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第66回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2021年7月10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
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■日本の人口推移 ＆ 個人金融資産

■ 中国 変調①②③④

■ 米ISM非製造業景況指数

■ 米FFレート ＆ 米10年国債利回り

■米ドル（10年・14年・27年） ＆ ドルインデックス

■ ユーロ & ポンド ＆ 豪ドル

■ ビットコイン ＆ テスラ

■ 要注目！ 【ＳＫＥＷ指数】

■ NASDAQ ＆ ＮＹダウ

■ インド ＆ ベトナム

■日経平均 ＆ ユニクロ ＆ ソフトバンクG

■ 路線価 ＆ 空室率 ＆ Ｊリート

■ CRB指数 ＆ 原油 ＆ 金 ＆ 銀

■ 番外編 ： やっぱり Ghibli はすごい！

■ 割安感のある金貨 ～1934年 スイス100フラン金貨～

■ イギリス クラウン銀貨①②③④⑤

■ スリーグレイセス25ポンドが国内オークションにいよいよ登場！
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日本の人口推移
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国内現金流通高
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中国 変調① 製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）
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中国 変調②
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※参照：Bloomberg

2021.6.29 



中国 変調③
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※参照：日経電子版

2021.6.28
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中国 変調④



米ISM非製造業景況感指数
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※各種データより作成
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※参照：日経電子版

2021.7.8



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（10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
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米ドル（27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（5年）
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※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（2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



アリババ（3年） ＆ 滴滴
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＊各種データより作成

単位：米ドル



SKEW指数①
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SKEW指数とは：米シカゴ・オプション取引所（CBOE）が算出する市場のゆがみ（skew＝スキュー）を数値化し
た指数。S&P500指数を対象とするオプション取引で、コール（買う権利）に対するプット（売る権利）の需要の強
さを表す。オプション市場で将来の大きな価格変動に備える取引が増えると上昇し、市場で想定外の事象を意
味するブラックスワン（黒い白鳥）が出現する可能性を示唆する。 「ブラックスワン指数」とも呼ばれています。

※各種データより作成



SKEW指数②
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※各種データより作成
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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（31年）
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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



各国の信用買い残高
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※参照：日経電子版

2021.7.9



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



日経平均（14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



ユニクロ（3年）
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＊各種データより作成

単位：円



ソフトバンクG（3年）
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＊各種データより作成

単位：円



路線価
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※参照：日経電子版



東証リート指数（2003～2021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：ポイント
CRB指数（国際商品先物指数：26年）



CRB指数 ＆ 為替
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※参照：日経電子版

2021.7.7



国内物価
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※参照：日経電子版

2021.7.8
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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



米ドル建て銀（1995～2021年）
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＊各種データより作成

単位：ドル



純銀ETF（1542：10年）
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＊各種データより作成

単位：円



米ドル建て金（1995～2021年）
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＊各種データより作成

単位：ドル
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純金上場信託（1540：10年） ＊各種データより作成

単位：円



やっぱり 「Ghibli」 はすごい！
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やっぱり 「Ghibli」 はすごい！
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割安感のある金貨 ～1934年 スイス100フラン金貨～



割安感のある金貨 ～1934年 スイス100フラン金貨～
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①発行枚数 2000枚
②重量 25.9g 直径 31.45ｍｍ
④総鑑定枚数 52＋38＝90枚（NGC）
⑤ 66以上がわずか26枚
⑤あと13年でアンティーク・コインに
⑥ 1925年・1934年・1939年のみ発行



イギリス クラウン銀貨①

49



イギリス クラウン銀貨①
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イギリス クラウン銀貨②
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イギリス クラウン銀貨②



イギリス クラウン銀貨②
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イギリス クラウン銀貨③
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イギリス クラウン銀貨④
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THE  QUEEN’S  PORTRAIT  COLLECTION ⑤
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THE  QUEEN’S  PORTRAIT  COLLECTION ⑤



オルダニー発行 スリーグレイセス
25ポンド金貨（発行枚数100枚）

■発行 ： イギリス・オルダニー島

■発行年月 ： 2020年10月

■ 5オンス＝25ポンド

■発行枚数 ： 100枚

■重量 ： 155.5g

■直径 ： 65mm

■グレード ： 70DCAM世界最高鑑定

■ロイヤルミントの5オンス150枚は、現在

「裸」で800－1000万円

■ちなみに、2019年ウナとライオンの200

ポンド70UC（時価評価2000万円）は、

発行枚数225枚・約62.4g

発行枚数65枚（約156g・時価評価5000万円

以上）の500ポンドではない
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