経電子版

2021.4.10



脱炭素
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※参照：日経電子版

2021.4.16



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：％



米ドル（5年）
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＊各種データより作成

単位：円
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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



ドルインデックス（5年）

10

＊参照：Bloomberg
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豪ドル（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



ポンド（10年）
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＊各種データより作成

単位：円



ビットコイン ＆ コインベース
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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（41年）



SPAC（特別買収目的会社）
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※参照：日経ビジネス
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～40年続いた米国株式高の終焉～

ＮＹダウ平均（41年）
＊各種データより作成

単位：米ドル



インドＳＥＮＳＥＸ（3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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＊各種データより作成

単位：％

2021年1月

（年）



予想1株利益（EPS）÷株価×100＝益回り（PERの逆数）
から米10年債利回りを引いた「日米イールドギャップ」
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※日経電子版

2021.3.25



日経平均（3年）
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＊各種データより作成

単位：円



都心5区 空室率＆賃料

23

※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



海外主要都市のオフィス空室率
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※参照：日経電子版

2021.4.11



中国の食料事情
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※日経新聞電子版

2021.4.5



大豆 価格推移（3・41年間）
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※各種データより作成



トウモロコシ 価格推移（3・41年間）
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※各種データより作成



ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 （1696：3年）
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＊各種データより作成

単位：円



ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 （1688：3年）
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＊各種データより作成

単位：円



商品市場のスーパーサイクル（150年）
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上昇局面の山
1915年、49年、80年、2009年
下落局面の谷
1898年、1932年、66年、95年

山から谷、谷から山にはそれ
ぞれ約15年
30年前後で一巡

JPモルガン証券
「商品価格は20年を谷とした

スーパーサイクルの上昇局面
に入った」
過去10年の低インフレ時代が
転機を迎えた可能性を指摘

※参照：日経電子版
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＊各種データより作成

単位：ポイント
CRB指数（国際商品先物指数：26年）
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原油（2000～2021年）
＊各種データより作成

単位：1バレル／米ドル



米ドル建て「金銀比価」（2年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



純銀ETF（1542：3年）
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＊各種データより作成

単位：円



純金ETF（1540：3年）
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＊各種データより作成

単位：円
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最新海外コインオークション動向①

1984年 フランス 種をまく女神 5フラン金貨 PF68



38

最新海外コインオークション動向①

1984年 フランス 種をまく女神 5フラン金貨 PF68
※他に1960年が50枚
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最新海外コインオークション動向②

1984年 フランス 種をまく女神 0.5・1フラン金貨 PF67
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最新海外コインオークション動向③

1980年 フランス ヘラクレス50フラン金貨 PF69UC
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最新海外コインオークション動向③

1980年 フランス ヘラクレス50フラン金貨 PF69UC
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最新海外コインオークション動向④

1911年 イギリス ジョージ5世 1・2ポンド金貨 PF66
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最新海外コインオークション動向⑤

1911年 イギリス ジョージ5世 5ポンド金貨 PF66
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最新海外コインオークション動向⑥

1887年 イギリス ヴィクトリア 2ポンド金貨 MS66＋
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最新国内コインオークション動向⑦

1710・13年 イギリス アン女王 1ギニー金貨 MS63
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最新海外コインオークション動向⑧

1726年 イギリス ジョージ2世 2ギニー金貨 MS65



発行枚数比較
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