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ハウスビューは、顧客か
らの信頼と我々の成果の
根幹をなすものです
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私の見解

世界の貿易の枠組みが変わりつつあります。私達は関
税について考えないことに慣れきっていましたが、貿
易相手国に対し関税その他の保護政策を導入する政府
が現れ、関税が再び表舞台に戻りました。新たな地域
貿易の枠組みも誕生しています。この 1 年間、クライ
アントや他のステークホルダーと重要な動向について
話し合ってきました。その際に、自分自身の経験だけ
でなく、クレディ・スイス・ハウスビューも踏まえる
ことができました。

ハウスビューはクライアントへのアドバイスや一任勘
定での投資方法を決める際の土台的な役割を果たしま
す。クレディ・スイスをリードする投資ストラテジス
トは世界の政治と経済のトレンドを分析し、クレディ・
スイス全体からの幅広い分析と情報を一貫性のある見
解に落とし込んでいきます。要するに、ハウスビュー
は私達への信頼と私達がもたらす結果にとってなくて
はならないものです。 

イノベーションはクレディ・スイスにとってもう 1 つ
の重要な価値です。ハウスビューは 5 つのスーパート
レンドである「怒れる社会 - 多極的世界」「インフラ
ギャップを埋める」「人間の役に立つテクノロジー」「シ
ルバーエコノミー」「ミレニアル世代の価値観」にも
またがっています。これらは長期投資家にとって見逃
すことのできないテーマを提供します（詳細は 34-37
ページを参照）。今年はスーパートレンドにも含まれ
ている持続可能投資を強調したいと思います。持続可
能投資は現代の投資家の関心を集め、世界にとって関
連性が高まりつつある分野だからです。持続可能投資
はスマートな投資でもあると私達は考えていますが、
クレディ・スイスは集団としての投資を持続可能にす
るうえで自らの役割を果たすことに全力を傾けてい
ます。

2019 年が皆様にとって実り多い年となることを願っ
ております。 

ティージャン・ティアム

予想した以上に起伏に富んだ年が終わりに近づく中、
2019 年の投資展望をお届けします。これまで、そしてこ
れからも政治が金融市場に大きな影響を与えていきます。

ティージャン・ティアム
クレディ・スイス AG 最高経営責任者（CEO）
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長期化した成長サイクル

2019 年の投資展望は今後数ヵ月間のロードマップを
提供します。株式については、全セクターの概要を掲
げています。テクノロジーが引き続き強力な牽引役と
なるでしょう。債券については、（米国の短期金利が
長期金利を上回る）米国の逆利回り曲線という比較
的珍しい現象を取り上げます。さらに、キャリー、バ
リュー、セーフヘイブン通貨によって構成される優れ
た通貨戦略を確立する方法を解説します。 

マクロ経済の視点からは、複数の要因によって経済サ
イクルが延命され、世界経済の減速の訪れに対抗でき
る可能性があります。生産性の向上と低インフレが各
国中央銀行の金融政策、ひいては金融市場の鍵を握る
でしょう。 

最後に、特集でこの 2 年間の関心の的であり、良好な
リターンが見込まれる 5 つの投資テーマである長期の
スーパートレンドを取り上げます。さらに、リターン
を社会や環境面のインパクトと結び付けようとする投
資家が増える中で急成長を遂げている市場である教育
に、持続可能なインパクト投資の一環としてスポット
ライトを当てます。

皆様にとって、2019年が実り多い年となることを願っ
ております。

年には金融市場を左右する支配的なテーマがあります。2017 年
は熱すぎず冷たすぎずのゴルディロックス経済と市場を動かす
要因としての政治の復活がテーマでした。2018 年は貿易摩擦と
金利をめぐる懸念に翻弄されました。2019 年を前に、経済サイ
クルの延長を可能にする要因に注目が集まると考えています。

マイケル・ストロベックグローバル・チーフ・インベストメント・オフィサー
ナネット・ヘシュラー - フェデルブ インベストメント・ストラテジー部門グローバル責任者
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成長サイクルの長期化をも
たらす要因に注目が集まる
でしょう
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2018: 通商関係 
に転機
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1 月 9 日
日本の利上げ観測 
日銀が超長期債の購入額を
減らし、更なる金融引締め
の観測を受けて債券利回り
が上昇

2 月 16 日
米国が鉄鋼を標的に
米国は世界各国からの鉄鋼
とアルミニウムの輸入に大
型関税を提案

3 月 16 日
テクノロジー株の下落
ソーシャルメディア企業
の個人情報をめぐる懸念
をきっかけに 3 月にナス
ダック指数が 11％下落

4 月 27 日
朝鮮半島の和平への期待  
北朝鮮と韓国の首脳が平和
条約締結と数十年にわたる
戦争状態に終止符を打つた
めの協議を行うことで合意

5 月 8 日
アルゼンチンの支援
高インフレとペソ暴落に苦
しむアルゼンチンのマクリ
大統領が IMF に支援を要請

6 月 1 日
イタリア政治の変化 
ポピュリストのイタリアの
新政府が発足し、暴落後の
市場の回復は一時的

6 月 13 日
米国の利上げ 
米国の FRB が短期金利を
0.25％引上げ 

6 月 12 日
米国と北朝鮮の首脳会談
トランプ大統領が金正恩氏
とシンガポールで会談

3 月 22 日
貿易摩擦が続く 
US トランプ大統領が 500
億米ドル相当の中国からの
輸入に関税を課す。翌日、
数週間前に発表された鉄鋼
への関税の報復措置として
米国からの輸入品に中国が
関税を発表

2 月 2 日 
FRB の利上げ予想の変更
米国の好調な賃金統計を受
けて FRB の利上げ予想が
変更され、株式市場は下落 

1 月 1 日
米国の税制改革
年初の米減税雇用法で法人
税が引き下げられ、投資家
の楽観論が広がり株式市場
は最高値更新

1 月 22 日
貿易摩擦の始まり  
米国が輸入洗濯機と太陽光
パネルに関税を課すと発表
し中国と韓国が批判
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1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

政治動向と世界の安全保障

選挙 ( 大統領 & 議会 )

産業 & 企業

金融 & 銀行システム

エネルギー ( 石油 )

MSCI AC ワールドトータルリターン
インデックス 
( 現地総リターン )

7 月 6 日
貿易摩擦の激化
米国は 340 億ドルの中国製
品に関税を課し、中国は米
国製品に関税を課して対応

7 月 9 日
危機に瀕するトルコ
エルドアン大統領が中央銀
行への支配を強める中、経
常収支と財政赤字の懸念か
らトルコリラが急落

8 月 2 日
アップルが先行
アップルが上昇企業として
初めて、市場バリュエー
ション 1 兆米ドルを突破

8 月 1 日 
米国が中国への関税拡大を検討
米国が 2000 億米ドル相当の中
国からの輸入への関税引き上げ
を検討

8 月 30 日
アルゼンチンの金利急上昇 
ペソが急落し中銀が過去最
高の 60％に利上げ

9 月 13 日
トルコの利上げ
トルコの中銀が主要金利を
24％に引き上げ、トルコリ
ラへの圧力を緩和

9 月 24 日
欧州中央銀行 (ECB) の
ニュース
ドラギ総裁がユーロ圏のイ
ンフレ率「比較的高い上昇」
を予想し、債券利回りに上
昇圧力

9 月 30 日
新たな貿易協定
米国とメキシコとの合意か
ら 1 ヵ月後、カナダと米国
が NAFTA に代わる新貿易
協定を発表

10 月 28 日
ブラジル選挙  
保守派のボルソナロ候補が
大統領選に勝利

10 月 17/18 日
EU 理事会
四半期に 1 度の理事会は移
民、安全保障、英国の EU
離脱交渉に重点焦点 

10 月 30 日
ドイツ政治の変化
メルケル首相が政界からの
段階的な引退を表明

11 月 6 日
米中間選挙
民主党が下院の過半数を奪
還したが、共和党は上院の
過半数を維持

12 月 6 日
第 175 回 OPEC 会合 
OPEC が生産戦略とロシア
との長期協力を討議

11 月 30 日 
ブエノスアイレスで G20
サミット開催
G20 の首脳会談が 2 日間
の予定でアルゼンチンに
て開催
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インフレの沈静
先進国の成長モメンタムは2019
年以降もサイクルを継続させる
のに十分な勢いです。市場にとっ
てより重要な問題は、これまで同
様にインフレ率が低水準にとどま
るかどうかです。市場 (そして私
達クレディ・スイス )が現在予想
する以上にインフレ率が大幅に上
昇した場合、米連邦準備制度理事
会（FRB）の仕業とみなされるで
しょう。債券利回りが大幅に上昇
する一方で、株式その他のリスク
資産は大きく下落すると思われま
す。可能性は低いですが生産性が
急上昇した場合を除き、賃金の伸
びがインフレを牽引します。

米ドルの安定
米ドルの変動は世界経済と金融市場
を不安定にする傾向があります。
2018年上半期に見られたように、
米ドル高は割安なドル資金を必要と
する国々を圧迫するおそれがありま
す。大幅な米ドル安はドイツや日
本といった輸出大国に圧力をかけ
ます。また、ドル安に対応してコモ
ディティ価格が上昇する傾向がある
ことから、インフレ率が上昇する懸
念も高まります。最も望ましいのは
米ドルが比較的安定することです。
FRBが利上げで先行し、欧州中央銀
行と日本が徐々に追随し始める中、
米ドルが安定化する可能性は十分に
あります。

中国の底力
米国の通商政策が中国経済を圧迫
しています。しかも米国は、先に
メキシコ、カナダ、韓国と貿易協
定を結び直し、欧州との貿易摩擦
も解消する中で、対中国貿易への
姿勢をさらに硬化させるおそれが
あります。中国の忍耐力が一段
と試されることになりそうです。
今年同様、中国の政策当局が慎重
に対応すれば、不安定化のリスク
は限定され、景気拡大の延長は可
能です。一方で、積極的な通貨政
策、信用緩和、外交政策は安定を
損ねるでしょう。

成長サイクルが長期化
する可能性が高い要因
テクノロジーと米ドルの安定から新興国市場のリバ
ランスまで、2019年の市場を左右する6つの重要な
要因とリスクを取り上げます。
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欧州の政治の安定 
金融緩和が続くなか、2019年の
ユーロ圏の成長は潜在成長率を上
回ると予想されます。政治的なス
トレスはある程度沈静化すると予
想しています。2019年3月29日に予
定されている欧州連合(EU)からの英
国の離脱は、両者が賢明に対応す
ればどちらにも悪影響は小さいで
しょう。ドイツでは極右と極左政
党の影響力が限られていることか
ら、現在の政局の再編が安定を損
ねる可能性は低そうです。一方、
イタリアとEUはイタリアがユーロ
圏にとどまることを確認しつつ、
財政赤字について最終的には打開
策を見出すと考えています。

新興国の再編 
金融危機が発生した当時、新興国
のバランスシートは比較的健全で
した。2008年以降、割安な米ド
ル建て資金が企業を中心に新興国
を惹きつけ、外貨建て借入の増加
に拍車がかかりました。しかし、
FRBのタカ派姿勢が強まった結果、
今年に入って米ドル建ての流動性
コストが上昇してストレスが強ま
り、一部の通貨は大幅に下落しま
した。2018年末時点で、国際通貨
基金（IMF）の支援もあり、国内経
済と対外収支は持ち直しつつある
という兆しが出ています。2019年
もこのプロセスが続けば新興国は
回復し、世界の投資家に恩恵をも
たらすでしょう。

テクノロジーとヘルスケアの革新
テクノロジー株はこの10年、世界
の株式市場を牽引してきました。
MSCIワールドITは2009年3月以降、
市場全体を約200％アウトパフォー
ムしています。ソーシャルメディ
ア、オンラインショッピング、精
密さを増す携帯端末が世界を席
巻しています。仮想現実や人工知
能など新たな重点分野が登場する
中、投資家にとって重要な問題は
このセクターの成長がこれまでの
勢いを維持できるかどうかです。
株式市場の運命を左右するもう1
つの重要セクターはヘルスケアで
す。投資家は遺伝子治療その他の
革新的な治療に注目しています。

世界市場にとっ
て最も望ましい
のは米ドルの安
定推移です
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世界経済

概要

異なる成長軌道
米国の財政刺激策のインパクトは2019年にピークを迎える可能性が高いものの、企業の設
備投資、雇用、賃金の伸びが好調なことから成長率はトレンドを上回る状態が続くと見込ま
れます。中国では、米国の関税、製造業セクターの投資低迷、消費の減速が悪材料となり、
成長率が6％近くに減速するとみられます。欧州と日本では金融緩和が続いており、緩やか
な成長モメンタムが維持されそうです。しかし、多くの新興国では政策当局がインフレと通
貨の管理に軸足を置くことから、成長率が伸び悩む状況が続く見込みです。

インフレ上昇
設備投資の拡大にもかかわらず、ほとんどの先進国では生産能力不足が深刻化するとみられ
ます。失業率の低下と労働力不足の悪化を受けて、賃金の伸びに拍車がかかるでしょう。こ
のため、生産性の伸びが緩やかに回復するにもかかわらず、コモディティ価格の上振れリス
クを伴ってコアインフレ率は徐々に上昇しそうです。各国中央銀行は国内と対外的な制約に
応じて、様々な対応を続けるでしょう。

新興国に注目
経済と金融が再び不安定になるリスクはどの程度でしょうか？多くの先進国、特に米国で
は、持続不可能な財政赤字が中長期の主要なリスクです。しかし、イタリアを除けば、危機
に陥る可能性は低いようです。家計と銀行のバランスシートが2008年以降改善し、企業の
バランスシートの悪化も軽微にとどまっているからです。中国では高い債務水準が、危機を
もたらすというより成長を減速させるはずです。ストレスが再燃する可能性が高いのは財政
的に脆弱な新興国です。
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米国の財政刺激策の影響は薄れていきそうですが、「金融緩
和」、好調な設備投資、雇用の拡大、賃金の伸びが先進国の
サイクルを延長させるはずです。中国では政策当局が強力な
刺激策よりも安定を選ぶことから、成長率は一段と減速する
見通しです。

景気刺激策は後退する
が成長は続く

16 2019年の投資展望
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2017年は世界経済が同時に拡大しましたが、2018年
に入ると経済成長はまだら模様になりました。年初こ
そ弱含んだものの、米国では法人税と個人所得税の減
税を背景に経済成長が大幅に加速しました。中国で
は、政府が過剰な信用の伸びを抑制する措置を取った
にもかかわらず、GDP成長率は予想以上に健闘しまし
た。2018年春にFRBがタカ派姿勢を鮮明にすると、ア
ルゼンチンとトルコを筆頭に様々な新興国で問題が表
面化し始めました。一段の通貨安から自国通貨を守る
ため、複数の新興国の中央銀行が利上げに踏み切り、
成長モメンタムが大きく後退しました。2018年序盤
にユーロ圏の成長率が低下した理由の1つは、新興国
の対外需要の減退にあります。

