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2020 年は何が待ち受けているでしょうか？ 米中の貿
易摩擦であれ、欧州における政治の不透明感であれ、
2018 年初頭から続いている問題がすべて解決される
見込みは薄いと思われます。債券市場では超低金利
またはマイナス金利にも立ち向かわなければなりま
せん。これらは重要なテーマとして、お客様をはじ
めとするステークホルダーとの議論にも挙がってい
ます。

これらの問題を幅広い文脈にあてはめ、ビジネスと
投資家の双方にとって関連性の大小を区別すること
は、クレデ・スイスのエコノミスト、金融アナリスト、
ストラテジストにとって最も重要かつ難しい職務で
す。こうした取り組みの結集がハウスビューの根幹
を形成しています。

クレディ・スイスによる分析結果および経済と市場
に関する見解を 2020 年の投資展望としてまとめまし
た。この分析が有意義なものとなりますよう、皆様
の投資・運用計画にお役立ていただけましたら幸い
です。

2020 年が豊かで力強い年になりますように。 

ティージャン・ティアム

2020 年の投資展望をお届けすることができ嬉しく思いま
す。地政学的不透明感の広まりと、景気の減速を考慮す
ると、多くの投資家にとって予想を上回る一年となりま
した。

CEO からのメッセージ

ティージャン・ティアム 
クレディ・スイスグループ AG 最高経営責任者（CEO）

はじめに
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際立つ打たれ強さ

想定外の出来事が 2019 年を形作り、2020 年も世界に影響を
与えることは疑いようがありません。こうした不透明感を踏
まえ投資家が打たれ強いポートフォリオを構築することが何
よりも重要です。

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 エコノミクスとリサーチ、RCIO IWM グローバル責任者

論説
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米中貿易摩擦が解消し英国の EU からの離脱をめぐる
不透明感が薄れたとしても、2020 年は順風満帆には
なりそうにありません。予期しなかった政治動向はも
とより、分断が進む米国大統領選、マージンへの圧
力、多額の企業債務、主要国中央銀行による金融緩和
の抑制などが時として投資家にとって試練となりそう
です。

しかし、全体としては世界経済とリスク資産はこうし
た難題に対しても打たれ強さを見せ続けると考えてい
ます。2020 年の投資展望のタイトルである「際立つ
打たれ強さ」が伝えたいのもこの点です。

2020 年は景気が伸び悩みリターンも総じて 2019 年よ
り低くなると予想していますが、市場の大幅な下落や
金融危機の可能性は低いと考えています。各国の経済
とセクターには数々の不均衡が存在しますが、危機を
招くほど深刻なものは見当たりません。逆に、技術の
進歩がフルスピードで進んでおり、重要なことには政
策当局者が支援を続けていきます。

以下で 2020 年のクレディ・スイスハウスビューの主
なテーマを取り上げます。最も重要な資産クラス、市場、
サブセグメントについて一貫性のある充実した内容を
お届けしたいと思います。超過リターンに軸足を置き
つつ十分に分散投資されたポートフォリオを保有する
投資家の方は良好なリターンを上げ続けることができ
るでしょう。さらに、すでに世界中の有権者や消費者
にとって非常に重要になったのと同様に、持続可能性
が投資家にとっても徐々に重要性を増しています。

このレポートを皆様のお役に立てていただければ幸い
です。来たる年が実り多い年になることをお祈りして
います。
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最終更新日 
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世界の製造業の低迷を受けて FRB が姿勢を転換
米国が中国と他の国に関税を課して以来、世界経済
と製造業のセンチメントは弱まっています。ドイツ
の自動車業界の問題もそれに拍車をかけたに過ぎま
せん。しかし、2018 年の減税のおかげで米国経済
は健闘したことから、米連邦準備制度理事会（FRB）
は 2019 年の利上げを予想していました。2018 年後
半に株式が急落すると、FRB は利下げに姿勢を転換
しました。

債券は軒並み上昇 
世界経済の低迷に対する懸念が広がると、米国債の
利回りは急落しましたが、世界金融危機後の水準ま
では落ち込みませんでした。ドイツとスイスでは利
回りが過去最低の水準に低下し、日本の水準を下回っ
ています。多額の債務にもかかわらず、政府がユー
ロと EU への対決姿勢を弱めたイタリアも上昇しま
した。新興国の債券利回りも幾分低下しました。

コモディティ：二極化
中国に対する米国の関税や世界の製造業の鈍化が銅
などの工業用金属を圧迫しました。原油については、
石油輸出国機構（OPEC）が供給を制限し、2019 年
初頭に価格は回復しました。しかし、需要の減退で
価格は再び軟化。一方、低金利に乗じて金価格は上
昇しました。

債券利回りは過去最低水準に低下
10 年国債の利回り (%)

金がシクリカルをアウトパフォーム
指数 , 2018 年 1 月 1 日 = 100

金利は製造業に追随

市場は減速を 
ものともせず

2019 年のレビュー
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最終更新日
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株式 : 高値を試す展開
2018 年後半に下落していた主要株式市場は、FRB が
金融緩和に転換したことで 2019 年初頭に回復しまし
た。世界経済への懸念が広がり、今年半ばに株価の上
昇は一服しました。新興国株も反発しました。しかし、
2018 年初めの米中貿易戦争を機に始まった先進国に
対するアンダーパフォーマンスに歯止めがかかったか
どうかは明らかになっていません。

株式セクター : 軒並み上昇
2019 年初頭の回復にはすべての主要株式セクターが
参加しましたが、上昇を維持したのは IT だけでした。
一方、需要に関する懸念と原油価格の低下がエネル
ギーの足を引っ張り、米国での薬価についての協議が
ヘルスケアの株価の重しとなりました。製造業需要が
後退しているだけに、鉱工業部門が健闘したのは想定
外です。フラットまたは逆利回り曲線で利益が減少し
たことから金融株は MSCI ワールドをややアンダーパ
フォームしました。

米ドルは依然として堅調
高い成長率と金利差に支えられて、2018 年の上昇
後も米ドルはほとんどの主要通貨に対して上昇し続
けました。再び上昇したのは日銀が利下げを見送っ
た日本円だけです。中国は関税に伴う圧力を相殺す
るため人民元の下落を容認し、それが国内の利下げ
とともに他の新興国通貨の重石となりました。健闘
したのは米国、カナダと新たな貿易協定を結んだメ
キシコ・ペソだけでした。

先進国に後れを取る新興国株式
トータルリターン指数（2018 年 1 月 1 日＝ 100）

IT が引き続き牽引
MSCI 世界の株式セクターのトータルリターン指数  
( 指数 , 2019 年 1 月 1 日 = 100)

ユーロ、人民元の足かせとなる貿易摩擦
通貨対米ドル ( 指数 , 2018 年 1 月 1 日 = 100)
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地政学
ベースシナリオでは米中の対立の解消を
予想していますが、不透明感が高い状態が
続きます。米国大統領選挙は分断が進み
投資家心理の重しとなる恐れがあります。
英国の EU からの離脱（ブレグジット）を
めぐる不透明感が薄まれば、欧州の政治リ
スクは弱まるでしょう

経済成長
鉱工業生産、設備投資、貿易が緩やかな回
復にとどまることから、世界の景気は伸び
悩むもようです。しかし、金融緩和の実施、
豊富な信用、一部の財政緩和と低い原油価
格を背景に景気後退の可能性は低いとみて
います。

インフレ率
欧州と日本のインフレ率は中央銀行が目標
に掲げる 2% を大きく下回る状態が続き、
中国その他の新興国でも低下するでしょ
う。一方、米国のインフレ率は一時的にせ
よ 2% を上回る見通しです。

金利
米連邦準備制度理事会（FRB）は 2019 年 10
月に実施した 3 度目の利下げ後、金利を据え
置くと予想しています。欧州中央銀行（ECB）
も量的緩和（QE）を実施しつつ、金利を据え
置くでしょう。スイス国立銀行（SNB）は利
下げを回避できますが、外国為替市場への介
入を続ける必要がありそうです。いくつかの
新興国では利下げが続くでしょう。

債券
米国を除き主要国債のリターンはマイナス
になる公算です。タイトなスプレッドは先
進国の投資適格債のリターンが低いことを
意味します。ほとんどの新興国のハードカ
レンシー債のリターンは堅調、一部の EM の
現地通貨建て債とフロンティア市場も変動
が大きくてもリターンは好調です。先進国
の劣後金融債に引き続き妙味があります。

株式
利益の伸びが限られ、債券利回りがフラッ
トから高めな環境下、主要株式市場のリター
ンは 1 ケタ台になりそうです。貿易摩擦が
解消すれば新興国株が回復し、利回り曲線
のスティープ化が続けば金融株に朗報です。
低利回り環境では安定配当株式が健闘する
でしょう。 

クレディ・スイス 
ハウスビューの概要

2020 年についての主な見解
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不動産
ほとんどの不動産投資はそこそこプラスのリ
ターンをもたらすはずです。金利の低下が価
格に完全に反映されていない直接不動産を選
好します。 

コモディティ
イランとサウジアラビアをめぐる対立が激
化しない限り、原油価格は低い状態が続く
はずです。超低金利を背景に金は引き続き
堅調に推移するもようです。

外国為替
当初は米ドル高となりますが、ユーロ圏の
回復が本格化する下半期にはユーロが上昇
するはずです。国内の低迷を受けて人民元
は対米ドルで下落するでしょう。ブレグジッ
ト問題が解決すれば英ポンドは大幅に上昇
するでしょう。ベースシナリオではスイス・
フランと円の横ばい推移を予想しています。

金融緩和の実施、緩和的なクレジッ
ト、一部の財政緩和と低い原油価
格を背景に、景気後退の可能性は
低いとみています。」

「
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世界経済





2020 年の世界の経済成長率は、2019 年から横ばいの 2.5% と
いう低い数字を予想していますが、マクロ政策の下支えもあり
景気後退の可能性は低いでしょう。貿易摩擦の解消がカギを握
ります。

成長は緩やかだが 
景気後退は回避

この 1 年、世界の製造業と貿易は大幅に落ち
込み、世界の輸出量は 2018 年の高水準から
2% 程度減少するなど、景気後退局面を除く
とここ数十年で最大の減少を記録しました。

貿易にとどまらず
米国が中国に課した関税と中国による報復
措置が落ち込みに寄与したことは間違いあ
りませんが、消費者の慎重姿勢と信用の抑
制による中国国内の減速も大きく響きまし
た。ドイツの自動車販売の低迷が製造業の
不振を助長し、不透明感が強まる中で世界
的に企業の設備投資も大幅に鈍化しました。

一方、サービスセクターの勢いも弱まった
とはいえ、ほとんどの国では拡大が続きま
した。先進国だけでなく多くの新興国でも
サービスセクターに従事する労働者が最も
多くなりましたが、労働者への需要は増え
続け賃金も徐々にではありますが上昇して
います。その結果、消費者心理と消費支出
は比較的堅調な状態が続きました。

2020 年の回復への道のり
自然の在庫サイクルなどを理由に、製造業
の不振は 2020 年上半期に底を打つと予想
しています。製造業の不振が解消されるに
つれ、サービスセクターへの「ドミノ効
果」のリスクも薄れるでしょう。FRB が
2019  年に実施した利下げは米国の家計へ
の信用拡大に役立ちました。この効果は
2020 年も続き、一段の利下げは予想してい
ないものの、住宅購入その他の消費支出を
後押しすると思われます。

FRB による利下げを受けて、米ドルでの資
金調達に頼る新興国市場の圧力も弱まりま
した。インフレ率が低下しているだけに、
多くの国の中央銀行が利下げを実施できる
でしょう。欧州では財政政策の段階的な緩
和を予想しており、欧州の成長率を押し上
げるはずです。しかし、回復のカギを握っ
ているのは、少なくとも貿易協議における
部分的な解決です。関税が引き下げられれ
ば、米中ともに利益率とセンチメントが好
転し、再び設備投資に火がつくでしょう。

16
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マクロの主要リスク
貿易戦争によるダメージが 2020 年に持ち
越される深刻なリスクが残っています。中
東における対立激化の可能性など、他の地
政学的リスクも尾を引きますが、現実化す
る可能性は低そうです。なかでも世界経済
が原油価格の高騰に見舞われることはなく、
むしろ供給過剰によって原油価格が圧迫さ
れる状態が続くと予想しています。

