
グローバル・インベスター 1.09
クレディスイス投資家顧客のための専門知識

投資戦略の構築
景気のサイクル、スーパーサイクルとリスクを管理

ウルフギャング・ドロベッツ（Wolfgang Drobetz）スタイル投資が再び脚光を浴び

ている。体系的なアプローチによって投資対象の選別が容易になる。ジャーン・ジン

（Zhang Xin）中国不動産低迷に立ち向かう戦略。トーマス・ストラブハー（Thomas 
Straubhaar）科学的アプローチによってクレジット・クランチを克服するための重要な

教訓が得られる。ナンシー・マッキンストリー（Nancy McKinstry） グローバル・リセッ

ションへのメディアの反応。



グローバル・インベスターはこちらで聴くことができます。  
www.credit-suisse.com/globalinvestor



カラフルなパレットから最もふさわしい色を、広大な
ストックから最もエレガントなファブリックを、多様
な香りから心地よいフレグランスを、騒音の中から
適切な音色を選び出す。これがあなたのパーソナル・

スタイルを決めるのです。
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スタイル投資で効果を上げるには長期プランに固執
することが極めて重要 － と、チューリッヒ大学のトー
ステン・ヘンズ（Thorsten Hens） 教授は説きます。

2008年のグローバル市場の暴落のように投資家心理
の機能不全のため、極端な事象の後には、多くの投資
家が株式市場から手を引くという結果が生じます。し

かしこれは、歴史が教えるところに逆行するもので、市
場の回復局面で生じる利益を見過ごしてしまう結果に

なり得ます。 26ページ

「株式市場の暴落は、晴天の霹靂の
ようにして起きるものではない。我々
の心理が危機の認識、適切な行動を
妨げているのだ」

トーステン・ヘンズ
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投資戦略の構築

06
科学と芸術を組み合わせる
優れた投資戦略の開発には科学的なアプローチが必要です、
しかし、ちょっとした芸術性も重要です － と、プライベート・
バンキングおよびアセット・マネジメント調査部門最高責任者、
ギルズ・キーティング （Giles Keating）氏が述べています。

11
正確にタイミングをはかる
景気循環の様々な局面における資産クラスおよび投資スタイル
の動き方を把握すれば、景気後退時におけるポートフォリオの
ダメージを最小限にとどめることが可能 － と説くのはUKおよ
びグローバル・アセット・アロケーションの調査部門最高責任
者、マイケル・オサリバン （Michael O'Sullivan）氏です。

16
スタイル投資とは？
スタイル投資の評判が高まっています。ハンブルク大学ファ
イナンス研究所のウルフギャング・ドロベッツ（Wo l fga ng 
Drobez） 教授は、小型株、大型株、バリュー型、グロース型、
モメンタム型、そしてコントラリアン（逆張り）型の投資スタイル
が、市場をリードする理由を説明します。

20
クレジット・クランチ、その後
金融・財政危機の影響は？ トーマス・ストラブハー（Thomas 
Straubhaar）教授と、企業のCEO（最高経営責任者）の立場
にあるチャン・シン（Zhang Xin）とナンシー・マッキンストリー
（Nancy McKinstry）の両氏が新しいグローバル経済の新しい
勢力図について見解を述べます。

26
クライシス時のリスク管理
相場下落時における投資家のリスク許容度は、彼らがその直前
に儲けたか、はたまた損をしたか － による。 チューリッヒ大
学のトーステン・ヘンズ（Thorsten Hens）教授は、投資家が自
らの判断に対してもっと客観的であるべきだと述べています。

31
スタイル投資とその実態
ウォーレン・バフェット（Warren Buffett）、アンソニー・ボルトン
（Anthony Bolton）、ピーター・リンチ（Peter Lynch）、リチャー
ド・ドライハウス（Richard H. Driehaus）、ビル・グロス（Bill 
Gross） － 著名な５氏のそれぞれに特色のある、５つの投資
アプローチ。彼らの成功ストーリーから、その人格と経歴がいか
にして投資スタイルを形成するのかを検証します。

当レポートは、2009年4月にグローバル向けに発行された
英語版レポートを、2013年2月に日本語に翻訳したものです。
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「アドバイザリー・プロセス」は顧客の

ニーズを顧客のファイナンス目標とリス

ク許容度に照らして分析し、ファイナン

ス・コンセプトと顧客のプロファイルを

作成します。それが、確固とした投資戦

略を構築する基礎となります。
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投資戦略の構築
投資戦略の構築は、単に投資家の期待リターンに即した戦略の設計にとどま
りません。具体的なポートフォリオ構築の実行にも関わります。ポートフォリオ
構築実行の最終段階は、ポートフォリオのパフォーマンスのモニターとリスク

管理で、このプロセスは持続的なものと解する必要があります。

近年の金融危機は世界中の多くの投資家を不安に陥れました。

金融危機に伴う相場の波乱、世界規模のリセッションの中で大方

の資産価値は低下し、市場の混乱がその不安を増幅しました。今日、

非常に多くの投資家のポートフォリオは損失を抱えています。最近

われわれが経験したような急激な市場の変動は、ベル曲線分布で

は、めったに起こらないはずですが、それがいくつも積み重なって

生じたため、金融業界が信頼して使用し続けてきたモデルの多くに

は限界があることが浮き彫りになりました。こうした事態が生じた

結果として各資産クラス間では相関関係が予想以上に強まっており、

特に市場が極端な動きをする場合、リスク管理を従来のファイナン

シャル・ツールに頼るだけでは不十分であることが実証されました。

景気動向に乱れが生じる局面では、リスク管理にはより高度な

機能を有するツール、新たなツールが必要です。それには、従来型、

行動的、神経学的またはフラクタル・ファイナンスなど広い範囲の

金融分野に好ましい考え方が数多く容易されています。新しいツー

ルは、様々な市場のシナリオに対して効果的に適用できますが、基

本的には効果的、且つ一貫して将来のリスクの予測が可能か否か

が重要な問題です。

リスクには不確実性がつきものであることを考えると、確固とし

た投資戦略の構築は科学でもあり、芸術でもあります。今号の「グ

ローバル・インベスター」では、アドバイザリー・プロセスの文脈の

中での投資戦略の理論と実践を検証しています。また、景気サイク

ルの様々な局面では予測不能な事象が生じますが、その全てを乗

り切れるようなポートフォリオの構築に応用でき戦術も集めました。

市場が加熱気味であっても、減速気味であっても、後退局面また

は回復局面にある時でも、またはコモディティのスーパーサイクル

が台頭しつつある時でも、経済環境の長期的な構造変化に対応す

るには、自らのポートフォリオについても全資産クラスにわたって大

掛かりな調整が必要であることを投資家は知らなくてはいけません。

景気循環を把握すれば、資産、セクター、スタイルのパフォーマンス

における転換点を特定できます。

これらの戦略やツールを活用すれば、強い回復力を備えた投資

手法の構築に大いに役立ちます。難しい時期ではありますが、危

機的状況からこそ多くが学べること、改革は厳しい環境から生ま

れるケースが多いことを心に留めて置く必要があります。 ￭

アーサー・ヴェイロヤン（Arthur Vayloyan）
プライベート・バンキング投資サービスおよび商品部門最高責任者
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前 後

戦略の実行　２
投資戦略の実行は、実行ガイドラインに従って、正確な資産とタイミングを決定し、

その投資対象資産を景気の循環に応じて変更します。

コア・サテライト戦略では、第一と第二の投資目標を設定する必要があり、

それに最も適した資産クラスを選択します。26ページの記事を参照

戦略の実行　１
戦略に見合う特定の投資が選択されます。全ての投資戦略にはリスク分析がなされます。これには極端な

シナリオ上でのストレステストも含まれます。

投資戦略
投資戦略を作成することは、リターンへの期待感、リスク許容度などを、一定の期間や個人的な制約を考

慮した上で、その投資家のニーズに合ったポートフォリオを構築することです。

これには適宜、コアおよびサテライト・ホールディングを含むことがあります。



グローバル・インベスター 1.09    焦点—06

投資家が微笑む理論
レオナルド・ダ・ビンチは、『モナ・リザ』を描いた画家というだけでなく、有能な発明家で、芸術と科学を結び付けることの意味を熟知していました。同様のアプ
ローチで今日でも豊かな果実を手にすることができるのです。本記事で検証するマーコウィッツのポートフォリオ理論の考え方などからは投資決定に当たっての
確固とした科学的基盤が示されますが、状況によってはそれにも限界があります。こうした限界に挑み、最大の利益を確保するには芸術的思考が要求されるので
す。
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個々の資産や投資商品の価値を判断することは、それだけでも

結構、難しいものですが、多数の投資商品がポートフォリオの中に

組み込まれているとその判断は一層複雑になります。異なる資産

の相互間でリターンの相殺があるかと思えば、同一方向に動くこと

もあるからです。そこで投資家は全体をカバーする投資戦略を案出

しなくてはなりません。 これによって、ポートフォリオ内の個々の

商品を評価するとともに、過剰もしくは不釣合いなリスクを取るこ

となく当初の投資目標を追求することになります。

幾つかの研究では、広範囲の資産

クラスに対する配分の決定 － 債券対

株式、新興市場対先進国市場など― が
基本的にポートフォリオのリターンの約

90% を決定しているという結果が出て

いまが、一般に投資家はこれに関心を

寄せていません。投資家は特定の株式

やファンドなどの個別商品の検討に不

釣合いに多くの時間を割く傾向にある

のです。本稿ではそうした広い範囲に

わたる資産配分の設定についてひとつ

の枠組みを紹介したいと考えます。 
多くのポートフォリオの構築の基礎

となっているコア理論はハリー・マーコ

ウィッツ教授により1950年代に提案さ

れたものです(9ページのボックスを参

照)。極端に要約すると、同理論には２

つの重要な考え方があります。１つは、リスクと期待するリターンの

間のトレードオフという考え方です。すなわち、もし高リターンを期

待するならリスクも高くなるという考え方です。２つ目は、ポートフォ

リオの多様性です。すなわち、ポートフォリオ内の資産は相関性が

完全ではない場合、ポートフォリオ全体のリスクは、構成する資産

の加重平均よりも低くなるという考え方です。

この２つの考え方にはきわめて大きな意味があり、投資家は誰

しも基本となる投資戦略のデザインに当たってはぜひ考慮すべき

事項であると確信します。この理論では

特に、通常はまず少数の資産に集中し、

その上でより多様性を持ったポートフォ

リオに移行するのが望ましいとされてい

ます。

マーコウィッツが最初にこの理論を

提案してから半世紀の間に、理論上、

実務上で数々の場面に出くわしていま

す。理論が有効に働いたケースもあれば、

そうではなかったケースもあります（詳

細はボックスを参照）。多くの個人投資

家にとっては、大幅な値下がりによる資

産価値の下落と、同じ規模の大幅な値

上がりによる資産価値の上昇を比較した

場合、前者の方がはるかに大きく映る点

が最大の問題です。こうした非対称性は

マーコウィッツの理論では必ずしもしっ

芸術と科学を
組み合わせる
今日のような前例のない市場環境では、従来にも増して強靭な投資戦略を構築することが大切です。
まず、投資家が目標とするところとその制約を特定しなければいけませんが、それには固定債務などの
科学的要素と、リスクに対する姿勢などの芸術的な要素が含まれます。これに続くのが投資プログラム
のデザインと実行です（本稿で取り上げるのがこのステージです）。そして、ここでも科学と芸術が関
わってくるのです。ここでは、状況をクレディスイスに限定するのではなく、こうしたプロセスに関する
一般的な理論と実際を説明します。

ジャイルズ・キーティング（Giles Keating）、 プライベート・バンキングおよびアセット・マネジメント調査部門最高責任者
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米国におけるサイズとスタイルの影響
景気サイクルを超えてより安全な資産とより高リスクの資
産への配分を調整することはポートフォリオのパフォーマ
ンスを上げる一つの方法です。 例えば、株価収益率倍数
が低い小型株式の売買は長期的には投資家に高リターン
をもたらしますが、景気後退局面ではその影響を受け易い
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保持期間別の米国株式の年率換算実質リターンの広がり (1850年 – 2008年)
1850年以来、広範囲の株式バスケットを買った米国の投資家の実質リターンは、１年では －62% ～ 172%  (税金なしと想定)でした。もしその投資家がその株
式を25年保持したとすると、想定される年率リターンは減少するものの、プラス（年率1％～12％）となります。 もしその投資家が債券に投資していたなら、リ
ターンの範囲は狭く、インフレーションを考慮すると25年以降は実質リターンがマイナスであった可能性があります。
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かりとは捉えられていません。市場はマーコウィッツが想定したよう

