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第92回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2022年8月6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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■ 台湾 と 半導体

■ 新興国が危ない！

■ 米国がリセッションへ

■ 世界のガス価格が大暴騰！

■ 地球温暖化 de 個別銘柄 → ダイキン

■ 為替① ： 米ドル・豪ドル・ユーロ・ポンド・人民元

■ 為替② ： 豪外貨建て債券の調べ方

■ 米国株式 ： NASDAQ ＆ ＮＹダウ

■ 債券 ： USハイイールド債券ファンドを為替ヘッジなしで買う・積み立てる

■ 新興国① ： 中国 ＆ トルコ 大変厳しい状況に

■ 新興国② ： インド ＆ ベトナム

■ 国内株式 ： 日経平均 VS 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 VS 円建て金

■ 商品マーケット③ ： 田中貴金属本店にメイプルリーフ金貨が無い！

■ アンティークコイン① ： 8月26日 海外大規模オークション フランス金貨が狙い目

■ アンティークコイン② ： メキシコ・フランス 大型銀貨が極めて割安！

■ アンティークコイン② ： 2012年 イギリス ダイヤモンドジュビリー金貨を買え！
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台湾 ＆ 半導体
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エネルギー問題の権威であるダニエル・ヤーギン氏が「褒美」と呼んだ石油。その所在が
世界の勢力図を方向付けるという前提を、投資家は数十年にわたり共有してきた。

ところが最近、「半導体は21世紀の戦略的化石燃料」という新しいうたい文句が浸透しつ
つある。少なくとも、米半導体最大手インテルのパット・ゲルシンガー最高経営責任者
（CEO）はそう触れ回っている。

米コロラド州アスペンで先日開かれた会合でゲルシンガー氏は「過去50年間は石油（のあ
る場所）が地政学的な動きを左右してきたが、今後50年間は半導体工場が影響力を持つ。
それが新たな地政学だ」と語った。そして米国が半導体産業をつくったにもかかわらず、現
在はアジアが生産量の8割を占めていると嘆いた。

同じ会合でオハイオ州選出のロブ・ポートマン上院議員（共和党）も「30年前は全世界の半
導体の37％が米国で生産されていたのに今や12％。間違った方向に進んでいる」と同調
した。

※参照：日経電子版

2022.8.3
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世界の債務残高 ※参照：日経電子版

2022.7.20



6

※参照：日経電子版
2022.7.26



ドルインデックス（1年半）
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※各種データより作成

単位：ポイント



新興国 さらなるデフォルトへ
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世界銀行は今年3月、「怒濤（どとう）の債務危機」が新興国に押し寄せているというリ
ポートを公開した。世界が相次ぐデフォルト（債務不履行）の寸前にあるということは、
それほど驚くような話ではない。

IMFのチーフエコノミスト、ピエール・オリビエ・グランシャ氏は7月26日の記者会見で
「4月以降、見通しが大きく暗転している。世界はまもなく世界同時不況の淵に立たさ
れるかもしれない」と指摘した。

「1～6月の新興国市場からの資本流出は21年通年の流入にほぼ匹敵する」（ゲオル
ギエバIMF専務理事）。コロナ対策の財政出動で債務がさらに膨らんだ新興・途上国
に、自国通貨安による返済負担増と資本流出が追い打ちをかける。

※参照：日経電子版

2022.7.26/27
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※参照：日経電子版

2022.7.31



中国河南省で4月、小規模銀行から預金が引き出せなくなり、中国の銀行の安全性に対する信
頼は大きく揺らいだ。

国の規定で預金者1人当たり50万元（約1千万円）まで保護されるが、当局者は預金者の抗議
活動を多数の暴漢を送って封じ込めた。

中国では2009年以降、経済成長を促すため借金が大幅に増えた。今や債務残高が国内総生
産（GDP）比で264%に達している。金融システムは崩壊していないが、借金頼みのやり方に審判
が下る日が間もなく訪れそうだ。危険信号はいくつも表れている。

河南省の銀行の支払い不能は甘い監督、雑なリスク管理、そして腐敗が原因だろう。これは総
資産が14兆ドル（約1900兆円）近い全国の中小銀行約4千行に共通する。

多数の小規模銀行が破綻すれば金融部門の安定が脅かされかねない。これまでは何とか持ち
こたえたが目下、経済は急減速している。債務の時限爆弾の時計の音ははるかに大きくなって
きた。

最も不吉な危険信号は明らかに、借金に苦しむ中国の不動産部門だ。中国恒大集団はすでに
部分的なデフォルト（債務不履行）に陥っている。

地方政府も先がみえない。不動産業界の不振で土地の売却収入が減り、税収も落ちている。
地方政府は今年、6兆元の歳入不足になる見通しだ。

大手銀行も厳しい。政府の広域経済圏構想「一帯一路」の一環で、大手行は貧しい国々に巨額
の貸し付けをしている。借り手が返済に行き詰まれば融資のかなりの部分が焦げ付く公算が大
きい。