関税をめぐって合意に達した場合でも、少
なくとも 2020 年上半期は中国経済の緩やか
な減速が続く見通しです。巨額の住宅ロー
ン債務と雇用をめぐる不透明感の拡大を受
けて消費支出は振るわず、政策当局者は景
気刺激策への慎重姿勢を崩しません。中国
経済の減速により、アジアの主要貿易相手
国の景気回復の可能性も限られます。民主
化を求める香港市民と当局との対立の激化
が下振れリスクをもたらします。

一方、米国大統領選挙は極度に分断が進み、
ビジネスと消費者心理に悪影響を及ぼす恐
れがあります。さらに、インフレ率が予想
以上に高まればスタグフレーションの懸念
が広がるリスクもあります。こうした場合
に FRB が打つ手は限られ、債券利回りが大
幅に上昇して金融環境が総じてひっ迫する
可能性があります。

以下のページではベースシナリオとリスク
を中心に、国と地域別に 2020 年の展望を取
り上げます。

世界の製造業と貿易の不振
前年比推移 (%、12 カ月移動平均 )

中国から米国への輸入が激減
前年比推移 (%、 12 カ月移動平均 )

量的緩和 (QE) から現
代貨幣理論 (MMT) へ )

詳しくはこちらをご
覧ください :  
credit-suisse.com/mmt
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景気 : 2020 年の米国の国内総生
産（GDP）は伸び悩み（1.8%）、
景気後退リスクは上昇し（今後
12 カ月間の確率は 20‐30%）、
少なくとも年初はコアインフ
レ率が上昇すると予想していま
す。雇用の伸びは減速し、人件
費の上昇が企業利益を圧迫しま
す。米中が関税を引き下げた場
合、製造業の回復という朗報に
つながるでしょう。しかし、関
税が完全に撤廃される可能性は

低く、他の分野で激化する恐れ
があります。例えば、米国が欧
州で生産される自動車に関税を
かけ欧州が報復措置に出た場
合、欧州の自動車メーカーと米
国の消費者が悪影響を受ける恐
れがあります。

注目点 : ベースシナリオでは、
2019 年 の 3 度 の 利 下 げ 後、
FRB は金利を据え置くと考えて
います。とはいえ、2020 年も

利上げよりは利下げの可能性が
高く FRB が資産購入を増やす
可能性もあります。製造業が回
復し労働力不足でインフレ率が
上昇した場合は利上げが見込ま
れますが、大統領選を控えて利
上げや利下げが行われる可能性
は非常に低そうです。

景気 : 政府は経済成長率の目標
を 5.9% に引き下げるとみられ
ますが、実際の数字は目標をや
や下回る可能性があります。米
国が課した関税の影響が尾を引
くほか、不動産の債務負担、雇
用の不透明感、国内金融市場の
低迷が国内の消費支出の足を
引っ張ります。信用の配分の効
率の悪さが大きな懸念として
残っており、製造業は過剰生産
能力と一部セクターにおける競

争力不足のせいで困難な状況が
続きます。しかし、米国との貿
易摩擦が解消され適度な刺激策
が打ち出されれば、経済成長の
減速は抑えられるでしょう。

注目点 : 第 1 四半期末に中国政
府が 2020 年の財政支出の上乗
せを発表する可能性がありま
す。財政の余地が広がれば、当
局は特別目的債よりも直接支出
を頼りに、少なくとも 2020 年

の米国の選挙と将来の米国の通
商政策がはっきりするまで成長
を下支えするでしょう。貿易戦
争が激化しない限り、中国当局
が人民元の下落を抑える可能性
が高そうです。

景気後退を回避

慎重姿勢を強める消費者

米国

中国
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景気 : GDP 成長率は 1% を予想
しています。米中の貿易摩擦が
解消されれば輸出と鉱工業生産
の減少に歯止めがかかり、ドイ
ツをはじめユーロ圏の悪材料が
減るでしょう。2019 年は 1 年
を通じて国内需要とユーロ圏の
労働市場が底堅く、この悪材料
がなくなればユーロ圏の GDP
成長率は徐々に回復するはずで
す。信用の堅調な伸びも景気
の拡大を下支えするはずです。

ユーロ圏内では一段の利下げの
可能性は低いですが、2019 年
9 月に欧州中央銀行（ECB）が
実施した（利下げと資産購入の
再開）により、すでに追い風が
吹き始めています。

注目点 : 欧州連合（EU）と ECB
の新たな陣営が政治に新たな勢
いをもたらす可能性がありま
す。具体的には、2020 年はユー
ロ圏が 10 年超ぶりに財政拡大

を開始する年になるかもしれま
せん。さらに、欧州委員会が安
定・成長協定を拡大解釈し、イ
タリアその他の国による財政政
策の一段の緩和を認める可能性
もあります。貿易戦争の継続と
それが欧州に飛び火する可能
性、英国の EU からの合意なき
離脱が最大のリスクです。

景気 : 日本経済は 2020 年にや
や減速（GDP は 0.4%）するも
のの、世界の製造業が好転する
おかげでそのペースは抑えられ
ます。2019 年 10 月の消費増税
も景気の足を引っ張る恐れがあ
ります。ただし、世界的な景気
後退が起きない限り、日本経済
は国内の悪材料を克服できるで
しょう。一方、2020 年の東京

オリンピックはインバウンドの
増加につながり景気を後押しし
ます。上半期は公共投資も堅調
に推移する見通しです。

注目点 : 金融緩和は 2020 年以
降も続きます。実際のところ、
日銀はインフレ目標を引き上げ
る可能性があります。消費増税
の影響は財政支出の上乗せによ

りある程度抑えられるでしょ
う。世界の貿易と中国経済との
関係が深いだけに、貿易戦争と
中国における需要動向も重要で
す。EU や米国との新たな貿易
協定が長期的な上振れ余地をも
たらします。

一段の財政支援

オリンピック効果

ユーロ圏

日本
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最終更新日 2018 年末
出所 Global Trade Alert

世界の合計
米国を除く世界の合計

最終更新日
2019 年 10 月 
(2020 estimate)  
出所  
U.S. International Trade 
Commission  
(2019 年 3 月 )

機関合意
2020 年の
関税率予想
9%

最終更新日 2019 年 10 月 Source 
出所 Peterson Institute for International Economics (2019)

米国から
他国から

関税引き上げ
関税引き下げ

最終更新日
2019 年 12 月 15 日 ( 推 )
出所 Bown, Chad P. (2019) 
US-China Trade War, PIIE

1997 – 1999 
IT、通信、金融サービ
スに関する世界貿易

1930  
スムートホーリー関税

1941 
大西洋憲章

（英米）

1947 
GATT 創設

1964 – 1967 
関税と貿易に関
する一般協定 
(GATT) – ケネ
ディラウンド

1973 
固定為替
レートの 
撤廃

1995  
世界貿易機
関（WTO）
創設

1994 
北米自由貿易
協定（NAFTA）
創設

ドナルド・トランプ
米大統領、
2018 年 3 月 2 日にツイッターで発言

貿易戦争は
良 い こ と
で、しかも
楽勝だ」

ピーター・ナバロ
米国国家通商会議委員長、
2018 年 3 月 2 日にフォッ
クスニュースで発言

（米国に対して）報
復する国があるとは
思わない。」

... 中国は他国を優遇しつつ米国に報復
中国への輸入品にかかる貿易加重平均関税 (%)

平和な貿易から貿易戦争へ

貿易戦争をひも解く

90 年にわたる貿易の自由化は幕を閉じたか ?
米国の実効関税率 (%)

金融危機以降、非関税障壁が台頭
年末に報告される貿易歪曲の件数 ( 絶対数 )

米国は貿易戦争を拡大…
中国から米国への輸入品への平均関税率 ( %)

201320112009 2015 2017

「
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最終更新日
2019 年 8 月 
出所
US Census Bureau

… 貿易戦争で得した国、
米国の輸入に占める割合と推移 2015 ～ 2019 年 …

ベトナム
台湾
メキシコ
中国

最終更新日 2019 年 2 月
出所 US Dept. of Agriculture, IHS

…ブラジルの大豆農家も漁夫の利
貿易戦争が勃発してからの中国による大豆の輸入

ブラジル 78%*
米国 5%*

+30% ブラジル

-83% 米国

*  2018 年 10 月～ 2019 年 2 月にかけ
て中国が輸入した大豆に占める割合

最終更新日
2018 (2019 – 推定 )
出所 IMF, Bloomberg

財政赤字
貿易収支 ( 除く
ガソリン )

最終更新日 2019 年 10 月 出所 Datastream, Credit Suisse

クリスティーヌ・ラガルド  
欧州中央銀行の新総裁
2019 年 9 月 23 日に CNBC で
発言

ビジネスと投資が
減少し、不確実性
が高まる。世界経
済が暗雲に覆われ
るようなものだ。」

関税は事業計画を圧迫し …
米国企業の設備投資計画に関する調査 ( ニューヨー
クとフィラデルフィア連銀 )、指数化

... 構造問題を解決しない
米国政府の一般構造的収支と貿易収支 (GDP に占める割合 )

…関税は直接または …投入価格の上昇を通じて間接的に
消費者に影響を与える

鉄鋼製品の価格の上昇
米国による関税実施から
6 カ月以内に

洗濯機の価格の上昇 
2018 年 2 月の関税
実施後

多数の敗者 …

…一握りの幸運な勝者
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景気 : 英国の EU からの離脱（ブ
レグジット）が円滑に進めば、
英国の 2020 年の成長率は 2019
年を上回ると予想しています。
保守党が過半数を握れば合意を
結んだうえで欧州連合（EU）を
離脱できますが、（単独過半数
にせよ連立にせよ）労働党政権
になれば 2 回目の国民投票の扉
が開かれます。与党の議席が過 
 

半数に達しない場合、膠着状態
に陥り不透明感が高まる恐れが
あります。合意なき離脱の可能
性は低いものの、このシナリオ
では深刻な景気後退に陥り、イ
ングランド銀行が金融緩和を実
施し政府が財政緩和に踏み切っ
ても実質 GDP は 1‐2% 低下す
るでしょう。

注目点 : ブレグジットをめぐる
不透明感が強い限り、イング
ランド銀行は模様眺めを続け
る見通しです。英国が合意し
たうえで EU を離脱するかブレ
グジットが中止になれば、設
備投資と成長率にかなりの上
振 れ 余 地 が 生 じ る で し ょ う。
その場合、イングランド銀行
が 2020 年中に利上げに転じる
かもしれません。

景気 : 世界経済が伸び悩む中、
2020 年は GDP 成長率の緩やか
な伸び（1.4%）を予想してい
ます。移民の継続、堅調な雇用、
賃金の若干の上昇によって国内
需要が支えられるはずです。医
薬品の輸出は明確な上昇トレン
ドが続く見通しです。 

ドイツと中国を含む主要輸出市
場の需要の不振を理由に、機械・

電気工学セクターは厳しい状態
が続きそうです。

注目点 : スイス国立銀行（SNB）
はスイス・フランの上昇を阻む
ためにあらゆる手段を講じるで
しょう。利下げは私達のベース
シナリオではありませんが、世
界経済が予想以上に低迷し他の
中央銀行が利下げに踏み切れ
ば、利下げの可能性もあります。

米国が医薬品の輸出に関税をか
けたりスイスが為替操作国に名
指しされれば、リスクが生じま
す。地政学的対立の激化は改め
て、セーフヘイブンとしてのス
イス・フランへの資金流入につ
ながるリスクがあります。

依然ブレグジット一色

貿易が回復のカギを握る

英国

スイス
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景気 : 2019 年は家計収入の伸び
悩み、住宅市場の低迷、多額の
家計債務が消費を圧迫する中、
公共支出の増加が経済成長を支
えました。2020 年はインフラ
投資が引き続き支援材料になる
はずです。相対的に冴えなかっ
た 2019 年 で す が、2020 年 の
オーストラリアの成長率は推定
2.8% に持ち直すと予想してい
ます。