な、比較的秩序だった動きをしないケースが多く、これが問題を増

幅しています。市場にはむしろ、統計学上のなだらかな分散では

捕捉できない破壊的な状況が発生することがあるのです。

こうした問題に対処するべく、ポートフォリオのデザインに当たっ

て、マーコウィッツを基準にしたアプローチでスタートしつつ、これ

に新たなステージを加えるという試みが登場しました。無数の極端

な事象の中でパフォーマンスがどう変化するかをコンピュータによ

るシミュレーションで見出そうというステージです。これには歴史

上の事象（1998年のロシア債務不履行、または今回のクレジット・

クライシスの再現など）、ないしは想像上の事象（例えば、戦争勃

発による湾岸の船舶航路閉鎖など）を使用して行います。この分析

では、想像上の極端な事象、特に「未知の未知」または「ブラックス

ワン」（ナシム・ニコラス・タレブ（Nassim Nicholas Taleb） がその

著『Black Swan』で紹介）などの発生を想像し、これに発生の確率

を割り当てるに当たり、科学的テクニックと「芸術的な」判断の組み

合わせが必要です。このような「イベント分析」の結果、高リスク資

産の保有率を低下させることによって、極端な事象発生時のポート

フォリオへの影響を軽減できますが、予想リターンも低下しがちで

す。

こうしたポートフォリオ分析のステージは全て、専門アドバイザー

にとっても投資家にとっても労働集約型のプロセスなので、大規模

なポートフォリオに限定して実行されるのが適切とされます。小規

模のポートフォリオでは、これに代えて既製のポートフォリオを選

択する方が理にかなっています。銀行や金融仲介機関の多くが多

様なリスク・プロファイルに適応した幅広いポートフォリオを提供

しており、多様な通貨と地域ベースで選択できます。これらのポート

フォリオはマーコウィッツに由来するものも、より芸術的を方法を採

るものもあります。いずれにしても、投資家は自身の好みに合った

ポートフォリオを選択できます。例えば、地域的な多様性を加えた

り、オルタナティブ資産への投資額を変更したりもできるのです。変

更を加えれば、ポートフォリオのカスタマイズ化が進み、より芸術的

な領域に入って行きますが、科学的原理からは遠ざかります。

最近では「コア・サテライト戦略」のポートフォリオが好まれ

るようになっています。ある意味でポートフォリオ構築の「ブラック

ボックス」を開けたようで、その構成要素がより透明であるところか

ら、強い直感的なアピールが認められるからです。「コア」は、比較

的低リスクで、中位のリターンが期待できる投資商品を組み込んで

おり、投資対象の分散化が進んでいます。その周りに配置するのが、

高リスク高リターンの投資を含む「サテライト」になります。サテラ

イト内の資産は意図的に分散せず、その代わり、例えば「水不足」や

「中国の消費者」などといった単一のテーマに焦点を絞ります。

厳選された優れたコア・サテライト戦略のポートフォリオは、全

体的に分析すれば、基本的にはマーコウィッツ流の最適ポートフォ

リオに近いものとなります。サテライトは意図的に非常に特別な

テーマを反映するため、もしそれらコアのテーマが本来的に多様

性に富むものであるなら、一つのテーマに限定した資産のリターン

と、その他テーマに基づく資産のリターンとの間の相関性は低いも

のとなります。しかし、これらのポートフォリオを分析し、選択され

たテーマが充分に分散されているか否かを確認することは重要で

す － コア・サテライト戦略の導入時点では必ずしもこの点が確認

されているとは限りません。また前述のストレステストを適用するの

も良い方法です。これらのステップが取られれば、分散化の進んだ

サテライト戦略は、マーコウィッツ流の最適なポートフォリオに近

マーコウィッツのポートフォリオ理論 
早分かりとその限界 

マーコウィッツは、相互に必ずしも完全な相関性のない多様な

資産を想定したうえで、一定の予想リターン率でボラティリティが

最小のポートフォリオを構築する方法、および一定水準のリスクで

最大の予想リターンを得る方法を提示しました。本欄では、この

理論における主な問題点、それへの対処法を説明します。

1 マーコウィッツのアプローチでは、個々の資産についての将来
の予想相対リターン、将来のボラティリティ、他の資産のすべてと

の相関関係についての知識が要求されます ― しかし将来は未

知です。特に2008年のような極端なストレス下では、本来相関

関係がなかった複数の資産が同時に突然下降に向かい、最良の

ポートフォリオのはずが全く分散されたものではなかったという

こともあり得るのです。2008年には主要資産クラス中で他資産と

の相関関係を低く維持できたのは唯一、国債だけでした。現実

的なソリューション：(a) 過去のデータを使いながらも、既知の変

化に合わせて調整する、 ( b) 極端なストレス状況下でポートフォ

リオのパフォーマンスがどう変わるがかをテストする。—2 過去
のデータは完璧ではありません。幾つかの資産（例えば米国債）

では長期間のデータを得ることが可能ですが、その他の資産 (例
えば、林業関連やアジアの不動産など)では不可能です。現実的

なソリューション： ギャップを埋めるため想定を立てる。例えば、

アジアの不動産は米国の不動産市場の、同様の発展段階であっ

た時期と同じ動きをすると想定する。—3 この理論は、投資家
は一定レベルのリスクで最大のリターンを期待するという前提に

基づいています。しかし、実際には他の要因も重要です ― 中で

も最も重要なのが流動性です。多くの投資家にとっては自らの資

産に容易にアクセスできることが大切だからです。流動性が高け

れば、リターンが多少低下しても受け入れるのです。加えて、この

理論による最もシンプルな形では取引コストが無視されています。

長い期間を経ると、この比較的単純な問題も極めて厄介な問題

に発展してしまいます。現実的なソリューション：低流動性資産と

高取引コストの資産には過去の実際に生じたよりも高いボラティ

リティを想定することで、「ハンディキャップ」を課する。—4 投
資家によっては他の投資家に比べて情報量が豊富な場合もあり

ますし、ある資産については合法的に得る情報量が市場が有す

る情報量より多い場合もあるかもしれません（例えば、ウォーレ

ン・バフェットが適用していると見られるスーパー分析のような

分析により － 詳しくは31ページの記事を参照）。現実的なソ

リューション： この種の資産は標準的な理論で想定されるよりも

多量に保有する。—5 保有可能な資産にはあまりにも広がりがあ
るため、全てについて最適なポートフォリオを計算することは現

実的ではありません。現実的なソリューション： 2段階のプロセ

スを用います。第一、広範囲の資産のレベルで決定する（非常に

広い範囲の場合、例えば「全ての債権」、それほど広くない場合、

例えば「短期のユーロ圏の投資適格格付債券」など）。 第二、そ

の資産クラス内での決定をする。
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いものとなりますし、直感的なアピールも得られます。そして恐らく、

マーコウィッツの「ブラックボックス」よりは、モニターも調整も容易

でしょう。従って例えば、テーマの一つが政治的・経済的な情勢変

化で魅力が低下した場合、比較的迅速且つ容易に当該サテライト

を新しいサテライトに交換できます。コア・サテライト戦略が採用さ

れていない場合、こうした交換はさほど簡単には行きません。

多くの投資家にとって、通貨への配慮は大変重要です。このプロ

セスでは、投資家の自国通貨につながるリターンを生む資産を多量

に選択するよう配慮されますが、分散化のために他国通貨に関連す

る資産も選びます。しかし、上述の通り、投資家は通貨による利益・

損失に対して非対称的に反応しがちです。このため、通貨オーバー

レイ戦略を検討することにもなります。

プランの実行

投資家が好みのポートフォリオ・プランを選択後、プランの実

行に際して2つの問題に直面します。まず、現存のポートフォリオが

新たに選択したプランとは異なる可能性があるケースです － 直ち

に既存の資産を再編成してプランと合致するようにしますか、それ

とも時間をかけて再編成するべきでしょうか？ 次に、好みのポート

フォリオ・プランが出来上がっても、市場環境によってはそのプラン

から距離を置いた方が賢明である場合もあります。例えば、もし長

く深刻な不景気が来ると予測されるならば、株式の割合を減らすと

いう方法方です。

既存のポートフォリオをどのようなテンポで再編成するべきか

は、2つの要因で決まります。ひとつは市場の状況です。例えば、既

存のポートフォリオはプランと比べて、債券が多く、株式が少ないと

します。しかし、株式市場のモメンタムは下降する傾向にあるなら、

債券と株式の差替えを遅らせる方が賢明であるといえます。もうひ

とつは、コストと実用性です。大型株式のように流動性の高い資産

を別の資産に差し替えることは比較的容易です。しかしプライベー

ト・エクイティー・ファンドは流動性が低いためエクスポージャーを

減らすことは実用的ではありません。そのような場合には、例えば

ポートフォリオ内のより流動性が高い中型株へのエクスポージャー

を減らすことで、プライイベート・エクイティへの加重の大きさを相

殺することができます。

ポートフォリオが目標通りに構築されたら、投資家は景気サイク

ルを超えて市場環境に適合するように戦略を決定すべきです。最も

簡単な方法は動かないこと、すなわち、ポートフォリオを変更しな

いこと － です。この方法では、当該ポートフォリオに既に備わって

いる多様性を頼んで、資産価格の下振れを抑制することになります。

よりアクティブに出た場合に想定されるメリットをあきらめることに

はなりますが、資産間の差替えタイミングを間違えるというリスクは

回避できますし、そのための取引コストもかかりません。投資対象

期間が20 – 25年の長期投資家には、歴史的に見てこのような戦

略が大きなリターンをもたらしたことになります（8 ページの表を

参照）。ヘッジファンドなどのオルタナティブ資産はこうした効果を

高めるべく、分散投資を一段と進める方向を取っています。しかし

2008 年の経験から分かる通り、これらの分散の機会を全て活か

ジャイルズ・キーティング（Giles Keating)は、クレディスイスのプライベート・バンキング

およびアセット・マネジメントの調査部門最高責任者で、グローバル経済および戦略グルー

プの最高責任者でもあります。同グループは当社の全ての部門のマクロ分析をまとめてい

ます。それ以前、彼はクレディスイス投資銀行（前クレディ・スイス・ファースト・ボストン社）

の年金アドバイザリーおよびストラクチャー・グループの最高責任者、債権調査およびエコ

ノミクス部門のチーフ・エコノミストでした。 
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したとしても、資産を「そのまま」にしておく静的な方法であっても、

いくつもの景気サイクルにわたり、ポートフォリオ評価の大変動を乗

り切っていかなくてはなりません。数年にわたる非常に大きな損失

を他の資産で相殺するには、時には10年以上待たなければならな

いこともあります。それを出来た投資家はほとんどいません。

一方、投資家の多くは、非常に分散化の進んだポートフォリオに

固有の変動を低減するため、幾つかの方策を選びます。その管理

方法は、３つに大別できます。(1) そのプロセスを、裁量権を与え

たマネージャーに任せる（投資一任）、 (2) 景気サイクルを超えて

ポートフォリオを調整するに当たり、随時、特別な方法を適用する、

(3) その調整をする際、明確な規則やツールを使用する － という

ものです。１番目の方法は多くの投資家にとって魅力的なものです

が、本稿の対象範囲には入りません。２番目は「科学」よりも「芸

術」を適用する別の方法で、あるサイクルでは優れたパフォーマン

スが期待できるものの、経済環境が変われば非常に悪化するとい

う危険性もあります。3番目の方法は、科学の分野に戻ります。堅固

な体系にある投資規則は、景気下降が激しくなると警告を発して、

国債など低リスク資産への移行を促します。さらに、景気が底入れ

し、再び上昇が加速し始めると、次第に大きなリスクを取るべく促す

信号を発します。このようなプロセスを経ても、ポートフォリオ価値

の増減を解消することはできませんが、その信号によって投資家が

より正確なタイミングで決断を下せば、価値の減少を緩和すること

はできます。「グローバル・インベスター」で示すサイクル・クロック

は、このような方法の一例です。

「芸術的」要素は投資プロセスの一部であり、特に投資家が自ら

のリスクへの姿勢を決める初期段階で重要な役割を負います。しか

し、「芸術的」であるために、好景気の頂点（投資家が未知の不案

内な資産を買いに走る状況＝「ファイナンシャル・ツーリズム」）、も

しくは景気のどん底（投資家が底値買いに向かいたくなくなる状況）

で下す決定が間違えたものであっても、隠されてしまうこともありま

す。従って、科学的な分析ツールはどのような投資プロセスにあって

もコアを形成する必要があります。「グローバル・インベスター」の

本号はこの分野でガイダンスを提供します。 ￭

「グローバル・インベスター」はこちらで聴くこ
とができます。
www.credit-suisse.com/globalinvestor

クレディ・スイス・リサーチ・インスティチュートは、最近同様のトピッ

クで、「クレディスイス・グローバル・インベストメントリーターンズ年

報 2009年」 を出版しました。これには100年以上の金融市場リター

ンのデータが提示されています。



グローバル・インベスター 1.09   焦点—11

20世紀初頭以来で最悪の事態が到来するとの懸念から、投資

家の関心はいつ景気の下降が始まるかに集中しています。クレジット

危機がきっかけで市場には極度の相場の乱高下が発生し － 9月以

降、市場は度何度となく一日10%もの変動を見せています ― 、取引

所の取引の一時中断や、国が大手銀行の大株主となる、などといっ

た、ありとあらゆる異常な対応を迫られました。しかし、投資家は日

単位や月単位の事象に拘（こだ）ることなく、景気サイクルの長期的

変動によって 資産クラス間でどのような大規模調整が必要になるか

を把握する必要があります。経済の減速が景気後退に転じる時、景

気後退が回復に転じる時を見極めることは、 － 債券、株式、コモ

ディティに最良のパフォーマンスが期

待できる時期ばかりではなく － 投
資可能な様々な株式や債券について

も好ましい情報が得られます。例えば、

1970年代には、石油の供給低迷と高イ

ンフレへの懸念から、投資家が資産を

金（ゴールド）に変えて守ろうとし、貴

金属価格が急騰しました。1980年代

には、政府が自由市場経済政策によっ

て低金利政策、民営化を推進したのを

受け、 
国営の電話会社、銀行、電力会

社や水道会社が証券取引所に上場

し、株式や債券の上昇相場が始まりましたが、コモディティは破滅

状態となりました。1990年代は、資本主義が富裕国以外にも広がり、

新興市場に人気が集まりました。市場は景気循環の先を行く傾向

があります。しかし、先行きは本質的に不確かであり、相場は最新

のニュースに反応して変化するため、景気循環に過剰に反応したり、

または過小に反応する傾向があります。この傾向は特に新興市場の

株式など高リスクの投資に顕著に見られます。 
例えば、中国の酒造メーカーやガンビアのモバイル・ネットワー

ク会社など未発達の段階にあるビジネスの可能性を測ることは、ド

イツの酒造メーカーや日本の携帯電話会社のパフォーマンスを測

ることと比べると非常に難しいもので

す。投資家は経済活動の先を読む傾

向にありますが、その経済活動に資金

を提供しているのも投資家です。景気

は、政府による健全な経済政策、順

調な税収があり、充分な資本がバラン

ス良く得られる時に上昇します。逆に、

これら３つの要件から「付加的な」富、

すなわち、生活費を上回る所得が生み

出せなくなった時に、景気は下降に向

かいます。どんな国、どんな地域でも

経済が成長と後退を整然と繰り返すこ

とはありません。 投資と経済の関係

タイミングを
適切にとらえる
 金融危機がマスメディアを賑わしていますが、資産クラスおよび投資スタイルが景気サイクルの様々な
局面でどのようなパフォ－マンスを見せたかを把握できれば、深刻な景気後退時におけるポートフォリ
オ上の損失を最小限に止める上で役立ちます。特に、経済の減速が景気後退に変わる時、景気後退が
回復に転じる時を判定できれば、債券、株式、コモディティなどの資産クラスの間での適切な配分を決
める際に有用です。

