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第80回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2022年2月5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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■ 2022年 世界の景気は？

■ 株価大幅下落 ： 「フェイスブック」 「ネットフリックス」 「テスラ」

■ 米国株式ファンド ： 「アライアンス・バーンスタイン」 「eMAXIS Slim」

■ 割高な「円と米国株式」

■ 中国景気 ： 「バルチック海運指数」 「アジアハイイールド」

■ 為替 ： 米ドル ＆ ユーロ & ポンド ＆ 豪ドル ＆ 人民元

■ 米国株式① ： NASDAQ ＆ ＮＹダウ

■ 米国株式② ： ラッセル2000・フィラデルフィア半導体指数・米ハイイールド債

■ 新興国株式 ： インド ＆ ベトナム

■ 国内株式① ： 日経平均 VS ドル建日経平均

■ 国内株式② ： 東証マザーズ指数 ＆ 東証マザーズETF ＆ 「ビジョナル」

■ 債券・不動産 ： 10年国債利回り VS 東証リート指数

■ 商品マーケット① ： CRB指数 ＆ 原油

■ 商品マーケット② ： ドル建てGOLD VS 円建て金

■ アンティークコイン ： 1887年 ヴィクトリア ジュビリー 金貨・銀貨

～135年前・大英帝国の絶頂期 ピラミッドの頂点を買え！①②③～
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世界の経済成長率
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※参照：日経電子版

2022.1.26



バルチック海運指数（5年）
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※参照：Bloomberg

単位：ポイント
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※参照：日経電子版

2022.1.31



食料価格

7

※参照：日経ヴェリタス

2022.1.27



フェイスブック（メタ：3年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



ネットフリックス（3年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



テスラ（3年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル



（ARKK）アーク・イノベーションETF

11

※参照：Bloomberg
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※参照：日経電子版

2022.2.3



アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型
（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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※参照：日経電子版

2021.12.23円 ＆ 米株



iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建てｱｼﾞｱ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ（5年）
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※参照：Bloomberg  
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※参照：日経電子版

2022.2.4



求人数1092万 採用数626万
求人数と採用数の差は過去最大
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※参照：日経電子版

2022.2.2



米国2年国債利回り（6ヶ月）
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＊各種データより作成

単位：％



米10年国債利回り（15年）
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＊各種データより作成

単位：％



～40年続いた金利低下の終焉～
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※参照：日経電子版

2021.10.4
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※参照：日経電子版

2022.1.30
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米ドル（15年）
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＊各種データより作成

単位：円
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米ドル（28年） ＊各種データより作成

単位：円
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米ドル（51年） ※参照：MUMSS

360円
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※参照：日経電子版
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豪ドル（15年） ＊各種データより作成

単位：円



ドイツ10年国債利回り（10年）
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＊各種データより作成

単位：％



ユーロ（3年）
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＊各種データより作成

単位：円



ポンド（3年）
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＊各種データより作成

単位：円



人民元（3年）
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＊各種データより作成

単位：円
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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（32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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ＮＡＳＤＡＱ（10年） ＊各種データより作成

単位：ポイント
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ＮＡＳＤＡＱ（3年） ＊各種データより作成

単位：ポイント
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ＮＡＳＤＡＱ（3年） ＊各種データより作成

単位：ポイント



ラッセル2000（5年）
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※参照：Bloomberg



フィラデルフィア半導体指数
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＊各種データより作成

単位：ポイント



米ハイイールド債

iシェアーズ・iBoxx・ドル建てハイイールド債ETF（5年）
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※参照：Bloomberg
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～40年続いた米国株式高の終焉～

ＮＹダウ平均（42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
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インドＳＥＮＳＥＸ（3年） ＊各種データより作成

単位：ポイント



ベトナムＶＮ（3年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



マザーズ指数（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：ポイント

マザーズ指数 VS 日経平均（10年）



東証マザーズETF（2516：3年）
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＊各種データより作成

単位：円
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東証マザーズETF ＆ マザーズ指数（3年）
＊各種データより作成