注目点 : 住宅価格はすでにある
程度調整しましたが、住宅の値
ごろ感は低いままです。このよ
うに政治における不動産の重要
性は高く、さらなる住宅供給改
革が見込まれます。

オーストラリア準備銀行（RBA）
は 2019 年に数回利下げを実施
して経済を下支えしましたが、
2020 年も利下げを継続しそう

です。と同時に、不動産に関し
て安定性をめぐるリスクがある
だけに、金融の監督が引き続き
重視されるでしょう。

景気 :  中国との貿易が低迷し
ていることから、韓国と台湾な
どより進んだ北アジア諸国の見
通しは冴えず、成長率は 2% 強
にとどまります。香港は政治の
動向に大いに左右されるでしょ
う。一方、追いつく可能性が高
く中国をベースとするサプライ
チェーンにあまり取り込まれて
いない東南アジアの大半の国で
ははるかに強力な経済成長が続
きます。ベトナムを筆頭に一部

の国は生産移転の恩恵を受けま
す。シンガポールは世界や中国
との貿易の減速で 2019 年は苦
境にあえぎましたが、貿易摩
擦が解消されれば、2020 年は
1.7% 程度に回復しそうです。
インドの成長率は絶対値で 6%
程度を維持するもようですが、
銀行と不動産セクターの不振に
より潜在成長率を大幅に下回る
もようです。
 

注目点 : 米中貿易戦争が解消す
れば、中国をベースとするサプ
ライチェーンに密接に結びつい
ている国々に多大な恩恵をもた
らすでしょう。さらに重要なの
は、中国の内需の動向とそれが
域内からの輸入に及ぼす影響で
す。世界貿易への依存度がはる
かに低いインドでは、国内の財
政と金融の安定が回復の成功の
カギを握っています。

家計債務に注目

見通しは貿易戦争次第

オーストラリア

アジアの新興国（除く中国）
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成 長 : ト ル コ は 2019 年 第 2
四 半 期 に 景 気 後 退 か ら 脱 し、
2020 年の成長率は 2‐3% に達
する見通しです。2019 年末に
12% に達すると予想されてい
るヘッドライン・インフレ率は
2020 年第 1 四半期以降にさら
に低下する可能性があります。
ロシアは人口動態の問題や官僚
主義、効率が低い公共投資など
のせいで成長率が 1‐2% にと
どまる見通しです。金属価格の
不振に加え、厳格な労働市場な
どの構造的問題と公共投資不
足が南アフリカを悩ませ続けま
す。東欧諸国はドイツの自動車

産業との関係が深く苦境に陥り
ましたが、好調な内需と他の分
野の貿易での高い競争力に支え
られて、そこそこ高い成長率を
維持しそうです。

注目点 : トルコでは、エルドア
ン大統領が来年は 1 ケタ台の金
利と実質 GDP 成長率 5％の達成
を目標に掲げており、誤った政
策運営が引き続き主なリスクで
す。国内の政治環境の変化、お
よび（抑制されているとはいえ）
相変わらずの地政学的リスクも
見通しを複雑にしています。ロ
シアでは、（上述した理由から）

低インフレとなり金利の低下に
道を開きます。ドイツの回復は
東欧にとってプラスです。南ア
フリカではインフレの下振れリ
スクが高まっています。それが
現実化した場合、南アフリカは
2020 年に金融緩和が実施され
る可能性が高い一握りの国にな
るでしょう。2020 年の予算編
成後にムーディーズが南アフリ
カの格付けを引き下げるかどう
かにも投資家の注目が集まりそ
うです。

景気 : 中南米地域の二大大国で
あるブラジルとメキシコです
が、2019 年はわずかなプラス
成長にとどまりました。世界の
製造業が減速したことが一因で
すが、国内政策の不透明感がそ
れ以上に響きました。ただし、
ブラジルでは年金改革が可決さ
れて長期の財政の安定性が強化
され、民営化と財政の統合プロ
セスの継続にとってプラスにな
ることから、ブラジルの見通し
は改善しています。

2020 年 は GDP 成 長 率 が 2.7%
に達すると予想しています。メ
キシコでも金融緩和などによ
り成長率が若干改善しそうで
す（2020 年 は 1.6%）。 一 方、
2020  年の予算をめぐる不透明
感や国有石油会社 Pemex の資金
調達圧力を含め、一部の国内リ
スクは是正されています。ただ
し、世界の原油価格が低下して
いるだけに、政府が行っている
石油業界への追加投資が妥当な
リターンを生むかどうかは疑問
です。

注目点 : メキシコでは政治的な
対立にもかかわらず、税制改革
など他の改革の機運が高まって
います。さらに、米国・メキシコ・
カナダ協定（USMCA）と呼ばれ
る新たな自由貿易協定が米国議
会で承認されれば景況感を押し
上げますが、まだ予断を許しま
せん。メキシコのインフレ率は
中央銀行が目標に掲げる 3% ま
で低下し、ブラジルでも 4% を
下回って安定した状態が続くは
ずです。

欧州・中東・アフリカ

中南米

難題への対応

底入れ
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最終更新日 2019年第2四半期
出所 Datastream, Credit Suisse
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最終更新日 2019年9月
出所 Datastream, Credit Suisse
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雇用は高水準にあり依然拡大している
米国、ユーロ圏、日本の雇用総数 ( 百万人 )

消費者信頼感はピークに接近
米国、ユーロ圏、日本の消費者信頼感 (GDP- 加重平均、
標準化 )

地域に関する私達の見解は世界
経済の様相がまちまちであるこ
とを示しています。米国と中国
の成長率は 2019 年をやや下回
りそうです。と同時に、ユーロ
圏と一部の新興国の景気回復
が不振をある程度補うはずで
す。金融緩和が継続されている

ほか、ほとんどの地域で銀行の
信用が豊富なこと、落ち着いた
原油価格を踏まえると、世界経
済が大幅に落ち込む可能性は低
そうです。世界の貿易摩擦を除
けば、景気後退を招きそうな問
題は見当たりません。ただし、
世界貿易の減速で測定すると

2019 年の世界経済が景気後退
の一歩手前まで来たことは明ら
かであり、地政学にせよ経済に
せよ、ちょっとした衝撃でも深
刻な事態につながる可能性はあ
ります。

要約
地域
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主な 
資産クラス





2019 年はほとんどの資産クラスが好調に推移しました。金融資
産は引き続き低利回りの恩恵を受けますが、2020 年も同様に好
調な状態が繰り返されることは期待できません。

より緩やかなリターン

2019 年は貿易戦争が激化し世界経済が悪化
した反面、ほとんどの資産クラスは好調に
推移しました。米連邦準備制度理事会（FRB）
が突如金融緩和に転換し投資家の自信を強
めたことが主因です。2020 年はほとんどの
資産クラスのリターンが 2019 年を下回ると
予想しています。製造業が安定し貿易摩擦
が解消されたとしても、複数の要因が立ち
はだかりそうです。

2019 年に金融市場で大きな役割を果たした
要因である地政学、経済のモメンタム、中
央銀行の政策が 2020 年も影響を及ぼすこと
は確実ですが、その中には方向性が変わる
ものがありそうです。企業のファンダメン
タルズと投資家心理を含めた他の要因も重
要になるでしょう。

経済のモメンタムは安定化へ
全 体 的 な 国 内 総 生 産（GDP） の 成 長 率 は
2019 年よりいくぶん低いと予想しています
が、鉱工業生産はやや加速するとみていま
す。私達のリサーチが示すように、鉱工業
生産のモメンタムと金融市場には密接な関
係があります。鉱工業生産のモメンタムが
上昇すると高格付け債を圧迫しながらリス
ク資産を下支えする傾向があります。

中央銀行はより慎重に
世界経済のベースシナリオは、2019 年と
比べて金融政策による下支えが控えめにな
ることを示唆しています。クレディ・スイ
スのエコノミストは FRB と欧州中央銀行

（ECB）が金利を据え置くと予想しています
が、ECB の量的緩和プログラムは継続され
るでしょう。金融緩和の減少によりほとん
どの資産のリターンも抑えられます。

（地）政治学のワイルドカード
地政治学に関する予想は不確実性が高いで
すが、ベースシナリオでは米国のトランプ
政権が貿易に関して何らかの合意を中国と
取り付ける努力をすると考えています。成
功すれば特にアジア株を中心にリスク資
産にとってプラスになるでしょう。一方、
2020 年は米国が過去に例のない分断された
大統領選に見舞われ、投資家心理が損なわ
れる恐れがあります。逆に、ブレグジット
をめぐる不透明感が解消されれば、欧州の
リスク資産と英ポンドを下支えするでしょ
う。中東での対立が激化する可能性は否定
できませんが、大規模な武力衝突に発展す
ることはなさそうです。
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最終更新日 2019年9月
出所 Datastream, Credit Suisse
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マージンへの圧力が強まる
米国企業は近年、高い利益率を達成してい
ます。売上高が増加する中、伸び悩む賃金
が利益を押し上げました。米国の法人税減
税も利益に寄与しました。しかし、この「お
とぎ話」は幕を閉じ、今後はマージンが下
振れ圧力にさらされると予想しています。
金利コストは抑えられていますが、人件費
の上昇が続く見通しです。利益率の足を引っ
張るもう 1 つの要因は中国からの輸入品に
かかる関税であり、多くの企業の投入コス
トを押し上げています。

バリュエーションは依然株式に妙味
しかし、相対的なバリュエーションは依然
として明らかに株式の魅力を示しています。
世界の株式の株価収益率（PER）はこの 1 年
でやや上昇したものの、実質利回りが低下
したため高格付債のバリュエーションは大
幅に上昇しました。もっとも、様々な悪材
料があるだけに、主要株式市場の絶対リター
ンは 2019 年を下回ると予想しています。

企業のレバレッジは質の悪いクレジットに
とってリスク
事業会社のレバレッジは近年増加しており、
指標によっては 2008 年の世界金融危機以前
の水準を上回っています。ただし、超低金
利のおかげで現在は債務の資金調達がはる
かに容易です。反面、質の悪いクレジット
のリスクは高まったと考えており、新興国
の各種債券を含め中位の信用リスクを選好
します。

経済政策の不透明感が上昇 …
経済政策不確実性指数

…しかし投資家は比較的落ち着いている
クレディ・スイス・リスク選好度指数
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2020 年は高格付の債券の多くのリターンがマイナスになりそ
うですが、BB セグメントのハイイールド債を含め、機会は存
在します。

クレジットの 
スイートスポット
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最終更新日 2019年10月25日
出所 Bloomberg, Credit Suisse
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米中貿易摩擦を受けて世界経済が冷え込む
中、2019 年を通じて債券利回りは低下基調
にあり、かなりのキャピタルゲインをもた
らしました。本稿執筆時点において、国債
と投資適格債は 2018 年より大幅に好調なよ
うです。しかも、欧州の投資適格債の 35%
が 2019 年初頭の時点ですでにマイナスの利
回りで取引されていた点を考慮すると尚更
です。

利回りは再び上昇へ
ベースシナリオによると、世界経済は来年
はやや好転し、投資適格債と国債の利回り
は上昇する見通しです。するとキャピタル
ロスが生じます。利回り曲線が依然として
平坦なことから、償還期間が長い債券ほど
問題は深刻です。このため、2020 年は多く
の優良債券のリターンがマイナスになりそ
うです。スタートの利回りが非常に低い、
またはマイナスの場合、マイナスのリター
ンを回避することは不可能に近いでしょう。

リターンがプラスになるのは米国債やオー
ストラリア国債など一握りの高格付市場に
限られると予想しています。対照的に、ユー
ロ圏の大半やスイスではリターンはマイナ
スになりそうです。

プラスのリターンが見込まれるのは、深刻
な景気後退や地政学的危機の場合に限られ
ます。すると、高格付けセグメントの利回
りは一段と低下し、それによるキャピタル
ゲインがスタート時のマイナスの利回りを
上回る可能性すらあります。

債券は苦難の時
2019 年はほとんどの債券セグメントのスプ
レッド（リスクが高い債券と国債との利回
り差）も縮小しました。絶対利回りはほと
んどのセグメントで非常に低い水準まで低
下しました。一部では利回りはファンダメ
ンタルズの悪化とデフォルトの増加リスク
を補うのに不十分なようです。

