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第88回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2022年6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

33333333333333333333333333333333333333333333

■ イーロン・マスク氏の警告

■ 「天然ガス」価格上昇の意味

■ 「銅とGOLD」の需給関係から2035年に向けてのインフレを考える

■ 米国住宅価格 ＆ 米国REIT指数

■ 円が極めて割高な理由

■ 為替 ： 米ドル・豪ドル・ユーロ・ポンド・人民元

■ ビットコイン

■ 米国株式 ： NASDAQ ＆ ＮＹダウ

■ 米国金利 ： FFレート ＆ 米国10年国債

■ 新興国株式 ： 中国マンションバブル崩壊 ＆ インド ＆ ベトナム

■ 国内株式① ： 日経平均 VS 高配当ETF

■ 国内株式② ： マザーズ指数

■ 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・SILVER VS 円建て金 ～公的金保有を読み解く～

■ アンティークコイン① ： 2020年5月下旬から本日が50回目

■ アンティークコイン② ： 本日の海外オークション この4枚を買え！

■ アンティークコイン③ ： ヴィクトリア金貨・銀貨が大人気！ ～金貨はMS64・銀貨はMS65以上を買え！～
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マスク氏の警告
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※参照：日経電子版

2022.5.30



天然ガス（6ヵ月）
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※参照：北辰物産HP
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※参照：日経電子版

2022.5.16



米ドル建て銅（27年）

7

※各種データより作成

単位：ドル
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※参照：日経電子版

2022.5.22
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※参照：日経電子版

2019年4月末現在
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1人あたり金保有量（日本 VS 世界）

世界 ： （190,000トン－35,589トン）÷79億人

＝

日本 ： 2000兆円×0.7％＝14兆円

14兆円÷1億2580万人＝



米国住宅価格

（2000年1月を100 1987年1月～2022年3月）
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S&P米国REIT指数（1年）
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米商務省が発表した4月新築住宅販売件数は前月比▲16.6％の
59.1万戸と、予想外に3月70.9万戸から減少し、パンデミック対処で
経済封鎖が開始された直後の20年4月来で最低となった。

前年比では▲27％。住宅市場が急激に悪化する兆候が示された。

新築販売が住宅市場に占める割合は10％に過ぎない。

しかし、契約時点での統計となるため、住宅市場全体の先行指標と
して注目される。

住宅ローン金利の急伸、建設コストの上昇やサプライチェーンの混
乱が影響し価格が上昇。住宅市場に大きく影響している証拠となっ
た。

30年物の住宅ローン固定金利は5.25％と、2021年末の3％前後か
ら大幅に上昇。

中間住宅価格は前年比19.6％増の450,600ドル（約5600万円）と過
去最高を記録した。
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ドル建てビットコイン（4年）
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※各種データより作成

単位：米ドル



円が極めて割高な理由
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※参照：日経電子版

2022.4.30



円が極めて割高な理由
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※参照：日経電子版

2022.4.26
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※参照：日経電子版

2021.12.23

円が極めて割高な理由
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円が極めて割高な理由
※参照：日経電子版

2022.5.13



FFレート予想
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※参照：日経電子版

2022.5.10
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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：％
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米ドル（9ヵ月） ※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（28年） ＊各種データより作成

単位：円
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豪 貿易収支（10年）
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※各種データより作成



豪 政策金利（短期金利：11年）
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※各種データより作成



豪10年国債利回り（3年）
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※各種データより作成 単位：％
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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（3年）
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※各種データより作成 単位：％
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ユーロ（9ヵ月）

※各種データより作成 単位：円



ポンド（9ヵ月）
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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

2022.5.29



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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※参照：日経電子版

2022.6.1
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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
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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 VS ドル建て金
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＊参照：

JPMAM



中国マンションバブル崩壊
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※参照：日経電子版

2022.5.21
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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（3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



上場インデックスファンド日本高配当
（東証配当フォーカス100：1698：3年）

45

※各種データより作成 単位：円
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上場インデックスファンド日本高配当
（東証配当フォーカス100：6ヵ月） VS 日経平均

※各種データより作成 単位：ポイント



47

東証リート指数（19年） ＊各種データより作成

単位：ポイント
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CRB指数 構成割合
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CRB指数（国際商品先物指数：27年）
※各種データより作成

単位：ポイント
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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
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原油（WTI：6ヵ月）
※各種データより作成

単位：1バレル／米ドル
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※参照：日経電子版

2022.5.18



ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 （1697：3年）
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※各種データより作成 単位：円
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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：1540：3年）

※各種データより作成 単位：円



米ドル建て銀（27年）
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※各種データより作成

単位：ドル
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1887年 イギリス ヴィクトリア
5ポンド金貨・クラウン銀貨（MS・PF）
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PCGS  PR

NGC  PF
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1862年A フランス ナポレオン3世 50フラン金貨

MS65（世界最高鑑定：1枚）
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1862年A フランス ナポレオン3世 50フラン金貨

MS65（世界最高鑑定：1枚）
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1862年A フランス ナポレオン3世 5フラン銀貨

MS66＋（世界第2位鑑定：1枚）
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1862年A フランス ナポレオン3世 5フラン銀貨

MS66＋（世界第2位鑑定：1枚）
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1862年A フランス ナポレオン3世 5フラン銀貨

MS66＋（世界第2位鑑定：1枚）
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1898年 フランス 種をまく女神 2フラン銀貨

SP65（世界最高鑑定：1枚）
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1939年 フランス 20フラン銀貨

MS66（世界最高鑑定：1枚）