マイケル・オサリバン（Michael O Sullivan）英国リサーチおよびグローバル・アセット・アロケーション部門最高責任者 ラース・カルブレイヤー（Lars Kalbreier） グローバル・エクイ

ティおよびオルタナティブ・リサーチ部門最高責任者 シルビー・ゴレイ（Sylvie Golay） 債券戦略

景気循環を測る クレディスイスのビジネス・サイクル・クロックは、

世界の現実の鉱工業生産高と最も効率的な状態下での生産高と

の対比を基にした指標から経済循環の強さを測定します。即ち、世

界の推定鉱工業生産高の、世界の生産能力に対する比率をベース

にします。この指標はOECD（経済協力開発機構）の国際景気循

環が頂点及び谷を付ける日のほか、米国の金利、OECD世界景気

先行指数、世界の失業率などの主要マクロ経済指標などとの間に

整合性を有します。 
ビジネス・サイクル・クロックはグローバルな指標であり、中国

やインドなどの大規模新興国の成長の影響、やや影響力は低下し

たものの米国の生産高 の影響（例えば10年前と比べて）などを見

極めるのに役立ちます。これまでは、経済指標の多くでは米国経

済を世界経済の代表としてきました。ビジネス・サイクル・クロック

は、およそ40ヵ国のデータを含んでいるため、新興市場の影響をよ

り広い範囲で捉えることができます。また、詳細に及ぶ世界鉱工業

生産のモメンタム予測も提供しており、景気の循環の方向性を把

握することができます。
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株式のスタイル別、産業ベース別での投資では、投資家は、様々なスタイルや産業におけるパフォーマンスのトレンドを利用すると、好ましい投資機会が得られます。
この表は、ビジネス・サイクル・クロックの各局面におけるスタイル別、産業別のパフォーマンスについて、広範囲にわたる定型化した分析を示しています。

ビジネス・サイクル・クロック
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をより良く把握できるようにと、クレディスイスは世界経済がどのくら

い「ホット」か「コールド」かを評価するビジネス・サイクル・クロック

を作成しました。この「時計」では特に、景気サイクルの様々な段階

で利益の伸びがどうなるかを測れるほか、主要な資産クラスと投資

スタイルが様々な景気のテージでどのようなパフォーマンスを見せる

かも測れます。分かり易くいえば、景気サイクルの局面を四季に例え

て、景気循環を４つの段階に分けています。即ち、「回復期」（春）― 
生産は トレンドより低いか、ほぼ同じレベルだが、伸びている、「加

熱期」 （夏） ― 生産はトレンドよりも高く、成長している、「減速

期」 （秋）―  生産はトレンドより高いが、減速している。「後退期」

（冬）―  生産はトレンドより低くなり、減速している、という４つの段

階です （12ページのビジネス・サイクル・クロックを参照）。

景気循環の各段階で何が最良のパフォーマンスを上げるのか？

資産価格は、バリュエーションやレバレッジおよびボラティリティが

過去の範囲からかけ離れた状況にある時は、景気循環との関連性

はそれほど密接なものではありませんが、それでも世界の景気循環

をこうした定型化された４つの段階に分解することにより、資産やセ

クター、スタイルのパフォーマンスのターニングポイントを特定する

ことができます。４つの段階（投資の四季）については以下に詳しく

説明しましょう。

「回復期」（春） ―  最良のパフォーマンスはコモディティと株式

産出量ギャップ指標が平均より低いか、もしくはその近くにあっ

て、上昇している状況です。、この段階では金利引下げや財政支出

増などの政府による刺激策が期待でき、その効果で産出量ギャップ

は低レベルから上向きます。物価の上昇率は比較的低く、設備投資

率も依然、低水準ですが、雇用や個人消費データには上向く兆候

が現れます。回復段階では投資家が経済活動の好転を期待するた

め、資産クラスの中ではコモディティと株式が最良のパフォーマン

スを見せる一方、経済成長に対する懸念が薄らぐことから、長期国

債のパフォーマンスは比較的低迷します（年率わずか2.3% ）。
セクター・レベルでは、広い意味での資産クラスと同じ傾向が見

られ、コモディティであるエネルギーや資源セクターのパフォーマ

ンスが好調で、低金利で恩恵を受ける金融、工業など景気敏感セ

クターも好調です。ソブリン債市場と同様に、公益事業や医療など

ディフェンシブ・セクターのパフォーマンスが最も弱くなります。企

業レベルでは、収益および収益のモメンタムは底入れ後、上昇に向

かい、株式収益率も収益の伸び拡大を見込んで上昇し始めます。

「加熱」 （夏）― 景気敏感株が好調 

産出量ギャップは上昇し、トレンドレベルを超えます。4つの景気循

環中では最も好調な段階です。この段階では設備投資や雇用は順

調で、企業の借入が増大するほか、生産はフル稼働してインフレへ

の圧力が高まって金利が上昇します。この循環段階では、資産クラス

のリターンには多くを期待できません。これは、市場が景気のピーク

到達を前に、景気拡大の終わり（および、それに伴う金利上昇と成

長鈍化）を早 と々予想する可能性が強まるためです。株式とコモディ

ティのリターンは控え目で、それぞれ10% 、4%となる一方、長期債券

のリターンは年率13.5% と好調です。コモディティよりも現金の方が

好まれます。「加熱」段階では、高収益でも株価が値下がりし、株式

収益率は低下する傾向にあります。 

この段階では、特に景気に敏感なセクターでは収益モメンタムがピー

クに達します。この「加熱期」に最良のパフォーマンスを見せるのは、

８つのスタイル ある投資スタイル内にある株
式は、複数の循環期にわたりグループとして動
く傾向にあります。クレディスイスではこれら
の投資スタイルを次のように定義しています。 

1 バリュー（価値）型。バリュー型の投資スタイルは、バリュエー
ションは低いものの、ファンダメンタルズが堅実な株式グループ

を対象とするものです。バリュエーションが具現化するまでに

時間がかかるため、バリュー投資家は長期的な投資を志向しま

す。ウォーレン・バフェットの例はこの投資スタイルの可能性を最

大限に示すものです　 —2 グロース（成長）型。 グロース型
は、売上、資産、収益の成長が著しく、市場平均よりも高いリター

ンが望める企業に焦点を当てます。グロース型投資家であるピー

ター・リンチは、投資家が熟知し、目先的なパフォーマンスにと

らわれない株式への投資に重点を置いています。 —3 コントラ
リアン（逆張り）型。アンソニー・ボルトンのようなコントラリアン

投資家は、価格パフォーマンスが悪く、過小評価された株式に

投資する戦略でポートフォリオを形成します。大衆とは一線を画

して、高リターンを狙います。 —4 モメンタム型。 モメンタム投
資家は短期から中期のスタンスで、価格が上昇中の株式のポジ

ションをとり、相場の動きの勢いから利益を得ようとします。シカ

ゴのマネー・マネジャー、リチャード・ドライハウスは、高値の株

式を買い、それらをより高値で売ることで、多く利益を上げられ

る、と述べています。 —5 サイズ型 サイズ・ベースの投資スタイ
ルはポートフォリオを構成する株式の時価総額をベースに投資

方針を決めるものです。歴史的にみて、上げ相場では小型株が

大型株よりもパフォーマンスが優れる一方、大型株の方が株価

の乱高下が少ないという傾向があります。 —6 シクリカル（循
環）型。 シクリカル株は市場の状況と深い相関関係があります。

投資家は、経済への信頼が高い時期に、自動車や家電などのシク

リカル型企業を中心に投資します。 —7 ディフェンシブ型。 ディ
フェンシブ株とは経済の変動に対する相関性の低い企業の株を

指します。ディフェンシブ投資家は、投資資産の大部分を債券や

現金同等物、または低ボラティリティの株式で運用しています。 

—8 所得生成型。所得生成型もディフェンシブですが、確立され
た、定評ある企業に重点を置きます。対象となる企業は、資金力

に安定感がある一方、投資機会も限られていて、株主への現金

還元が期待できる企業です。

ウォーレン・バフェット、アンソニー・ボルトン、ピーター・リンチ、リチャー

ドドライハウスの経歴は31ページを参照。
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多額の設備投資を必要とする遅行型のシクリカル・セクターで、公益

事業、エネルギーのほか、IT産業などの銘柄です。市場は景気減速

と金利上昇を見込んでおり － その影響がこれらの銘柄に現れます。

エネルギー関連のコモディティは、「回復期」からのトレンドを「過熱

期」のピークまで持続しますが、需要鈍化の兆候が見えると値下がり

ます。この段階でパフォーマンスが最悪となるのは通常、通信サービ

スと一般消費財セクターです。

「減速期」（秋） ―　株式とコモディティは下落 

産出量ギャップはなおトレンドよりも上にあるものの、下降し始めて

います。この段階の経済活動には、政策、もしくは経済・金融市場の

不均衡の影響が出易くなります。生産量ギャップは低下しているもの

の、依然、プラスです。マクロ経済の各種指標は変動が大きくなり、右

下がりの傾向を辿ります。ただ、物価上昇率はなお、高水準です。個

人消費および製造業・サービス業の生産指標は不安定になります。こ

れは市場にとっては大変難しい環境です。ここでは当然ながら、パ

フォーマンス最良の資産クラスはソブリン債で、現金がこれに続きま

す。株式やコモディティのパフォーマンスは悪化するでしょう。企業レ

ベルでは通常、借入金に対する依存度は高く、債務不履行率が上昇し、

デレバレッジングが進みます。収益モメンタムは低下し、価格が収益

より速く下落するので、株式収益率は急激に縮小します。この段階で

パフォーマンスが最良となるのは生活必需品、公益事業、医療などの

ディフェンシブ・セクターです。一般にリスク回避気運の高まりによる

もので、収益の低下、業績悪化懸念を背景に収益の質を求める動き

といえます。IT、一般消費財、工業セクターなどのシクリカル・セクター

は出遅れます。

「後退期」（冬）― 長期国債

世界の経済サイクルに関する指標はマイナスの領域に入ります（世

界の産出量ギャップは平均より小さくなり、一段と縮小）。この段階

では通常、生産、消費ともに弱く、物価が下がり始めるため、財政、金

融面から回復支援策が打ち出されます。債務不履行率は高く、収益

モメンタムは底入れのレベルに達します。業務運営上およびバランス

シート上でデレバレッジが進みます。通常、長期国債のパフォーマン

スはこの後退期には良好ですが、コモディティは良好とはいえません。

低金利の影響で現金でのリターンは低下します。セクター別では、経

済の縮小終焉への期待感から、シクリカル・セクターのパフォーマン

スが良好となりますが、生活必需品などのディフェンシブ・セクターも

好転します。この段階では、金融およびエネルギーのパフォーマンス

が最悪となります。

株式におけるスタイル投資 

投資家の関心は概ね、資産クラスとセクター・レベルのリターンに向

けらますが、「グローバル・インベスター」の本号で紹介する通り、ス

タイル投資の重要性がますます増しており、人気を集める投資領域

になっています（13ページのボックス参照）。特に分かり易さから、ス

タイル・レベルでは景気循環がリターンの原動力となります。戦略と

してのグロース型 － 歴史的または構造的に収益の伸び率が高い銘

柄の買い、例、医療株 － は全般的な成長の鈍化期には傾向的に良

好なパフォーマンスが期待できます。逆に、経済が落ち込んだ後には、

バリュー型投資 － 低株式収益倍率銘柄の買い － が勝利を収めま

す。例えば、後退期の終わりから回復 期への移行期にはバリュー型
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マイケル・オサリバン（Michael O Sullivan）は、ク
レディスイス・プライベート・バンキングの英国リ
サーチおよびグローバル・アセット・アロケーショ
ン部門最高責任者です。彼はローズ奨学金生として、
アイルランドのユニバーシティ・カレッジ・コークで
修士、オックスフォード大学ベリオール・カレッジ
で博士号を取得。クレディスイス入社前は、グロー
バル・ストラテジストとしてセルサイド機関で10年
の経験を有し、プリンストン大学とオックスフォー
ド大学でファイナンスの教鞭を取りました。 
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戦略がグロース型戦略より良い結果をもたらします。経済の減速期に

