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第99回 【ザッ 資産運用！】

～ Great  Depression 2～

2022年11月19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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■ 金沢 ： 山本長左 と 初代八十吉 奥が深いですね・行くたびに新しい発見があります

■ 米国 ： CPI発表後 為替市場は大荒れ → 4日間で10円も円高に！

■ 米国 ： フェドウォッチ → CPIは来春5％へ 来秋には利下げか

■ 日銀 ： 来春マイナス金利終了か

■ 為替① ： 米ドル・豪ドル・ユーロ・ポンド・人民元

■ 為替② ： クロスレートの活用 ～ユーロ／ドル・豪ドル／ドル～

■ 為替③ ： 10月21日 151.94円がやはりピークだった

■ 米国株式① ： NASDAQ ＆ ＮＹダウ ＆ S&P500

■ 米国株式② ： アマゾン ＆ グーグル

■ 債券 ： 米国債利回り大幅低下 ＆ USハイイールド債券ファンド

■ 新興国株式 ： ベトナム株式ファンドがバッティングゾーンに

■ 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 ： 現物の金・金貨が枯渇 ドル建てGOLD VS 円建て金

■ アンティークコイン① ： 1917年（大正7年） 50銭銀貨 MS67＋ 世界最高鑑定

■ アンティークコイン② ： 1935年 ジョージ5世 クラウン銀貨が割安・狙い目

■ アンティークコイン③ ： 1915年 オーストリア 100コロナ金貨 リストライク PF67CAMEO

■ アンティークコイン④ ： 2019年 ウナとライオン 5ポンド金貨 復刻版 PR70DCAM
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初代徳田八十吉（1873－1956）

青手古九谷写酒盃（H 3cm ×W 6.9cm）⇒ 6万円
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米CPI

8

※参照：日経電子版

2022.11.9



フェドウォッチ（2022.12.14予想）
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※参照：CMEgroupHP

2022.11.18
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フェドウォッチ（2023.3.22予想）
※参照：CMEgroupHP

2022.11.18
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フェドウォッチ（2023.6.14予想）
※参照：CMEgroupHP

2022.11.18
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フェドウォッチ（2023.9.20予想）
※参照：CMEgroupHP

2022.11.18
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フェドウォッチ（2023.12.13予想）
※参照：CMEgroupHP

2022.11.18



米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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米10年国債利回り（15年） ＊各種データより作成

単位：％



16

※参照：日経電子版

2022.11.8
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米ドル（8時間足） ※各種データより作成

単位：円



米CPI発表までは1ドル＝145円割れを3回試しましたが割れず、146円台後半まで戻っていました。

10日22：30のCPI発表後は一気に145円割れ。

翌朝140.20円まで円高となった後はリバウンドして142.50円に。

その後、11日夕刻に再度円高トライとなり、あっさり140円を突破。

「7％ルール」（証拠金の10倍のドルを購入している投資家が7％円高になるとロスカットとなる）によるブン投げ
もあり、138.70円前後で終了しています。

激しい、極めて激しい33時間でした。

①平均147円前後で購入していたFX投資家がほぼブン投げた

②米中間選挙は上院において民主党が多数派を維持した（日本時間13日12：00前）

→米債務上限問題に関して世界は少しホッとした

こともあり、今週はリバウンドの週となりそうです。

現在、FXで米ドルを購入すると年利約3.9％のスワップポイントが得られます（SBI証券の場合）。

3倍の低倍率でドルを保有した場合、証拠金に対して約11.7％もの利回りとなります。

更に、12月14日のFOMCでは0.5％の利上げが予想されており、スワップポイントの年利は4.4％前後になります
から3倍で約13％。

つまり、1年間で13％円高になっても損をしないという意味です。

138円の13％は約18円になりますから1年間で120円になってもトントンです。

2年もこの状況が続いたら36円も円高（102円）になっても大丈夫！

短期リバウンドの後は、再度円高に向かうことが予想されますが、ここから115～120円に向かう円高は、

その後260円に向かう前の最後の円高になると思います。

しっかりと外貨建て資産の中身を見直していただければと思います。
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※ 2022.11.13

洞口作成
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米ドル（6ヵ月） ※各種データより作成

単位：円
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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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※参照：日経電子版

2022.11.16
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米ドル（28年） ＊各種データより作成

単位：円

22



23

※参照：日経電子版
2022.11.17
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※参照：日経電子版
2022.11.17