財政刺激策の縮小
2019年についてのクレディ・スイスの基本シナリオ
は、米国での財政刺激策の後退と中国を除く新興国で
の利上げが響き、世界のGDP成長率は2018年と比べ
て緩やかに減速すると予想しています（31ページの
予測を参照）。米国の税制改革の一部の側面が引き続
き家計のキャッシュフローを強化し企業を下支えする
ものの、米国の財政刺激策のインパクトは後退しま
す。軽微な財政刺激が続く日本、およびユーロ圏を除
くと、他の先進国の財政政策はおおむね中立を予想し
ています。対照的に、多くの新興国は財政政策の引き
締めを迫られそうです。

ほとんどの先進国では、金融危機以前と金融危機後の
大半の年と比較して、金融政策はどちらかといえば緩
和型が続きます。数回の利上げにもかかわらず、正常
化に向けた動きがあるとはいえ2019年も緩和型が続
く見込みです。米国はまだ特段の金融引締めにはなっ
ていません（18ページの図表参照）。しかし、2019
年に入ると、次第に米国の成長率の足を引っ張り始め
るでしょう。もっとも、米ドルの流動性は多くの新興
国で重要な役割を果たしていることから、影響は新興
国の方が大きいかもしれません。

貿易摩擦が解消すれば、
景況感、投資、成長を下
支えします

17credit-suisse.com/investmentoutlook



企業は投資を継続
世界の貿易摩擦が大幅に悪化したり、他に大きな不確
実性をもたらすきっかけがない限り、企業の設備投資
は2019年も拡大が続くと予想しています。関税に対
してサプライチェーンの刷新を図る必要性自体が投資
の引き金になりそうです。政府による刺激策が後退す
る中で、企業投資はサイクルを延長させる鍵を握って
います。

2018年後半も米国を中心にビジネスの楽観的な見通
しが根強い反面、生産能力の不足が広がり、資金調達
環境は引き続き良好でした。多くの企業は設備投資ま
たは合併・吸収を通じて2019年にシェアを拡大する
と思われます。成長企業はおおむねバランスシートが
良好でキャッシュポジションも万全です。しかも、エ
ネルギー関連の設備投資が引き続き重要なことから、
エネルギー価格の高騰も支援材料になるでしょう。

最後に、自社株買いを行う企業には設備投資用の資
金が少ないという主張は、細かく精査すると正しく
ないことが分かります。少なくとも米国ではそうで
す。実際、クレディ・スイスのアナリストが実施した
S&P500種株価指数のボトムアップ調査は、バランス
シートの力を反映しているこれら2つの活動に正の相
関があることを示しています。高い雇用率は依然とし
て上昇しており、賃金の伸びも加速しているだけに、
ほとんどの先進国で旺盛な消費支出が続くでしょう。

消費支出はほとんど
の先進国で引き続き
旺盛

先進国では依然として金融緩和
各国中央銀行の政策金利から名目GDP成長率を引いたもの(ポイントに占める割合*)

2018年第2四半期先進国 

2018年第2四半期新興国

金融引締め

金融緩和

  * 各ポイントは2005年第1四半期と2018年第2四半期にかけての四半期の数字を表す
  最終更新日 2018年第2四半期
  出所 Federal Reserve Bank of St. Louis, Thomson Reuters Datastream, Credit Suisse
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中国は模様眺め
莫大な外国資産の保有と低インフレのおかげで、中国
の政策当局には他の新興国よりも多くの選択肢があり
ます。一方で、国有企業と地方政府の債務水準が高い
ことから、積極的な信用緩和に戻ることは控えると思
われます。代わりに、米国の関税が経済成長を大きく
損ねることを防ぐだけの対策にとどめるでしょう。人
民元の大幅な下落を誘導する可能性も低いと思われま
す。一方、不動産価格の上昇によって住宅ローンと
ローンの返済（私達の推定では家計収入のほぼ30％）
が大幅に増えたことから、経済成長に対する家計の貢
献度は抑えられるでしょう。中国の成長率は世界平均
を大きく上回っていますが、世界の成長率への貢献度
は2017年に回復した後、横ばいになるか低下すると
みられます（下図参照）。

他の新興国の成長見通しについては、より慎重に見て
いますが、国によって様相は大きく異なります。対外
収支が弱い国では政府が通貨の安定に重点を置くた
め、2018年の問題が2019年も尾を引く可能性が高い
でしょう。多くの国で政治の不確実性が下振れリスク
を増幅します。対照的に、ロシアなどの国では商品の
輸出収入の増加により米ドルの流動性の逼迫圧力を相
殺します。

上振れと下振れのリスク
もちろん、ベースシナリオには下振れと上振れの両方
のリスクが存在します。下振れでは、イタリアの財政
状況といった各国固有の問題が欧州の成長見通しを弱
めるおそれがあります。中国が予想以上に減速すれ
ば、他のアジア経済にも影響を与えますが、影響は欧
州にも及ぶでしょう。（インフレ率の予想外の上昇と
米国における金融引締めの加速懸念を発端として）金
融市場が大幅に下落すれば景況感が冷え込みます。一
方で、貿易摩擦が解消すれば景況感、投資、経済成長
を下支えします。さらに景気拡大の延長にも新たに拍
車がかかるでしょう。

成長率に対する中国の高い貢献度は低下する見通し
中国の実質GDP成長率 (%) と世界のGDP成長率への貢献度  
(購買力平価を用いた、% ポイント)

中国の実質GDP成長率

世界のGDP成長率に対する中国の貢献度 (右軸)
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出所 World Bank, Credit Suisse 
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ビジネスサイクルを左右
する要因

スポットライト

長期の成長トレンドとビジネスサイクルの変動は金融
市場に大きな影響を与えます。この投資展望は主とし
て後者に重点を置いています。

衝撃的な事件が製造サイクルを動かす
ビジネスサイクルは総需要や総供給の変動（ショッ
ク）を原動力としています。最もよくある供給ショッ
クは石油といった広く利用されている原材料のコスト
が突如変動することによるものです。総需要のショッ
クは、金融政策や財政政策の変更により個人消費が刺
激されたり抑制されることで発生します。製造の過剰
在庫や在庫不足も鉱工業生産のモメンタムに影響を
与えることでビジネスサイクルの変動を引き起こし
ます。クレディ・スイスのエコノミストによると、
世界の鉱工業生産は一般的に3-4年毎に不振に陥るこ
とが、19世紀以降の米国や英国のデータで示されて
います。こうした不振は1980年代初頭までは景気後
退全体と一致していましたが、今はそうではありませ
ん。おそらく経済において製造業の雇用が占めるウェ
イトが低下したこと、反景気循環的な金融政策が効果
を上げていることが理由です。2015年は直近の不振
の年でしたが、クレディ・スイスのリスクシナリオは
世界の鉱工業生産の次の不振は2019年後半か2020年
に起こるとしています。

主導権を握る米国
米国経済は国際貿易の観点からすると比較的閉鎖的な
ものの、世界のビジネスサイクルにとっては牽引役で
す。これは、米国の政策当局が他国と比べて雇用の安
定と国内消費に重点を置き、彼らの決断が金融市場を
通じて世界経済に大きな影響を与えることが理由のよ
うです。1つの期間(金融危機直後)を除いたすべての
期間を通じて、米国は世界のビジネスサイクルのプラ
ス要因でした（21ページの図表参照）。2008年以前
の好況期を除けば、ユーロ圏の影響力ははるかに小さ
く、2008年以降、ユーロ圏は世界のビジネスサイク
ルの足を引っ張ってきました。中国が景気に貢献する
ようになったのは2008年以降のことです。米国の需
要という好影響が薄れ後を継ぐ国が現れないことが、
将来の重要なリスクとして挙げられます。
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米国の需要という好影
響が薄れ、後を継ぐ国
が現れないことが重要
なリスクとして挙げら
れます

米国はこれまで世界の総需要を圧倒的に押し上げてきた
純支出の推移(十億米ドル)(サブ期間の年間平均)

米国 

中国
ユーロ圏
urozone

最終更新日 2017
2018 International Monetary Fund estimate
出所 International Monetary Fund, Credit 
Suisse

注. 国民所得会計はある国の経常収支の変動が家計、企業、政府の支出の変動総額に相当することを示
す。支出の増加（貯蓄の減少）は経常赤字を拡大し、その逆も真である。この図表は経常収支の変動
を示し（正の数は経常収支残高の悪化を示す）、ある国が他の国々にもたらす需要の衝動に相当する
とみなすことができる
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クレディ・スイスのベースシナリオにはかなりのばらつきが
あるとはいえ、先進国ではインフレ率が徐々に上昇する一
方、新興国ではインフレ率はおおむね安定すると予想してい
ます。世界中で金融引締めが続きますが、ペースは鈍化する
見通しです。

世界はFRBの金融引
き締めに追随

22 2019年の投資展望
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米国とユーロ圏を中心に、主要国のインフレ率の推移
が2019年の金融市場を動かす柱になるでしょう。イ
ンフレ率が予想以上に上昇すれば、経済成長率が予想
外に伸び悩む以上に債券と株式市場に大きなリスクを
引き起こします。2018年1月はその典型的な例で、米
国の賃金上昇がやや予想を上回った結果、株式の今年
最大の調整局面が発生しました。

賃金の上昇
クレディ・スイスのベースシナリオによると、2019
年は生産能力の不足が拡大することから、コアイン
フレ率は米国、ユーロ圏、その他数ヵ国の先進国で
緩やかに上昇します。欧米の失業率は2019年後半ま
でに、20年ぶりの低水準に低下する可能性がありま
す。労働市場はドイツ、英国、スイス、カナダ、オー
ストラリアで逼迫しています。賃金が20年間近く低
下していた日本でさえ賃金が上昇し始めています。と
はいえ、米国を含め、賃金の絶対的な上昇率は依然と
して金融危機前の水準を大幅に下回っています。しか
し、想定外の経済的ショックがない限り、労働市場の
逼迫は続き、賃金は一段と上昇するでしょう。サービ
スセクターを中心に大企業の購買力が上昇したため、
賃金の伸びが金融危機以降伸び悩んでいることを学術
論文は示唆しています。しかし、これらの分野の労働

力不足も大きく拡大しているようで、企業レベルの事
例は賃金上昇が加速していることを示唆しています。 

インフレ要因に注意
賃金の上昇は価格の上昇に直結するわけではありませ
ん。金利負担や投入コスト(特に石油などの原材料)を
含む他のコストはヘッドラインインフレの重要な要因
です。2007年から2008年にかけてと2011年にヘッド
ラインインフレ率が上昇したのは、当時原油価格が大
幅に上昇したことが主因です。クレディ・スイスの世
界の成長シナリオが現実のものとなった場合、2019
年は原油その他の景気循環的なコモディティ価格がさ
らに上昇するおそれがあります。金利コストもおそら
く徐々に上昇するでしょう。最終需要の伸びが旺盛な
だけに、企業の利益が吸収するコストの割合が高くな
る可能性は低そうです。この割合は需要が低迷してい
る時に高くなるのが一般的な傾向です。米国その他の
先進国の労働生産性は上昇すると予想していますが、
それがインフレ率の抑制につながるとは考えていませ
ん。要するに、先進国の平均インフレ率は前回のサイ
クル中盤（2004/5）の水準に接近しており、インフ
レ率は一段と上昇する可能性が高いようです（31ペー
ジの予想参照）。

先進国のインフレ率は金融危機前の水準に戻った
主要先進国10ヵ国* と主要新興国8ヵ国 ** の消費者物価(四半期のデータ %); 線は平均、影は +/- の1標準偏差を
表す
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最終更新日 2018年第3四半期 
出所 Thomson Reuters Datastream,  
Credit Suisse

新興国

先進国　 *  先進国:  
オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、スウェーデン、 
スイス、英国、米国 

 **  新興国: 
ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、ロシア、南アフリカ、トルコ
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新興国は別ルート
新興国ではインフレ率が先進国とは異なる道をたどる
可能性があります。ユーロ圏危機を経て2011年以降、
新興国では底堅い経済成長が続いた一方、先進国では
景気が低迷したため、新興国のインフレ率は先進国と
は異なる動きになりました。その後原油価格の低下と
中国経済の減速を受けて、新興国のインフレ率は低下
しました。今後については、エネルギー価格の上昇と
2018年に入って新興国通貨が軒並み下落したことに伴
い、新興国の総合インフレ率がいくぶん上昇する可能
性があります。しかし、ほとんどの新興国の金融当局
は通貨を安定させることに重点を置き、2019年のイン
フレ率の安定化に寄与すると思います。

金利は上昇
経済成長の継続とインフレ率の緩やかな上昇という基
本シナリオでは、2019年にほとんどの先進国と一部
の新興国で金融政策が引き締められることを想定して
います。本稿執筆時点において、先物市場は米FF金
利が2019年までに3％未満になることを示唆する動き
になっていました。このことは、2018年12月に予想
されているFRBの利上げに続き2019年に1回か2回の
利上げが実施され、クレディ・スイスの予想におおむ
ね沿った形で実質FF金利が1％前後になることを示唆
しています。 

2018年9月の会合で、FRBの連邦公開市場委員会は
「緩和的」という文言を削除しました。FRBのパウエ
ル新議長は「中立的な」金利の正確な推定には言及し
なかったものの、コンセンサス予想では一般的に3％
程度とされています。このため、米国の政策が2019年
末までに引締めに近いものになると市場参加者の多く
が考えるとみられます。一方、欧州中央銀行（ECB）
は2018年末に正味の資産購入を打ち切る予定ですが、
利上げは2019年後半に持ち越される見通しです。この
ようにECBでは緩和的な政策が続きます。

2018年に新興国の中央銀行はFRBによる金融引締め
と米ドル高への対応を迫られました。新興国の中銀に
とってのリスクシナリオは、世界の経済成長が弱まる
中で米ドルが一段と上昇するというものです。そう
なれば政策当局にとっては非常に困難な事態になりま
す。世界の経済成長が底堅く各国通貨に対して米ドル
が上昇しない場合でも、先進国の金利の上昇を受け
て、新興国の中央銀行の政策金利が低下するより上昇
する傾向が出てきます。しかし、ほとんどの中央銀
行の金利は過去のサイクルのピークを大きく下回って
2019年末を迎えると予想しています。今回のサイク
ルが経済全般の過熱を伴う大規模な信用ブームによる
ものではないという事実とも整合します。