これは特に世界経済が一段と冷え込んだ場
合の影響が大きい、非常に格付けが低い（シ
ングル B など）債務者に当てはまります。
さらに、鉄鋼やエネルギーなどシクリカル
的に脆弱なセクターでレバレッジが増加し
ています。

一方、投資適格債とハイイールド債において
一部のクレジットのセグメントの利回りは、
リスクが低くてもリスクを補うのに十分なよ
うです。以下のページで 2020 年の債券の機
会とリスクについて詳しく取り上げます。

新興国債券はリスク・リターンの良好なトレードオフを提供
コアの政府債に対するスプレッド（ベーシスポイント）
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背景 : 投資適格債の利回りは絶
対値では非常に低いものの、引
き続き魅力的な機会が見られま
す。これらの債券のほとんどは、
景気が伸び悩む環境でも格付け
が引き下げられる可能性が限ら
れています。

機会 : 企業のファンダメンタル
ズは良好なものの、米中貿易戦
争の影響への懸念からスプレッ
ドが上昇しているアジアを中心
とする新興国の投資適格ドル建
て社債に興味深い機会が見られ
ます。電力、コミュニケーショ

ンなど非シクリカルなセクター
の欧州ハイブリッドもそこそこ
のリスク調整後済みリターンを
提供するでしょう。

背景 : 景気後退懸念が克服され
ない限り、ハイイールド債のス
プレッドは拡大し続け、B 格債
が利回りの急上昇に最もさらさ
れそうです。しかし、若干優良
の BB セグメントには機会が存
在します。

機会 : これには劣後金融債が含
まれます。銀行のバランスシー
トの強化圧力と欧州の周辺国な
どにおける不良債権の減少基調
も支援材料になると期待されま
す。環境・社会・企業統治（ESG）
の基準を満たすハイイールド債

も興味深く存在意義を増してい
ます。

投資適格に注目

ハイイールド : 
金融劣後債を重視
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背景 : 2008 年の金融危機以降、
主要新興国の債券指数のスプ
レッドは、レバレッジが往々に
して高い先進国の高リスク債券
セグメントほど低下していませ
ん。先進国債券は間接的にせよ
先進国債券に重点を置いた各国
中央銀行の資産購入プログラム
の恩恵を受けた可能性がありま
す。逆に、新興国の債券は現在
高いリスク・プレミアムを提供
しており、投資家に恩恵をもた
らします。

機会 : FRB の金融緩和スタンス
は米ドルでの資金調達に頼って
いる新興国に引き続き恩恵をも
たらすはずです。ブラジル、メ
キシコ、トルコなど借入を行っ
ている一部の大国の経済ファン
ダメンタルズは 2020 年も改善
が続くでしょう。インフレ率の
低下は国内の金利の低下をもた
らし、特に新興国の現地通貨建
て債券を下支えするはずです。
ただし、一部の通貨は圧力にさ
らされるため、厳選手法が求め
られます。

背景 : 仕組債は一般的には資
産担保証券（ABS）と呼ばれ、
2008 年の金融危機を招いた元
凶とみなされ、以来、しばしば
疑いの目を向けられてきまし
た。しかし、この分野には興味
深い数々の機会があると考えて
います。ただし、米国と欧州の
伝統的な ABS 市場を含め、一部
には慎重姿勢が求められます。

機会 : 欧州のカバードボンドは
そこそこのリターンと高い格付
けを誇っています。シニアと
メザニン・トランシェを中心
にローン担保証券（CLO）もリ
スクとリターンの良好なトレー
ドオフを提供します。これらは
ハイイールド債やレバレッジド
ローンよりもデフォルトの増加
の影響を受けることが少ないの
が一般的です。さらに、変動金

利であるため、中長期の利回り
上昇に対してクッションを提
供します。対照的に、米国の
ABS の発行体の半数以上は構
造改革が進む自動車産業に属し
ています。

新興国債 : 
良好なリスク・リターン

資産担保証券には保守的に

フロンティア市場 :  
新たなハイイールド

詳しくはこちらをご
覧ください :   
credit-suisse.com/ 
frontiermarkets
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数々の逆風にもかかわらず、2019 年の 1 月から 10 月まで
に MSCI ワールド・インデックスは例年のリターンを上回る
20% 強のトータル・リターンを投資家にもたらしました。世
界各国の中央銀行が利下げを抑制する中で、2020 年は小幅な
動きが予想されます。

成長セクターと 
配当に重点
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2019 年は成長のモメンタムの低下による株
式への悪影響を金利低下という支援材料が
十二分に相殺しました。2020 年は経済成長
が安定すると予想しています。各国中央銀
行の追加支援は限られますが、流動性は引
き続き緩和的な見通しです。米連邦準備制
度理事会（FRB）も利下げを見送るか、市
場が現在予想しているのとは対照的に、せ
いぜいごく小幅の利下げにとどめると考え
ています。さらに、人件費の上昇に伴いマー
ジンへの圧力が高まるもようです。こうし
たことから、株式のリターンは例年並みに
なりそうです。

株式にとってポジティブなベースシナリオ
とはいえ、株式のベースシナリオはポジティ
ブです。地政学的対立は後退し貿易戦争が
少なくともある程度収まれば、ビジネスの
センチメントが改善し鉱工業生産の回復に
寄与する見込みです。欧州を中心とした財
政支出の上乗せと 2019 年に実施された金
融緩和の余波も景気と売上高の増加を支え
るはずです。最後に、相対的なバリュエー
ションは依然として株式に有利です。長期
的な社会の変化の恩恵を受ける成長志向の
セクターと銘柄のアウトパフォームが続く
でしょう。安定した配当を提供する株式も
好まれます。

マージンに注意
金融危機以降、企業利益は総じてコスト削減
によって押し上げられてきました。一部のコ
スト要因は食い止められますが、そうでない
要因もあります。金利コストは近い将来は非
常に低い状態が続き、償還期限を迎える債券
がより低金利で再発行され金利コストがさら
に低下する可能性があります。一方、米国を
はじめとする先進国では賃金が急上昇してい
ます。

賃金が占めるシェアの上昇はサイクル後期の
典型的な現象であり、景気後退入りしても
数年は続くはずです。しかも、生産性は向上
しているとはいえ、追加コストを完全に相殺
する可能性は低そうです。人件費の上昇が
キャッシュフローの減少を招き、すでに拡大
している金融レバレッジとあいまって、近年
流行していた自社株買いに歯止めがかかる恐
れがあります。

X ファクター : 米国大統領選挙
2020 年の米国大統領選挙と 2020 年 11 月の
米国議会選挙も株式市場にそれなりの影響を
及ぼす可能性がありますが、選挙年の株式の
パフォーマンスが他の年と異なることを示す
ハードで迅速な統計的証拠は存在しません。

今回が過去と異なるとしたら、米国の有権者
が大きく分断されているために例年以上に
選挙年の波乱が大きくなる恐れがあることで
す。さらに、世論調査で民主党の左派の候補
者が躍進した場合、将来介入の可能性がある
セクター（ヘルスケア、エネルギー、金融な
ど）の足を引っ張る可能性があります。
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最終更新日 2019年第2四半期
出所 Datastream, Credit Suisse
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人件費が上昇する中、利益の共有は一段と減少する見通し
米国の国民所得における税引後利益と賃金の割合（%）、4 四半期移動平均

低利回り環境でリターンを見つける
来年の株式リターンは 1 ケタ台半ばを予想
していますが、投資適格債のリターンを大
きく上回りそうです。持続的な配当を行う
企業の株式も健闘するでしょう。

現在の株価を基に、MSCI ワールド総合の配
当利回りは約 2.5% を予想しています。金融、
エネルギー、電力などの一部セクターは平
均以上の配当を続けると見込まれます。

成長ゲッター
成長志向の投資家は大幅な増益が期待され
る説得力のあるセクターやテーマを検討し
てはいかがでしょうか。そのような分野の 1
つは教育テクノロジーであり、教育のデジ
タル化のおかげでコスト効率が高まりイン
パクトが出始めており、高成長が期待され
ています。

これとは別に、消費者と企業だけでなく、
投資家にとっても持続可能性の重要性が高
まっています。現在は持続可能な経済に移
行する出発点にあるといえそうです。一部
の企業とセクターが圧迫される恐れはあり
ますが、大きな新たな機会が生じると考え
ます。説得力のある 5 つのスーパートレン
ドで、これらとおよび関連するその他のテー
マを取り上げています。詳細は 40 ページを
ご覧ください。
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米国 : ハードルはあるもアウトパ
フォーマンスを予想
2009 年 3 月のブルマーケット開
始以来、S&P500 種株価指数は他
の市場を大幅にアウトパフォーム
してきました（MSCI EMU に対し
て 約 210%、MSCI ジ ャ パ ン に は
約 245%）。ベースシナリオでは、
好調な経済と IT セクターが大きな
ウェイトを占めていることを反映
して米国市場の堅調な推移が続く
と予想しています。しかし、賃金
上昇、2018 年の法人税減税の効
果の薄れ、FRB による金融緩和の
一服、大統領選をめぐる不透明感
からマージンへの圧力が拡大する
ためにポテンシャルは限られてい
ます。

ユーロ圏 : ECB による支援 vs 貿易
戦争
政治への懸念が広がり製造業が不
振だった割には、2019 年はユー
ロ圏株式が驚くほど健闘しまし
た。金融緩和の再開とそれに伴う
ユーロの下落が下支えしました。
ただし、米ドルで計算すると、ユー
ロ圏市場は S&P500 を 4.3% アン
ダーパフォームしました。2020
年は ECB による金融緩和、ブレ
グジットの解決、バリュエーショ
ンの低さなどが市場を後押しする
と考えます。最大のリスクは米中
貿易摩擦の激化と欧州産自動車に
対して米国がちらつかせている関
税です。

英国 : ブレグジットの先を見据えて
英国市場は 2019 年は世界の株式
をかなり大幅にアンダーパフォー
ムしました。しかし、その主因は
ブレグジットをめぐる不透明感で
はなく、英国株式市場で大きなシェ
アを占める素材セクターの低迷に
よるものでした。2020 年について
は、中国経済の伸び悩みが素材セ
クターを圧迫することから、市場
の低迷が続くでしょう。ブレグジッ
トが円滑に進んだ場合、英ポンド
が大幅に上昇しそうなことから、
皮肉なことに輸出型セクターに圧
力が加わりそうです。しかし、国
内志向の規模の小さな企業には朗
報です。可能性は低いもののハー
ドブレグジットが現実になった場
合、イングランド銀行が金融緩和
を断行しポンドが大幅に下落する
と予想しています。

スイス : 安定した推移
スイス株は生活必需品の大企業に
けん引され、2019 年も非常に好調
でした。世界の製造業が好転すれ
ばディフェンシブなスイス市場は
よりシクリカルな市場をアンダー
パフォームすることから、2020
年については絶好調とはいかない
ものの安定したパフォーマンスを
予想しています。スイス国立銀行
がスイス・フランの上昇を阻止す
る取り組みに成功すれば、株価を
下支えするでしょう。スイス・フ
ラン安に加えて利回り曲線がス
ティープ化すれば、特に金融株を
後押しします。2020 年の米国大統
領選挙を受けて医療に関する米国
の政策が変更されれば、スイスの
医薬品メーカーに何らかのリスク
をもたらします

主要市場を俯瞰

中国 / 新興国株式 : 貿易戦争の解
決がカギ
新興国（EM）株式は 2018 年初頭
以降、先進国市場を大幅にアンダー
パフォームしてきました。当初は
FRB の金融引締めが米ドル建ての
割安な資金に頼る複数の市場を軟
化させ、米中貿易戦争が勃発して
事態は悪化しました。MSCI EM イ
ンデックスの 55% 以上を中国その
他の北アジア市場が占めています。
貿易戦争が解決すれば、中国経済
の減速といった要因が回復の足を
引っ張ったとしても EM 株の支援材
料になりそうです。インフレ率の
低下と金融緩和策がブラジルなど
の EM を下支えし続けるはずです。