は、グロース型戦略のリターンは平均するとマイナスでとす。コントラ

リアン型、所得生成型およびディフェンシブ型は、経済の減速期また

は後退期には平均以上のリターンを生みます。モメンタム型戦略はシ

クリカル型と並んで景気循環の回復期、そして特に加熱期には好調

です。

債券におけるスタイル投資 

株式と同様に、債券の世界もスタイルで分けることができます

が、こちらは、２つの重要な特性 – デュレーション（または 償還期

間）および信用力 － で分けます。デュレーションは金利変動に対す

る当該債券の感度を反映します。デュレーションが長いほど、金利の

変動が債券の価値に与える影響は大きくなります。信用力は債券の

発行体である政府や自治体、または企業の 返済能力を反映します。

活発な経済活動が金利を押上げ（そのため債 券価格は低くなる）た

め、回復期や加熱期には長期のデュレーションへの投資ではあまり

メリットが望めません。反対に、デュレーションの長い債券は減速期

や後退期にはパフォーマンスが最良となります。経済の先行きの暗

さから、お金への需要が後退し、金利が下がるためです。

信用力では、ハイクオリティの債券は、世界の景気循環指標がト

レンドよりも上を行く場合（加熱期と減速期）、パフォーマンスが良好

ですが、生産がトレンド並みかそれよりも低い場合は（回復期と後

退期）、アンダーパフォームとなります。減速期には投資家は、国債

や政府系機関債券、または一般的に発行体が良質とされる債券など、

安全な資産に向かう傾向があります。後退期に投資不適格債に投資

することのメリットはどこにあるのでしょうか。当該債券の発行企業

はこれによって資本市場へのアクセスを取り戻し、信用メトリックスの

向上を図るため、デレバレッジおよびバランスシート強化に着手せざ

れるを得ないという事実にあります。加えて、この段階では通常、借

り手が高金利を支払う関係で、一般に信用スプレッドが大幅に拡大し

て、高い債務不履行リスクを過剰補償することになります。過熱期に

は、その逆の現象が起きます。

今はどの段階？ 

2008 年の初めから世界経済は後退期にあり、ビジネス・サイク

ル・クロックは引き続き、後退期であることを示しています。こうし

た状態は、短期的には失業率など遅行指標の持続的悪化に明確に

現れますが、一方で幾つかの先行指標には一時的とはいえ安定化

の兆しが見られます。

資産価格とセクターの動向は、前回の後退期よりは一段と激し

いものとなりましたが、総じてパターンは踏襲しています。すなわち、

トレンドは同じですが、落ち込みの度合いは非常に大きなものとな

り、近年に生じた不況に比べて最悪といえるでしょう。コモディティ

は過去12ヵ月、パフォーマンスが悪化していますが、債券は比較的

堅調で、現金もしっかりした推移を見せています。

株式およびクレジットは後退期の初めから半ばまではパフォー

マンスが低下する傾向にあります。今回はその傾向が顕著で、それも

かなり激しく低下したといわざるを得ません。しかし、通常、後退期

の終盤には景気の回復期待から株式とクレジットは回復過程に入

るとされます。今回は景気敏感セクターまたはシクリカル・セクター

ではディフェンシブ・セクターに比べてパフォーマンスが若干安定し

ていますが、ここへきての株価の下落を見ると、後退期の終えんを

告げるには時期尚早のようです。   ￭

経済と株式市場の循環を測定する

当社では、現実のグルーバルGDP レベルが、潜在的なGDP より上か下かに
よって、また GDP  が上昇中か下降中かによって、景気循環を４つのパートに分
けました。過去の経験から集めたデータによれば、株式市場（赤線）は景気循
環に対しおよそ３－６ヵ月先を行く傾向にあります。これは株価は現実ではなく
投資家の期待感によって決まるからです。

出所：クレディスイス

3 – 6 ヵ月の遅れ 景気循環

減速期加熱期 景気後退 回復

GDP堅固
低失業率

GDP 降下
雇用減速

GDP 縮小
高失業率

GDP 上昇
雇用底入

金融
引き締め政策
インフレ減速

金融
引き締め政策
インフレ上昇

金融
緩和政策
低インフレ

金融
緩和政策

インフレ鎮圧

株式市場サイクル

秋夏 冬 春



バリュー型ー・グロース型

この表は、 1927 年～2008 年までの間の、米国 株式で構成したポートフォリオのリターンを提示したものです。各年、ニューヨーク証券取引所（NYSE）)、アメリカン
証券取引所 (AMEX) そしてNASDAQ で取引された株式を、時価総額順、B/M 率、E/P 率、そして過去 12 ヵ月のリターン順に並べ変え、その上で、均等に加重した10 
のポートフォリオに分配。リターンは月次で測定。数値は2つの極端なポートフォリオの結果を表します。

70年の効果: 米国の株式におけるスタイル・ポートフォリオのリターン

16.81 8.90

最小10％の株式で構成するポートフォリオのパフォーマンスは、最大10％の株式のポートフォリオを上回る。リターンの差にはサイズ影響が出る。

幾何学的平均リターン年率　％

サイズの影響

演算的平均リターン年率　％

最小型株 最小株式の10％ 最大型株 最大株式の

22.80 10.67
最小型株 最小株式の 最大型株 最大株式の10％

18.31 5.87

時価対簿価比率が上位10％の株式 時価対簿価比率が下位10％の株式

23.87 8.96

時価対簿価比率が上位10％の株式 株式の 10％が
最低の時価対簿価比率の株式

18.55 8.98

収益株価レシオ率が上位10％の株式 収益株価レシオが下位10％の株式

20.25 11.41

収益株価レシオが上位10％の株式 収益株価レシオが下位10％の株式

時価対簿比率（B/M）率または収益株価レシオ（E/P）の上位10％の株式で構築するポートフォリオ  のパフォーマンスは、同下位10％のポートフォリオを上回
る。リターンの差がバリュー型・グロース型のスプレット。

19.59 4.98

前年のリターンが上位10％の株式で構成するポートフォリオのパフォーマンスは、同下位10％の株式の ポートフォリオを上回る。リターンの差がモメンタム効果
を示す。

モメンタム型

前年リターンが上位10％の株式 前年リターンが下位10％ 株式

22.88 11.52

前年リターンが上位10％の株式 前年リターンが下位10％ 株式
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投資スタイルを定義する重要な要素は、市場全体とは異なる動

きをする資産グループ内での価格の共変動です。株式市場への投

資で最も注目度が高いスタイルとしては、小型株型、大型株型、バ

リュー型、モメンタム型そしてコントラリアン（逆張り）型があります。

最近注目され始めたスタイル投資ですが、その根本的な発想は決

して新しいものではありません。例えば、バリュー型は、企業のファン

ダメンタルな価値に比較して、低い株価で取引されている企業に投資

することです。その起源は1934年にまで遡ることができます。1   機
関投資家や個人投資家の間で最近、スタイル投資が最近注目される

ようになった理由としては2つの点が考えられます。第一に、スタイル

が投資ファンドの「ラベル」の役割をするということです。スタイル区

分により、投資家が一つの証券に関して大量の情報を処理できるた

め、選別作業が容易になります。第二に、スタイルでは自動的に同じ

投資スタイルの同業者マネジャーのグループがグループ化されため、

投資家にとってはプロのファンド・マネジャーのパフォーマンス評価

がし易くなります。ある投資スタイルは経験的な学術研究を経て構

築されるケースが多いようです。歴史的にみて米国の証券取引所で

は小型株のパーフォーマンスが大型株のそれを超えている事実は注

目に値します。2  両者間のリターンの差は従来の資産価格モデルで

は説明ができません。また、各種のファンダメンタルなレシオを見る

と、バリュー型株式にはグロース型株式よりも大きなプレミアムがあ

ることが分かります。3 過去のリターンとアナリストの収益修正に基づ

くモメンタム型戦略は過去に高いリターンを上げています。4時価総

額や簿価対時価比率、株価収益率（P/E、収益株価率の逆数）など

簡単に計算出来る変数と株式のリターンとの間には相関関係がある

とする研究結果がありますが、これは資産価格に関する標準的な理

論と相容れません。ベータ値（市場の動きの共分散）のスプレッドで

は、異なる投資スタイル間の平均株式リターンのスプレッドが説明出

来ないために、これらの経験的観察は「アノマリー」（異常値）である

とされています。

最も重要な投資スタイルの再考

最も顕著なアノマリーはサイズもしくは小型株型が生む結果で

す。最小規模の企業群がそのベータ値に照らしてあまりにも高い平

均リターンを上げています（他の全ての条件が同じなら、投資家

は市場全体との共変動が低い企業には特別な報酬を期待しませ

ん）。表（16ページ参照）に見る通り、米国の証券市場では、最小規

模の企業群が最大規模の企業群のほぼ２倍の上昇（年率）を見せ

ています。長期的に見ると、多くの国でバリュー型株式はグロース型

株式より良い成績を上げています。5  バリュー型株式は簿価対時

価比率（将来の成長や収入見通しに関係なく純資産に基づく企業

の価値）、配当利回り、または株価収益率（P/E）などファンダメン

タルな数値に照らして低い価格で取引されています。これらの株式

の予想収益成長率は比較的低いものです。逆に、グロース型株式と

は 
高成長が予想される企業の株式です。これらの株価は通常、そ

の時点の配当金や収益や簿価に対して比較的高い株価水準で取引

されています。長期的にはバリュー型がグロース型戦略より優位で

すが、これは株式をバリュー型とグロース型に仕分ける基準による

ものでありません。6  ここに示す表では、こうした研究の結果が２つ

スタイル投資
とは？

個人および機関投資家の間でスタイル投資がますます人気を博しています。スタイル投資では、投資
ファンドにラベル付けをして、同じスタイルの投資マネジャーをグループ化できるため、投資家にとって
はファンド・マネジャー間の業績比較や評価が容易になり、簡単に選択できるようになります。ウルフ
ギャング・ドロベッツ教授は、過去70年以上にさかのぼって、このテーマを学術的に追求しました。

ウルフギャング・ドロベッツ（Wolfgang Drobetz）教授、ハンブルク大学ファイナンス研究所
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ウルフギャング・ドロベッツ（Wolfgang Drobetz）
教授 は、ハンブルク大学でファイナンスと船舶ファ
イナンス部門の学部長です。彼の研究分野は、イン
ターナショナル・コーポレート・ファイナンス、資
産価格設定と資本市場理論です。彼は数多くのイ
ンターナショナル・ファイナンス・ジャーナルの編
集委員会の委員を務めており、ファイナンシャル・
サービス業界の幾つかの企業のコンサルタントも
務めています。

のレシオに沿って裏付けられています。一つは最高の簿価対時価

比率（バリュー型）対最低の簿価対時価比率（グロース型）、もう一

つは最高の収益株価レシオ（バリュー型）対最低の収益株価レシオ

（グロース型）です。両方とも、年率ベースでバリュー型戦略がグロー

ス型戦略のパフォーマンスを上回っています。しかし、利益率は安

定的でなく、しっかり予測可能ではないこと、またグロース型は時

によってはバリューを上回る年もあったこと － に注目したいと思い

ます。

確かに上記のデータには、明らかに限界があり、対象は往々に

して限られた数の景気サイクルにととまることもあります。従って、こ

れは、「金融の世界ではこうしたアノマリー（異例）は歴史的に特別

な環境下だけで生じるものではなく、常時発生している」といった

考え方を全面的に裏付けるものではありません。価格モメンタムで

は、株価は同一方向に動き続けるとの考え方に立ちます。過去の最

良のパフォーマンスを見せた銘柄は短期的に良好なリターンをもた

らし、逆に過去のパフォーマンスが悪い銘柄は不振を続けるという

これまでの傾向に見る通りです。モメンタム型ポートフォリオは過去

1～12ヵ月間に素晴らしいパフォーマンスを見せた株式で構成しま

す。例えば、直前12ヵ月のリターンがトップ10% の株式を取り出して

見ると、表が示すように、これらの株式は長期的には年率約20%の

リターンをもたらしています。

これには米国でも裏付けが得られます。過去に好パフォーマンス

だった株を買い、過去にパフォーマンス不振の株を売るという自己資

金による投資戦略では、3～12ヶ月の保有期間中に異常な程の大き

なプラスのリターンが生じています。7 国際的にも同様の投資戦略で

異常なリターンの生じることが観察されています。8  しかし、しかし、

バリュー型、グロース型戦略とも時間の経過が影響します。極端な市

場パーフォーマンスは、長期的には（通常は1～5年）逆転する傾向に

あります。9  こうして敗け組の株がリバウンドし、勝ち組の株が衰退

するという逆転現象が生じる場合には、市場は関連情報に過度に反

応します。これはモメンタム型戦略への警告となりますが、同時に、コ

ントラリアン型戦略の推奨にもなります。コントラリアン戦略はその名

（「逆張り」）の通り、直近の勝ち組株ではなく、負け組み株、低迷株

に投資するという方法です。総じて短期ではモメンタムが感じられる

ものの、長期的には価格は反転する － という次第です。

スタイル投資のリターンに関する諸説

サイズ効果についても、いつくかの解説がなされています。第１

に、小型株は大型株ほど流動性が高くないこと。投資家が小型株

保有の代償を望むケースでは、換金コストがリターンの面に影響し

ます。10  最近の事象から分かる通り、通常、景気減速時には株式

の流動性が大きな問題となります。小型株は景気減速時には一段

と流動性が低下するため、長期投資家はこのリスクに対して見返り

を受けて然（しか）るべきでしょう。２番目に、小型株にはアナリスト

やトレーダーが見向きしないことも多く、情報が不足する傾向にあ

ります。そのため、小型株は投資リスクが高く、従って高リターンが

正当化されるというものです。３番目は、小型株のベータ値が低過

ぎる場合、予想リターンに対する予測が低過ぎることになり、予想リ

ターンが正確に予測された時点でそれがゼロであっても、異常なリ

ターンはプラスに出ます。11

より最近では投資スタイルによるリターンの違いに関し、注目す

べき２つの説が提示されていますが、これらはリスク・プレミアムな

いしは投資家の行動をベースにしたものです。まずその１つですが、

バリュー型戦略では 投資家は経済の全般的な低迷に伴うシステマ

ティック・リスク（市場関連リスク）に晒（さら）される － と強調して

います。12 バリュー型株の場合、大体が経済の全般的な低迷時に株

価の下落を経験しています。
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クレジット・クランチ、流動性クランチ、または信用力への逃避な