2018年初頭以降、中央銀行の利上げが優勢
中央銀行の利上げの数対それ以前の6ヵ月間の利下げ（正味パーセンテージ）

最終更新日 2018年10月  
出所 Thomson Reuters Datastream, Credit Suisse
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2018年は貿易摩擦の激化を受けて第二次大戦後の
グローバリゼーションのトレンドに歯止めがかか
るとの見通しが強まりました。ただ、ほとんどの
企業と国は(多かれ少なかれ)開放された市場を維持
したいと願っており、これは杞憂になると思いま
す。さらに、2018年に導入された米国の関税は限
定的であり、多大な影響を与えるには至っていま
せん。

とはいえ、グローバリゼーションのシンプルな指
標（世界のGDPに占める世界の輸出の割合）は
2008年の金融危機以降伸び悩んでいます。ただ
し、それは景気循環が主因であり、貿易は景気後

退局面では伸び悩むことが一般的なことから、一
見するとグローバリゼーションの傾向に歯止めが
かかったように見えているに過ぎません。さら
に、コモディティの需要の激減と価格の急落も同
じ影響があります。コモディティ価格の低下で鉱
業関連の資本財の需要が減退するため影響が増幅
されます。最後に、米ドル安の時期に貿易が減速
する傾向がありますが、これは米国の輸入需要が
減退することが主因です。過去に米国が関税を課
した時期（1971年のニクソン大統領、2002年の
ブッシュ大統領）は景気の低迷や米ドル安の時期
でもありました。 

グローバリゼーションが急上昇基調に戻る確率は
低い
この分析と足並みを揃えるように、クレディ・ス
イスのグローバリゼーション指標は中国の2016年
以降の成長率の上昇、2018年に入ってからの原油
価格と米ドルの回復とともに回復し始めました。
しかし、指標が近いうちに急上昇基調に戻る可能
性は低そうです。第一に、中国や貿易依存度が高
い他の新興国の成長率は当面減速が続きそうで
す。さらに、金融危機後に多くの国が導入した非
関税障壁が貿易に長期にわたり貿易に悪影響を及
ぼすおそれがあります。第三に、二国間貿易協定
の増加によって起こったことは、貿易の拡大では
なく、単なる枝分かれかもしれません。最後に、
生産の移転先である一部の新興国では賃金コスト
の上昇が速く、サプライチェーンのグローバリ
ゼーションが少なくとも一時的に停滞するおそれ
があります。貿易障壁が高まるにつれ、障壁を課
した国に生産を移転する意欲が高まり、このトレ
ンドに拍車をかけるかもしれません。

グローバリゼーションの終焉宣言は
時期尚早

スポットライト
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貿易の鈍化はおおむね景気循環による 
世界のGDPに占める世界の総輸出の割合

最終更新日 2017  
2018 Credit Suisse estimate,  
Netherlands Bureau for Economic  Policy  Analysis estimate
出所 World Bank, Credit Suisse

米国の景気後退と
中国の減速
(2015/16)
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景気後退や金融危機はある経済が大規模な不均衡に
陥った時に起きるのが一般的です。2007年と比べる
と、家計の不均衡は米国では大幅に減りましたが、財
政の不均衡は増大しています。ユーロ圏では、対外収
支と財政収支のいずれも改善しています。新興国では
明暗が分かれています。

世界経済のストレステ
スト
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 Ə  失業率ギャップで測定した米国の労働市場は2007
年より若干タイトに見えます。しかし、インフレ
圧力は低く、あからさまな金融引締めの必要性は
低いことを示唆しています。(1991年など)過剰引
締めの時期が後の景気後退の契機になる傾向があ
り、この区別は重要です。

 Ə  米国の家計の状況は2007年当時よりはるかに改善し
ています。金利の上昇が徐々に債務の返済を後押し
する一方で、経済へのリスクは限定的です。不動産
のバリュエーションが過剰でないこともあり、住宅
市場が下落する可能性は非常に低くなっています。

 Ə  一方で、企業のバランスシートはリスクにさらされ
ています。金利がかなり低く景気が堅調な限り、企
業の資金繰りに問題はないはずです。金利の急上昇
や景気の減速の方が心配です。しかし、債券のスプ
レッドは企業リスクの上昇を既に織り込んでいる
ようです。しかも、企業は借入期間を大幅に延長し
て、金利上昇のコスト転嫁が従来のサイクルよりは
るかにゆっくりに進めらています。

企業は借入期間を大幅に延長
して、金利上昇のコスト転嫁
が従来よりもはるかにゆっく
り進められています

上述したように、一部にリスクがあるものの、世界経
済に関するクレディ・スイスの基本シナリオは適度に
楽観的です。とはいえ、過去の景気後退前や危機前と
比べて、主要国には脆弱性が潜在しています。

米国の家計の状況は改善
図（28ページ参照）は米国の経済と金融について比
較的様々な指標をクモの巣で表したもので、差別化
されたリスク評価が可能です。現在を過去の景気後
退前の状況と比較した結果、次のような結果が得ら
れました。
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 Ə  (対GDP比での経常収支など)対外的な不均衡は過去の
景気後退局面よりも緩やかですが、2013年以降は悪
化しており、今後はさらに悪化する見通しです。

 Ə  財政の不均衡は過去の景気後退前の時期より悪く
なっています。2001年の景気後退局面に先立ち、
連邦予算はGDPの2.5％以上に当たる黒字を達成し
ました。2007年半ばの時点で赤字はGDPの1％強
でした。景気拡大が10年近く続いたにもかかわら
ず、赤字は現在GDPの4％前後にのぼり、2018年の
減税実施でさらに悪化する見通しです。

 Ə  公的部門の債務は増加しGDPの100％を超えていま
す（未調達の公的部門の多額の負債はここには含ま
れていません）。

現在の緩やかな金利水準では、債務の返済はそれほど
大変ではありません。しかし、金利が大幅に上昇すれ
ば事態は悪化し、GDPに占める金利コストの割合が急
上昇するおそれがあります。しかし、FRBが最後の貸
し手になりうる以上、米国政府がデフォルトに陥る可
能性はごくわずかです。しかし、稼働率100％の経済
での金融緩和政策はインフレリスクを高めるおそれが
あります。逆に、増税や支出の削減は財政のダイナミ
クスに役立ちますが、成長にとっては逆風です。とは
いえ、2019年の金融市場にとって財政の無駄遣いが大
問題になる可能性は低いとみています。

-2

0

-1

2

失業率ギャップ, 逆数**

住宅市場のPER

BBBのクレジットスプレッド

非金融企業の債務対 
GDP比

家計の債務, 対GDP比

連邦予算の赤字、
対GDP比

経常赤字、 対GDP比

インフレ率Inflation gap***

2007年と比べて米国の脆弱性はおおむね低下
過去の景気後退前と現在の経済と金融に関する脆弱性の一部指標 (z-スコア*)

現在

2001

2007

1990

最終更新日 2018年第2四半期
出所 Haver Analytics, Bloomberg, 
Credit Suisse 

 *  Zスコア（標準スコア）は指標を比較す
るための標準化された数値を提供する。
所与の時期におけるある指標の長期平均
からの逸脱を測定する

 **  失業率ギャップは現在の失業率と長期平
均との差

 ***  インフレギャップは現在のインフレ率と
米国のFRBが掲げる2％の目標との差
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新興国：弱い国より強い国が数で優勢
集団としての新興国の中で弱い国はかなり限定される
とみています。ただし、アルゼンチン、トルコ、南ア
フリカを中心に一部の国では外国の資金への依存度が
高く、これを注意信号と見るべきでした。ブラジル、
メキシコ、インドネシアなど他の主要国では対外赤字
はそれほど深刻ではありません。1990年代と比較する
と状況は劇的に改善しています。タイとマレーシアな
ど、当時大きな危機に見舞われた国の経常収支は大幅
に改善しました。一方で、財政規律はほとんどの国で
いくぶん悪化しています。 

高水準の債務と低成長のユーロ圏 
ユーロ圏では、主な弱点である財政収支と加盟国の対
外収支が2007年と比べて大幅に改善しています（下
図参照）。ユーロ圏にとって大きな問題は、イタリ
アをはじめとする政府の多額の債務と低い経済成長
です。しかも、ECBは資産買入（量的緩和）を縮小
しており、公的債務への圧力が強まるおそれがありま
す。イタリアの多額の債務（約2.3兆ユーロ、GDPの
130％）を考慮すると、政府が財政規律から離れつつ
あるという兆しが出れば、イタリア以外の安定を損ね
るおそれがあります。これはイタリアの銀行が多額の
政府債を保有しているので尚更です。 

ユーロ圏では不安定化を招く根本的なリスクは低下し
たものの、英国をめぐる状況ははっきりしません。米
国同様、英国も双子の赤字を抱えています。英国の場
合は対外収支の方が財政赤字よりも目立ちます。イン
グランド銀行は信用度が高く、この状況が金融危機に
発展する可能性は低いですが、EUとの関係が不確かな
状態が続けば、対外赤字の財源について懸念が広がる
おそれがあります。

米国同様、英国も
双子の赤字を抱え
ています

双子の赤字はほとんどのユーロ圏諸国で改善 
財政収支と経常収支 (対GDP比％)

2006 – 20072017 – 2018

スペイン

最終更新日 2017  
2018 International Monetary Fund estimate
出所 International Monetary Fund, Credit Suisse

英国

スイス

アイルランド

キプロス

ギリシャ 

ポルトガル

イタリア

フランス

オーストリア

ドイツ

ベルギー

オランダ

フィンランド

-8 -15 -12 -6-9-6 -4 -3-2 0 02 34 6 6 9 12 15

財政収支 経常収支
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中国は借入志向を抑制
中国は特殊な状況にあります。中央政府の債務は多額
ではありませんが、金融危機以後、国有企業と地方政
府の債務は急増しています。家計の債務も所得に比べ
て増加しました。中国の債務のほとんどは自国通貨建
てであり、戦略的セクターの債務は中央政府が保証し
ているため、金融危機に陥るリスクはかなり限られて
いると思います。さらに、以前から債務の削減努力が
続いています。中国は銀行システム以外での貸出の抑
制にも努めています。総じて、財政政策の変更と過剰
な借入に対する懸念が中国の経済成長にブレーキをか
け、そのパターンは当面続くでしょう。急激な景気減
速を防ぐために新たな刺激策を打ち出す必要があるか
もしれない中で、中国の政策当局は米国との貿易摩擦
その他潜在的なショックとの板挟みになっています。
しかし、危機に陥ることはなさそうです。

危機に陥るリスクは小さい
結論として、財政が不安定化する可能性は、ほとんど
の国とセクターで2008年の金融危機以前と比べて低
くなっています。例外は一部の新興国で、そこでは多
額の外貨建て債務を理由に企業部門が弱体化していま
す。やはり多額の企業債務を抱える中国と米国の場合
は、自国通貨建てが多いためリスクはさほど高くあり
ません。ユーロ圏では財政安定化の指標が大きく改善
したものの、政治リスクは続いています。同様に、貿
易摩擦は本質的には政治問題であり、クレディ・スイ
スの基本シナリオでは、大混乱を引き起こすほどの判
断ミスを主要当事者が犯すことはないとみています。
最後に、米国の公的債務の増加を長期の重要問題と捉
えています。リスクは債務のデフォルトではなく、財
政刺激策が出尽くした後の景気後退にあります。これ
が債務の抑制をめぐり政治的対立を悪化させるおそ
れがあります。可能性は低いものの、1つの選択肢は
FRBに意図的に圧力をかけてインフレ率が高まるよう
にして債務を目減りさせることですが、国債市場と米
ドルの安定に悪影響が及ぶ可能性があります。

新興国は1990年代と比べて財政の脆弱性が低下 
経常収支 (対GDP比％)

1990年代の危機以前

脆弱性が上昇 脆弱性が低下

2006 – 2007

2017 – 2018

トルコ

タイ

南アフリカ

アルゼンチン

ブラジル

インド 

インドネシア 

韓国

マレーシア 

メキシコ

ロシア

最終更新日 2017  
2018 International Monetary Fund estimate 
出所 International Monetary Fund, 
Credit Suisse-10 -2-4-6-8 108642 12 14 160
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景気の急激な減速を防ぐために新た
な刺激策を打ち出す必要があるかも
しれない中で、中国の政策当局は米
国との貿易摩擦その他潜在的ショッ
クとの板挟みになっています。しか
し、危機に陥ることはなさそうです

 *  E: 推定
 **  F: 予想

最終更新日 2018年11月8日
出所 Thomson Reuters Datastream, Haver Analytics, Credit Suisse

経済成長とインフレ率の予想

実質GDP (前年比 %) インフレ率 (年間平均、前年比%)

2017 2018E* 2019F** 2017 2018E* 2019F**

世界 3.3 3.3 3.0 2.4 2.8 2.8

米国 2.2 2.9 2.7 2.1 2.5 2.1

カナダ 3.0 2.3 2.1 1.6 2.2 2.2

ユーロ圏 2.5 2.0 1.8 1.5 1.8 1.8

ドイツ 2.5 1.8 2.0 1.7 1.9 2.1

イタリア 1.6 1.0 0.9 1.3 1.3 1.4

フランス 2.3 1.6 1.6 1.2 2.2 1.6

英国 1.7 1.2 1.5 2.7 2.5 2.2

スイス 1.6 2.7 1.7 0.5 1.0 0.7

日本 1.7 1.3 1.0 0.5 0.8 0.8

オーストラリア 2.2 3.2 2.8 2.0 2.2 2.3

中国 6.9 6.6 6.2 1.5 2.1 2.0

インド (会計年度) 6.7 7.4 7.2 3.6 4.5 4.5

ブラジル 1.0 1.8 2.3 3.5 3.7 4.3

ロシア 1.5 1.6 1.4 3.7 2.9 4.9

注: 過去または予想されたパフォーマンス指標と金融市場のシナリオは現在または将来のパフォー
マンスについての信頼できる指標ではない
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注目地域
結びつける絆：相互もつながった世界
における地域の動向

北米
米国、メキシコ、カナダがNAFTAの改
訂に合意したことで、地域の主要リス
クの1つが解消された。財政出動が後退
するが2019年の米国の成長率はトレン
ドを上回り、インフレ率は緩やかに上
昇するだろう。FRBは安定したペースで
利上げを継続。カナダとメキシコは米
国の堅調な経済成長の恩恵を受ける。
長期的には、道筋が持続不可能になっ
た場合、米国の多額の財政赤字がリス
クとなる。

南米
域内の二大大国であるブラジルとアルゼ
ンチンは2019年も低迷するが、アルゼン
チンはIMFのプログラムの下、経済と財政
の根深い問題に取り組み始めるだろう。
選挙前の膠着状態が終わり、ブラジルも
同様の問題に取り組み始める確率が高
まっている。コロンビア、チリ、ペルー
では経済見通しが明るくなり、コモディ
ティ価格の上昇の恩恵を受ける。