日本 : 鉱工業生産サイクルの好転
に期待
2019 年は米中貿易摩擦を受けて国
内経済と世界経済が減速し、日本
株の投資家にとっては落胆の年で
した。2020 年については、世界の
鉱工業生産の好転と設備投資の回
復が他の市場よりもシクリカルな
日本市場に恩恵をもたらすことか
ら、日本市場も好転すると考えて
います。しかも、日本市場の予想
PER はわずか 13 倍強と割安です。
日銀の金融緩和を維持する姿勢と
円高の抑制もプラス要因です。

37credit-suisse.com/investmentoutlook



IT

コミュニケーション
サービス

電力

不動産

金融

 スマートフォンの飽和でハードウェ
アの売上に陰り

 不透明感を受けて企業投資が減速

 イノベーション – 5G, モノのイン
ターネット、人工知能 , (AI), デジタ
ル化 – が成長を牽引 

 ソフトウェアが生産性向上の主因

 純金利マージンを抑えるフラットな
利回り曲線

 小売りとウェルスマネジメントの
マージン圧力

 Ə 中央銀行による金利の「階層化」が
欧州の銀行の利益率を押し上げる

 Ə 割安なバリュエーション、ファンダ
メンタルズの改善（自己資本利益率）

 独占禁止法、個人情報の調査など規
制の圧力がビジネスモデルに立ちは
だかる

 コンテンツ作成とコンプライアンス
の圧力に多額の支出が求められる

 モバイルのエンターテインメントの
大幅な伸び率（ビデオゲーム、スト
リーミング）

 伝統的媒体からオンラインへの広告
の移行が豊富な利益の可能性をもた
らす

 バリュエーションが高止まり
 利回りがやや高く、債券の代替とし

ての魅力を損ねる

 魅力的な配当利回り
 ディフェンシブなセクターであ

り、景気の不透明感や貿易摩擦の
影響は限られる

 利回りがやや高く、債券の代替とし
ての不動産の魅力を損ねる

	 E- コマースが小売不動産の魅力を
抑える

 魅力的な配当利回り
 小売以外では、商業用不動産価

格は安定が予想される

方向指示器は 2019 年 10 月時点での戦術的展望を
示す ; 3 – 6 カ月の予測期間セクターの展望

悪材料好材料

38

主な資産クラス株式セクター



鉱工業

生活必需品

消費財

エネルギー

素材

ヘルスケア

 景気の不透明感による企業投資、鉱
工業生産の抑制

 利益の伸びが予想を下回る可能性

 貿易摩擦が部分的にでも解消す
れば経済の不透明感を払しょく

 各国のインフラ支出が増加する
可能性

 バリュエーションの高止まり
 金利上昇が予想され、債券の代替と

してのこのセクターの魅力は低下

 安定した配当利回り
 景気の不透明感が続いた場合に好ま

れるディフェンシブなセクター

 米中貿易摩擦が続けば、製造業の減
速が労働市場と消費需要に波及

 伝統的な小売は E コマースから構造
的に挑戦される

 堅調な労働市場、賃金上昇、家計
のバランスシートが消費需要と支
出を後押し

 低金利が住宅関連の耐久財支出を
下支え

Ə 製造業の不振、中国の減速が需要の
伸びを抑え、米国のシェールオイル
生産者が豊富な供給をさらに上乗せ

 環境問題への対応圧力が持続的なエ
ネルギーへの移行を加速する可能性

 供給中断の可能性を伴う地政学
的対立が原油価格のリスクプレ
ミアムを高める可能性

 魅力的な配当利回り

 世界の低成長と米ドル高が足かせ
 中国の成長の減速がリスク

 低金利が建設関連の需要を押し上げ
る可能性

 魅力的なバリュエーション

 2020 年の大統領選で政治的リスク
の高まり、医療費と対象範囲が候補
者のターゲット

 オピオイド蔓延に関する訴訟リスク

 高齢化
 新興国での医療の普及と値ごろ感

悪材料好材料
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ペット飼主の増加、気候変動対策を要求しストライキを起こ
す学生、次世代 5G モバイルネットワークの導入の共通点は
何でしょうか？すべて、クレディ・スイスが 2017 年に初め
て 5 つのスーパートレンドを紹介した際に取り上げた、抜本
的社会の変化を示しています。

スーパートレンド

クレディ・スイスのスーパートレンドは多
極化する世界、インフラ、人口の高齢化、
次世代の影響力、急速な技術革新というタ
イムリーなトピックを幅広くカバーしてい
ます。これらは構造的な原動力に重点を置
き、長期的に幅広い市場をアウトパフォー
ムしてポートフォリオ全体のリスクとリ
ターンを高めることを目指します。私達は
これらのトレンドに確信を持っています。

新しいテーマ: 教育分野におけるテクノロジー
2019 年 6 月、私達はスーパートレンドの枠
組みに新たな視点を採り入れました。例え
ば、シルバー経済のスーパートレンドに関し
ては、ペットを飼う高齢者が増加していま
す。動物には特有の食事や医療のニーズがあ
り、2025 年までにペットケア市場は世界で
2000 億米ドルを上回る見込みです。ミレニ
アル世代の価値観のスーパートレンドでは、
ジェネレーション Z にとってオンラインで
つながりソーシャルメディアを使うことは当
たり前のことです。彼らは大変革の初期の段
階にある教育テクノロジーの需要を牽引しま
す。Marketers Media は北米のデジタル教育市
場が 2023 年までに 4000 億米ドルを超える
と予想しています。テクノロジーのスーパー
トレンドでは、「デジタル化」のサブテーマ
を拡大して 5G とそれがビッグデータに与え
る影響に重点を置いています。

さらに、責任ある消費者として注目を集め
るようになっているミレニアル世代にとっ
て、環境・社会・ガバナンス（ESG）基準
は重要なトピックであり投資の重点分野と
なっています。

セクターの長期テーマ
スーパートレンドはコンセプトがモジュー
ル式であることから、単独銘柄、よりニッ
チなテーマ、幅広いスーパートレンドの
テーマのいずれにも投資することが可能で
す。5 つのスーパートレンドが一緒になり、
MSCI ワールドのすべてのセクターがポー
トフォリオに含まれて、単独銘柄の選定の
面で幅広い分散投資を可能にします。スー
パートレンドのポートフォリオでは IT、ヘ
ルスケア、鉱工業株へのエクスポージャー
が最大となっています。地域別では米国が
スーパートレンドの銘柄選定の 50% 近く
を占めますが、この数字は MSCI ワールド
に占めるウェイトを下回っています。逆に、
多くの新興国における長期の成長機会と世
界各地の社会と人口動態のトレンドを反映
して、新興国市場が占める割合が高くなっ
ています。
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スーパートレンド 
について
credit-suisse.com/
supertrends

変化を 
求める
ミレニアル世代の消費者は特に
消費財産業の非効率性に批判的
です。
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米ドルは当初上昇しますが、ユーロ圏の回復が本格化する下
半期にはユーロが上昇しそうです。人民元は国内の不振を受
けて対米ドルの下落幅がやや大きくなるおそれがあります。
ブレグジットが解決すれば英ポンドは大幅に上昇する見込み
です。

米ドルは 
ピークアウトへ

主要通貨 : 米ドルのキャリーは魅力が低下
2019 年はほとんどの先進国通貨に対して米
ドルの上昇が続きました。私達が予想するよ
うに世界の経済成長と貿易が安定すれば、景
気循環に敏感なユーロが上昇するはずです。
一方、地政学的状況が悪化したり世界経済が
伸び悩んだ場合は米ドルが下支えされ、日本
円とスイス・フランが最大の上げ幅を記録す
るでしょう。

米ドル : 2020 年に向けて、米ドルは成長を
維持するほか、他の G10 通貨のほとんどに
対して高金利、いわゆる「キャリー」を維
持しており、支援材料に恵まれます。しかし、
時間が経過するにつれ、これらの好材料の
効果は薄れていきそうです。さらに、市場
参加者の注目が米ドルの割高感に移り、米
ドル建て資産からの資金流出を促す可能性
があります。

ユーロ : 2019 年は不振に見舞われましたが、
2020 年は追加の財政刺激策とブレグジット
をめぐる不透明感が解消されることから、緩
やかな成長が予想されます。これがユーロを
下支えするでしょう。経常黒字の拡大を中心
に中長期的な要因も支援材料です。イタリア
の政治と財政の安定性をめぐり再び懸念が生
じ（低確率の）リスクをもたらします。

日本円 : 世界的なリスク回避が弱まり日本円
の上振れ余地は限られますが、米ドルに対す
る日本円の割安感が円を下支えする公算で
す。利下げをめぐる日銀の手詰まり感も支援
材料です。

英ポンド : 2019 年はブレグジットをめぐる
不透明感が続く中、英ポンドが時折下落に見
舞われました。ポンドは非常に割安なうえ、
ブレグジットに関する合意案が今後数カ月以
内に可決され実施される確率が高まっている
ことから、2020 年はポンドが最も上昇する
可能性が高いと考えています。その場合、イ
ングランド銀行も金融引締めを実施して英ポ
ンドを下支えする可能性が高まります。

スイス・フラン : スイス・フランはユーロに
対して割高になっています。ユーロ圏経済が
持ち直した場合、スイス・フランはユーロに
対して下落することが考えられます。世界の
政治と経済見通しが悪化した場合、スイス国
立銀行は介入を継続してスイス・フランの上
昇を抑える見通しです。
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最終更新日 2019年1 0月2 4日
出所 Datastream, Credit Suisse

平均ドル指数、3 カ月移動平均 ( 右軸 )
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成長の安定化
ほとんどの新興国通貨は 2018 年と比べて
2019 年は健闘しました。FRB の金融緩和に
より、キャリーが支援材料になりました。こ
の一般的な要因を除くと、パフォーマンスは
地域や国によって大きく異なりました。アジ
アでは米国からの関税負担を一部相殺するた
めに中国が人民元の下落を許し、それが他の
アジア通貨を圧迫しました。欧州、中東、ア
フリカの低利回り通貨は最大のアンダーパ
フォーマンスを記録しました。

金融緩和に伴い 2019 年は実質金利が大幅に
低下したことから、キャリーの利点が薄れる
中で新興国通貨は 2020 年を迎えます。逆に、
総じてバリュエーションの魅力が高まってい
ます。しかも、緩やかな財政環境に反応して
多くの新興国では景気が持ち直すと期待され
ます。

人民元 : 2019 年は人民元がほとんどのアジ
ア通貨に対してアンダーパフォームしまし
た。人民元はフェアバリュー近辺にあるだけ
に、貿易摩擦が解消されれば圧力が弱まるで
しょう。ただし、中国では景気の減速が続き
経常黒字も減少していることから、中長期の
アップサイドは予想していません。

韓国ウォン : 韓国企業による中国をベースと
するサプライチェーンへの統合が進んでいる
ことから、韓国ウォンは 2019 年上半期に下
落しましたが、その後回復しました。明らか
に割安なだけに、貿易戦争が解消されテクノ
ロジーセクターのセンチメントの改善が続け
ば、韓国ウォンは回復し続けるでしょう。

インド・ルピー : 税金、労働、投資法の分野
で改革が実施されれば、長期的に外国からの
投資を誘引し、インド・ルピーを下支えしま
す。バリュエーションは割安ですが、キャリー
は後退しています。

メキシコ・ペソ : メキシコ・ペソは中国を尻
目に輸出が増加している「貿易戦争の勝者」
です。また米国、カナダ、メキシコが新たな
貿易協定に署名して政治的圧力も払しょくさ
れました。成長率が緩やかに上昇し中央銀行
が慎重な姿勢を取る中、メキシコ・ペソのキャ
リーの後退はわずかにとどまる見込みです。
バリュエーションも支援材料です。

ブラジル・リラ : 
バリュエーションは改善し経済サプライズ指
数が 1 年超で最高の水準にあるなど成長率も
安定化しています。年金改革が完了し、注目
は税制改革に移行しそうです。中央銀行がベ
ンチマークである政策金利を市場の予想以上
に引き下げるとは予想していません。リラは
持ちこたえるでしょう。

ロシア・ルーブル : 多額の経常黒字と低い
債務水準が引き続き支援材料です。しかし、
2019 年に大きく上昇しただけに、バリュエー
ションの観点からロシア・ルーブルの魅力は
薄れています。