どの事態が生じた時には、苦境にある企業の株式のパフォーマンスは

非常に悪化しますが、投資家の側からいえば、こうした時期こそポー

トフォリオの値下がりを避けたい時なのです。13 ところが、破産寸前

の企業の株式も過去にはしばしば回復を見せており、これがバリュー

戦略に高い平均リターンをもたらす要因になっています。従って、バ

リュー型とグロース型のリターンの差はベータ値の差では説明出来な

いものの、リスク・プレミアムを反映するものであり、異常なリターンに

は該当しないことになります。モメンタム戦略については別の説明もあ

ります。デレバレッジが強引に進められる状況下で売却されるのは最

も流動性の高い資産だけで、その価格下落がきわめて顕著に現れます。

同じ理由から、景気上昇期にはこれら資産が選好されることになりま

す。

不合理性の説明

2番目の説明は、同じ経験的事実について、不合理性を証明する

ものと解釈するものです。投資家は人気株に群がり、不人気株を敬

遠します。14 彼らは、過去のパフォーマンスを基にして、きわめて遠

い未来を推定します。そのせいで、直近で好成績の株（「グラマー

な」株）を割高に評価し、成績不振の株に低すぎる値段をつけます。

期待したパフォーマンスが得られないと、投資家はその間違いに気

づき、相場は反転します。この見方で行けば、バリュー型とグロース

型の間の差は、投資家の予測におけるシステマティック・エラーを

裏付けるものといえます。同様に、投資家はバリュー型株の収益発

表があると、体系的に予想外と前向きに受け取り、グロース型株で

期待を裏切る収益発表があれば、落胆します。15  このように投資家

の期待感の調整には時間を要しますが、こうした時間的遅れは情

報読み込み上の体系的な誤りとされ、効率的市場の仮説に相反す

る証拠と解釈されます。

最近の理論モデルには、こうした外挿法仮説以外の、いくつか

の不合理性を取り入れたものもあり、モメンタム型戦略が注目される

由縁にもなっています。幾つかのモデルによると、株価は最初はファ

ンダメンタルズに関する材料に過剰に反応し、一定期間中はその状

態が続きます。16他方、モメンタムは過小な反応だ、とするモデルも

あり、そこでは材料に対する株価の調整には時間がかかり過ぎる、

とされます。例えば、典型的な保守的バイアスに囚われている投資

家は、新たに公表された情報を手にしてもに、従来からの信念を変

えようとしません。17 投資家は元来不均一だとする前提に立つモデ

ルでは、投資家は異なる個人的な情報を異なる時点で観察すると

されます。18

この説によれば、企業に特定の情報は時間をかけて徐々にしか

投資家の間に浸透しないため、投資家が株価の発する情報を完

璧に合理的な形では引き出すことは不可能だ、ということになりま

す。こうした行動上のバイアスに関する説明とは対照的ですが、モメ

ンタム型戦略における利益は、景気循環に関連する一般的なマクロ

経済変数で説明出来るとする説もあります。19 モメンタム型戦略の

リターンは景気拡張期のみにプラスとなります。効率的市場の仮説

と同様に、モメンタム型戦略の利益は、株式のリターンがマクロ経

済変数に基づく予測に適合した時点で消滅します。リターンのアノマ

リーについては広く受け容れる説は存在せず、スタイル投資に関す

る学術的研究は今後とも続くでしょう。学術的研究で未だ答えの得

られていない問題の中には、リターンのアノマリーは、「スタイル投

資の収益性はある程度予測可能だ」とする考え方など、、データス

ヌーピング・バイアスやスタイル変更の収益性に左右されないのか

どうか － といった問題が含まれます。

1 GrahamおよびDodd(1934年)
2 Banz（1981年）
3 Fama およびFrench（1992年、1993年）
4 JagadeeshおよびTitman（1993年）およびChan他（1996年）
5 Fama およびFrench（1993年）
6 Fama およびFrench（1993年）
7 JagadeeshおよびTitman（1993年）およびChan他（1996年）
8 Rouwenhorst（1998年）
9 De BondtおよびThaler（1985年）およびChopra他（1992年）
10 Amihudおよび Mendelsohn（1985年）
11 Reinganum（1981年）
12 Fama およびFrench（1992年、1993年）
13 Cochrane（1999年）
14 Lakonishok他（1994年）
15 La Porta他（1997年）
16 Delong他（1990年）およびDaniel他（1998年）
17 Barberis他（1998年）
18 Hong およびStein（1999年）
19 Chordia およびShivakumar（2002年）
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クレジット・クランチ、その後、パート 1:  科学者の見解
ハンブルグ国際経済学研究所（HWWI ）のトーマス・ストラブハー（Thomas Straubhaar）教授は、不確実な時代にあって多
くの人から意見を求められる人物です。計量経済学者としての同教授の意見によると、今回のクライシスは規制構造を強化
し、これを全ての市場参加者に確実に適用するチャンス － ということです。

「危機は最良の
師である」
トーマス・ストラブハー 教授は楽観主義者です。彼はこの金融危機
は、化石と化した構造が破壊され、新しい構造が作られるチャンス
であると見ています。それはそれとして、ハンブルグ国際経済学研究
所 （HWWI）のディレクターでもある彼は現実主義者でもあります。
彼にとっては、株式市場を予測することは、水晶の玉を覗き込む占
いに近いのです。これは、この型破りの思想家へのインタビューです。

クリスチャン・フィスター: 今回の金融危機

は経済科学者としてのあなたの仕事にどのよ

うな影響を及ぼしましたか？

トーマス・ストラブハー： そうですね。私

のような科学者の需要が以前より強くなりま

したね。現在では四六時中、メディアから話

をしてくれとか、インタビューに応じてくれと

いう依頼がひっきりなしに来て、意見を求め

られます。これは、不確実性が非常に高いと

いう証拠です。

この金融危機であなたが一番驚かれたのは

どんなことですか？

トーマス・ストラブハー： 産業界でこれほ

どの不確実要素が顕著になると思ったこと

はありませんでした。企業の経営幹部でさえ

も、自分の会社の発展に関して展望を持って

いないようですし、今の状況が緊急事態だと

いう自覚も無いようです。

各国の規制は、景気の変動にどのような影

響を与えるでしょう？

トーマス・ストラブハー： 政治的な反応

を見る限り、市場で何が起こっているかに重

点が置かれ過ぎていると思います。政策は

市場の安定化を狙って打ち出されています。

原則的には因果関係は逆の方向に動くべき

です。つまり実体経済が市場期待の原動力で

あるべきなのですが、2008年の秋に、この

因果関係が逆方向に向いてしまったのです。

これは破壊的といえます。

なぜでしょう？

トーマス・ストラブハー： 市場は実体経

済で何が起きるかを予想するのです。その

意味では、金融市場のプレーヤーは賭けを

しているということもできます。これが結果

的にボラティリティを上昇させ、それが全く

不可解な価格動向を引き起こすことになる

のです。市場は政府の反応を先取りしようと

します。世界中での膨大な政府介入は、中・

長期にかけて金融市場のプレーヤーに影響

を及ぼします。銀行を除いた他の産業は彼ら

の需要を満たそうとします。

最終的には、これは大企業が報われ、小

規模企業が痛めつけられる結果になるで

しょう ― つまり、大き過ぎる企業、システム

の中に深く組み込まれ過ぎている企業はつ

ぶせないという考え方があるのです。これは

また、企業の合併を進めるさらなる誘因とな

ります。この論理で行くと、企業は規模が大

きければ、消滅する可能性が小さい － とい

うことになります。

時計を戻すことはできませんから、先のこと

を伺いましょう。政策の観点からは、分別あ

る次のステップとはどのようなものでしょう？

トーマス・ストラブハー：T最も重要なこと

は、このような危機時の政府の任務とは、冷

静に原因を探り、これに対応する関連規

制を確立することです。しかし、同時に我々

は、今日の最良の規制といえども明日の危機

を防ぐことはできないということを認識しな
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くてはいけません。教訓は過去からしか得る

ことはできません。危機は最良の師です。全

ての規則には寿命があり、それはその時代

に連動しているのです。新しい規則が設定

されるや否や、それを回避したり、違反した

りする人が出てきます。それが自然の成り行

きです。どの政府もいったん規制を制定すれ

ば、それが永久に機能するなどという幻想を

抱いてはなりません。クライシスを乗り越え

られるか否かは実験室で試すことはできま

せん。現実に起きることのみが真の意味のス

トレス・テストなのです。

市場をサポートする上で、理に叶った規制策

とはどのようなものでしょう？

トーマス・ストラブハー： 一般的に、規制

は全ての市場参加者に同じ度合で一貫性を

持って適用されるべきです。一例として、米

国で適用された投資銀行や部分隔離され

た銀行システムを取り上げてみましょう。こ

れは同業界が巨大なリスクを背負う誘因と

なりました。投資銀行は1930年代の世界

経済危機後に登場したもので、その発想の

根本には、投資銀行を銀行セクターに関す

る厳しい規制対象の外に置き、他の基準に

よって事業を行わせようという考え方があり

ました。

このモデルは当時、大きなリスクを取れ

ばそれだけ大きなリターンが得られるとの

考え方に立てば、世界の経済危機も克服可

能であることを立証しましたが、今では最早、

時代遅れな考え方とされています。今や、あ

る業界への参加者は全て同一の厳格な制限

下に置かれるべきで、これは、誰の目にも明

らかなことです。加えて、銀行が背負う全て

のリスクがバランス・シート上に表れないの

は明らかに問題です。「シャドウ・トランザク

ション（隠れた取引）」は許されるべきでは

ありません。

これが許されるなら、一定のリスクは子

会社の財務の中にもぐり込まされてしまい、

監査が不可能になってしまいます。そこで、

極めてはっきりと断言できることがあります。

即ち、全てのリスクはバランス・シートに反

映させること － そして新たに透明性につい

てこれを義務付けづ、強制するべきです。

今までに取られたリスク克服策に納得されて

いますか、それとも別の方法がとられるべき

だったとお考えでしょうか？

トーマス・ストラブハー： 市場のダイナミ

クスと決定のスピードという意味では、危機

管理は見事でした。リベラル派であっても、

危機的状況での政府の市場介入は受け入れ

ることができます。これらは緊急事態であり、

個人的な対応では迅速さを欠き、十分なも

にはなりません。個々の行動は集団としての

失敗につながります。ここでも政府が危機

突破役として介入することが必要となります。

経済ジャーナリストの一人が最近書いていま

したが、これは薬の役割を果たします。軽い

 
トーマス・ストラブハー（Thomas Straubhaar） 教授はハン

ブルグ大学の経済学教授であり、ハンブルグ国際経済学研

究所 (HWWI) のディレクターです。2008年10月より、マイグ

レーション・アンド・インテグレイションの専門家顧問委員

会の委員を務めてインす。彼の研究分野は、経済政策、規制

政策、社会福祉と社会政策を含みます。

症状であれば、自宅の薬箱にある薬品で間

に合いますが、心臓発作が起きたら、出来る

だけ速く病院にいかなくてはなりません。こ

のように考えると、政府による介入はきわめ

て大切な救急手当であって、それは自由市場

システムへの反逆行為ではないのです。これ

に代わるものは存在しません。

これら全てについて、我々は歴史から何を

学ぶことができるでしょう？

トーマス・ストラブハー： 私は人々がこの

危機の最中では正しい結論を導き出した、

と思っています。重要なのは素早く行動する

ことです。この点では、テストには合格でした。

さて、次のステップですが、ここでも、歴史

は良い教師です。1930年代の世界経済危

機の後に不況が起きました。なぜでしょう？

世界の国々が自国を封鎖して国内で解決を

試みたからです。現在も同じです。ヨーロッ

パの地域としての解決策も十分とはいえない

でしょう。「私たち」対「彼ら」という考え方

では、何も解決しません。解決策を模索する

なら、グローバルな視点が必要です。

投資スタイルは「出来事は予知できる」と

いう想定をベースにしています。科学が発達

した今、予測の精度は高まるのでしょうか？

トーマス・ストラブハー： それは議論の余

地のある問題ですね。為替レートの予測を

例に取りましょう。その精度に関する判定は

ひどいものになります。為替レートの予測は

お茶の葉を使った占いと大差はありません。

今回の危機では、株式相場についても同じこ

とがいえることが証明されています。

今の時点での最も大きなリスクは何でしょ

う？

トーマス・ストラブハー： 私にとって、最

大のリスクは2008年の莫大な資産損失でも、

金融市場の混乱でもありません。このような

危機は資本主義での商業市場システムの

一部です。もっと大きなリスクは別のところ

にあると私は信じています。リスクの第一は、

自由市場経済の敵が－ そういう人たちは特

にヨーロッパには沢山いますが － こぞって、

自ら抱く疑念を裏付ける論拠、政府による介

入への要求を裏付ける論拠があると考えるこ

と、そして第二は、恐怖感と悲観論から彼ら

の間に自己実現的空気が台頭する危険があ

ること － です。

「クライシスを乗り越えられるか否
かは実験室で試すことはできませ
ん。現実に起きることのみが真の意
味のストレス・テストなのです。」
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クレジット・クランチ、その後　パート  2: ビジネスからの見解
中国の最も注目される商業用不動産グループであるSOHO中国（ソーホー・チャイナ）のCEO チャン・シン（Zhang Xin）
は、 この金融危機が世界経済の中でも最も重要な経済国のビジネスに及ぼす影響について語る最適任者です。