ユーロ圏
金融政策が依然緩和型で雇用が拡大す
る中、国内需要は拡大し続けるはずで
ある。米国の好景気と中国と新興国の
安定化が輸出を下支えする。ECBによ
る利上げは2019年後半に持ち越され
る見込みのため、ユーロはせいぜい緩
やかな上昇にとどまる。ハードブレグ
ジットとイタリアの財政危機がテール
リスクとして考えられる。

アフリカ
コモディティ価格の上昇をてこ
に2019年の南アフリカの景気
はやや持ち直すが、いつまでも
改革を断行で経済成長の妨げに
なる。同じことがアフリカ最大
の経済であるナイジェリアにつ
いても言える。一方、2016年の
IMFのプログラムで改革を実施
したエジプトでは引き続き成果
が出ており、2019年は好景気と
インフレの低下が見込まれる。 
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新興国 (除く中国)
中国本土、より具体的にはテクノロ
ジー輸出の減速を受けて、韓国、台
湾、香港の成長率はやや減速する見通
し。東南アジアでは投資と消費が底堅
く、引き続き高成長が見込まれる。
一方、対外収支が弱い国（インドネシ
ア、フィリピン）では通貨の安定化に
向けた金融引締めが下振れリスクをも
たらす。

オーストラリア
オーストラリアの経済見通しは健全な
状態が続く。鉄鉱石とエネルギーの価
格が高止まりして輸出を押し上げるも
のの、中国経済の減速が予想されリス
クとなる。明るい景況感は設備投資も
底堅い状態が続きそうなことを示唆し
ている。雇用の増加が消費支出を下支
えするが、金利の上昇は不動産市場が
冷え込むおそれを示す。

中東
2018年の通貨危機によりトルコの
インフレ率は急上昇し、景況感は落
ち込んだ。しかし、安定化策を受け
て、2019年には回復が始まるだろ
う。価格の上昇は中東の石油輸出国
を後押しするが、イランは制裁の再
開もあり経済危機に見舞われてい
る。イスラエルの経済成長は堅調を
維持する見通し。

東欧とロシア
エネルギー価格の上昇が輸出を後押し
するものの、ロシアの景気は低迷が続
くもよう。堅調な対外収支と優れた経
済政策のおかげで通貨と債券のリスク
は限定的。一方、西欧との緊密な経済
関係のおかげで中東欧は堅調な景気が
続く。

スイス
主要貿易相手国の好景気が続き、スイ
ス経済は恩恵を受ける。スイス国立銀
行はECBが利上げを開始するまで様子
見の可能性が高く、スイスフランの上
昇は一段落。一方、移民が低水準で安
定化する半面、賃貸物件がだぶつき建
設が鈍化するため、国内需要は伸び悩
む見通し。

インド
インドは2019年の経済成長率が引き続
き世界最高になる見通しだが、2018年
の世界の財政の逼迫が下振れリスクと
なる。原油価格の上昇や2018年1月以降
の対米ドルでのインド・ルピーの下落
により経常赤字が拡大する中、中央銀
行が金融政策を大幅に引き締める必要
があるかもしれない。

日本
企業投資の拡大が続き、2019年の日本の
景気は堅調に拡大するもよう。賃金の上
昇が消費支出を下支えするが、2019年後
半に予定されている消費税増税が下振れ
リスクをもたらす。中国の景気の減速が
輸出に悪影響を与えるおそれ。日銀は債
券の利回り目標をやや引き上げる可能性
があるが、慎重姿勢を続ける見通し。

英国
景気は幾分上向くものの、依然伸び悩
むと予想される。自動車生産と金融業
界などのサプライチェーンの見通しが
明確にされない限り、EUからの離脱プ
ロセスの不確実性の前に投資支出は限
定されよう。ソフトブレグジットはポ
ンドの支援材料になる。イングランド
銀行は様子見を続けるもよう。

中国
2019年は中国の経済成長がいくぶん弱
まる可能性が高い。不動産関連の多額
の債務と債務返済が消費支出の重石と
なる一方で、投資支出も低迷が続く見
通し。政府は米国が課した関税から経
済を守るのに十分なだけ信用を刺激し
人民元を下落させると思われる。
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米中間において2019年初頭までに通商面で合意に
達すれば、政府の刺激策を抑制しながらも、中国
からの輸出の伸びがベースライン予想を上回ると
予想しています。その場合でも、政府は貿易摩擦
の解消による機会を捉えて国内のレバレッジの引
下げを再開するとみられるため、GDP成長率がク
レディ・スイスの予想の6.2％を大幅に上回ること
はなさそうです。
 
2018年後半は経済成長、流動性の逼迫、米中の貿易
摩擦の悪化についての懸念が中国株に重くのしかか
りました。市場の急落を受けて、バリュエーション
は世界の主要株式市場のどこよりも大きく低下し、
本稿執筆時点でMSCIチャイナは12ヵ月予想PERが
9.5倍となっています。このことは、市場が貿易摩
擦の解決をほとんど完全にあきらめ、中国と世界の
両方の景気の大幅な減速を織り込んでいることを示
唆しているようです。

2019年に向けて、貿易をめぐるリスクが引き続き
センチメントに重石となる恐れがあります。とはい
え、貿易摩擦による悪影響が米国で顕在化した場合
を中心に、対立が解消される可能性を排除すべきで
はありません。しかも、景気後退の可能性を相殺す
るための減税、信用の刺激、通貨安を含め、中国が
様々な政策措置を打ち出せる点を過小評価するのも
よくありません。同様に、MSCIチャイナの2019年
の企業収益の伸び率について、15％台というコンセ
ンサス予想は高めですが、人民元が段階的に下落し
財政刺激策と金融刺激策が効果を上げ始めれば、収
益の2ケタ台の伸びは達成できると私達は確信してい
ます。これが中国株式市場の下支えとなり、2019年
に中国株の反発という形で実を結ぶ可能性は大いに
あります。

米国が関税率を引上げるとの脅し文句は、全体の成長率
よりも中国の経済成長の構成要素に多大な影響を及ぼ
す見込みです。2500億米ドル相当の中国からの輸入に
25％の関税が米国でかけられると、中国のGDPは0.9％
程度押し下げられると推定しています。しかし、中国政
府はGDPの0.3％に当たる経常黒字を維持しながら、投
資による刺激と3-5％の通貨安を通じて、この悪影響の
うちの0.4-0.5％を相殺できるはずです。

米国の関税の脅威にさらされる中国株
MSCI ワールドとMSCIチャイナ 
(2018年1月1日に指数化 = 100) 

MSCI ワールド

MSCI チャイナ

注目地域:
中国
中国のGDP成長率は2018年の6.6％から2019年は6.2％に
減速すると予想しています。この予想は経済に関する政
府の計画についての私達の見解を反映したものです。

最終更新日 2018年11月9日
出所 Bloomberg, Credit Suisse
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企業が深刻な労働不足への対応に努める中、企業投資
は引き続き経済成長の重要な牽引役になると予想され
ます。もっとも、労働力への女性と高齢者の参加を促
す政府方針（「アベノミクス」）などもあって、日本
の労働力は実際には2013年頃から大幅に増加してい
ます（図参照）。しかし、今後の人口動態は更なる増
加に歯止めをかけるもようです。なかでも、女性の参
加率は今や男性と同じ水準に達しています。安倍首相
は外国人労働者を増やす政策を実施していますが、こ
れにより日本の労働市場がさらに大きく変化する可能
性があります。外国人労働者の取り込みを成功させる
には、採用や管理制度を変えなければなりません。
投資のほか、観光も成長の牽引役になっています。
2018年前半は1600万人近い外国人が日本を訪れ、前
年比の伸び率は15％を超えています。2020年の東京
オリンピックを控え、観光は少なくともあと2年は拡
大する見通しです。

米国と中国は日本にとって最大級の貿易相手国である
ことから、米中の貿易摩擦が主な下振れリスクとい
えます。摩擦が激化した場合、日本企業がサプライ
チェーンの変更を迫られる恐れがありますが、それに
はお金がかかります。政府は改訂されたTPP11や日本
EU経済連携協定（EPA）を通じて自由貿易を促進する
ことでリスクを相殺しようと努力しています。米国政
府との協議も進んでいます。2つ目の景気循環的な下
振れリスクは、政府が2019年に第2弾の消費増税の実
施を公約していることによるものです。と同時に、政
府は増税の影響を相殺する目的で財政刺激策を講じる
見通しです。また、日銀が長期利回りの目標を若干引
き上げる可能性はありますが、少なくとも2020年ま
では大幅な金融引締めは見送られるでしょう。

日本株について、クレディ・スイスは適度にポジ
ティブな見通しを掲げています。ベースシナリオで
は、1ケタ台半ばのリターンを予想しています。米中
間の貿易摩擦が解消すれば支援材料になる一方で、
長期の成長にまつわる懸念がバリュエーション上昇
の妨げになります。日本円も株式を左右するでしょ
う。米国の好景気と金利の上昇が米ドルを後押しす
る反面、良好な対外収支と割安なバリュエーション
が円の支援材料になり、ドル円相場はレンジ取引に
なると予想しています。
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アベノミクスを受けて労働力参加率は急上昇
日本の労働力（百万人）

最終更新日  2018年9月
出所 Datastream, Credit Suisse

日本の労働力

注目地域:
日本
2018年に推定1.3％成長した後、2019年の実質GDP成長率
は1％に低下しますが、インフレ率はほぼ横ばいの0.8％に
とどまります。
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スーパートレンド  
変化への投資
2017年5月、クレディ・スイスは株式投資に新たな手法を
採用し5つのスーパートレンドを導入しました。長期投資の
テーマは投資家に好評で、開始以来プラスの価値を付加し
ています。

現在の投資家は金融市場の混乱に戸惑い、新たな投
資手法を求めています。これにはインパクト投資や
伝統的な資産クラスへの新たな手法が含まれます。
2017年5月、クレディ・スイスは世界の株式への投
資の代替手法として5つのスーパートレンドを導入し
ました。当時、一部の市場のバリュエーションは高
く、セクターや地域によってパフォーマンスにも大
差があり、ますます複雑さを増す世界の株式投資環
境に投資家は直面していました。世界の株式指数の
上場株式投信（ETF）など量的緩和時代のパッシブ株
式投資では、今後は同じ成績を上げることはできな
いと私達は考えました。

差別化された手法
私達は非常に明確な説得力のあるテーマに沿って投資
することを目指し、スーパートレンドを開発しまし
た。これらは今後何年間も経済政策、企業業績、株式
のパフォーマンスを左右すると思われる、複数年にわ
たる社会的なトレンドに基づいています。スーパート
レンドは高齢化からミレニアル世代、技術の進歩、多
極化世界の台頭、世界のインフラの整備まで多岐に
渡っています。 

テクノロジーのテーマでは、人工知能、仮想現実、ヘ
ルステクなど、すべてが過去1年半で2ケタ台のリター
ンを記録し、これら分野への投資が最も強力なことが
明らかになりました。インフラは最も出遅れました
が、経済政策がインフラ支出に再び重点を置く中で、
2019年は新たな機運の恩恵を受けるでしょう。

今日まで、スーパートレンドの株や製品は主に既存の
株式保有を補完する目的で追加されています。しか
し、時間が経ち期待する成果をスーパートレンドが示
し続ければ、投資家は株式ポートフォリオの中に占め
るこれらのテーマの割合を増やし、株式保有の主流に
なると予想しています。

サステナビリティとインパクトに注目
同様に、環境・社会・統治（ESG）基準に合ったポー
トフォリオを構築しようとする投資家が増えていま
す。さらに進んで、社会や環境に特定のインパクト
を与える目的で投資する投資家も増えています。スー
パートレンドの1つであるミレニアル世代の価値観は
この重要な投資トレンドを反映しており、ESGの最低
基準を満たす株式に保有を限定しています。 

インパクト投資の新たなソリューションは、ヘルスケ
アと教育という2つの現代の重要問題に対処するもの
です。これらのソリューションは資金のニーズ（大学
教育を望む学生）とこれらの分野における投資家の
ニーズを結びつけます。次ページ以下で、クレディ・
スイスがインパクト投資を主流にしようとする中で
行っている刺激的な投資について解説します。
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近年、持続可能なファイナンスとインパクト投資が著
しく拡大しています。なかでも機関投資家は持続可能
な投資への世界の需要を牽引し、世界持続可能投資連
合によると、2016年にその市場規模は23兆米ドルに
達しています。基金や富裕層を含め、私達がサービス
を提供する他の主要なクライアントセグメントの関心
と需要も目立って増えており、スーパートレンドの一
環として重点を置いている使命感にあふれた次世代が
大いに推進しています。

持続可能なインパクト投資家が上位に掲げる投資目標
は、リスクの軽減とポートフォリオの分散投資を伴い
つつ、魅力的なリターンを上げること、そしてもちろ
ん、世界に変化をもたらすことです。

銘柄選定への慎重なアプローチ
環境・社会・統治（ESG）要因に基づく持続可能投資
に際の企業の審査でし、基本的な規範に反している組
織を除外し、最上級の手法を持つ組織を選ぶことで持
続可能投資を推進するために企業は審査されます。
ESG要因を将来の収益変動の予想要因や市場の調整局
面での防衛手段として用いることで、ESGの高い得点
と財務成績の間の強力な相関関係を含めた質の高い
データポイントが登場しつつあります。 

インパクトファイナンスと投資が変化をもたらす
測定可能なインパクト投資は一歩先を行き、国連の
17のSDGの達成に必要な多額の資金調達不足に対応す
る鍵を握っています。これらの目標のうちで高等教育
はインパクトが大きな投資として突出しています。な
ぜなら高等教育は、幅広い経済と社会を支援し発展さ
せられる安定した中間層を創出するからです。国連に
よると発展途上国の初等教育の入学率は91％に達し
ています。しかし、多くの家庭は経済力が限られ、政
府が資金調達の問題に直面していることから、中等教
育や大学に進める若者の数は限られています。 

インパクトファイナンスの革新的構造の創出により、
投資家にリターンをもたらすより高度な教育プロジェ
クトへの投資が可能になりました。学生は低金利で資
金を受けられ、優良大学に進むことができます。ロー
ンの質は高く、学生の返済率は平均を大きく上回って
います。優秀な学生への質の高い何百ものローンは資
本市場との相関が低く、証券化された債券への投資は
多岐に渡っています。 

スマートな投資
クレディ・スイスでは、教育、金融包摂、気候変動、
ジェンダーレンズ投資、手が届く住宅の分野での15
年にわたるインパクト投資の成功を振り返っていま
す。この経験を踏まえ、持続可能でインパクトがある
企業や機会への投資は要するにスマート投資であると
断言できます。