トルコ・リラ : ファンダメンタルズのバリュ
エーション、依然として高いキャリー、景気
の好転が政治的不透明感を相殺すると想定さ
れます。ただし、ボラティリティは高い状態
が続きそうです。

南アフリカ・ランド : 
経済のアンバランスが拡大し構造改革の雲行
きが怪しいことから南アフリカは立ち遅れた
状態が続きます。ランドの下落圧力が続きそ
うです。

金利優位性による米ドルの追い風は後退
スプレッド（パーセンテージポイント）とドル指数（右軸）
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オルタナティブ 
投資





低金利と低利回りが長期化した現在の世界では特に、オルタナ
ティブ投資がポートフォリオの構成要素として確立されつつあ
ります。オルタナティブ投資は分散投資の効果だけでなく、ポー
トフォリオに安定性をもたらすことでも評価されています。
2020 年もポジティブな環境が予想される不動産から検証して
いきます。

利回りは引き続き
魅力的

不動産の投資家は近年、数々の構造的変化
を目にしてきました。その結果、最も有望
な機会をつかむために戦略の調整を迫られ
ています。

E コマースが事業用資産を後押し
不動産セクターにおいては、実店舗から E
コマースへの構造的変化が伝統的な小売用
建物（高級以外のショッピングセンター、
目抜き通りの高級以外の店舗など）を圧迫
する状態が続くと考えています。対照的に、
E コマースのサプライチェーンでは倉庫や物
流のスペースが大いに必要になるため、事
業用資産が恩恵を受けるでしょう。

もう 1 つ大きく取り上げられている構造的
変化はフレキシブルなオフィス空間の拡大
で あ り、Property Market Analysis に よ る と、
これが米国の主要市場では 10%、英国では
15%、欧州の他の国では 12% など総面積
のかなりの部分を占めるようになっていま
す。投資家がフレキシブルなオフィス空間

を提供する企業と手を組んで、占有率を高
めたりテナント基盤を拡大することが可能
かもしれません。もっとも、賃料に与える
長期的な影響は議論が分かれるところであ
り、短期の賃貸が満期を迎えた時に大量の
オフィススペースが市場に出回るリスクが
あります。

インカム創出と市場との相関性が低い投資
を重視
緩やかな景気拡大と金融緩和政策が予想さ
れる環境はおおむね世界中の上場不動産と
実物不動産を下支えします。こうした中、
私達は金利低下が価格に完全に反映されて
いない実物不動産を選好します。ほとんど
の不動産市場の不動産利回りは過去のレン
ジの下限に近いものの、このところの利下
げを受けて投資家の資金が集まる可能性が
高くなりそうです。実物不動産のリターン
は賃料収入のおかげで安定している傾向が
あり、変動が大きくなる可能性のある景気
後期の環境に向いています。
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最終更新日 2019年 10 月2 5日
出所 Datastream, Bloomberg, Credit Suisse
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不動産の利回り優位が続く
債券、世界の株式、不動産株の利回り (%)

投資戦略の面では、（良好な立地にある長期
リースの不動産に重点を置いた中核資産な
ど）利回りの低下がバリュエーションに完
全に反映されていない優良物件を探してい
きます。市場全体との相関が低いいわゆる
付加価値戦略も超過リターンを生みそうで
す。ここでは、例えば物件を積極的に改築
し改装することで価値を付加します。

対照的に、世界の不動産株はすでに低金利
を反映し、バリュエーションは歴史的に高
くなっています。しかも、基調となる市場
で景気が減速する中、利益の上振れ余地も
限られています。PER の上昇と低利回り
が 2019 年は株価の上昇を牽引しましたが、
2020 年はその可能性は低くなりそうです。
 

高配当を見込める地域を探す
地域的な観点からは、成長よりも相対的な
高配当を重視しています。本稿執筆時点に
おいて政府債利回りより利回りが約 500bp
高く、長期平均を上回っていたユーロ圏を
選好します。ブレグジットが混乱なく進ん
だ場合、バリュエーションの低さ、不動産
会社の保守的な債務構造、ロンドンのオフィ
ス空間を中心に実物不動産市場が反発する
可能性がある英国の上場不動産にも可能性
があります。一方、米国の上場不動産は金
利の低下と利益予想の改善がすでに価格に
反映されており、上振れ余地は限られてい
るようです。
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小規模の資産運用会社とファミリーオフィスがエクスポー
ジャーを増やしたことや最低投資額が低下したことに伴い、プ
ライベート市場が投資対象として徐々に主流になってきまし
た。しかし、プライベート市場は流動性が低いだけにデューデ
リジェンスやファンドと運用会社の選択が極めて重要です。

デューデリジェンスが 
カギ

近年、プライベートエクイティの人気が高まっ
ていますが、この動きにはマイナスの面もあ
ります。資産のバリュエーションと投資への
競争が引き続き業界の大きな懸念であり、コ
ベナントライトの債務が復活し、新規参入企
業が業界の利益を脅かし続けています。

プライベート市場の拡大
とはいえ、プライベート市場は 10 年前の 2 倍
近くに拡大しセカンダリーファンドの増加で
エクスポージャーの奥行と差別化が進み、平
均的なディールのレバレッジも減少していま
す。投資家にとって、ユニバースの拡大は分
散投資の向上を意味します。2020 年はプライ
ベートエクイティ（PE）が過去の平均の 9.2%
より若干低い年率約 8% のトータルリターンを
上げると予想しています。信用にやや不利な
環境、多額の未使用資本に加え、総合的なリ
スクの低下が期待リターンを抑えます。とは
いえ、PE は上場株に比べると高い非流動性プ
レミアムを提供します。
 

よりよいプライシングと中長期のポテンシャル
PE ファンドはそうでなければアクセスできな
いプライベート市場のファンダメンタルな長
期成長が見込まれる企業をターゲットにして、
ポートフォリオのリスク調整後のリターンを
高めることに役立ちます。PE のエントリーの
ディール価格は資本市場の状況に左右されま
すが、エグジットは通常あるビジネスの進化
を反映し、資本市場との相関は低めです。し
たがって、PE は投資家に何らかの分散投資を
提供します。しかし、投資額が過去より多い
反面、リスクプロファイルは低く、期待リター
ンがやがて減少する可能性が高いことを示唆
しています。

こうした中、私達は中核市場の外で積極的に
案件を探すベテランの PE 運用会社を優先しま
す。こうした投資はビジネスが急成長するポ
テンシャルと比べて低いバリュエーションに
恵まれています。さらに、過去のリターン分
析は上位 25% の運用会社のファンドは 30% の
期間において同じ上位 25% に留まる傾向があ
ることを示しています（Preqin のデータに基づ
く 1980‐2015 年のサンプル期間）。このよう
に、低成長でサイクル後期のリスクが見受け
られる現在の環境では、プライベートエクイ
ティを介してでなければアクセスできない市
場に投資しているベテラン運用会社へのエク
スポージャーがサイクル後期のリスクの軽減
に役立ちます。
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最終更新日 2019年3月31日
出所 Bloomberg, Credit Suisse

投資済み ドライパウダー* MSCI AC Worldに占める割合 (右軸)

*ドライパウダー‐約束されたがまだ投資されていない資金
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プライベートエクイティをターゲットとする多額の投資
プライベートエクイティの運用資産 ( 兆米ドル ) と割合（右軸）

上位企業とディフェンシブ戦略を重視
厳しい市場環境において、PE は流動性があ
る市場よりも高い超過リターンを生み出す
こともできると考えています。しかし、不
透明感と歴史的な低金利が続く中で、不動
産やグロースキャピタルなど下振れ余地か
ら保護しつつ PE のような上振れ余地を提供
する戦略を優先します。主なリスクは流動
性の低さ、長期の投資ホライズン、レバレッ
ジ、取引の複雑さです。これらのリスクは
サイクルにまたがる分散投資と優秀で経験
豊富な運用会社を選ぶことで抑制できます。
プライベート市場は流動性が低いだけに、
デューデリジェンス、ファンドと運用会社
の選定が極めて重要です。

プライベートエク
イティとは何か？

詳しくはこちら
をご覧ください : 
credit-suisse.com/ 
private-equity
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債券利回りが極めて低く今後の景気サイクルが不透明な世界
では、ヘッジファンドの分散ポートフォリオを組むことが得
策です。経験豊富なヘッジファンドの運用パフォーマンスは
中程度に留まるものの、投資適格債を上回るでしょう。

ポートフォリオの 
安定化

2019 年 8 月 末 ま で ヘ ッ ジ フ ァ ン ド 指 数
（HFRI インデックス）のパフォーマンスは
米ドル建てで 1 ケタ台半ばでした。これは
2018 年（-4.7%）を大きく上回り、10 年平
均の 4.28% に近いものでした。しかも、異
なるヘッジファンド運用会社間のリターン
の差も大きく、リターンがマイナスだった
会社もも複数ありました。

専門性の高い運用会社の選定が極めて重要
過去 10 年間にヘッジファンドはレバレッジ
を拡大しましたが、リスク管理に対する組
織的なアプローチとより控えめな流動性対
策がリスクの軽減に役立つと考えています。
このため、2008 年の金融危機以前とは異な
り、投資家にとっては低リスクかつ緩やか
なリターンが見込まれます。

ただし、ヘッジファンド全体のリターンは
伝統的な資産にさらされています。私達が
予測する環境では、サイクルを通じて価値
を生み出す能力があるベテランのヘッジ
ファンド運用会社が成果を上げると考えて
います。2020 年に向けて、専門的なファン
ドマネージャーの選定が投資プロセスにお
いて極めて重要です。

バロメーターは低ベータファンドを選好
市場のボラティリティ、流動性、システミッ
クリスク、ビジネスサイクル指標を測定す
るクレディ・スイス ヘッジファンド・バ
ロメーターは、特定の市場の枠組みを踏ま
えて、どの種類のヘッジファンドへのエク
スポージャーが適切かについてクライアン
トに手がかりを与えます。バロメーターの
最新の数字はマイナスであり、ヘッジファ
ンドのユニバース内では株式市場のリスク

（ベータ）を回避すべきであることを示し
ています。このため、分散投資されたマク
ロとオポチュニスティックな株式ロング・
ショート戦略、モメンタムやキャリーなど
オルタナティブのリスクプレミアムへのエ
クスポージャーを求める非相関の戦略が有
望です。これにより、ヘッジファンドの配
分はポートフォリオを安定化させる役目を
果たすことができます。具体的な戦略の他
には、各種ヘッジファンド運用会社に対し
て様々な情報を駆使した幅広いデューデリ
ジェンスを行う専門家に頼ることが引き続
き肝要です。
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最終更新日 2019年10 月11日
出所 Credit Suisse

2018年3 月
トランプ大統領が鉄 鋼、
アル ミ、中国製品に 対
する関税を発表

1998年8月
ロシア金融危機

1998年9月22日
Long-Term
Capital Management 
ヘッジファンドの破綻

2000年3月10日
ナスダックがピークを打ち、
ドットコムバブルが崩壊

11/09/2001年9月11日
米同時多発テロ

2007年 2‐3 月
世界金融危機の始まり

15/09/2008年9月15日
Lehman Brothers の破綻

2009年3月9日
サブプライム
ローン危機を受
けて、S&P500 が
終値ベースの最
安値を記録

2010年4月23 日
ギリシャ政府が国際
通貨基金（IMF）と
EU に救済策を要請

2014年1月 
Fed FRB が月次
の債券購入の 縮
小を開始

  

2015年 夏
中国減速

+ 成長に敏感な戦略に適した環境 成長に敏感な戦略にとって悪い環境
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5 

1999 2003 2007 2011 2015 2019 

+

バロメーターは平均を上回るリスクを示唆
クレディ・スイス ヘッジファンド・バロメーター

ヘッジファンドへの
配分がポートフォリ
オの安定化に寄与」

「
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この 1 年のコモディティの動きは分岐し、鉱工業生産が減速
する中でシクリカルなセグメントは貴金属に出遅れました。
目先はこの差が縮小していくと予想しています。