チャンスが
やってくる
SOHO中国（ソーホーチャイナ）は北京市を代表する主要商業用不動産グ

ループの一つで、急速に発展する同市のスカイラインに数件のランドマー

ク物件を建設した実績を有します。世界経済の低迷はこのセクターをも直

撃しましたが、同社ＣＥＯ（最高経営責任者）のチャン・シン氏は、潤沢な

資金と思慮を備えた人にはすばらしいチャンスがある、と話します。
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それはどういうことでしょう？

トーマス・ストラブハー： 計量経済学の

世界では、アルファ・エラーとベータ・エラー

といういい方をします。アルファ・エラーは

誰もが後で考えて後悔するエラーのことで

す。ベータ・エラーはそれとは対照的に、間

違いを犯す恐怖からある優れたアイデアや

プロジェクトにも投資をしたくなくなる現象

です。過去5年間はアルファ・エラーが横行し

ていました。どのようなものも融資の対象と

なり、何もかもが過剰でした。ただ、それに

もかかわらずベータ・エラーは最低水準に

留まっていました。これからの2～3年間はこ

れが全て逆転します。 
ベータ・エラーが増えるでしょう。革新的

なアイデアや新しいプロジェクトの実現には

長い時間がかかるでしょう。その結果、世界

経済はモメンタムを失います。致命的な結

果を生む可能性もあります。革新的な取組

みがなければ、世界の重要な問題は解決し

ないからです。具体的には、資源の配分、貧

困に苦しめられている地域における経済成

長、気候政策、エネルギー供給不足 － など

の問題の解決が難しくなります。

それでも、あなたは楽観的な見方をされて

いますが、なぜですか？

トーマス・ストラブハー： 危機とは、カー

ドが切り直されることを意味します。危機

によって化石と化した構造が壊れます。ある

日突然、いつもの聞きなれた声が聞こえなく

なってしまうのです。私たちにとっては、これ

まで寒空の下に取り残されてきた人々のプロ

ジェクトや革新的なアイデアと真剣に取り組

む歴史的なチャンスです。

今から30年後に2008年危機について人々

はどのように話すのでしょう？

トーマス・ストラブハー： 彼らはこの年を

顧みて、1年経たないうちに、いかにして世

界の半分の資産が壊滅したのだろうと驚き、

疑問を持つでしょう。この危機は、私たちに

とっての1929 年の大恐慌と同じように記憶

されると確信しています。しかし、人々が、こ

の危機が多くの新しい革新的なアイデアの

出発点になったといってくれることを期待し

ています。 ￭

「グローバル・インベスター」はこちらで聴くこ
とができます
www.credit-suisse.com/globalinvestor
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ジェームス・ギャビン:  今回の世界経済の

低迷は中国全体、そして特に中国の商業不

動産市場にどのような影響を及ぼしました

か？ 
チャン・シン: 社内リポートによれば、北

京の不動産取引高は、ドル換算で2008年に

33%減少ました。住宅用の落ち込みはさら

に大きく、50％のマイナスとなりました。中

国は明らかにその痛みを感じています。当

社は商業物件には供給面に限りがあるとこ

ろから、業界の中でも最も回復力ある部分

だと思っています。95% のディベロッパーが

今でも住宅用物件に重点を置いています。一

方、2008年の第４四半期には、商業用貸

事務所の稼働率が徐々に低下してきました。

北京のビジネス中心地区では空室率が30% 
と高くなっていますが、当社の貸事務所稼

働率は今でも95%を維持しています。

政府は不動産市場への支援でどのような政

策や規制を実施しているのですか、それは

機能していますか？

チャン・シン: 最近、幾つかの重要な政

策が実施されました。１つは住宅ローン金

利の引き下げです。これは市場や抵当権者、

住宅所有者から大歓迎されています。２つ目

は、政府が７00万戸の低所得者向け住宅の

建設を決めたことです。これによって供給量

が膨らみ、住宅価格が一段と低下するので

はないかと見る向きが多くなっています。ま

た、最近では外国人、外国機関による中国

の不動産購入を促進する政策が実施されま

した。これまで抑えられていた外国人需要が

開放されるでしょう。

中央銀行の金利引き下げからは、ディベ

ロッパーのコストを下げて、商業用投資を増

加させるなど良い影響が出ていますか？

チャン・シン: 中国のディベロッパーは、

それほどプロジェクト・ファイナンス融資に

頼っていません。融資は事前販売を通して

行われることが多いのです。金利の低下で

購入者のコストが下がるため、こちらの効果

の方が大きいでしょう。需要は刺激されます。

この不況を乗り越えるためのSOHOの戦略

は？

チャン・シン: 第一に、当社は販売とリー

ス重視の姿勢を堅持しいます。第二に、積

極的にコスト削減に取り組んでいます。第三

に、新しいプロジェクトの取得には慎重で

す。

SOHOは現金が豊富で、借入金が少ないですが、

それが不況下での御社の成功の秘訣ですか？

チャン・シン: SOHO中国では、常に借入金

に依存しない財務戦略を追求するよう指導して

います。当社は出来るだけ借入金を少なくして

市場での直接販売に力を入れています。こ

れからも積極販売を心掛けます。当社では市場

センチメントや自社計画に関して過度に楽観的

な見方をすることは決してありません。ですか

ら、現在の市況には充分準備が出来ていました。

過去の激しい市場の動きから、当社では常に保

守的なキャッシュ・マネージメントをしています。

下降サイクルを低価格による企業買収や

投資のチャンスだとお考えですか？

チャン・シン: この危機は一生に一度の

チャンスです。潤沢なキャッシュを備えた人

が最も恩恵を受けるでしょう。我々は企業買

収も検討していますが、引き続きタイミング

には慎重です。

御社から、他のディベロッパーに提供でき

る教訓は何でしょう？無防備な事業は窮地

に陥るという適者生存のメッセージでしょう

か？

チャン・シン: 当社は2007年の土地争奪

戦には加わりませんでした。当時の価格は

不合理で、長続きしないと感じていたからで

す。土地の方が資産物件よりも高いという現

象がが起きていましたが、これは小麦粉の

方がパンより高いというのと同じです。当社

が当時ランド・バンキングへのアプローチを

取ったのは正しかったと思います。そのおか

げで、今の堅固な状態が維持できているの

です。

一年先の市場およびSOHOの見通しは？

チャン・シン: 今、素晴らしいチャンスが

到来しています。多くの苦痛を伴いますが、

同業者の間では差別化が起きます。SOHO
中国は、豊富な資金力で市場では間違いな

く最も望ましい体制にあると思います。

チャン・シン（Zhang Xin）は、中国で商業用不動産開発を

手がけた最初の民間起業家の一人で、1995 年に 夫のパ

ン・シイ（Pan Shiyi）氏とともにSOHO 中国を共同創立

しました。同社は2007年10月に香港証券取引所に上場し

ました。 チャン・シン氏は、北京で1965年に生まれ、ケン

ブリッジ大学で1992年に開発経済学の修士号を取得後、

ゴールドマン・サックス、トラベラーズ・グループなどの投

資銀行での経験を積み、中国へ帰国しました。

「この危機は一生に一度のチャンス
です。潤沢なキャッシュを備えた人が
最も恩恵を受けるでしょう。当社は買
収を検討していますが、引き続きタイ
ミングには慎重です。」

将来の危機を回避するために、他社が学ぶ

べきことは何でしょう？

チャン・シン: 今は多くの企業にとっては、

ランド・バンキングやポートフォリオについて

の自社の戦略を見つめ直す時期だと思いま

す。当社が学んだことは、企業はその利益性、

いかにしてより高い利益を上げられるかで評

価されるべきべきだ、ということです。 ￭
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ジェームス・ギャビン: 御社は今年、世界経

済の変化にどう対応していますか？

ナンシー・マッキンストリー  経済状況

は思わしくありませんが、当社は強い回復

力を示しています。当社はディフェンシブな

ポートフォリオの恩恵を享受しています。当

社の売り上げの中心は、プロフェッショナル

市場向けの「マスト・ハブ（必要不可欠な）」

のコンテンツ、ソフトウェアそしてサービスで、

これによるディフェンシブなポートフォリオ

のメリットを享受しています。 
　　当社製品に対する需要は、専門的

職業に関する法規制の変更や、科学や医学

での発見・発明、生産性向上に向けたニーズ

などから生じています。当社は引き続き得意

先に焦点を合わせて、業界のリーダーとして

の地位を拡大するつもりですが、新興市場

や当社固有の「マスト・ハブ」コンテンツ、急

拡大する業界向けのソフトウェア・ソリュー

ションへの大規模な投資を考えています。

御社のコア・ビジネス分野の短期・長期的

見通しはどうですか？

ナンシー・マッキンストリー 脆弱な経済

環境では特に取引部門の利益率に低下圧

力がかかると見ています。その結果、ウォル

ターズ・クルワーでは市況悪化の影響を緩

和するべく、全力を上げて経費削減策に取

り組む方針です。

不安定な経済環境下では、有機的収益

の伸びを数量化することは困難です。しか

し、当社の総収入の約70% を占める定期購

読ポートフォリオは安定した継続購読率に

支えられて、前年と同じレベルのパフォーマ

ンスを上げると予測しています。顧客の間に

はより迅速、より効率的な情報とワーク・フ

ロー・ソリューションを求める動きあり、当社

も売り上げについてプリントからエレクトロ

ニックへの転換を今後とも継続したいと考え

ます。

2009年には、引き続き利益成長戦略

を推進します。そのために、新規製品ライン、

強化製品ラインには今後とも売上高の8% 
から10%を投資する考えです。これがオンラ

インやソフトウェア・ソリューション部門での

素晴らしい成長実績を引き続き下支えする

とともに、定期購読製品ライン全般での高

成長をサポートするでしょう。

この時期は、隣接する顧客セグメントや市

場へ新たに進出するには好ましい時期です

か？

ナンシー・マッキンストリー ウォルター

ズ・クルワーは既にヨーロッパ、北アメリカ

間で健全な地域バランスを保っています。そ

して、昨年は中国とインドのプロフェッショナ

ル市場でも２桁の成長を実現しました。当

社は長期的に維持可能な成長戦略に確信

を持っており、有力な隣接市場でのチャンス

を捉える戦略も堅持する方針です。ですから、

クレジット・クランチ、その後　パート  3: クライシス時の回復力
厳しい経済状況にもかかわらず、ウォルターズ・クルワー（Wolters Kluwer）社は、主にプロフェッショナル市場で「マスト・
ハブ（必要不可欠な）」コンテンツ、ソフトウェアそしてサービスから売り上げを得るという、ディフェンシブなポートフォリ
オのメリットを享受しています。

プレミアム・
コンテンツ
ナンシー・マッキンストリー（Nancy McKinstry）, 世界規模のマル
チメディア出版社であるウォルターズ・クルワー社CEO（最高経営責任者）。

