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第70回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2021年9月4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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■ 「最悪の予感」 マイケル・ルイス

■ 最新ニュース

①貴州茅台酒 ②中国恒大集団 ③石炭 ④ソフトバンク社債 ⑤通貨シェア

⑥米国株式 上昇銘柄数 ＆ 売買高 ⑦ZOOM ⑧JR東日本 ⑨スニーカー

■中国景気に赤信号

■ 米国景気に黄信号

■ CPI ～米・ユーロ圏・豪～

■ ジャクソンホール ＆ FOMC

■ 長短金利 5000年チャート

■ 米ドル ＆ ユーロ & ポンド ＆ 豪ドル

■米国株式の先行指標 ～ラッセル2000～

■ 9月は要注意！ ～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 ＆ 東証リート指数

■ CRB指数 ＆ 原油 ＆ 金 ＆ 銀

■ 国内・海外オークション動向①②③④

■ チェコスロバキアの至宝をぜひお手元に！ ～1931・1933年 10ダカット金貨 MS66～
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堅苦しい報告書より、ノンフィクション作家が優れた作品を残し
ておくことが、失敗を繰り返さないために効果的であることを、本
書は教えてくれる。――池上 彰(ジャーナリスト、本書解説より)

今、生きている人で「この人が書いたものは全部読みたい」とい
うノンフィクションの書き手は少ないが、マイケル・ルイスは別格。
ノンジャンルのライターとして、とても尊敬している。――石戸 諭
(ノンフィクションライター)

マイケル・ルイスはやっぱり最高だ。「誰も気づかないことに気
づいてしまった人」たちの孤軍奮闘。この本が描く99%の不始末
と、1%の英雄譚はハリウッドでいつか映画化されるだろう。本
のほぼ真ん中で、いま最も有名なウイルスが登場した時、身震
いした。すごいノンフィクションだ。――入江 悠(映画監督)

マイケル・ルイス(Michael Lewis)

1960年ルイジアナ州ニューオーリンズ生まれ。プリンストン大学

で美術史の学士号、ロンドン・スクール・オブエコノミクスで経済
学の修士号を得たあと、ソロモン・ブラザーズに入社。債券セー
ルスマンとしての3年間の経験をもとに執筆した『ライアーズ・

ポーカー』で作家デビューした。ブラッド・ピット主演で映画化さ
れた『マネー・ボール』をはじめ、『世紀の空売り』『フラッシュ・
ボーイズ』『かくて行動経済学は生まれり』などベストセラーを多
数発表しており、著書累計は1000万部を超える。

premonition
予感、兆候、予告、虫の知らせ



5

貴州茅台酒 ※アルコール度数の高い蒸留酒マオタイ（茅台）



中国恒大集団（China・Evergrande・Group:1年）
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※参照：Bloomberg

単位：ＨＫＤ



石炭
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※日経電子版

2021.8.27



ソフトバンクG社債
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※SBI証券HP

2021.9.3



通貨シェア
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※日経電子版

2021.8.24
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※参照：日経電子版

2021.8.25米国株式 上昇銘柄数 ＆ 売買高



ZOOM（2年）
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※各種データより作成

単位：米ドル



JR東日本（2年）
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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

2021.8.30

スニーカーなど商品が発売されてから今まで、いくらで取引されたのかを、株価チャートの
ようにデータ化して公開している。また、世界に10以上ある鑑定所で300人以上の鑑定士
が人工知能（AI）などを使い、売買されている商品が本物かどうかも鑑定する。価格の透
明性を高めたほか、独自の品質保証を打ち出したことで一気に取引の裾野を広げた



中国景気
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※参照：日経電子版

2021.9.1

中国国家統計局が8月31日発表した
8月の購買担当者景気指数（PMI）に
よると、製造業と非製造業を合わせ
た総合産出指数は前月より3.5ポイ
ント低い48.9となった。
好不調の境目である50を下回るの
は、新型コロナウイルスが直撃した
2020年2月以来。
非製造業のビジネス活動指数は47.5
と、6ポイント近く低下。
8月の製造業PMIは7月より0.3ポイン
ト低い50.1と5カ月連続で悪化。
輸出に限った新規受注は46.7となり
、4カ月連続で節目を下回った。
3～6カ月後の輸出動向を示唆してい
るとされ、21年後半の輸出は伸び悩
む可能性がある。



中国景気
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※参照：みんかぶ



米物価
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※参照：日経電子版

2021.4.10



ジャクソンホール ＆ ＦＯＭＣ
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※参照：日経電子版

2021.8.6



米金融緩和終了へ
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※参照：日経電子版

2021.7.30



長短金利 5000年チャート
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※日経電子版

2021.8.24



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：％
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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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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
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※参照：みんかぶ



ラッセル2000（1年）
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※参照：Bloomberg

単位：ポイント



ラッセル2000 VS NYダウ
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※各種データより作成



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）



ＮＡＳＤＡＱ（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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～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



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



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（41年）
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＊各種データより作成

単位：円



日経平均（14年）
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＊各種データより作成

単位：円



ユニクロ（10年）
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＊各種データより作成

単位：円



ソフトバンクG（10年）
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＊各種データより作成

単位：円



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）
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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



中央銀行による金購入量推移
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※参照：日経電子版

2021.8.31



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



金ETF（1540：3年）

46

＊各種データより作成

単位：円



発行枚数
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国内オークション①

～1964年 東京オリンピック記念1000円銀貨 MS67PL 世界最高鑑定～
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国内オークション②

～1987年（昭和62年） 50円白銅貨 PCGS PR70DCAM 世界最高鑑定～
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海外オークション①
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海外オークション②

～1931年 チェコスロバキア 2ダカット金貨 MS66 世界第2位鑑定～
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海外オークション②

～1931年 チェコスロバキア 2ダカット金貨 MS66 世界第2位鑑定～
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海外オークション②

～1931年 チェコスロバキア 2ダカット金貨 MS66 世界第2位鑑定～
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海外オークション③

～1931・1933年 チェコスロバキア 10ダカット金貨 MS66 世界第2位鑑定～
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海外オークション③

～1931・1933年 チェコスロバキア 10ダカット金貨 MS66 世界第2位鑑定～