反発待ち

2019 年は金が上昇した反面、工業用金属は
冴えませんでした。ベースシナリオ通り、
世界経済が安定し債券利回りが横ばいまた
はいくぶん上昇する場合、工業用金属は緩
やかに上昇する可能性があり、金価格は膠
着相場に入る可能性があります。原油価格
は低迷期を経て供給の調整を迫られた後、
いずれ回復するでしょう。

鉱工業生産の反転を待つシクリカルなコモ
ディティ
鉱工業生産の不振が続く限り、シクリカルな
コモディティの見通しは冴えません。回復
には貿易摩擦の解消と景況感の好転が必要で
す。しかし、それが上半期に起きるかどうか
は予断を許しません。工業用金属の価格は中
国の鈍い成長シナリオをも織り込んでいま
す。成長が安定すれば、予想外の上振れ余地
の可能性が出てきます。その可能性は銅が高
いですが、鉱工業生産が力強く回復しない限
り他の金属は低迷しそうです。

原油：供給過剰と中東の対立 
需要の伸び悩みに加えて、米国のシェール
生産者など石油輸出国機構（OPEC）に加盟
していない国からの供給が豊富なことから、
2020 年の原油市場は供給過剰が予想されま

す。（ロシアを含めた）OPEC ＋が現行の供
給カットを延長または拡大し、米国のシェー
ル生産を削減することが必要です。ベース
シナリオでは一時的な価格の低迷で供給の
調整を迫り、それによって回復の道が開か
れます。ペルシャ湾地域における武力衝突
が価格にとっての上振れリスクです。ただ
し、さしあたりは近隣諸国と米国が情勢の
沈静化に努めています。

金：低利回りが支援材料
（実質）利回りが低いままかマイナスに陥り、
景気の不透明感が尾を引く限り、金価格や
他の貴金属の支援材料になりそうです。金
については投機的なロングポジションが積
み上がっていますが、これらのポジション
を手じまうきっかけとなる要因は見当たり
ません。

2 つのリスクシナリオ
鉱工業生産が強力または早期に回復すれば
工業用金属に最も恩恵をもたらし貴金属の
足を引っ張るでしょう。エネルギーも下支
えされますが、供給が豊富な分上値は抑え
られます。本格的な景気後退に陥った場合、
貴金属が一段と上昇する反面、エネルギー
価格の下落が目立つでしょう。
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低い実質利回りが金を下支え
実質国債利回り ( %) と金価格 ( 米ドル / オンス )

最終更新日 2019年10月25日
出所 Bloomberg, Credit Suisse
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2020 年の
投資戦略





世界各国で金利が過去最低水準やマイナスになり、プラス
のリターンを上げるにはリスク回避型の投資家でさえ、よ
り高いリスクの資産に投資する必要がでてくるでしょう。
一方、過度なリスクを取らずとも追加リターンを生み出す
機会も見込まれます。

低金利環境での 
投資機会

2020 年はいくつかのマクロ経済動向が投資
環境を左右するでしょう。金融緩和が続き、
ますが、2019 年に前倒しで利下げを実施し
た米連邦準備制度理事会（FRB）は金利を
据え置くと予想しています。これにより現
在の緩やかな水準付近での経済成長は維持
されるでしょう。2020 年上半期には製造業
が回復し始めて利回り曲線のスティープ化
を招き、くすぶる景気後退懸念は薄れる見
通しです。

将来のインフレリスクは無視できない
緩やかな成長見通しそのものはシクリカル
な投資の旗振り役にならないかもしれませ
んが、私達の考えは異なります。キャッシュ
や低リスクの政府債や投資適格債のリター
ンの見通しが非常に低いかマイナスだから
です。
 

毎年恒例となっている資産ユニバースにつ
いての 5 年間のリターン見通しを更新した
結果、今後は低リスク資産では非常に低い
リターンしか得られそうにないことが示さ
れました。実際、伝統的な債券投資でさえ
インフレのせいで実質的に損をするおそれ
があります。

適度な分散投資
投資家はマルチアセットの枠組みを採用して
慎重にかつ分散してリスクを取るべきだと
考えています。こうした枠組みなら、株式に
投資し非伝統的な債券投資を模索して期待リ
ターンを高めながら、低リスク市場に残った
価値を手中に収めることが可能です。

高格付債にはリスクを分散する上で果たす
べき重要な役割があるものの、プラスのリ
ターンを実現するには幅広いリターン要因
を探すことが必要です。資産担保債券では、
高格付の欧州のカバードボンドを選好しま
す。債券利回り上昇の悪影響（デュレーショ
ンリスク）に対するクッションを求める投
資家の方には、コラテラライズド・ローン・
オブリゲーションのシニアとメザニントラ
ンシェこそ、低利回りの短期債に取って代
わる魅力的な商品です。
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出所 Credit Suisse Capital Market Assumptions5年期待リターン
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株式 債券 オルタナティブ

精彩を欠く高格付債のリターン

新興国国債の追加
投資家の方は、伝統的なハイイールド債と同
様のリターン見通しが予想されながら格付け
は高い新興国 (EM) のハードカレンシー債券
も追加すべきと考えています。EM の現地通
貨建て債券も選択肢になりえますが、為替リ
スクがあるためポートフォリオに占める割合
の調整に注意が必要です。総じて、フロンティ
ア市場を含め EM をポートフォリオの債券の
部分に含めることは、マルチアセットの枠組
みの中で分散投資を高めるのに役立ちます。

株式がリターンの向上に寄与
株式とオルタナティブ投資にはリターンを高
めるポテンシャルがあります。株式は低利回
り債券よりも魅力的な期待リターンをもたら
すと考えています。インカム志向が高い投資
家は配当が安定した企業を選ぶとよいでしょ
う。セクターレベルでは、数少ない高成長セ
クターの 1 つとして IT を選好します。景気
見通しの改善に伴い 2020 年上半期には金融
への資金流入が増えると予想しており、金融
株も楽観的な見通しを置いています。
 

オルタナティブ投資の機会
オルタナティブ投資では、不動産によって
ポートフォリオの分散投資が進みリターンの
ポテンシャルが高まります。マルチアセット
のポートフォリオでは、分散投資の目的で総
じてヘッジファンドにエクスポージャーを加
えています。流動性のプレミアムを得るため
に長期投資をいとわない投資家にとっては、
プライベートエクイティが長期のリターン向
上の機会を提供します。

資本市場の前提 (CMA)

詳しくはこちらをご覧
ください : credit-suisse.
com/ cma-en
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  * E: 推定
  ** F: 予想

実質 GDP ( 前年比 %)

2018 2019E* 2020F**

世界 3.2 2.6 2.5

米国 2.9 2.3 1.8

カナダ 1.9 1.3 0.9

ユーロ圏 1.9 1.1 1.0

ドイツ 1.5 0.5 0.4

イタリア 0.7 0.1 0.7

フランス 1.7 1.2 1.1

スペイン 2.6 2.2 1.8

英国 1.4 1.2 1.3

スイス 2.8 1.1 1.4

日本 0.8 0.8 0.4

オーストラリア 2.7 2.0 2.8

中国 6.6 6.1 5.9

インド (財政年度) 7.2 6.8 6.0

ブラジル 1.1 1.2 2.7

ロシア 2.3 1.4 1.6

最終更新日 2019 年 11 月 5 日
出所 Datastream, Haver Analytics, Credit Suisse

注 : 過去のパフォーマンス指標や予想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ありません。

インフレ率 ( 前年比年間平均 %)

2018 2019E* 2020F**

世界 2.7 2.6 2.5

米国 2.4 1.8 2.0

カナダ 2.3 1.9 1.8

ユーロ圏 1.8 1.2 1.1

ドイツ 1.9 1.3 1.3

イタリア 1.2 0.6 0.7

フランス 2.1 1.3 1.3

スペイン 1.7 0.8 1.0

英国 2.5 1.9 2.1

スイス 0.9 0.5 0.5

日本 0.9 0.5 0.1

オーストラリア 2.0 1.8 1.9

中国 1.9 2.6 2.2

インド (財政年度) 4.0 3.4 3.4

ブラジル 3.7 3.7 3.7

ロシア 2.9 4.5 3.2

経済成長とインフレ予想

予想

2020 年の世界経済は伸び悩み、成長率は 2019 年とほぼ変
わらず 2.5% を予想しています。企業利益の伸びが限定的
で債券利回りが横ばいからわずかな上昇にとどまるだけに、
2020 年の主要株式市場のリターンは 1 ケタ台となる可能性
が高い反面、ほとんどの主要国債のリターンはマイナスにな
ると想定されます。
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株式 *

2019 年 11 月 5 日時
点の 2019 年初来の

パフォーマンス
2020 年の予想トー

タルリターン 

米国株 24.7% 6.50%

EMU 株 24.4% 5.80%

スイス株 27.0% 4.10%

英国株 13.6% 5.70%

日本株 17.1% 5.60%

新興国株 14.1% 5.40%

債券利回り
2019 年 11 月 5 日の

終値 2020 年末の予想

米国 10 年国債利回り 1.80% 2.20%

ドイツ 10 年国債利回り -0.31% -0.10%

スイス 10 年国債利回り -0.45% -0.30%

  *  パフォーマンスと期待リターンは配当を含むトータルリターンである。市場とは現地通貨建ての MSCI カントリー / 地域指標を指す。2014 年 11 月 6 日 – 
05/11/2019 年 11 月 5 日までの期間のこれら指数のパフォーマンスを時系列で並べると : MSCI USA: 5.5%, 1.3%, 26.6%, 7.2%, 14.9%; MSCI EMU: 17.8%, 
-8.7%, 29.5%, -8.1%, 13.4%; MSCI スイス : 4.8%, -10.5%, 30.0%, 0.0%, 18.2%; MSCI 英国 : 0.0%, 9.5%, 17.3%, -2.2%, 7.1%; MSCI 日本 : 15.3%, -13.3%, 
34.8%, -4.9%, 4.2%; MSCI EM: -0.1%, 4.6%, 30.1%, -6.9%, 11.3%

** Barclays Global Investment Grade Corporate and Global High Yield index
*** JP Morgan EMBIG Div. (sovereign index)

  最終更新日 2019 年 11 月 5 日
  出所 Bloomberg, Datastream, Credit Suisse

   注 : 過去のパフォーマンス指標や予想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
頼できる指標ではありません。

金融市場のパフォーマンス / 予想

債券

2019 年 11 月 5 日時
点の 2019 年初来の

パフォーマンス
2020 年の予想トー

タルリターン

世界の投資適格債 ** 11.30% 2.60%

世界のハイイールド債 ** 12.02% 3.10%

新興国 HC 債 *** 13.06% 3.60%

通貨
& コモディティ

2019 年 11 月 5 日の
終値 2020 年末の予想

ユーロ / 米ドル 1.11 1.15

米ドル / スイスフラン 0.99 1.00

ユーロ / スイスフラン 1.10 1.15

米ドル / 日本円 109.00 103.00

英ポンド / 米ドル 1.29 1.40

米ドル / 人民元 7.02 7.20

金 ( 米ドル / オンス ) 1505.00 1500.00

WTI ( 米ドル / バレル ) 57.00 55.00

世界経済と市場はこうした課
題に直面しつつも打たれ強さ
を見せるでしょう」

「
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緩やかな成長トレンドが続き、マイナス金利が拡がった状況
では、リスク資産価格も緩やかな上昇になるでしょう。一方、
将来の資金ニーズに備えるために必要なリターン水準は、こ
れまで通り高いままです。2020 年の世界情勢は、目まぐるし
く変化し、ボラティリティは短いサイクルで上昇を繰り返す
と考えています。
資産運用戦略を考える際の留意点は、リスクに備えポート
フォリオの流動性（換金性）を高め、投資先を広く分散して
おくことでしょう。

日本向けの投資戦略 
備えるための運用

キャッシュを働かせよう
マイナス金利が拡がり、キャッシュ（現預金）
での運用が難しくなっています。今後、経
済に幾分インフレ圧力が戻り、イールドカー
ブが若干スティープ化すれば、短期証券や
国債、投資適格債券のトータルリターンは
マイナスになるでしょう。キャッシュ代替
の戦略で注目しているのは、為替取引で短
期金利の高い通貨を活用した高キャリー・
トレードや比較的金利が高く、流動性も潤
沢な米ドル建てでの超短期債券や担保付債
券への投資です。