ディフェンシブ・ポートフォリオと顧客ニーズへの対応の重点推進が世界

経済の不況の克服に貢献する、と話します。現在、同社のグローバル規模

での総合的企業への転進を指揮しています。

写
真

: T
ac

o 
A

ne
m

a/
W

ol
te

rs
 K

lu
w

er



グローバル・インベスター 1.09  焦点—25

その質問に対する答えはイエスです。来年も

買収には慎重姿勢で臨みますが、興味深い

チャンスには目を光らせています。 
景気の下降サイクルでも有機的成長が、最

も実施可能な戦略だとお考えですか？

ナンシー・マッキンストリー 当社は有機

的な成長を優先しています。過去にも当社

のビジネスは有機的な成長で業績を上げま

した。一方で、買収した事業を理解し、統

合することも重視しています。当社は負債

EBITDA率（負債資本倍率）2.5を１つの目

標とし、これを公表しています。これまでの

買収の結果、目標から少し外れていますので、

中期的には、2.5のレベルに戻ることを重点

的に考えています。

不況によって御社の主要ビジネスにはどのよ

うな影響が出ていますか？

ナンシー・マッキンストリー 市場縮小の

影響は全ての地域に出ています、しかし、全

体的にウォルターズ・クルワーのポートフォリ

オには強い回復力があります。主要な収入

は定期購読やその他景気の影響を受けな

い商品から生じています。定期購読が収益

の３分の２を占めており、その継続購読率は

向上しています。残りのポートフォリオは、本

や住宅ローンや企業貸付に関する商品、広

告やプロモーション・サービスそして研修な

どを含む取引関連製品で構成されています。

景気後退のプレッシャーを経験したのは、こ

の残りのポートフォリオ部分でした。

当社のコーポレート・ファイナンシャル・

サービス部門は、特に一部の市場では取引

関連のビジネスとされています。しかし、こ

の部門でも利益率を維持できており、不況

期における当社のポートフォリオの健全さ

が裏づけられています。同部門では40％が

M&A（合併・買収）やIPO（新規株式公開）、

貸付など景気循環に影響され易い取引に

関連するものです。これらの製品ラインは、

2008年には10%％下落しましたが、コンプ

ライアンス・ソフトウェアや代行サーポートな

どを含む定期購読製品ラインの好調なパー

フォーマンスがこれを相殺しています。定期

購読ビジネスと取引ビジネスのバランスが、

良好な利益率の維持に貢献したといえます。

御社の場合、特定の分野の落ち込み軽減に、

ポートフォリオの多様化が役立っているとい

うわけですね。

ナンシー・マッキンストリー ウォルター

ズ・クルワーは確かにポートフォリオ多様化

の恩恵に浴しています。景気後退には影響

されましたが、当社事業のファンダメンタル

ズは強靭です。だからこそ、2008年に戦略

的に重要な分野で順調に前進することがで

きました。

御社の顧客は価格に対し、より敏感になっ

ているのでしょうか？そうだとすれば、御社

の主要製品やサービスの需要にどんな影響

が出ていますか？

ナンシー・マッキンストリー 我々のお客

様は、生産性の問題のほか、人材不足、情

報過負荷などの問題を抱えています。規制

やコンプライアンス上の要請の増加、税制

改正、科学や医療分野での発明、そして主

要分野の専門家不足、それに伴って生じる

生産性向上にからむ問題 － などに苦しん

でいます。

もちろん、当社の顧客も厳しい経済情

勢の影響を受けていて、そのため、本、住宅

ローンや企業貸付に関する製品、広告やプ

ロモーション・サービス、研修などに関連す

る、当社の景気動向に敏感な製品やサービ

ス面には特に影響が出ています。しかし、当

社のポートフォリオの大半は「マスト・ハブ」

の製品分野です。

お客様とお話すると、彼らに必要なのは、

毎日のワークフローに組み込める質の高い

情報やサービスだといわれます。中心はコン

プライアンスやその他の製品ツールです。当

社はお客様のニーズを理解し、そのワークフ

ローに組み込める製品とソリューションを提

供することに全力を挙げています。 
御社では、情報利用面での新しいパターン

に対する戦略をどのようにお考えですか？ 
ナンシー・マッキンストリー 情報業界は

ダイナミックで、大変競争が激しくなってい

ます。テクノロジーの発達で、コンテンツの

生成、公開が容易になったため、インター

ネットではコンテンツが爆発的に増えていま

す。当社はこうした変化に深く関わり、その

恩恵に授かる方が高い生産性が期待できる

という結論に達しました。特に、市場にはコ

ンテンツが溢れていますが、お客様の仕事

にとって真に付加価値のあるコンテンツを

選別して行くことが従来になく重要になって

います。お客様は分かり難い情報地図の中

で自社をガイドしてくれる戦略パートナーを

必要としているのです。ウォルターズ・クル

ワーはこの分野でのチャンスを十分に活か

せる好位置にあります。また、顧客は品質の

高いプロフェッショナルな情報にはお金を

惜しまないことが当社のリサーチでも判明し

ています。

世界的な事業拡大はどのような意味を持っ

ていますか？御社は新興市場で基盤を拡大

しつつありますが、そこには規模のメリット

が期待できますか？

ナンシー・マッキンストリー インドや中国、

中東欧などの新興市場は、当社にとってます

ます重要な市場となっています。2008年に

は、有機的成長率はインドで約40% 、中国

では約 80% でした。われわれは引き続き当

社のロカール・ブランドを活性化し、専門知

識をグローバルに拡大するつもりです。世界

全体にわたる顧客ベースと事業分野の拡大

によって、グローバルな総合組織の確立に

向けてペースを加速しています。こうした戦

略的な活動を通じて、世界レベルでの広がり

と厚みを活かすほか、投資・知識・専門性の

相乗効果による事業運営上の実績を活かし

て行きたいと考えています。

グローバリゼーションの結果として、どのよう

な影響が出ていますか？国境を超えて存在

感を拡大するに当たり、顧客との密接な関

係はどう維持しているのですか？

ナンシー・マッキンストリー ウォルター

ズ・クルワーにとって、グローバリゼーション

は特に医療、グローバルな税制、会計など

の当社のコア市場で重要な意味を持ってい

ます。顧客との話では、彼らが重視するテー

マがいくつか浮かび上がります。生産性の

管理、効率向上に加え、高性能ツールとソ

リューションを使った短時間内での対応・サ

ポート、そのニーズに合う包括的なサービス

提供 － などがそのテーマです。￭

ナンシー・マッキンストリー（Nancy McKinstry）は 2003年
以来、ウォルターズ・クルワーのCEO兼 代表取締役を務め

ています。それ以前に、彼女は同社の北アメリカ営業所で

10年の経験があります。フォーチュン誌の「最もパワフル

な50人の女性」にランクされている氏は、コロンビア大学

でファイナンスとマーケティングでMBAを取得。通信機器

企業エリックソン社の取締役会メンバーでもあります。
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従来型の方法によると、ポートフォリオのリスク能力

とは「リターンの間にそれほど連れ立った動きのない通

常の状態下で、95% の確率で資産が負債を埋め合わ

せることが出来る」というものです。このアプローチには

少なくとも2つの問題があります。まず、危機の発生時

には、通常の状態というものはなく、投資資産は同じ方

向－下方－に動く、ということです。加えて、ヘッジされ

ている資産は考えられるケース全体の95% にとどまり

ます。つまり、１世紀に２回しか起きない2008年の相場

崩壊のようなケースでは投資家は保護されない状態置

かれるわけで、その結果、多額の損失を出し、安全性を

考えてリスクの規模縮小を余儀なくされます。これに代

わる考え方が「安全第一（プレー・イット・セーフ）」で、

負債のヘッジのために非常に安全な資産を使用する資

産分割法を採用する考え方です。この方法は、投資家

に安心感を与えますが、そればかりか、未投資の資産

を使って投資家のリターンへの期待に応えることができます。過去

137年間のS & P 500 指数の年率リターンが、26ページのグラフ

に示されていますが、100%を株式で運用しているポートフォリオ

は、当該期間中の5％の期間を除けば、損失は25% 以下となって

います。しかし、この基準では、投資家が1917年に31% 、 1931年
に37％、1937年に32％、1974年に29％、2008年に41％の損失を

それぞれ出したとされる状況が無視されています。このように市場

が極端な損失を出した年の後には、極端な利益の生じ

る年が続くケースがしばしばあります、しかし、もしリス

クの管理が不適切で、資金難に巻き込まれた結果として

低いリスクを取らざるをえない場合は、そうした利益は

手に入れることができません。

リスクは、通常、投資家が考えてもいない時に一番大

きくなるものです。株式市場がほんの数年間好調に推

移しただけで、我々は株式が本来、リスクの高い投資で

あることを忘れがちです。株式投資は債券投資と比べて

長期的には平均約5％高いリターンをもたらします。しか

し、時にはリターンが25％、40％、そして30％と連続し

て上がることもあり、それによって我々の期待感はさらに

膨らんでしまいます。しかし、株式市場で好調な年が続

くということは、株式が安いから買われているのではなく、

上昇するから買われている － ということです。これは

投資が投機に変換することを意味し、ピラミッド・スキー

ム（無限連鎖講）と同じです。いずれ、そのような高値で買う投資家

は一人もいなくなってしまいます。2000～2003 年の株式市場の

危機では、ニューテクノロジー株への投機買いが先行していました。

2007年夏以来尾を引いている市場の低迷は米国の住宅市場にお

ける投機買いの影響です。近年のリスク・マネジメントは、投機的

バブルを特定し、次のクラッシュが生じるまでにリスクを低減してく

れます。効率的市場の仮説を信奉し、「魚雷がなんだ、全速前進」と

クライシス時の
リスク管理

投資家がスタイル投資で成果を上げるには自らの投資計画に固執し、予想外の事態が生じた場合で
もガラリと路線変更したいという気持ちは抑えなくてはいけません。ですが、今日目にするような大規
模な金融危機に直面すると、皆と一緒の方向に走りたいという衝動に駆られるのが普通で、そのため
に大きな損失を出してしまうこともあるのです。行動ファイナンスに関する最近の研究によりますと、
市場心理を取り込み、投資家が市場崩壊の影響を全面的に蒙らないように護ってくれるリスク管理
体系がある、といわれます。

トーステン・ヘンズ（Thorsten Hens)、チューリッヒ大学ファイナンシャル経済教授およびスイス・バンキング研究所のディレクター

我々のリスク許容度は、
それほど遠くない過去
に利益を得たか、損失
を出したかによって大
きく異なります。利益は
我々のリスク許容度を
広げ、将来の損失に対
する実質的なクッショ
ンの役割をします。その
クッションがそのまま
健在であれば、我々は
勇気づけられるのです。
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どうだい？

 言った通りだろう。
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 全部売ってしまっ

た！

?!

いずれまた暴落

さ。

よかった、

これ以上、待
てな

かったし。

おや、

 株価が上がっている。

しばらくは様子を見

よう。

買いだ！

待っていると、ト
レン

ドに乗り遅れる。 すごい！

この水準なら、2倍買

える。

どうし
たんだ、

銀行協会は何か言わない

のか？

もう沢山だ！

売っぱらって、も
う株

には二度と手を出さ

ない。

分かってたサ、

こう
なるってことは。

何てこっ
た！

もう
一度買おう。ま

だ、前
より

は安いから。

おいおい、

どうし
たんだ

 何だ、こ
れは！

信じられない！
株価が半値

になってしまった。こ
こが

底にちがいない。

株式市場のリスクに対する許容度は直近の自身の経験によるところが大きいのです。もし直近の成績が良ければ、深刻な下落時でも許容度は高く、もし直近に損失
を出した経験があれば、株式から永久に撤退することもあり得ます。

感情に任せた投資家

出
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イ
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在
の

 ク
ラ
イ
デ
ン
・
ロ
イ
）

そうだ!

この修正場面で買っ

て行こう
。
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トーステン・ヘンズ（Thorsten Hens)、チューリッヒ
大学ファイナンシャル経済教授およびスイス・バン
キング研究所のディレクター。彼のリサーチ分野
は進化および行動ファイナンスです。コンサルティ
ングでは、行動ファイナンス・モデルの応用、プライ
ベート・バンキングのトレード戦略の進化、商品開
発そして資産管理の分野での経験があります。

いったモットーを掲げて突き進む現実無視の戦略は今日、時代の

先端を行くアプローチとは、とてもいえません。地震や津波、台風

などの自然災害と同様に、行動ファイナンスの研究を活用して早期

警告システムを設定することができます。そのためには、投資家は

まず、経済的に正当視できる株価水準を決定しなければなりません。

そこで非常に簡単な指標となるのが株価収益率 (P/E) です。これ

は一株当たりの収益との関係で株価を設定するもので、歴史的にい

えば、株式市場の平均P/E は約17.5倍 です。これは、一株当たりの

収益で株の購入価格を返済するには、17年半かかるという意味で

す。最大規模の株式市場の下落直前の P/E 率は25 倍を超えてい

ました。（30ページの下のグラフを参照）

一方で、 P/E が10 倍以下であれば、株式を買うには好ましいシ

グナルです。ほとんどの期間で、P/E は正常なレンジ（ 10 から 25
倍 の間）で推移しています。ですから予測面ではそれほど意味を有

しません。同じことが配当利回りや、株価純資産倍率にもいえます。

通常は、これらのファンダメンタル数値は極端な市場の動きを示す

ものではありません。しかし、ファンダメンタル数値からの逸脱が極

端に大きくなれば、それは市場の大混乱が今にも起ころうとしてい

ることを示唆するものです。これを完全に無視することは無謀とい

わざるを得ません。市場が落ち着いた状態にあれば、これらの数値

に磨きをかけて、債券と比較した場合の、株式の予想リターンのプ

レミアムを求める方法は理にかなうものです。リターンの予想値は、

短期（５年）の企業の予想収益と長期の経済成長予想値から得ら

れます。このようにして計算される数値は、その後、様々な期間での

実際の金利で割引きます。警戒信号は、株式のリターン・プレミアム

が、1999年に見られたように1％以下になった時に現れます。また

2003年に生じ、現在も見られるように、リターン・プレミアムが4％
以上になった時にも現れます。これは株式が比較的安い水準にあ

ることを意味しています。

最も注意を要する究極的な警告は、株式の先物価格と移動平均

値との比較から生じます。2007年以来続いているように、もし先物

価格が複数の株価移動平均より低ければ、ポートフォリオにおける

株式への配分を減らす必要があります。移動平均値は平均的投資家

の期待値を形成しますが、プロの投資家は先物市場の価格に合わせ

て取引する傾向にある － ということです。これらの要因を比べること

で、一般の投資家集団の先を行くことができます。しかし、どのような

状況下であっても、市場のクラッシュからの防衛策としてこのような

指標に機械的にしがみついてはなりません。これらはただの警告信

号で、投資家に対し経済的な緊張を想定するよう促しているだけな

のです。また、米国の住宅市場の不均衡の例もそうでしたが、全ての

不均衡が最初に株式市場の指標に現れるわけではありません。残念

ながら、我々の心理が判断を誤らせ、これらの警告信号を無視する

方向に導いてしまうのですが、それについてこれから説明します。

リスク許容度

リスク許容度は、それほど遠くない過去に自分が利益を得たか損

失を出したかによって大きく異なります。利益が出ていれば、我々の

リスク許容範囲は広がり、将来の損失に対する実質的なクッションの

役割をします。そのクッションがそのまま健在であれば、我々は勇気

づけられます。しかし、クッションが擦り切れて役立たずの場合、精

神的に不安定になって、理に反して衝動的に行動し、より大きな損失

を出してしまします。28ページのグラフは、株式市場の上昇、下降時

の典型的な投資家の態度を表しています。上昇軌道にある時は、投

資家は通常、トレンドを追う傾向にあります。事実、非常に成功を収

めたトレンド追尾型戦略もあるのですが、これには、金融・計量経済

学の専門知識が必要で、一般的な個人投資家は多分こうした知識は

備えていないでしょう。
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銘柄の株価収益率（P/E）が25倍を超える事態は相場の大暴落前に生じる傾
向があります。株式市場の過去平均のP/Eは約17.5倍 。 出所：ロバート・J.・シラー

（Robert J. Shiller）、「根拠なき熱狂　（Irrational Exuberance）」200年更新

リターンへの影響

市場変動時の投資家の混乱した行動がリターンのボラティリティをより激しい
ものにする。スイス株式市場指数（SMI）とSMIボラティリティ指数（VSMI）の
相関関係によりこれを示す。
出所: ブームバーグ