持続可能な投資 
がスマートな理由
持続可能なインパクト投資が著しく拡大しています。変化
に向けて資本のプラスの力を引き出す緊急の必要性は国連
持続可能な開発目標（SDG）に最もよく表れています。こ
れらの目標を投資可能にすることが持続可能なインパクト
投資の主要なトレンドです。

特集 スマートな持続可能投資



低所得国の学生にとって、高等教育の壁は克服する
ことが不可能に見えます。ユネスコのデータによる
と、発展途上国の児童の91％は小学校に入学します
が、もっとも開発が遅れている国で中等レベルのス
キルを身につける子供は12人に1人に過ぎません。 

両親の経済力が限られ政府が財政問題に直面してい
ることから、多くの若者は中学校や高等教育に進む
ことができません。しかも、高等教育への寄付は世
界の寄付のほんの一部に過ぎません。シエラレオネ
の平均的な人がハーバードの1年分の学費を稼ぐに
は、100年以上働かなければなりません。 

先ごろ設立されたインパクトアドバイザリー&ファイ
ナンス部門（IAF）の最高経営責任者のマリッサ・ド
リューは、インタビューでどうすれば投資家が教育に
プラスの変化をもたらせるかについて述べています。 

教育において民間の取り組みはどの程度必要ですか？
民間部門の関与が絶対に不可欠です。2015年のレ
ポートでユネスコは、2015年から2030年にかけての
教育の年間の資金不足は少なくとも390億米ドルに達
すると推定しています。ユネスコは性別を問わずすべ
ての国のすべての教育レベルで質の高い教育を目指す
野心的なSDG目標の達成に向けて、より多くの優れた
資金調達を呼びかけています。

教育に対するインパクト投資市場はどの程度発達して
いますか？
教育のインパクト投資市場は、現時点ではクリーンな
エネルギーなど他のSDGと比べて比較的新しいもので
す。歴史的に見ると、教育資金は慈善事業や非営利セ
クターに頼ってきました。2018年のグローバルインパ
クト投資ネットワーク（GIIN）の調査によると、イン
パクト投資の運用資産のうち、教育に配分されたのは
全体の4％にとどまっています。しかし、民間部門の中
では莫大な資金不足への認識が高まりつつあります。
GIINによると、回答したインパクト投資家の20％は
2017年に教育に資金をまわしたとし、36％は2018年に
教育への配分を増やすと回答しています。
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持続可能な投資 
がスマートな理由
持続可能なインパクト投資が著しく拡大しています。変化
に向けて資本のプラスの力を引き出す緊急の必要性は国連
持続可能な開発目標（SDG）に最もよく表れています。こ
れらの目標を投資可能にすることが持続可能なインパクト
投資の主要なトレンドです。
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教育への投資の動機は何ですか？ 
個人のお客様にとっては、質の高い教育の恩恵を受
けたというご自身の経験が最大の動機の1つになって
います。大学教育が権利ではなく特権である発展途
上国出身のお客様は特にそうです。教育は幸福な人
生への宝くじだと思い、未来のために支払いたいと
考えます。

この分野のリターンとリスクはどうですか？ 
投資家にとって非常に重要なことですが、インパク
ト投資の大原則は投資とインパクトの測定をセット
にすることです。戦略には2種類あります。インパ
クト投資家はある資産クラスの伝統的なリターンに
見合ったリターンを達成しようとする場合、あるい
はリターンは低めですが、投資がもたらすインパク
トの形でリターンの一部を受け取る場合です。リス
クは従来の資産クラスと同じですが、ほとんどのイ
ンパクト投資は期間が長く流動性が限られたプライ
ベート市場で行われる傾向があります。

クレディ・スイスが教育は投資分野として魅力がある
と考える理由は何ですか？ 
クレディ・スイスでは教育への投資には乗数効果が
あると考えています。ゲイツ財団が先頃発表した
ゴールキーパーズレポートは、若者への投資の重要
性、特に機会を生み出すには教育と健康に投資する
ことが重要なことを浮き彫りにしています。個人へ
の教育投資が死亡率を下げ、平和と安全性を高め、
気候変更の影響を弱め、人々を極端な貧困から引き
上げ、経済的繁栄を促すことに役立ち、しかも金銭
的リターンが上がるのなら、投資の魅力は一目瞭然
だと思います。

クレディ・スイス
では教育への投資
には乗数効果があ
ると考えています

 *  gatesfoundation.org/goalkeepers/report
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金融市場

概要

資産のトレンドの予想
2018年、米国の金融市場は金利の上昇と利回り曲線のフラット化を特徴とする経済サイクル
の後期に入りました。2019年のベースシナリオでは、米国利回りは緩やかな上昇にとどまる
と予想しています。このことを踏まえると、米国債券の投資ではデュレーションを長期かす
ることを推奨します。利回りがはるかに低い米国以外の主要債券市場では、期間は短期のま
まとします。クレジットでは、投資適格債よりもハイイールド債の方がリスクとリターンの
トレードオフが良好なようです。好調な収益を反映して、株式はアウトパフォームが続くで
しょう。米国の利上げと米ドル高のリスクが後退すれば、米国の金融引締めが重石になった
新興国資産は反発するでしょう。

特定のセクターに成長
多少の波乱はあったものの、2018年はテクノロジー株が引き続きアウトパフォームしまし
た。2019年は経済成長率が正常化すると予想しています。しかし、サイクル後期のパター
ンに漏れず、おおむねグロース株のアウトパフォームが続くはずです。これにはヘルスケア
セクターが含まれますが、特に企業が遺伝子治療などの分野で快挙を達成した場合はアウト
パフォームするでしょう。設備投資主導型の工業株など一部の景気循環株も恩恵を受けると
思われます。欧州では、低迷している金融株が利回り上昇の恩恵を受ける反面、米国では利
回り曲線のフラット化が金融部門の重石になります。不動産株も引き続き金利の上昇に圧迫
されます。

通貨はどこへ
2018年は、米ドルの対主要通貨の上昇は緩やかだった反面、複数の新興国通貨に対しては急
伸しました。2019年を迎えるに当たり、ユーロ/米ドル相場はニュートラルとみています。
利回り格差が引き続き米ドルの支援材料になりますが、米国以外での金融引締めの開始が米
ドルの足かせになります。バリュエーションは英ポンドと一部の新興国通貨の追い風とな
り、新興国通貨の一部ではキャリーの優位性も支援材料です。セーフヘイブン通貨の中で
は、割高なスイスフランに対して割安な日本円を選好します。 
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米国が景気の回復と拡大から過熱へと進む中、複数の資産市
場のリターンプロファイルは変化する公算が大きく、投資戦
略にも影響を及ぼします。私達は株式のアウトパフォームが
続くと考えます。

サイクル後期の成長に
向けたポジショニング
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金融市場 サイクル後期の成長に向けたポジショニング



2018年は予想外の政治の動きが金融市場にかなりの
影響を与え、2019年も金融市場を左右するはずで
す。とはいえ、市場にとっては景気のサイクルが引き
続き牽引役となるでしょう。主要な資産クラスの動き
は景気サイクルの段階によって大きく異なります。私
達はこれらの要因を考慮して、2019年の主な資産ク
ラスのベースとリスクシナリオを作成し投資戦略を定
めました。 

米国のサイクルが最も重要な理由 
世界の金融市場にとって、米国の景気サイクルが最
も重要です。米国経済は世界経済の20％強（購買力
の差を調整した場合は15％未満）を占めますが、米
国の株式市場は世界の株式市場の54％を占めていま
す（MSCIオールカントリーワールド）。米国のハイ
イールド債市場は世界全体の41％と、世界の債券市
場に占める割合は低めであるものの、米国の債券利回
りが世界の資産市場を牽引します。米ドルが名実共に
世界の準備通貨だからです。このため、米FRBの決定
は国内事情を考慮した結果とはいえ、その政策が世界
の流動性の大半の価格を決定します。さらに、ほとん
どの世界の債券資産は米国債の曲線に基づいて価格が
決定します。米国経済と金利サイクルが世界の市場
に強い影響力を及ぼす以上、2019年に迎えるに当た
り、米国金利のベースとリスクシナリオに焦点を絞る
ことにします。 

世界の金融市場に
とって米国の景気
サイクルがやはり
最も重要

株式*

2018年11月7日にお
ける2018年初来の 

パフォーマンス
2019年の予想 

トータルリターン

米国株 6.78% 5.50%

EMU株 -4.21% 4.00%

スイス株 0.14% 4.80%

英国株 -4.04% 5.00%

日本株 -6.31% 1.50%

新興国株 -7.04% 8.30%

債券利回り
2018年11月7日の 

終値 2019年末の予想

米国10年国債利回り 3.24% 3.30%

ドイツ10年国債利回り 0.45% 1.00%

スイス10年国債利回り 0.02% 0.50%

クレジット

2018年11月7日にお
ける2018年初来の 

パフォーマンス
2019年の予想 

トータルリターン

世界の投資適格債** -1.82% -1.00%

世界のハイイールド債** 1.09% 3.00%

新興国 ハードカレンシー債*** -4.59% 5.00%

通貨& コモディティ
2018年11月7日の

終値 2019年末の予想

ユーロ/米ドル 1.14 1.20

米ドル/スイスフラン 1.00 1.00

ユーロ/スイスフラン 1.15 1.20

米ドル/円 113.53 105.00

英ポンド/米ドル 1.31 1.40

米ドル/人民元 6.93 7.20

金 (米ドル/オンス) 1228.51 1250.00

WTI (米ドル/バレル) 61.89 67.00

    *パフォーマンスと予想リターンは配当を含むトータルリターン。市場と
は現地通貨建てのMSCI カントリー /地域指数を指す。2013年11月7日～
2018年11月7日の期間の時系列順の指数のパフォーマンス: MSCI 米国: 
18.5%, 5.4%, 3.5%, 24%, 10.6%. MSCI EMU: 3.8%, 19.7%, -7.1%, 26.5%, 
-6.8%. MSCI スイス: 10.3%, 5.2%, -8.9%, 23.4%, 1.6%. MSCI 英国: 1.5%, 
-0.5%, 11.4%, 14.6%, -1.3%. MSCI 日本: 17.6%, 15.3%, -12.3%, 34.7%, 
-6.4%. MSCI EM: 5.9%, -0.8%, 6%, 29.2%, -6.7% 

 **  バークレイズグローバル投資適格社債とグローバルハイイールド指数 
 ***  JP モルガン EMBIG ダイバーシファイド (国債指数) 

  出所 Thomson Reuters Datastream, Credit Suisse
  最終更新日 07 2018年11月7日

   注:過去の実績や予想されるパフォーマンス、金融市
場のシナリオは現在または将来のパフォーマンスの
信頼できる指標ではありません。

金融市場の予測 / 2019年のパフォーマンス 
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は上方に移動します。逆に、経済が早期に減速した場
合、利回り曲線は逆転します。米国の利回り曲線に関
して予想されるフラット化を受けて、米ドル建ての投
資家は、2019年は期間を延長する準備をしてくださ
い。一方、インフレ連動債券をポートフォリオに加え
れば、過熱が長期化した場合の防衛策になります。

世界経済が2019年に景気後退局面を回避する限り、
クレジットが国債をアウトパフォームすると私達の分
析は示唆しています。 

注 図表は米国の4つの景気サイクルを通じた典型的な資産クラスのパフォーマンスのパターンを示している (サンプル: 
1990 – 2018年8月):
1  「過熱」局面は景気拡大がトレンドを上回りインフレが上昇していることが特徴
2  「減速」局面は政策当局者による過熱抑制努力の後に起きるのが一般的
3  こうした政策が厳しすぎたり他のマイナス要因が発生したりすると「縮小」や景気後退局面が続く
4  「回復」局面は景気後退の底などサイクルの低い部分に続く期間であり、かなり長い景気拡大が含まれることが一般的 

好調が続く米国経済
2019年の米国経済についてのベースシナリオは、FRB
による利上げと財政出動の縮小が景気の過熱を抑え、
減速の兆候が一部に出始めることを示唆しています。
主なリスクは底堅い景気の継続と過熱です。対照的
に、少なくとも2019年は景気後退のリスクはかなり
限られそうです。 

ベースシナリオを受けて、米国の利回り曲線は一段と
フラット化するでしょう。景気の過熱が長引くリスク
シナリオでは、中長期の利回りが一段と上昇し、曲線

ビジネスサイクルを通じた資産クラスのパフォーマンスのパターン 
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  出所 Credit Suisse, Bloomberg
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ベースケース、あるいは過熱シナリオにさえ自信があ
ればあるほど、高リスクの債券への配分を増やせま
す。しかし、そうした配分をバリュエーションが支え
るかどうかを評価することが重要です。本書執筆時
点において、米国のハイイールドのスプレッドは 350
ベーシスポイントを上回っていました。これは堅調な
経済のシナリオでは妥当なクッションに思われます
が、予想外に大規模な悪材料やデフォルト率が上昇し
た場合の対応力は限られます。米国のハイイールドも
エネルギー価格をはじめ固有のリスクにさらされてい
ます。 

一方、米国の投資適格債の魅力は低いようです。米国
企業のキャッシュポジションはかなり高水準とは言
え、自社株買いと投資支出の増加を理由に2014年以
降、レバレッジも大きく上昇しています。さらに、過
去の水準から見るとスプレッドはタイトで、企業が最
近まで低利回り環境に乗じて中長期債を発行していた
ことから、ベンチマークのデュレーションは長くなっ
ています。このため、このサブ資産クラスはリスクシ
ナリオで国債をアンダーパフォームする傾向がありま
す。したがって、国債とハイイールドの組み合わせに
妙味があると考えます。

新興国市場の債券の見通しは好転
米ドル以外の通貨建ての債券のセグメントでは、新
興国が米国金利の動向に最も左右されそうです。実
際、2018年は米ドルの流動性が逼迫すると、新興国
の資産が圧迫されることが改めて浮き彫りになりま
した。しかし、私達のベースシナリオが現実のもの
となり、FRBの利上げ圧力が緩和されれば、新興国の
ハードカレンシー建ての債券はアウトパフォームす
るはずです。FRBのタカ派姿勢が後退し新興国通貨へ

の圧力が緩和する限り、新興国の現地通貨建て債券
も健闘するでしょう。新興国の現地通貨建て債券に
とって主要なリスクの1つは中国です。人民元が一段
と下落した場合、他の新興国通貨にも再び圧力がか
かるおそれがあります。 