利回り（イールド）確保の運用
マイナス金利とクレジット・スプレッド縮
小で、プラスの利回り（イールド）を得る
ことは、より難しくなっています。イール
ド確保の戦略には、2 つのアプローチがあり
ます。一つめは、フィーや機会損失などの
コストを極力抑えることです。ソリューショ
ンとしてはイールド追求型の投資一任運用
を活用、投資方針に沿って、よりきめ細や
かなポートフォリオ管理ができる仕組みを
導入することです。二つめは、より安全性

が高く、かつ十分なスプレッドのあるクレ
ジットを見つけることです。具体的には、
劣後債という株式的な性格を持つ債券に加
え、不動産投資（REIT）、安定高配当株式も
イールド戦略の検討対象になるでしょう。

長期でのリターン向上戦略：成長への投資
世界経済の成長はスローダウンするでしょう
が、株式やオルタナティブ投資は、利回りの
低い債券を上回るリターンを稼ぐことができ
ると考えています。より長期的視点でみても、
特定のビジネス（テクノロジー、シェアリン
グエコノミー、高齢者サービス、持続可能性
ビジネスなど）には高い成長機会があります。
これらのビジネスの成長は、世界的な潮流と
なっているグローバル化から多極化へのシフ
トや少子高齢化の進展による人口減少という
社会・経済の構造変化と政治的潮流の変化に
起因しています。このような構造変化に、新
たなテクノロジーの登場や進化も相まって、
新たなビジネスチャンス、成長の機会が登場
してきています。

松本聡一郎　チーフ・インベストメント・オフィサー、ジャパン
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先進国で拡がったマイナス金利 
国債残高全体にマイナス金利の国債が占める割合

クレディスイスでは、長期投資テーマ「スー
パートレンド」として整理し注目しており、
このテーマに沿った成長株式への投資に注
目しています。

またボラティリティが短いサイクルで繰り
返し上昇する環境では、株式ポートフォリ
オを安定させる投資手法が求められ、オル
タナティブ投資の一つである株式ロング・
ショート戦略や下値ヘッジ付きの株式投資
戦略に注目しています。

マルチアセット運用（グローバル分散 
投資） 
低いリターン、高いボラティリティという
環境で、必要なリターンを挙げるため従来
よりリスクを取った投資も取り込む必要が
あるでしょう。この際の重要なポイントは、
コストを抑えつつ全体のリスクをコント
ロールできる仕組みを投資戦略に取り込め
るか否かでしょう。長期的な資産形成のコ
ア運用戦略として、グローバルに多くの資
産に分散して投資するマルチアセット型の
投資一任運用に注目しています。

(出所：ブルームバーグ、クレディ・スイス) 
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75% 76%
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2019年11月5日 2019年10月10日 2017年9月8日
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リスクに関する注意事項
すべての投資は価値とリターンの変動を中心にリスクを伴います。お客様の基準通貨以外の通貨建ての投資の
場合、為替レートの変動により価値、価格、インカムに悪影響を与える場合があります。

本書で取り上げた証券への投資にまつわるリスクについては、次のリンクをご覧ください : https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/

本書には特別なリスクを伴う投資についての情報が含まれている場合があります。本書に基づく投資決定を下す前や本書の内容に関して必
要な説明については、独立のファイナンシャルアドバイザーの助言を受けてください。スイス銀行家協会発行の情報パンクレットである 
“Special Risks in Securities Trading” にも詳しい情報が記載されています。

過去の実績は将来の成績を示唆するものではありません。パフォーマンスはコミッション、手数料、その他の課金および為替レートの変動
の影響を受ける場合があります。

金融市場リスク
過去のリターンや金融市場シナリオは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。記載された投資の価格と価値、発生する可能
性があるインカムは騰落したり変動するおそれがあります。過去の実績は将来のパフォーマンスの指針ではありません。お客様の基準通貨
以外の通貨建ての投資の場合、為替レートの変動により価値、価格、インカムに悪影響を与える場合があります。決定を下す際に必要とさ
れるアドバイザーにご相談ください。

投資には公開市場がない場合や制限された流通市場しか存在しない場合があります。流通市場が存在する場合でも、市場で取引される投資
の価格を予想したり、こうした市場の流動性の有無を予測することは不可能です。

新興国市場
本書が新興国市場に言及する際は、新興国市場に関連もしくは連動した各種の投資や取引、または新興国市場で設立、所在、主に事業に
従事している発行体および債務者に関する不透明感やリスクがあることをご承知おきください。新興国市場にまつわる投資は投機的と見
なされる場合があり、価格の変動は先進国よりもはるかに大きくなります。新興国市場への投資は、新興国市場について独立した知識を
有し、かかる投資に伴う各種のリスクを考慮し評価することができ、かかる投資からの損失という大きなリスクを負うのに必要な経済力
をお持ちの高度な投資家または経験豊富な専門家の方だけにお願いしています。新興国市場への投資に伴うリスクとポートフォリオの資
産配分を管理するのはお客様の責任です。新興国市場に投資する際に考慮すべき各種リスクや要因については、ご自身のアドバイザーに
ご相談ください。

オルタナティブ投資 
ヘッジファンドは、規制され承認を受けた集団投資に適用される投資家保護のための数々の規制の対象にはならず、ヘッジファンドのマネ
ジャーはおおむね規制を受けません。ヘッジファンドは特定の投資規律や取引戦略に限定されず、レバレッジやデリバティブのほか、投資
の損失リスクが高まるおそれのある複雑な投機的投資戦略を用いてあらゆる市場で利益を追求します。

コモディティ取引は投資した全額の損失を含め高いリスクを伴うため、多数の個人投資家の方には向いていないおそれがあります。っコモ
ディティ投資のパフォーマンスは自然災害、気候の影響、運搬能力、政局不安、季節の変動、先物と指数を中心とするローリングフォワー
ドの大きな影響といった予測不可能な要因に左右されます。

不動産の投資家は流動性、為替リスクのほかに、景気変動リスク、賃料と現地市場のリスク、環境リスク、法律の改正などのリスクにさら
されます。

プライベートエクイティ
プライベートエクイティ（以下「PE」）は上場取引されていない（証券取引所に上場されていない）企業に対するプライベートな自己資本
投資を意味し、複雑で通常は流動性が低く長期にわたるものです。PE ファンドへの投資は一般的に財務またはビジネスの高いリスクをは
らんでいます。PE ファンドへの投資は元本の保護も保証もありません。投資家は長期にわたり投資のキャピタルコールに応じる必要があ
ります。それに応じない場合は伝統的に資金口座の一部または全額の没収、かかる不履行の前に行われた投資からの将来のインカムや利益
の没収、将来の投資に参加する権利の剥奪、流通市場のバリュエーションよりはるかに低い非常に低価格での投資の強制売却につながりま
す。企業またはファンドに高いレバレッジがかかる場合があり、ビジネスや財務面での逆境や経済的要因により敏感になる場合があります。
こうした投資は激しい競争、ビジネスや経済環境の変化、パフォーマンスに悪影響を与える他の動向に直面することがあります。

重要情報
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金利と信用リスク
債券が価値を維持するかどうかは、発行体および（該当 する場合）保証体の信用度に左右されますが、信用度は 債券の期間中に変化する
ことがあります。発行体および 保証体が債務不履行に陥った場合、債券または債券から 生じる収入は保証されず、当初投資した額を一切
回収で きないか、回収額が投資額を下回る場合があります。

インベストメント・ストラテジー部門
インベストメント・ストラテジストはクレディ・スイスの一任事業とアドバイザリー事業におけるマルチアセットクラスの戦略策定とその
後の実施を担当しています。モデルポートフォリオが記載されている場合は参考目的でのみ提供しています。お客様固有の状況やリスク許
容度によって、ご自身の資産配分、ポートフォリオのウェイト、成績が大きく異なって見える場合があります。インベストメント・ストラ
テジストの意見や見解がクレディ・スイスの他の部署の意見や見解と異なる場合があります。インベストメント・ストラテジストの見解は
更新の義務を負わず予告なしにいつでも変更されることがあります。クレディ・スイスはこうした更新についてお客様の注意を喚起する義
務を負うものではありません。

インベストメント・ストラテジストは適宜、リスト形式の投資推奨や格付の変更を含め、過去に発行されたリサーチの記事に言及する場合
があります。本書に記載された推奨はクレディ・スイスリサーチが過去に発表した投資推奨の抜粋または言及です。株式については、これ
は個別の発行体のカンパニーノートまたはカンパニーサマリーに関するものです。債券の推奨は、個別のリサーチアラート ( 債券 ) または
Institutional Research Flash/Alert-Credit Updates Switzerland でご覧になれます。これらはご希望に応じて提供するか https://investment.credit-su-
isse.com. でご覧になれます。開示条項は www.credit-suisse.com/disclosure. をご覧ください。

グローバルディスクレーマー / 重要情報
本書は、その配布、発行、提供あるいは使用が法や規制に反している、あるいはクレディ・スイスがそれぞれの地域で定められた登録や免
許を必 要とする、いかなる郡市町村、州、国またはその他行政区域の国民や居住者である個人や組織への配布、またはそれら個人や組織
による使用を意図したものではありません。

本書でクレディ ･ スイスに言及する場合、スイスの銀行であるクレディ・スイス AG、その子会社および関連会社を含みます。当社の構成
に関する詳しい情報は、以下のリンクをご覧ください : http://www.credit-suisse.com。

配布、売買の勧誘、助言の禁止 : 本書は情報提供目的でのみ提供されており、お客様ご自身で使用するためだけのものであり、証券その他
の金融商品の売買を勧誘、提供、推奨するものではありません。事実、意見、引用を含めた事実は凝縮または要約され、執筆日時点のもの
として記載されています。本書に記載された情報は市場に関する論評としてのみ提供されており、規制を受けた金融に関する助言、法律、
税務、その他の規制されたサービスではありません。投資に関する決断を下す前に考慮する必要がある、ある人物の経済的な目標、状況、ニー
ズは考慮していません。本書を基に投資に関する決定を下すのに先立ち、あるいは内容の説明については、独立のファイナンシャルアドバ
イザーの助言を受けてください。お客様が情報を受領またはアクセスした日付にかかわらず、本書は執筆日における CS の見立てや見解を
提供することのみを目的としています。本書に記載された見立てや見解は CS の他の部署のものと異なる場合があり、更新する義務を負わ
ずに予告なく変更される場合があります。CS はこうした更新についてお客様の注意を喚起する義務を負いません。予測と推定 : 過去の実
績は将来のパフォーマンスを示唆または保証するものとしてみなされるべきではなく、また将来のパフォーマ ンスに関する表明または保
証は明示 / 黙示を問わず一切行われていません。本書に将来のパフォーマンスに関する記載がある限り、かかる記載は将来に関するもので
あり、複数のリスクや不確実性にさらされます。逆の記載がない限り、すべての数字は未監査のものです。本書で言及されたすべてのバリュ
エーションは CS のバリュエーション方針と手順に従っています。利益相反 : CS は本書に含まれる可能性のある誤りを修正する権利を留
保します。CS、その関連会社または従業員は記載された証券またはそのオプション、それに関係する他の投資のポジション、保有、重大
な利害を持つ、または取引を行う場合があり、適宜こうした投資を追加、処分する場合があります。CS は本書に記載された投資、または
言及された企業や発行体への関連投資について、重大な助言または投資サービスを行っているか、過去 12 ヵ月間に行った可能性がありま
す。本書で言及された一部の投資は単独の組織または CS の関連会社が提供し、CS がこうした投資の唯一のマーケットメーカーである場
合があります。CS は本書で言及された企業に関係する多くの事業に関与しています。これらの事業には専門的なトレーディング、リスク
アービトラージ、マーケットメイク、他の自己勘定取引が含まれます。税金 : 本書は投資、法律、会計、税務に関する助言は含んでいませ
ん。CS は投資の税務効果に関する助言は行いません。独立した税務の専門家に相談されることをお勧めします。課税の水準と基盤は個人
の状況によって変わる場合がありますのでご注意ください。情報源 : 本書に記載された情報や意見は CS が信頼できると判断した情報源か
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