単位：ポイント



ビジョナル （4194：1年）
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＊各種データより作成

単位：円



日経平均（42年）
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＊各種データより作成

単位：円



日経平均（15年）
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＊各種データより作成

単位：円



50

日経平均（10年）
＊各種データより作成

単位：円



ドル建日経平均（2年）
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＊各種データより作成

単位：米ドル
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日経平均（2年）
＊各種データより作成

単位：円



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：％



東証リート指数（2003～2022年）
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＊各種データより作成

単位：ポイント



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



商品市場のスーパーサイクル（150年）

56

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：27年）
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原油（WTI：22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（27年）
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＊各種データより作成

単位：ドル



米ドル建て金（3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（円建て：1540：10年）＊各種データより作成

単位：円
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1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
クラウン銀貨（プルーフ）
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1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
クラウン銀貨（プルーフ）

PCGS

NGC

※単位：枚
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1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
5ポンド金貨（プルーフ）
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1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
5ポンド金貨（MS：通常貨）



1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
5ポンド金貨（MS：通常貨）
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※単位：枚
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1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
5ポンド金貨（MS：通常貨）
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1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
5ポンド金貨（MS：通常貨）
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1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
5ポンド金貨（MS：通常貨） ※参照：オークション

ワールド
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※単位：枚

40 45 50 53 55 58 60 61 62 63 63+ 64 64+ 65 65+ 66 66+ 67

1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
5ポンド金貨（MS：通常貨）



アンティーク金貨 価格の考え方

①ドル建て金価格

②為替

③消費税

④歴史的プレミアム

⑤発行枚数プレミアム

⑥高鑑定枚数プレミアム

⑦人気度プレミアム

⑧大きさ・見栄えプレミアム

⑨国家・国王プレミアム

⑩実際の見た目プレミアム

⑪デザインプレミアム
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① 1800ドル⇒ 8000ドル？

② 1ドル＝115円⇒ 260円？

③ 10％⇒ 15～20％？

④昨年・40年前・100年前・300年前・600年前

⑤ 20枚・100枚・400枚・5500枚・10,000,000枚

⑥世界最高鑑定 1枚 VS 400枚

⑦ヤングエリザベス・ジョージ6世

⑧ 5ポンド・2ポンド・1ポンド・0.5ポンド

⑨エリザベス1世・アン女王・ヴィクトリア女王

⑩誰が見ても「これは美しい！」という状態

⑪ウナ＆ライオン・スリーグレイセス・

ゴシッククラウン・種をまく女神・

シルバーライダー・双頭の鷲
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1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
クラウン銀貨（MS：通常貨）
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1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
クラウン銀貨（MS：通常貨） ※単位：枚
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※単位：枚

40 45 50 53 55 58 60 61 62 63 63+ 64 64+ 65 65+ 66 66+ 67

1887年 イギリス ヴィクトリア ジュビリー
クラウン銀貨（MS：通常貨）

40 45 50 53 55 58 60 61 62 63 63+ 64 64+ 65 65+ 66 66+ 67
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■ （1900年以降は）グレード65以上を！

■ 世界1・2・3位鑑定を！

■ 世界に30枚しかない高鑑定を！

■ 80～150万円を！ 300万円台を！

■ 希少性の高い大型銀貨を！

■ 日本の150年前の金貨を！

■ 気に入ったデザインを！

■ 金貨4 枚セット、銀貨10枚・15枚セットを！

■ 割安なフランス金貨を！

■ 割安なミドルエリザベスを！

■ インドなど新興国の高鑑定を！

■ 円高のうちに！

■ インフレになる前に！

■ 日本人が気がつかないうちに！

■ 結婚年や誕生年を！

■ 5年以上の保有で節税を！

■ 650年前のイギリス・フランス金貨を！

■ ここ40年・100－200年前・300年前・600年前・1200年前に分散を！

■ 米国 100 ： 英国 7 ： 仏 ： 1.5

■ 1887年 ヴィクトリア ジュビリー 金貨・銀貨を！

■ 割安なヘラクレス金貨を！