最後に、日本、ユーロ圏、スイスなどの他のハードカ
レンシー地域の債券は米国経済や金利サイクルの影響
をさほど受けません。国内の経済動向と金融政策の方
が重要です。私達のベースシナリオでは、これらの地
域では底堅い経済成長が続き、金融政策も正常化し始
めるはずです。ほとんどの市場の利回りは超低水準に
あることから、2019年のリターンは低迷するかマイ
ナスになりそうです。このため、これらの市場では短
期が鉄則です。クレジットでは、銀行の資産の質の改
善が続くことから、欧州では引き続きシニアローンが
魅力的です。しかし、欧州のクレジットにはイタリア
における財政規律の欠如とイタリアのユーロ離脱をめ
ぐる懸念の高まりという特定のテールリスクが存在し
ます。

株式は依然としてポテンシャルを提供
サイクル後期の段階では、株式が通常ほとんどの資産
クラスをアウトパフォームします。このため、バリュ
エーションが割高になったり景気後退に陥らない限
り、株式を選好します。とはいえ、金利感応度によっ
て、セクター毎にパフォーマンスが大きく異なるおそ
れがあります。投資スタイルについては、モメンタム
銘柄ほどサイクル後期で好調に推移する傾向がありま
す。このことから、本稿執筆時点でクレディ・スイス
の選好セクターの1つであるITなどの経済をリードす
る大規模なセクターに恩恵がもたらされるはずです。

米国の金利上昇と米ド
ル高のリスクが後退す
れば、新興国株が恩恵
を受けるでしょう
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債券と同様に、新興国株は米国の経済と金利サイクル
にかなり左右される傾向があります。米国の利上げと
米ドル高のリスクが低下する限り、新興国株の追い風
となります。とはいえ、MSCI EMインデックスに占め
る中国やその他アジア株のウェイトが大きいことか
ら、新興国債券よりも新興国株にとってアジアの成長
の影響が大きくなります。実際、中国の国内市場が巨
大なことから、中国のビジネスサイクルそのものが新
興国株に大きなインパクトを与えます。中国に関する
ベースシナリオは、株式を下支えする金融緩和寄りの
状況を伴って、成長がさらに減速するとみています。
米国の堅調な景気拡大も中国と新興国株を支えます
が、米国との貿易摩擦がさらに激化するリスクがある
ことから、慎重姿勢が求められます。

米国以外の先進国のほとんどの株式市場は、カナダを
除き米国の金利や経済にさほど依存していません。大
半の先進国株式指数は指数に占めるテクノロジー企
業の比率が低く、超低金利が引き続き金融株の足を
引っ張ったため、2018年は米国の指数より出遅れま
した。欧州では、政治リスクもアンダーパフォーマン
スを助長しました。しかし、イタリアを発端に危機が
再燃しなければ、ユーロ圏の市場が追いあげる可能性
があります。こうした中、安定した経済成長と金利の
適度な上昇が金融株と国内重視の他のユーロ圏株の支
援材料となるでしょう。

中国の需要がコモディティを下支え
貴金属を除き、ほとんどのコモディティは景気循環型
の傾向があります。ほとんどの場合はサイクル後期で
それなりに好調に推移します。しかし、金利の大幅な
上昇とドル高はコモディティ価格の上昇に歯止めをか
ける傾向があります。私達は金利と米ドルについてか
なり緩やかなシナリオを描いており、2019年はこの
要因が支配的な役割を果たすことはないと考えていま
す。何と言っても重要なコモディティへの中国の需要
が持ちこたえる限り、シクリカルなコモディティは下
支えされます。

2019年にかけて、
私達のベースシナ
リオはオーバー
ウェイトの継続を
示唆しています

米ドルには相反する力が作用
2019年の米ドルの方向性を予測することは困難で
す。米国の利回りが逆転した（金融政策がタイト過ぎ
ると市場が見なした）過去のサイクル後期では、ドル
は上昇しました。その後景気が減速しFRBが金融緩和
に着手すると、ドルは下落しています。FRBが2019年
に過度に利上げを実施する可能性は低いと考えていま
す。逆に、欧州中央銀行や日銀が予想外にタカ派寄り
になれば、ユーロや円が上昇するでしょう。こうした
転換点では、米国の多額の双子の赤字が再び脚光を浴
び、米ドルに下押し圧力がかかる可能性があります。

2019年の投資戦略
2019年について、私達の基本シナリオは株式のオー
バーウェイトの継続を示唆しています。しかし、米国
の投資家は債券の期間を延長し始めるべきです。新興
国の債券と通貨のバリュエーションはかなり魅力的で
すが、中国がリスクになり、新興国にもリスクがあり
ます。クレジットでは、投資適格債と比べてハイイー
ルド債のリスクとリターンのトレードオフが優れてい
ます。コモディティの需要が堅調な反面、米ドルの支
援材料と悪材料は拮抗する見通しです。
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米国の利回り曲線の逆転:
心配は必要？

米国の利回り曲線は2018年の間に大幅にフラット
化し、短期金利が長期の利回りよりも上昇しまし
た。過去には、平坦または逆利回り曲線が景気後
退の時期と重なっており（図表参照）、このこと
から、米国の経済成長に関してかなり楽観的な現
在の見通しに懸念が広がるおそれがあります。

景気の減速に先駆けて利回り曲線がフラット化する
傾向があるのは、力強い景気拡大期のインフレ圧力
を軽減するために、中央銀行が短期金利を引き上げ
ることが一般的だからです。すると、債券利回りの
インフレ期待の部分が抑えられます。しかし、中央
銀行の動きによって実質的に利回りも上昇します。
すると借入コストの上昇により、経済は減速しま
す。逆利回り曲線は、債券市場が将来の金融緩和を
割り引き始めたことを意味しますが、それは中央銀

行が過度な金融引締めを実施して、景気後退のリス
クが高まったことを示唆します。

「今回は違う」 – そうではない可能性
過去と比べて利回り曲線がフラット化したのは構
造的な理由によるものだと主張する人がいます。
例えば、中央銀行がインフレ抑制に成功し、イン
フレ期待が恒久的に低下したことを理由に、イン
フレリスクが根本的に低くなったことから、ター
ムプレミアム、つまり満期が中長期の債券を保有
する投資家への上乗せ金利は過去と比べて低く抑
えるべきだと提案します。今回のサイクルの曲線
が過去と同様に急であり、米国のインフレ期待が
平均の水準に戻っていることから、私たちはこの
主張に疑問を持っています。さらに、多額の政府
債務を含めた一部の要因は、タームプレミアムが
実際には過去より高くあるべきことを示唆してい
ます。このため、逆利回り曲線を景気後退の注意
信号として見限るのは時期尚早と思われます。

とはいえ、特にFRBが曲線のフラット化を注意信
号とみなす可能性が高いことなどから、私達は曲
線が2019年に実際に逆転するとは予想していませ
ん。曲線がフラット化しすぎた場合、FRBは利上
げを中断して、金融引締めの緩和に対応して曲線
が再びスティープ化するようにするでしょう。

スポットライト
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利回り曲線のフラット化
米国債の利回りのスプレッド：10年債と2年債の差
（%ポイント）

最終更新日 2018年10月30日
出所 Credit Suisse, Bloomberg

米国国債利回りのスプレッド

米国の景気後退
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世界のほとんどのセクターの見通しは世界と地域のビジネ
スサイクルに左右されます。レバレッジが高いセクターで
は、金利の動きが大きな影響を及ぼします。さらに、急速
な技術の進歩が引き続き革新的企業を後押しし、確立され
た多くの企業を破壊します。

セクター別の見解
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2018年はセクターのパフォーマンスの明暗が大きく
分かれました。ITとヘルスケアという成長をリードす
る2つのセクターが最も好調に推移しました。シクリ
カル株とディフェンシブ株には明確なトレンドは見ら
れませんでした。原油価格が不安定な中、エネルギー
は横ばいだった反面、米国の金融引締めと米国の利回
り曲線のフラット化が金融株の重石となりました。

2019年については、これらのトレンドの一部が続く
と考えています。例えば、サイクル後期の設備投資は
鉱工業セクターの追い風になる可能性がありますが、
イノベーションとより魅力的なバリュエーションは素
材にとって朗報です。問題はITとヘルスケアが来年も
堅調なリターンをもたらすかどうかです。ほとんどの
ITセクターの伸びは鈍化しますが、イノベーションの
おかげでセクターの魅力は続くと思います。ヘルスケ
アでは、遺伝子治療の分野などで躍進の余地もみられ
ます。

消費財: Eコマースが新常態 
中国と貿易摩擦が主なリスクですが、堅調な経済成長
と労働市場の逼迫が続くとする私達の基本シナリオ
では消費財セクターが恩恵を受けます。中国では自動

車など高額商品の苦戦が続くものの、中間層の拡大と
いった構造的な成長トレンドが化粧品や高級アルコー
ル飲料といった高級品を下支えするはずです。中国へ
の関税の強化は主として米国の消費者に悪影響を及ぼ
すでしょう。一方、Eコマースが新常態になりつつあ
り、オンラインでの売上の大幅な増加が続く見通しで
す。一部の既存の小売企業は、この分野への適応に成
功しています。

エネルギー: 焦点は長期成長に移行
収益が生産高の増加と価格の上昇に支えられる公算が
大きいことから、エネルギーセクターの見通しは良好
です。バリュエーションは公正な水準に戻りました。
原油価格のモメンタムと1株当たり利益の伸びにいず
れ歯止めがかかれば、投資家の焦点は中長期の成長
に移るでしょう。投資家は米国のパーミアン盆地や
シェール産業の生産をめぐる制約、それが探査や石油
サービス企業に与える影響を注視していきます。製錬
所への燃料輸送に関する規制の強化も心配されます。
最後に、投資家は長く低迷しているオフショア掘削に
回復の兆しが現れるのを見張っていきます。

依然としてITがリード
MSCI ワールドセクターリターンの合計 (%)

バイオテクの合併買収活動が急増

2018年初来 取引額 (十億米ドル)2017年間 取引件数

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

最終更新日 2018年10月10日  
出所 Bloomberg, Credit Suisse

最終更新日 2018 年11月8日  
出所 Bloomberg, Credit Suisse
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金融: 構造問題が尾を引く
大半の先進国では融資への需要が拡大し金融株を後押
しします。欧州では、ECBによる利上げ期待から利回
り曲線が一段とスティープ化し追い風となりますが、
米国では曲線がフラット化して足を引っ張るでしょ
う。しかし、必要とされる欧州の銀行セクターの統合
に国の規制、バランスシートの弱さ、引当金不足が歯
止めをかけています。外国との合併吸収（M&A）が行
われる可能性は保険の方が高く、損害保険と医療保険
が格好の標的となります。銀行では、成長よりもコス
ト抑制に引き続き重点が置かれますが、魅力的な潜在
的配当利回りがこのサブセクターを下支えすると考え
られます。 

ヘルスケア: イノベーションとM&Aが成長を牽引 
米食品医薬品局の強力な主導に支えられて、今後数年
はバイオ後続品が次々に発売されると予想していま
す。この結果、遺伝子治療を含め重要な技術革新へ
の大手企業による投資が可能になります。米国では
2019年に脊髄性筋萎縮症やA型血友病の治療薬に近い
治療を含め、こうした治療の一部が解禁される予定で
す。政治的な思惑による規制への介入懸念は薄れてい
ます。社内で新型治療を開発するにせよ、M&Aに向け
て中小型セグメントを開拓するにせよ、イノベーショ
ンをリードする企業がアウトパフォームすると考えて
います。

鉱工業: 成長サイクル後期に備える
鉱工業セクターのバリュエーションはサイクルの最高
値にありますが、予想通り底堅い経済成長が続けば、
EPSと収益の伸びは善戦するはずです。資本財のサブ
セクターは鉱業、石油とガス、産業用建設業の回復が
追い風となります。このセクターは自動車業界のイノ
ベーションと産業全般におけるロボットへの投資拡大
の恩恵も受けるでしょう。 

IT: 成長は一段落
2年半の力強い成長を経て、半導体産業の収益モメン
タムは弱まりそうです。生産能力の拡大が響き、半導
体価格を圧迫するためです。とはいえ、過剰能力は限
られており、データセンターとコミュニケーションな
どのセクターの半導体需要が旺盛なことから、調整は
緩やかでしょう。企業がクラウドインフラ、ビジネス
プロセスのデジタル化、巨大なデータセンターに移行
することから、インターネットとソフトウェア産業は
恩恵を受けます。ITハードウェアではPC需要が鈍化
し、折り畳み式スクリーン、拡張現実サービス、５G
ネットワークなどの技術革新にもかかわらず、スマー
トフォン市場の伸びは1ケタ台前半に減速すると予想
されています。

素材: 生産と製品トレンドのシフト
鉄鋼では、旺盛な需要をてこに生産の回復が続くと予
想しています。中国では環境をめぐる懸念から、環境
汚染を抑制するために高品質の鉄鉱石の需要が拡大す
るはずです。中国が生産能力を抑制し、高品質の鉄鉱
石に移行するに伴い、2019年は世界の鉄鋼の供給バ
ランスが取れた状態が続くはずです。中国は原材料と
して石炭からガスに移行しています。鉱業会社は魅力
的な配当と自社株買いにより、株主に利益を還元し続
けるでしょう。電気自動車用電池技術の進歩とプラス
チックから生分解性製品への移行を含め、化学には強
力なテーマが見受けられます。中国が市場を支配して
いるだけに、中国経済の減速の可能性がこのセクター
にとっての主なリスクとなります。

通信: モバイルは好調、固定ラインは低迷 
通信セクターでは個別市場により明暗が大きく分かれ
る状態が続きそうです。米国では5G製品のおかげで
ワイヤレス市場のトレンドが改善すると予想してい
ます。欧州では、規制環境が改善しています。ネット
ワークとサービスの分離が可能になったことから、
ネットワーク企業の株式が持ち直す可能性がありま
す。特に成長に関して楽観的な見方が後退した場合
は、魅力的な配当と歴史的に低い相対バリュエーショ
ンが投資家を惹きつけるはずです。日本では第4の事
業者が参入し、競争が激化するはずです。中国では、
企業が単独で資金を調達するには5Gネットワークへ
の投資は高額過ぎることから、統合が予想されます。
世界中の政府からの5Gネットワークの導入圧力とモ
ノのインターネットなどの取り組みがセクターの運命
を決定することになりそうです。
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公益:より環境にやさしいクリーンな電力へ進化
金利の上昇が欧州を中心に規制公益企業のバリュエー
ションを圧迫するおそれがあります。規制電力会社
は、スペインと英国で規制の対象となるリターンへの
対処として、新たな課金も受け入れなければなりませ
ん。さらに、競争できる水準までコストが低下する中
で、投資家は発電ポートフォリオにおいてシフトが進
む再生可能エネルギーに注目するでしょう。ドイツと
ベルギーの原子力発電所の閉鎖、複数の国での石炭発
電所の閉鎖は火力発電会社に恩恵をもたらします。も
う1つ注目されるのは、欧州におけるこのところ二酸
化炭素価格の急上昇です。このトレンドが続けば、電
力価格の上昇を支え、クリーンな電力会社に思いがけ
ない利益をもたらします。 