中国は今回も金融破綻を回避できるかもしれない。ただ地方当局が暴漢を雇って預金者に襲
いかからせなければならないような事態が続けば、投資家は銀行の暗い未来を覚悟する必要
がある。
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※参照：日経電子版

2022.7.29
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※参照：日経電子版

2022.8.1
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※参照：日経電子版

2022.8.1



香港ハンセン指数（10年）
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※各種データから作成

単位：ポイント



中国 ＆ トルコ
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世界最大の新興経済国、中国に景気回復の兆しがほとんど見えないことも懸念材料
であるとウルフ氏は指摘する。輸出と資金調達の両面で、中国がその他の新興国の
経済回復を主導することが難しくなるためだ。

一方、スリランカの対外債務のデフォルトを受けて、多くの投資家が次に債務再編に
入るのはどの国か神経をとがらせている。

主要新興国の中で唯一懸念されるのはトルコだ。利上げを拒みながら通貨リラを支
えようとする政権の政策が、財政に重くのしかかっている。トルコ政府は国内のリラ建
て預金者に対し、リラ下落による目減り分を補填すると約束している。このような措置
がうまくいくのはトルコの経常収支が黒字である場合だけで、そんなケースはまれだ
とウルフ氏は指摘する。

※参照：日経電子版

2022.8.3



トルコリラ（3年）
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※各種データから作成
単位：円



米
景
気
後
退
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※参照：日経電子版

2022.7.29



米住宅販売の現状
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※参照：アセットマネジメントone
2022.7.27
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米2年国債利回り（6ヵ月）
※各種データより作成

単位：％



米ドル（2年）

19

※各種データより作成

単位：円



NY天然ガス価格（2年半）
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※参照：北辰物産HP
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※参照：日経電子版

2022.8.3
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※参照：アセットマネジメントone

2022.8.1



23

※参照：日経電子版

2022.7.21
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ジム・ロジャーズ
※参照：東洋経済

オンライン

2022.8.1



25



26262626262626262626262626262626262626262626262626

米ドル（28年） ＊各種データより作成

単位：円
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米ドル（47年）
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※各種データより作成

単位：円
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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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※参照：アセットマネジメントone
2022.7.11



米ハイイールド債券ファンド
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※参照：フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド



米ハイイールド債券ファンド
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※参照：フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド



米ハイイールド債・利回り（20年）
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※参照：グローバル・インカム・
フルコース
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米ハイイールド債券ファンド



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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※参照：SBI証券HP
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※参照：野村証券HP
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豪ドル（15年） ＊各種データより作成

単位：円



豪ドル（47年）
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※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：％
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ユーロ（3年）
※各種データより作成

単位：円



地球温暖化⇒ダイキン
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※各種データから作成
単位：円
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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（3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（42年）
＊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（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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※参照：日経電子版

2022.7.23
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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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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（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



原油（WTI：3年）
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※各種データより作成

単位：1バレル／米ドル



田中貴金属に メイプルリーフ金貨が無い！
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※参照：日経電子版

2022.7.27
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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

※日経電子版 2022．7.22
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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



BARRICK GOLD（3年）
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※各種データより作成

単位：ドル



BARRICK GOLD VS GOLD（3年）
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※各種データより作成
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68

1979年 フランス 種をまく女神 5フラン金貨

NGC PF68（発行枚数：300枚 世界第2位鑑定：11枚）
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1981年 フランス 種をまく女神 5フラン金貨

NGC PF68（発行枚数：52枚 世界最高鑑定：1枚）
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1984年 フランス 10フラン金貨

NGC PF68（発行枚数：6枚 世界第2位鑑定：1枚）
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1380－1422年 フランス シャルル6世金貨

NGC MS65 （371枚中トップ9枚）
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1726年 フランス ルイ15世 1ルイドール金貨

NGC MS65（世界第2位鑑定：1枚）
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1726年P フランス ルイ15世 1ルイドール金貨

NGC MS65（世界第2位鑑定：1枚）
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1792年 フランス ルイ16世 エキュ銀貨

NGC MS65★PL（世界最高鑑定：1枚）



丸山茂雄氏
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※参照：日経電子版
2022.7.31
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1361-69年 イギリス エドワード3世 ノーブル金貨

NGC MS65 世界最高鑑定：3枚
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1940年 メキシコ ペソ銀貨

NGC MS67＋ 世界最高鑑定：296枚中1枚



78

1940年 メキシコ ペソ銀貨

NGC MS67＋ 世界最高鑑定：296枚中1枚

PCGS

NGC



1199-1213年 （インド）ムワッヒド朝 ディナール金貨

NGC（MS66） 世界最高鑑定：1枚
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2012年 ダイヤモンドジュビリー（戴冠60周年記念）
5ポンド金貨 70Deep Cameo・70Ultra Cameo
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