ドルインデックス（2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）
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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
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豪ドル/米ドル（18年） ※各種データより作成



ユーロ／ドル（18年）
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※各種データより作成
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ユーロ（3年）
※各種データより作成

単位：円
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ユーロ（1999年～） ＊各種データより作成

単位：円
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ポンド／ドル（18年）
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※各種データより作成

単位：円
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ポンド（3年）
※各種データより作成

単位：円
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ポンド（1999年～） ＊各種データより作成

単位：円
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人民元／ドル（年初来）



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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暗号資産（仮想通貨）交換業大手のFTXトレーディングが11日、日本の民事再
生法に相当する連邦破産法11条（チャプター11）の適用を申請した。裁判所資
料によると、負債額は推定で数兆円にのぼり、仮想通貨業界で過去最大の経
営破綻となる。世界各国で幅広く事業展開しており、連鎖破綻を警戒する声も
出ている。

FTXのサービスを使う利用者の中でまず影響がでたのがグローバルサービス
の「FTX.com」の顧客だ。世界に少なくとも100万人超いるといわれているが、12
日正午時点で自身の口座から仮想通貨や、仮想通貨を買うために置いていた
待機資金を引き出せなくなっている。

14年に交換会社のマウントゴックスが500億円弱の不正流出で破綻した例では、
資産を預けていた投資家はその後、債権者として弁済を受けた。14年当時は
ビットコインの価格が低かったため、その後の相場上昇で実質的な損失が発生
しなかった投資家が多かった。FTXの負債は数兆円規模と大きい。仮に債権者
として弁済を受ける事態になれば「弁済率はきわめて低くなる」との見方がある。

仮想通貨バブル崩壊



ビットコイン（6年：ドル建て）
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※各種データより作成

単位：ドル
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※参照：日経電子版

2022.11.9



円建てビットコイン価格は、ここ数日の大幅な円高も手伝って、

1週間で313万円→232万円▲26％となっています。

以前より、金融資産・不動産・実物資産にしっかりと分けて保有することをお勧
めしていますが、この中には、仮想通貨は含まれておりません。

さらに現在は、実物資産の比率を高めた方が良いと考えています。

今回の米ドルの動向に関しては、短期・中期ともに

極めて見通しが正しかったのではないかと自負しております。

今後は動画でもお伝えしました通り、1ドル＝115～120円前後まで円高となった
後、1ドル＝260円に向かうと思います。

心の声が叫んでいます。

実物資産の比率を高めろと。

円安・インフレに備えろと。

ここからの円高がその最後のチャンスだと。
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※ 2022.11.13

洞口作成
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※参照：日経電子版

2022.11.13
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※参照：日経電子版
2022.11.18
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S&P500（3年） ※各種データより作成

単位：ポイント



ファンドラップ
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※参照：日経電子版

2022.11.8
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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）



株式相場 「4つのステージ」
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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
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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
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ベトナムＶＮ（10年） ※各種データより作成

単位：ポイント



SBI証券⇒投信⇒ベトナム
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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
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マザーズ指数（10年）
※各種データより作成

単位：ポイント
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マザーズ VS 日経平均（3年）
※各種データより作成

単位：ポイント
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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



日本10年国債利回り（10年）
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※各種データから作成

単位：％
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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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CRB指数（3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：3年）
※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

2022.11.12
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米ドル建て金（22年）
＊各種データより作成

単位：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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純金上場信託（円建て：1540：5年）

※各種データより作成 単位：円
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1917年（大正6年） 50銭銀貨

PCGS MS67＋（世界最高鑑定：1枚）
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1935年 イギリス ジョージ5世 クラウン銀貨

PCGS PR65DCAM（第2位鑑定：11枚）
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1935年 イギリス ジョージ5世 クラウン銀貨

PCGS PR65DCAM（第2位鑑定：11枚）
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1915年 オーストリア 4ダカット金貨 リストライク

NGC MS68（第2位鑑定：107枚）
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1915年 オーストリア 4ダカット金貨 リストライク

NGC MS68（第2位鑑定：107枚）
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1915年 オーストリア 100コロナ金貨 リストライク

NGC PF67CAMEO（第2位鑑定：11枚）
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1915年 オーストリア 100コロナ金貨 リストライク

NGC PF67CAMEO（第2位鑑定：11枚）



76

ウナとライオン 5ポンド金貨（表：オルダニー）
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ウナとライオン 5ポンド金貨（31.1g：表：オルダニー）