不動産: 悪材料の中で新たな機会を模索 
不動産セクターは相反する2つの要因の影響を受けて
います。経済成長と（それに伴う）利回りの上昇で
す。その意味で、米国の金利が大幅に上昇した2018
年は上場不動産企業にとって厳しい年でした。目先、
2019年はボラティリティが高まりそうです。景気は支
援材料になりますが、世界の金融引締めは逆風です。
さらに、商業用不動産の価格は米国を中心に割高に
なっています。サイクルが成熟する中、投資家は厳選
投資をして伝統的なコア戦略以外の機会を見出すこと
が必要です。Eコマースの継続的な拡大の恩恵を受け
る物流不動産のほか、高齢者のニーズに対応する介護
付住居やヘルスケア施設が一例として挙げられます。

二酸素炭素価格の急上昇が二酸化炭素を発生しない発電を下支え
欧州排出量取引制度の二酸化炭素の価格 (トン当たりユーロ)
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最終更新日 2018年11月6日 
出所 Bloomberg, Credit Suisse
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外貨投資では、生まれる余剰リターンが自国通貨の現金保有
ほど大きくないのが通常です。しかし、通貨が割安なことが
明らかな時は、こうしたポジションを建てる意義はありま
す。逆に、リスクが大幅に上昇した時は、低利回りのセーフ
ヘイブン通貨の保有が効果的です。

通貨の状況
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2018年は為替市場で数々の予想外の出来事が発生し
ました。おおかたは対米ドルで主要通貨の2017年か
らの上昇基調が続くと予想していました。しかし、米
国の景気拡大の勢いが予想以上に強かったことから、
このシナリオ通りにはなりませんでした。堅調な景気
に対してFRBが利上げを継続した一方で、他の先進国
の中央銀行はハト派姿勢を維持しました。このため、
米ドルは金利とキャリーの優位（2国間の正の金利
差）が高まりました。さらに、米国の双子の赤字も米
ドル安にはつながりませんでした。 

2019年に向けて、米ドルがさらに上昇する可能性は
低いと考えています。米国の成長率は他の先進国を上
回りそうですが、その差は縮小していくでしょう。米
国の政策金利については他の先進国を大幅に上回り、
2019年半ばまではその差が拡大する可能性さえあり
ます。米国以外で成長率とインフレ率の上昇が続いた
場合、米国以外の中央銀行が利上げの時期を早める可
能性があります。最後に、クレディ・スイスのバリュ
エーションスクリーンは米ドルが他の主要通貨に対し
て緩やかな割高になることを示しています。双子の赤
字が米ドルにとって再びリスク要因になるかどうかは
何とも言えません。2019年は可能性が低いと思います

が、米国の経済成長が大幅に減速した場合はそうなる
可能性が最も高くなりそうです。

新興国の通貨については、ファンダメンタルズが大き
く動きそうです。通貨安に見舞われた多くの新興国
の政策当局は、2018年に利上げを余儀なくされまし
た。その結果、新興国通貨と米ドルのキャリーが拡大
し、場合によっては拡大幅が著しくなりました。と同
時に、複数の通貨のバリュエーションは妙味が増しま
した。このことは、ファンダメンタルズが良好な限
り、キャリーとバリュエーションに基づく戦略が再び
効果的になりうることを示唆しています。具体的に
は、ある国の対外収支が安定した場合のみ、通貨は上
昇します。そのため、対外収支の行方を注視すること
が必要です。 

政治の紆余曲折
2018年は政治が一部の通貨に影響を及ぼしました。
米国と中国の貿易摩擦の激化を受けて人民元が下落し
た反面、日本と中国は経済関係が緊密なことから日本
円は割安にもかかわらず上昇しませんでした。欧州で
はイタリアの財政政策をめぐる懸念から一時スイスフ
ランが上昇し、EU離脱を巡る英国の紆余曲折の度に

注 図は2018年初めから編集期限までの米ドルに対する一部通貨の為替レートの変動を示している。また、米ドルに対する各通貨のロングの先物ポジションか
らのトータルリターン、すなわち正(または負の)金利差（いわゆるキャリー）と為替レートの合計も示している。結論としては、キャリー戦略はマイナスのリ
ターンを生み、アルゼンチンペソとトルコリラの損失が最大だった。メキシコペソに次いで、正のリターンを上げた通貨は米ドルだけだった

勝者は米ドル
2018年の対米ドルでの一部通貨のスポットとトータルリターン (%)

スポットリターン

トータルリターン最終更新日 2018年11月5日
出所 Bloomberg, Credit Suisse
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英ポンドは上昇と下落を繰り返しました。2019年に
ついては、米中の貿易摩擦が早期に解決されるとは考
えていません。そのため、人民元安が続くおそれがあ
ります。中国当局が金融緩和を続ける限り、このトレ
ンドが続くはずです。しかし、中国は市場に不透明感
が広がり資本が流出することを阻止するため、慎重に
動くと考えています。 

財政赤字をめぐるイタリアと欧州連合との対立につい
ては、欧州中央銀行がイタリアの政治圧力に屈する可
能性は小さいと考えています。このため、EURの通貨
ペアへの対立の影響は小さそうです。一方、バリュ
エーションは英ポンドを下支えし、ソフトブレグジッ
トになればバリュエーションの割引幅が縮まるでしょ
う。逆に、ハードブレグジットになって混乱が続け
ば、英ポンドへの圧力が強まりそうです。

新興国通貨の魅力が高まる
この1年の動向によって、複数の通貨についてバ
リューとキャリーが重なる状況が生まれました。失
望の2018年でしたが、投資家は超過リターンを手に
できるかもしれません。先進国通貨の中では、クレ
ディ・スイスのバリュエーションスクリーンを基にす
ると英ポンド、ノルウェークローネ、スウェーデンク
ローナが魅力的なことは明らかです。新興国通貨の中
では、トルコリラ、メキシコペソに妙味があります。

ニュージーランドドルとスイスフランは割高に見え、
新興国通貨で唯一割高なのはタイバーツでした。

キャリーに関しては、ブラジルレアルとトルコリラに
妙味があると思われます。全体として、新興国ではイ
ンフレが沈静化し、米ドルを含む先進国と比べて非常
に大きな実質金利差が予想され、他の新興国通貨も米
ドルをアウトパフォームする公算です。一方、豪ドル
を中心に、伝統的な先進国のキャリー通貨はFRBの利
上げを受けて魅力が失われました。セーフヘイブン通
貨の中では、貿易戦争懸念が後退した場合を中心に、
やや割高なスイスフランと割安な日本円のバリュエー
ションの差が縮まると見込まれます。

結論として、フェアバリューの範囲内で取引されてい
る（スイスフランとユーロなど）低利回り通貨に多額
の現金を保有している投資家は、上記のバリューや
キャリー通貨の一部にポジションを持つことでリター
ンを工場させることが可能です。米ドルベースの投資
家については、米ドルのキャッシュリタ―ンが高いこ
とから、こうしたポジションを新たに構築する意味は
ありません。とは言え、米ドルがやや割高で双子の赤
字が再びリスク要因になり得るため、限定的に分散投
資を行うことでポートフォリオのパフォーマンス改善
が見込まれます。

最終更新日 2018年10月10日
出所 Bloomberg, Credit Suisse

キャリーの推移 (年初来)

フェアバリューからの逸脱(最新値)
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2018年は通貨のバリュエーションが大幅に調整
米ドルに対するフェアバリューの逸脱(%) と米ドルに対するキャリー (金利差、%) の推移
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双子の赤字 – 米ドルにとっ
て吉か凶か?
多額の財政赤字と経常赤字のいわゆる米国の双子
の赤字は、米ドルのリスク要因に見られることが
よくあります。しかし、証拠にはそれを裏付ける
内容とそうでない内容が混在しています。1982
年にレーガン大統領の下で始まった好況期は、双
子の赤字が悪化した反面、米ドルは大幅に上昇し
ました。それ以外の場合では米ドルは下落しまし
た。いずれの結果も、対外収支の悪化の主因であ
ることが多い財政赤字の増加が成長と実質金利を
押し上げることに端を発しています。後者は通
常、通貨を上昇させると見なされています。好景
気とインフレリスクを抑えるために中央銀行が金
利を引き上げた場合、実質金利はさらに上昇しま
す。レーガン政権で減税が実施された時に、FRB
が厳しいインフレ抑制措置を講じていた1980年代
初頭にこのような商状が確認されています。景気
刺激的な財政政策と金融引締めの組み合わせが、
実質金利と米ドルを押し上げたわけです。

逆に、経常赤字の増加によって、場合によっては
通貨が下落することがあります。経常赤字が増加
した場合、経常赤字国は対内投資を増やさすこと
で赤字拡大分の補填が可能になります。投資を促
すためには、その通貨のリスクプレミアムも上昇
せざるをえず、リスクプレミアムが上昇するに
は、イールドスプレッドが上昇するか、その通貨
が下落するか、その両方が必要です。
 
2019年は、実質金利の上昇かリスクプレミアムの
上昇か、どちらが支配的になるか何とも言えませ
ん。米国の景気が底堅くFRBがタカ派姿勢を維持
すれば、前者が支配的になりそうです。しかし、
万一米国の経済が大幅に減速すれば、双子の赤字
の持続可能性が疑問視され、米ドルが痛手を被る
かもしれません。

双子の赤字が常に米ドルの足を引っ張るとは限らない
双子の赤字 (財政収支と経常収支の総額、対GDP比％) と米ドル指数 (DXY)
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私達は毎年、投資のトップテーマを決定します。今回焦点を当
てるのは金利の正常化、地域経済の分岐、新たな地政学的枠組
みです。変化を反映するために1年を通じてクレディ・スイスハ
ウスビューでこれらのテーマの最新情報を提供していきます。

投資テーマ2019

実質利回りはどこまで行くか?
実質利回りと期待インフレ率 (インフレ連動米国10年国債、12ヵ月移動平均 %)

最終更新日 2018年10月30日  
出所 Bloomberg, Credit Suisse
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景気サイクルは成熟化の段階にあっても、景気後退は
迫っておらず各国の中央銀行は金利の正常化を継続し
ます。こうした中、投資家は当然、投資戦略に思いを
巡らせます。私達はポートフォリオを成長型寄りにす
ることを推奨します。過去の景気拡大局面の後期で常
にアウトパフォームした資産に重点を置くかたわら、
リターンが相関していない資産に分散投資して市場へ
のエクスポージャーを減らします。
 
過去のサイクルから何が見て取れるでしょうか？平均
すると、拡大の後期では米国の債券利回りは上昇し、
イールドカーブはフラット化しています。しかし、こ
れをボルカー前（1981年にFRBがFF金利を20％に引
き上げる前）とその後に分けることが重要です。債券
利回りは1950年代初頭にインフレ率とともに上昇し
始めましたが、1981年にピークを打ち、その後2012
年まで低下基調が続きました。債券のサイクル分析
は、利回りの中長期のトレンドが変動に左右されるの
で重要です。 

低利回りを理由にクレジットの魅力は薄い
利回りが1981年以降の動きになるか、あるいは1950-
1980年代の動きになるかはインフレ見通し次第で
す。さしあたり、インフレ率が25年間のレンジを突
破することはなく、債券のベアマーケット入りは限ら
れています。だからといって、利回りが上昇する可能
性がないという意味ではありません。単に、最終的な
FF金利が過去の景気のサイクルよりも低くなりそう
だということです。さらに、現在の低水準の利回りと
非常に平坦な曲線は、特に米国以外の債券でプラスの
リターンを上げることを非常に困難にしています。他
の国では、過去のサイクルからよく目にするのはクレ
ジットスプレッドがサイクル初期にタイト化し、拡大
局面の4分の3辺りで底を打ち、後期は拡大するパター
ンです。今回は利回りが低水準ですから、サイクル後
期の投資としてクレジットは魅力がありません。
 

株式とコモディティはアウトパフォームの傾向
誰もが期待するとおり、株式は拡大後期に大きく上昇
する傾向があります。株式の中では小型株が大型株を
アンダーパフォームし、景気循環株は一貫してディ
フェンシブ株をアウトパフォームしてきました。
 
平均すると、米ドルは過去の景気拡大の後期3分の1
で下落しましたが、サイクルによってばらつきが大き
いため、これは確かではありません。対照的に、コモ
ディティと金は一貫して上昇する傾向がありました。 
 
アクティブ運用にチャンス 
要約すると、今回のサイクルが極端なブルマーケット
である以上、市場のエクスポージャーを減らす必要
があることは言うまでもありません。さらに、金融
引き締めとバリュエーションの高さは、将来のリター
ンがこれまでより低くなる可能性が高いことを示して
います。これらの要因はアクティブ運用に恩恵をもた
らします。今回のサイクルではアルファ（相関のない
リターン）が不足しています。資産クラス間の高い相
関とマクロの低いボラティリティにより、ベータ（市
場）へのエクスポージャーなしに価値を付加すること
が非常に困難です。今後はボラティリティが高まる一
方、相関は低くなる可能性が高く、経済と資産の分岐
も顕著になる見通しです。市場環境に左右されない絶
対リターン戦略へのエクスポージャーを追加すること
でベータの軽減を達成できます。アクティブ運用の
ヘッジ戦略も、プットオプションの購入のような他の
ヘッジと比較してリターンへの重石を減らしながら、
リスクの軽減に役立ちます。 
 

テーマ1:
金利の正常化
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テーマ 2:
地域経済間の格差

国の労働市場と経済成長の相対的な力の差は世界の金
融政策の大きな乖離を招き、金利差の拡大と為替の
大きな動きにつながりました。このことが資金を米
国に向かわせて米ドルを上昇させた反面、アルゼンチ
ンやトルコなど多額の対外赤字を抱える新興国の弱さ
を露呈しました。こうして米国資産にさらに資金が流
入し、新興国は悪循環に陥りました。投資家にとって
は、ファンダメンタルズと価格との大きな乖離に着目
して、魅力的な投資機会を見つけることが重要です。
 
注目される中央銀行の政策
金融引締めサイクルは利回り曲線をフラット化する傾
向があります。FRBが金融引締め政策を継続している
以上、最近の米国の曲線のフラット化が続くはずで
す。ユーロ圏の経済成長も追い上げ始め、欧州中央銀
行がタカ派姿勢を強めているので、ユーロの利回り曲
線もフラット化するはずです。対照的に、日銀は利回
り曲線を制御する政策を導入したため10年債の利回り
は抑えられており、金融緩和を撤回すれば、反対に曲
線をスティープ化する効果が出るでしょう。 

