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第84回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2022年4月9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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■ ～20年間を振り返る～

■ この3週間を振り返る

■ 米長短国債利回り逆転 「逆イールド」に

■ えらいことになった 歴史的大転換 「ロシアがルーブルをGOLDに連動させた日」

■ FFレート 「年末までに3－3.5％まで引き上げる必要がある」

■ 為替 ： 米ドル ＆ ユーロ & ポンド ＆ 豪ドル ＆ 人民元

■ 米国株式 ： NASDAQ ＆ ＮＹダウ

■ 米国債券 ： 米国2年国債 ＆ 米国10年国債

■ 新興国株式 ： 香港ハンセン指数 ＆ インド ＆ ベトナム

■ 国内株式① ： 日経平均 VS ドル建て日経平均

■ 国内株式② ： マザーズ指数 ＆ 東証マザーズETF

■ 不動産 ： 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 VS バリック・ゴールド

■ 戦略 と 戦術 ： ～金・金貨の場合～

■ アンティークコイン① ： 最後のチャンス イギリス 「ヤング＆ミドルエリザベス5ポンド金貨」 を買え！

■ アンティークコイン② ： 今はなき 「チェコスロバキアの5ダカット金貨」 を買え！

■ アンティークコイン③ ： フランス ヘラクレス 50フラン金貨を買え！
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～20年間を振り返る～

2002.3末⇒ 2022.3末

① 20年国債

② 為替

③ 日経平均

④ 円建て金

⑤ イギリス金貨（Spink）
1692年 5ギニー金貨

1705年 5ギニー金貨

4



5

＊各種データより作成

単位：円

ロシアが「ルーブル」を「GOLD」に連動させた日

ルーブル対円（1年）



6

The Central Bank of Russia has officially announced that, as of March 
28, 2022, the Russian Ruble currency is BOUND to Gold.  The rate is 
5,000 Rubles per gram of gold bullion.

Worse, because Russia will only sell its oil and gas in Rubles, and 
Rubles are now fixed at 5,000 Rubles per gram, anyone wishing to buy 
Oil or Gas will need to either pay in Rubles or pay in Gold, and they 
won’t get the US Dollar value for the gold they tender as payment!  



FOMC 短期金利予想
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※参照：FRB

2022.3.16
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※参照：日経電子版

2022.3.8



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：％
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米10年国債利回り（15年） ＊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



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：％
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※参照：日経電子版

2022.3.31
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※参照：日経電子版

2022.1.31



15

※参照：日経電子版

2022.4.8
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※参照：日経電子版

2022.3.9
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米ドル（3年） ＊各種データより作成

単位：円
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米ドル（15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



ドルインデックス（1年）
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※各種データより作成

単位：ポイント



豪10年国債利回り（10年）

22

＊各種データより作成

単位：％
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※参照：日経電子版

2022.3.18
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豪ドル（3年） ＊各種データより作成

単位：円
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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）

29

＊各種データより作成

単位：円



S&P ケース・シラー住宅価格指数 主要20都市
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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）
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ＮＡＳＤＡＱ（3年） ＊各種データより作成

単位：ポイント



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



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



NYダウ平均 VS 富嶽三十六景
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＊各種データより作成

単位：米ドル



葛飾北斎 富嶽三十六景 神奈川沖浪裏
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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



対中国投資
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※参照：日経電子版 2022.4.3



香港ハンセン指数（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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インドＳＥＮＳＥＸ（10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



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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日経平均（42年）
＊各種データより作成

単位：円
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日経平均（15年）
＊各種データより作成

単位：円
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日経平均（価格帯別出来高：3年）
＊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：円日経平均（2年）



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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東証リート指数（2003～2022年）＊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：27年）



51

原油（WTI：22年）
＊各種データより作成

単位：1バレル／米ドル
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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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米ドル建て金（3年）
＊各種データより作成

単位：ドル
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米ドル建て金（27年）
＊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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純金上場信託（円建て：1540：3年）

＊各種データより作成 単位：円



バリック・ゴールド（3年）
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＊各種データより作成

単位：ドル



戦略と戦術 ～金・金貨の場合～

【戦略】

① 金融資産総額 ⇒ 1億円

（2500万円）

② 金融資産 ：金・金貨の配分割合

⇒ 8000万円 ： 2000万円（金融資産に対して25％）
（2000万円 ： 500万円）

③ 金：金貨の配分割合

⇒ 1000万円 ： 1000万円

（250万円 ： 250万円）

④ 具体的な商品

⇒ 金：延べ棒・地金型金貨（メイプルリーフ等）

・純金積立て・純金ETF（1540）

⇒ 金貨：モダン金貨・アンティーク金貨・銀貨

⇒ 金鉱株 ： バリックゴールド

【戦術】

純金ETF（1540）とモダン＆アンティーク金貨に
1000万円（250万円）ずつと決めたら

■ 何ヶ月間で

■ 何回に分けて

■ どう指し値をして

■ 平均購入価格をいくらに設定して

純金ETF（1540）を買うのか

■ どこの国を

■ どの時代を

■ どの国王（女王）を

■ どのグレードを（第1・2・3位鑑定）

■ 大きさ・重さ・デザインは？

■ 1・2・3・4・5・10・20枚？

■ 誰から・どこ（国内外オークション）から

金貨を買うのか
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1931年 チェコスロバキア 5ダカット金貨

MS66 （世界第2位鑑定：1枚 NGC）
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1931年 チェコスロバキア 5ダカット金貨

MS66 （世界第2位鑑定：1枚 NGC）
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1931年 チェコスロバキア 5ダカット金貨

MS66 （世界第2位鑑定：1枚 NGC）

発行枚数

1827

543

1528

1827

1752

1101

1037

728

4
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合計 10503
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1975年 フランス ヘラクレス 50フラン金貨

SP67 （世界第2位鑑定：3枚 NGC）
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1975年 フランス ヘラクレス 50フラン金貨

SP67 （世界第2位鑑定：3枚 NGC）
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1975年 フランス ヘラクレス 50フラン金貨

SP67 （世界第2位鑑定：3枚 NGC）
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1902年 イギリス エドワード7世 クラウン銀貨

NGC PF66 MATTE（世界最高鑑定：2枚）
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最後のチャンス

ヤングエリザベス VS ミドルエリザベス
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イギリス ヤングエリザベス
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イギリス ミドルエリザベス
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