賃金上昇
株式市場では、賃金と金利の上昇がマージンに響く反
面、コスト上昇の悪影響を相殺できる景気拡大との間
にトレードオフが存在します。財政刺激を強化する国
や、資本集約型や労働集約型でなかったりレバレッジ
が低かったりするために賃金と金利の上昇にさほどさ
らされていないセクターもアウトパフォームすると見
込まれます。 

経常収支がモノを言う
新興国には様々な相違があり、来年も尾を引きそうで
す。経常黒字経済はさほど脆弱ではありませんが、経
常赤字を抱える国は脆弱性が高いでしょう。先進国の
設備投資サイクルに引き続き弾みがついた場合、黒字
国は先進国の輸入の増大の恩恵を受けるため、この差
はますます広がると想定されます。世界の成長が減速
した場合、ほとんどの黒字国は反景気循環的な措置を
講じることができますが、赤字国は経済成長とインフ
レのトレードオフの悪化に直面することになりそうで
す。貿易摩擦も重要であり、米中間の摩擦は厳しい状
況が続くと思います。しかし、中国は景気刺激策と通
貨安を組み合わせることで、経済成長への実質的な影
響の相殺を図るでしょう。 
 
魅力的な投資機会を見出すためには、ファンダメンタ
ルズと価格の大きな乖離を見出すことが重要です。
価格がファンダメンタルズからかけ離れた動きをし
た場合には、経常赤字国の資産を保有したり経常黒字
国のそれを売ったりすることが妥当になるかもしれま
せん。ブラジルの大統領選挙はボラティリティをもた
らしましたが、これは妥当ではないと考えています。
ロシアは原油価格上昇の恩恵を受けるため、ファンダ
メンタルズと経済政策は新興国の中で最強の部類に入
ります。イスラエルは国際収支と経済見通しが良好で
す。一方、韓国は貿易とグローバリゼーションにさら
され、内需主導型経済への移行に四苦八苦していま
す。南アフリカは対外債務と赤字が増加しています。
また、構造改革も行われず、政治の行方も不確実で
す。これらの要因があいまって、南アフリカは対外リ
スクが大きな国の1つとなっています。
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テーマ 3:
新たな地政学的枠組み

過去40年はグローバリゼーションと自由貿易、規制緩
和が進み、社会において国家の役割を減らすことに重
点が置かれてきた期間でした。これらの政策は緩やか
なインフレ、マクロ経済の低いボラティリティ、世界
市場の統合を伴いながら、30年にわたり世界経済の拡
大をもたらしました。

ポピュリズムの台頭
プラス要因と共に予想外の結果も起きました。好景気
と不景気のサイクル、労働者の交渉力の大幅な低下、
格差の拡大です。格差は主にブルーカラーの労働者の
実質賃金の低下によってもたらされ、ブルーカラーの
労働者は今や国外にある低コストの拠点との競争を余
儀なくされています。こうした仕事に依存するコミュ
ニティでは生活水準が低下し、失業率が上昇して犯
罪が増え、ますます疎外感が強まっています。近年の
危機に対する政策当局の対応は過去最大級のブルマー
ケットを支えるのに役立ち、資本の持ち主に加担して
回復をもたらしましたが、それは大勢を犠牲にして少
数派に恩恵をもたらしたと見なされています。移民問
題は失望した有権者に格好の怒りの矛先を、日和見的
な政治家とイデオロギー信奉者には論点を与えまし
た。これらが合わさってポピュリズムが台頭してお
り、今後も弾みがつくことが予想されています。

リスクは貿易とインフレ
市場にとってどのような意義があるでしょうか？第1
に、現在の米中の対立は続きますが、経済への影響は
中国の財政刺激策によって相殺されることが見込まれ
そうです。貿易以外で主なリスクはインフレです。投
資家はインフレ率が大幅に上昇したり、債券利回りが
上昇したりするはずはないと考えることに慣れきって
います。しかし、現在は歴史の中でも異色の時期であ
り、現在のポピュリストに好きなようにさせれば、過
去30年間のディスインフレ要因の多くに逆行する政策
を講じるはずです。このことが高い債務水準と持続不
可能な財政とともに、主なリスクを生み出します。念
のために申し添えますが、私達はこのようなシナリオ
を予想していません。単に、市場のプライシングが非
対称であることを指摘しているだけです。世界の期待
インフレ率が2007年以前は普通だった水準に上昇し
たら、資産市場の価格は大幅に調整することになるで
しょう。
 

万が一こうしたリスクが現実のものとなった場合、
債券と株式の相関は逆転し、ポートフォリオの分散
が縮小し、コモディティのような実物資産とインフ
レ連動国債が恩恵を受けるでしょう。ただ、現実の
インフレショックに近付いている可能性は低く、イ
ンフレショックを起こすにはおそらく深刻な景気の
減速が必要でしょう。とは言え、利用できる時に安
価なインフレ連動を購入しておくことは妙案です。
ポピュリストは財政拡大が選好するので、この刺激
策を提供できる国の株式市場ほどアウトパフォーム
する可能性があり、現時点では米国と中国がそれに
該当します。中国がポピュリストでないことは明ら
かですが、中国政府には財政刺激策を用いる手立て
も意欲もあり、それは米国の関税に対する主な防衛
手段でもあります。私達は米国に対しユーロ圏の短
期国債を選好します。
 
人口動態の変化
さらに、人口の高齢化も続き、団塊の世代もやがてヘ
ルスケアに支出を絞るようになります。これが景気の
足を引っ張りヘルスケアと社会保障プログラムを圧迫
し、政策当局の重点分野になる反面、財政の更なる課
題にならざるをえません。団塊世代の高齢化に伴って
需要が拡大する恩恵を受けるヘルスケアセクターの一
部のほか、自動化とヘルスケアのコストの軽減、高齢
患者の経験の改善を目指すテクノロジーセクターの一
部を厳選保有することを提案します。 
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1月

4月

2月

5月

3月

6月

2019年の日程表

4月12-14日 | 米国
世界銀行グループと国際通貨基金の春季
会合

1月22-25日 | スイス
世界経済フォーラム年次総会

2月7日 | 英国
イングランド銀行金融政策委員会会合 

1月24日 | ユーロ圏
欧州中央銀行（ECB）政策理事会

3月19 / 20日 | 米国
FOMC会合

3月29日 | 英国とEU
英国が欧州連合を離脱する期限

3月31日 | ウクライナ
大統領選挙

3月7日 | ユーロ圏
ECB政策理事会

1月29 / 30日 | 米国
連邦公開市場委員会（FOMC）会合

5月26日 | ベルギー
連邦議会選

6月28 / 29 日 | 日本
G20 首脳会談

5月23-26日 | 欧州連合
欧州議会選挙

6月19 / 20日 | 日本
日銀金融政策決定会合

4月30日 / 5月1日 | 米国
公開市場委員会

6月18 / 19 日 | 米国
公開市場委員会

6月6日 | ユーロ
ECB 政策理事会

4月24 / 25日 | 日本 
日銀金融政策決定会合

4月17 日 | インドネシア
大統領選挙
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7月

10月

8月

11月

9月

12月

注 すべての中央銀行の会合を掲載しているわけではない

首脳会談 &会合 選挙 (大統領 & 議会)

10月27日 | アルゼンチン
大統領選挙

7月25日 | ユーロ圏
ECB政策理事会

8月25 / 27日 | フランス
G7サミット

9月12日 | ユーロ圏
ECB政策理事会

9月17 / 18日 | 米国
FOMC会合

7月29 / 30日 | 日本
日銀金融政策決定会合

7月30 / 31日 | 米国
FOMC会合

8月下旬 | 米国
ジャクソンホール経済政策シン
ポジウム

10月31 日 | ユーロ圏
ドラギ総裁の任期満了

10月31日 | 欧州連合 
 ユンケル欧州委員会委員長の任期満了

12月18 / 19日 | 日本
日銀金融政策決定会合

10月20日 | スイス
連邦議会選挙

11月5日 | 米国
中間選挙

12月10 / 11日 | 米国
FOMC会合

12月12日 | ユーロ圏
ECB政策理事会

9月18 / 19日 | 日本
日銀金融政策決定会合

61credit-suisse.com/investmentoutlook



重要事項（投資信託をご購入されるお客様へ）

費用・手数料等に関する留意事項：
投資信託の購入・換金にあたっては各種手数料等（申込手数料、信託財産留保額、買戻し手数料等）がかかります。また、これらの手数料
等とは別に信託・管理報酬、その他費用（監査報酬、信託事務諸費用、成功報酬等）がかかり、信託財産を通じてご負担いただきます。お
客様にご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となりますが、これら手数料等は投資信託毎に、また運用状況等により異なるた
め、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
 
各投資信託の手数料等の詳細は、契約締結前交付書面（交付目論見書および目論見書補完書面）でご確認ください。

分配金に関する留意事項：
  分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額
（一口当たり純資産価格）は下落します。

  分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額（一口当たり純資産価格）は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準
は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

  投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファン
ド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額（一口当たり純資産価格）の値上がりが小さかった場合も同様です。

詳細は交付目論見書でご確認ください。

主要リスクの説明（金融商品取引法第37条（広告等に関する規制）に従った説明など）

下記に記載するリスクは、投資信託の一般的リスク（純資産価格に影響を及ぼすリスク）の一部要約であり、全てのリスクを網羅するもの
ではありません。各投資信託のリスクの詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

価格変動リスク：
投資信託は主として株式、債券およびデリバティブ商品等を実質的な投資対象とします。組入れ株式、債券およびデリバティブ商品等の価
格の下落や政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給、金利等の影響やその他の要因により騰落する場合があり、その結果、投資信託
は損失を被る可能性があります。

為替変動リスク：
外貨建ての株式や債券等に投資を行う投資信託の場合、為替リスクが発生し、各国通貨の為替レートにより、投資信託の基準価額（または
純資産価格）が変動します。また、投資信託の基準通貨では投資元本を割り込んでいない場合でも、為替レートの変動により円換算時に損
失を被る場合があります。さらに、複数通貨間での為替取引を活用する投資信託の場合、当該通貨間の短期金利差によっては為替取引によ
るコスト（金利差相当分の費用）が生じ、損失を被る場合があります。

信用リスク：
投資信託を通して直接的または間接的に世界の株式や債券等に投資します。投資対象となる会社の業務・財産状況の変化やその他の要因に
より、それらの価格は騰落する場合があり、損失を被る可能性があります。

流動性に係るリスク：
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の
混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落によ
り、投資信託の基準価額（または純資産価格）が影響を受け損失を被ることがあることがあるほか、純資産価格の算出停止や買戻しの停止
を管理会社が決定することもあります。

さらに、ファンドがファンド・オブ・ファンズである場合、投資先ファンドがあらゆる流動性のない投資対象を保有するため別勘定（サイド
ポケット）を活用することに起因するリスクを被ることがあります。投資先ファンドにより別勘定が活用される場合、その投資資金が当該別
勘定から分離されるまで、ファンドまたは受益者が全面的に買戻しを制限されることがあります。したがって、ファンドは、投資先ファンド
が期限を定めない投資を行う場合には、当該投資対象が清算されるまで、投資先ファンドの投資実績の影響を受けることがあります。

重要事項
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売却資金の流出に伴うリスク：
短期間に大量の売却申込があった場合には、売却資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ない
ことがあり、不利益を被る可能性があります。また、オルタナティブ（代替投資）ファンドは、伝統的な投資信託に比べ一般的に流動性が
制限されます。オルタナティブ・ファンドは、通常月毎または四半期毎にしか買戻請求を受け付けないものが多いため、経済環境の急激な
変化において早期の買戻しができない場合があります。

償還リスク：
投資信託は一定の理由により強制償還となる場合があります。詳しくは各投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

集中リスク：
ある特定の投資商品や似たような投資商品グループに投資する投資信託は、厳しい環境の下では大きく基準価額（または純資産価格）が下
がる可能性があります。

カントリー・リスク：
投資対象国・地域において、政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、証券価額が大きく変動する可能
性があります。また、新興市場への投資は、市場規模や取引量の小さいこと、政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発
達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等といった特有のリスクがあり、発展し
た主要な市場への投資に比べ価格変動が大きくなる可能性があります。

重要事項

本書は、情報提供のみを目的としてクレディ・スイスが作成したものであり、直接配布されたお客様のみによる使用を前提としています。
クレディ・スイスは、本書の正確性も完全性も保証しません。本書は、直接・間接を問わず投資の勧誘を意図しておらず、金融商品等の取
引の契約締結に至るような提案も申込みも行うものではありません。本書の情報を利用することによりいかなる損失が発生しても責任を負
いかねます。法務、税務等の問題については、第三者たる専門家に具体的な助言を求めることをお勧めします。また、クレディ・スイスの
書面による事前の許可がない限り、本書の複製も引用も不可とします。本書中の情報や表明される見解は、クレディ･スイスのプライベー
ト･バンキング部門による作成日現在のものであり、通知なく変更されることがあります。特定の投資対象商品に関して表明される見解
は、評価基準の相違等からプライベート･バンキング以外の部門による見解と異なったり、一貫性を欠く場合があります。本書は、クレデ
ィ・スイス証券株式会社のみが日本国内への配布を担当しております。クレディ・スイス証券株式会社は、本書の国外への配布及び転送は
致しません。

株式は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。また外国株式は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
債券は、その価格が市場の金利水準や発行体等の信用状況の変化に対応して変動しますので、償還前に換金する場合には損失が生じるおそ
れがあります。また外貨建て債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。投資信託は、基準価格が株式、債券等の組
み入れ投資対象の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

特に、仕組商品及び派生商品はより高いリスクを内包しており、商品の内容やそのリスクを十分に理解し保有することが出来るお客様にの
み販売を限定している複雑な商品です。仕組商品の市場価値は、金融市場や参照指標またはそれらの変動率（ボラティリティ）、発行体ま
たは参考指標の対象となった発行体の信用力の変化等により変動します。なお、仕組商品の中には償還額（満期金）が参照指標等に連動す
ることにより元本が毀損する商品や、派生商品では潜在的損失が当初投資額を上回る商品もあります。

手数料率はクレディ・スイスとお客様の契約により合意した内容に従います。なお、お客様とクレディ・スイスが相対で行う取引について
は、売買代金のみの支払いとなりますが、その場合、売買価格は買付価格（ビッド）または売付価格（オファー）として値付けされること
により、価格差（スプレッド）が生じることがあります。その他の費用については、金融商品取引法の規定する方法に従って取引に先立っ
て合意されることになります。
 
ご購入される金融商品等については、相場や金融指標等の変動により元本が毀損するもの、元本を上回る損失が生じるものもあります。個
別の金融商品のリスクや手数料については、ご購入前に契約締結前交付書面等をよくお読みの上、ご不明な点は担当者までお問い合わせ下
さい。

商号等： クレディ・スイス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長（金商）第６６号加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人
日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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