ですから、個人投資家は投資判断が遅れ、市場の下落で不意を

衝かれるのが通常です。一般投資家の行動で特に興味深いのは、株

価下落期において損失を生じる際の、相矛盾する行動です。即ち、ま

ずは倍賭けをし、そして方向を転換し、全てを売る － という行動が

傾向的にあるのです。ただ、通常の年には全ての投資家が皆、こうし

た典型的な行動を取るというわけではありません。リスク許容度が大

きい場合、株価カーブが底入れするまで買い続けることもできるから

です。しかし、2008年のように市場の低迷がきわめて深刻な、異常な

年には、非常に多くの投資家が切羽詰った状況に追い込まれます。こ

れは、好調な状況下にあってリスク許容度が過大評価され、大きな

危機に備えたリスク管理が設定されていないことを示しています。

計画に固執する 

上述の資産分割法はリスク能力をコントロールする1つの方法で

すが、これには批判もあり、長期的なパフォーマンスが犠牲になる

といわれます。例えば、もし1871年に資金の50％を10年米国債に、

50％をS&P500指数（毎年リバランスされる）に投資したとすると、

2008年にはその資金の増加額は、100％を株式に投資した場合に

比べて、わずか58％でした。しかしこの場合の株式で得る見返りは、

100％株式投資にのみ固執して継続した場合に限られます！ 例え

ば、株式市場の相場が20％下落するか、もしくはポートフォリオの

価値がが10％下落した場合に、以後２年間、株式を保有をしない

ものとしてみましょう。すると、100％株式で運用したポートフォリオ

は、50・50 で運用してそれに固執したポートフォリオに比べて、リ

ターンは半分にととまるのです。

株式市場の暴落は、青天の霹靂（へきれき）のように突然予告

なしに降ってくるものではありません。我々の心理が危機を適時に

認識し適切に行動することを妨げているのです。経済的にしっか

りした根拠のある警告信号はふんだんにあります。また、例えば資

産分割など、簡単に出来るリスク能力管理の方法も幾つかありま

す。そのような方法を使えば、投資家は利益確保の絶好のチャンス

の折に、リスクを軽減しなくてもすむのです。考え方の上でウォーレ

ン・バフェットの師に当たるベンジャミン・グラハムはかつて「投資

家の最大の敵は自分自身だ」と厳しく指摘していますが、確かに自

らの心理の動きによって、繰り返し判断を誤り、警告信号を無視し

て、最も危険な時に慎重さを投げ捨ててしまうのです。その後、市場

が破壊すると、いろいろ思案の挙句にポートフォリオを入れ替えた

りして、長期的な展開に全く確信が持てなくなるのです。皮肉なこと

にこの嘆かわしい状況下では、市場での不安定な行動が、またまた

リターンの変動を拡大する結果となるのです。上のグラフは、スイス

市場指数（SMI）を使ってその状況を示しています。

一方、株式リスクのヘッジに使えるボラティリティ商品もありま

す。このボラティリティ商品は、様々なオプションで構成するもので、

特にこれらオプションではリターンが原資産市場とは関係を有さず、

ボラティリティを正確に捉える特性があります。これらのオプション

は償還期間が短いため、定期的に更新します。コストを伴いますが、

これにより投資家はクライシスそのものを効果的に使って、クライシ

スからから身を守ることができるのです。 ￭

「グローバル・インベスター」はこちらで聴くこ
とができます。
www.credit-suisse.com/globalinvestor
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ウォーレン・バフェット （Warren Buffett）— 2008年10月に発表され

たフォーブス誌のランクでは、彼の資産は580億ドルで、世界で最も裕福

な人とされています。しかし、ウォーレン・バフェットは1958年に31,500
ドルで購入した5ベッドルームの古びた住宅に今も住み続けています。約

40年弱の間に、彼の投資会社の価値は2,800倍に膨らました。バフェッ

トは、バークシャー・ハサウェイ（Berkshire Hathaway）のCEO（最高経

営責任者）で、最大の株主として巨万の個人資産を有する一方で、同社

からは年間100,000米ドルきっちりの報酬しか受け取って

いません。父はネブラスカ州の政治家でしたが、彼自身は

ミッドウェスト出身の地道な起業家として仕事をしてきま

した。後に伝説的な投資家となるバフェットは、1950年代

にウォール街で同じく伝説的な存在であったベンジャミン・

グラハムの元で経験を積むことになります。このグラハム

から、ルールその1として「株式は実体経済の一部である」

と教わります。重要なのは、短期の株式市場のトレンドで

はなく、当該企業が持続可能な価値と実質収益を生み出

す資産を有するどうか － です。企業が真の収益力を有す

るか否かに関して、バフェットは強い確信をもって判断を下

せるようになり、その結果、やはりグラハムから伝授された

ポートフォリオ多様化の原則は、かなぐり捨てることになります。

ある企業にファンダメンタルな価値があると確信できれば、そ

の株式に大きなポジションを構築しますが、この方法は今日支配

的となっている投資戦略とは相容れません。つい最近まで、ファイ

ナンス専門家はリスクを細かく分散することで、損失に対してより

大きくヘッジ出来ると信じていました。ところが、これでは現実に

は実体経済からますます離反する結果となるのです。バフェット

はリスク・モデルは気にせず、投資対象企業のバランス・シートと

その経営陣に目を向けます。これは手作り料理のレシピのようで

すが、そこからきわめて優れたパフォーマンスを上げています。バ

フェット自身が採用したもう一つの原則は、「自分が理解できる

スタイル
投資とその実態

結局はリターンの最大化 － という点は全ての投資家に共
通です。しかし、投資家が採用する戦略や選好する証券の種
類は当然ながら大きく異なります。我々が選んだ、世界で最も
実績を誇る５人の投資家、ウォーレン・バフェット（Warren 
Buffett）、アンソニー・ボルトン（Anthony Bolton）、ピー
ター・リンチ（Peter  Lynch）、リチャード・ドライハウス
（Richard H. Driehaus）、そしてビル・グロス（Bill Gross）
が伝えるところによると、それぞれの投資スタイルには投資
対象の本質的価値だけではなく、投資家の価値観、気質、リ
スク許容度が関係しています。

   平凡な企業から
ずば抜けたリターンを

ジゼル・ウェイス（Giselle Weiss）、 ジャーナリスト、 ブレンダン・マトン（Brendan Maton）、 ファイナン
シャル・ジャーナリスト、 ダニエル・ビンズワンガー（Daniel Binswanger）、 ジャーナリスト

ここに特定する商業用製品やプロセス、サービスへの参照はいずれも、クレディスイスやその社員による支持、推薦、選好、を構成もしくは示唆するものではない。また、クレディスイ
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対象だけに投資する」というもので、これには特に今日的な意義

があります。彼はこのアプローチで、不安定で波荒きドット・コム

の時代を舵取りして着実に乗り切ったのです。自分はハイテクの

世界を全く理解できないと断言し、ハイテク株への投資を拒み

ました。ドット・コム・バブルがはじけても、バフェットは無傷でし

た。また「オマハの賢人」とも呼ばれるバフェットは、世界の金

融システムを破壊寸前まで追い込んだシステム・リスクを予測し

ました。彼は５年前に株主への年次書簡の中で、債務商品の証

券化が、「メルトダウン」を起こす可能性があることを予言する

とともに、比較的少数のデリバティブ・ディラーに大きなリスクポ

ジションを集中することによって体系的に深刻な危機が生じか

ねないと警告していました。バークシャー・ハサウェイの成功の

秘訣は、単純な低リスク・ビジネスモデルなのです。バフェットと

彼のパートナーであるチャールズ・マンガー（Charles 
Munger）は、目を見張るような企業の拡張の資金手当

てを、外部からの借入金に頼みませんせした。より安上

がりで安全な資金源である自社の利益から調達したの

です。年間平均20％を超えるリターンに加え、保険会社

数社の買収から得た流動性の高い資金も豊富で、これ

が相当な金額に上りました。バフェットの持株会社が

所有する保険会社は2007年に約600億ドルの現金資

産を生み出しました。これが株式や債券への投資、およ

び新たな買収に充てられました。こうした拡張モデルは

「バブーシュカ原則」とも呼ばれています。実体経済で

の収益から始まり、その収益のみが再投資されます。バ

フェットがカリフォルニア州のチェーン菓子店シーズキャ

ンディーズなどの見栄えしない地味な投資物件から、大

金を生み出したことは見事としかいえません。この菓

子チェーンは1972年に2,500万ドルで買収したもので

す。売上の伸びは緩やかなものにとどまっていましたが、

3,200 万ドルの追加投資の結果、リターンは劇的に拡

大しました。バフェットはこの小さなキャンディ製造事

業を「金のなる木」に変えたのです。

もちろん、バークシャー・ハサウェイも今回の金融危

機の被害を蒙りましたが、同社には巨大な蓄積があり

ます。市場価格が低下している今、バフェットは大量の

株式を買い始めました。例えば、彼は50 億ドルをゴール

ドマン・サックスに、また30 億ドルをゼネラル・エレクト

リック社に投資しました。「人が怯える時は貪欲になれ、

人が貪欲な時は、怯えろ」 － ウォーレン・バフェットは

常に自らの原則に固執しました。その原則により大きく

報われているのです。 ￭ © DAS MAGAZIN

ウォーレン・バフェット、78 歳は、「オマハの賢人」と呼ばれ、著名なバリュー型の投資哲学

を用いて、史上最も成功した投資家の一人です。彼の持株会社であるバークシャー・ハサウェ

イ社は、主に米国の消費財市場および保険業界で事業に携わっています。1965年から2007
年の間に、バークシャー・ハサウェイ社の株価は、19 ドルから140,000 ドルを超えて上昇し

ました。彼は慈善家でもあり、自身の富の80％を慈善事業に寄付することにしています。

アンソニー・ボルトン（Anthony Bolton）— アンソニー・ボルト

ンはロンドンのフェデリティー・インターナショナル社のオフィ

スの机上に、自らを街路清掃人として描いた漫画を置いていま

す。このおふざけのもとはかつての顧客から届いた１通の手紙

にあります。ボルトンが1979 年～2007年に運用・管理してい

た「フィデリティー・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド」

が1991年に多額の損失を出した時、不満を持った顧客の１人

から、「ボルトンは道路清掃人の資格がさえないのに、人のお

金を運用するなどとんでもない」とする手紙が届けられた、とい

うのです。確かに、1990年の英国の不況で、ボルトンの最重要

ファンドは価値の3分の１を喪失しました。ただ、翌年には若干

の回復が見られました。また、この不況に先立つ、1979年のファ

ンド開始から10年間は当初の投資家たちに飛躍的なリターンを

提供しています。そして、素晴らしい季節が再びめぐってきまし

た。同ファンドは毎年、年率ベースで市場を数％上回る成績を

上げ、「アクティブ運用は役立たず」という古い格言に楯突くこと

になりました。ボルトンは2007年にその職務から退任しますが、

  時流に乗れぬ低株価の企業を、
根っからのコントラリアン
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ファンド開始時にわずか6,850ポンドを投資した顧

客はその時点までに百万長者になっていました。真に

偉大なファンド・マネジャーの通例として、ボルトンの

パフォーマンスもまた忍耐を要するものでした。前述

の通り不満を持った投資家が証言しているように、常

に順調に推移したわけではありませんが、長期では

きわめて優れた結果を生んだのです。ボルトンの成功

を理解するには、まずあの漫画に目をやるのがベスト

です。ボルトンは勝利だけではなく、自分のミスを決

して忘ることのない謙虚な人です。その時点では、彼

のパフォーマンスには既に定評があり、スター的存

在でしたが、自身はその事実を防備録にとどめるだけ

でした。彼が過去30年間に出席した全ての会社での

会合の通信簿、即ち、会社の経営陣の発言を書き止

めたメモがあります。優秀な探偵並みに、彼の仕事は

人との会合で成り立っています。会社の経営陣だけで

なく、仕事に関して必要な情報を提供してくれる相手

なら誰とも会合を持ちました。「もしお茶汲みの女性

が有益なことを教えてくれるなら、いつでも耳を傾け

る用意がある」といったことがあります。ボルトンは、社内調査の質

の高さで知られるフィデリティでそのキャリアの大半を過ごしまし

たが、外部のブローカーやアナリスト、連絡窓口を無視するような

ことはありませんでした。誰に対してもオープンな姿勢が影響して

一日の労働時間は長くなるですが、「一体、誰の意見が最も影響力

があるの？」と尋ねたくなります。近代の投資に対して広くなされる

批判として「分析の機能不全状態」という言葉があります。英国の

ような株式市場は効率的市場だとする見方がありますが、こうした

見方は競争優位に立とうと多量の情報源を追いかけるポートフォリ

オ・マネジャーには重荷を背負わせるものです。ボルトンはコントラ

リアン型の投資家です。彼自身はコントラリアンをこう定義していま

す。「何か間違いがあった企業、しかし、何かが変わろうとしている

企業が私の理想とする投資対象だ。時代の流れに乗らず、株価の

安い企業だが、それほど遠くない将来、投資家の関心を惹きつけ

る何かを持っている企業を探している」、と。1  
換言すれば、「スペシャル・シチュエーション」とは、多くの場

合、大多数の投資家と逆方向に進む状況を意味します。市場心理

が弱気な時、ボルトンは強気になり、その逆もまた然りです。例え

ば、1998～2000年の「ニュー・エコノミー」バブル時は、インター

ネットと携帯電話会社は過大評価されていると見て、これを無視し

ました。このスタンスにより、パフォーマンスは当初、悪化しました。

しかし、それから5年後の、最後の弱気相場を含む2003年の終わりにかけ、ス

ペシャル・シチュエーションズ・ファンドは勝利を収めました。この期間、英国

の株式相場が5％下落しましたが、同ファンドはその価値が2倍以上に増大しま

した。ボルトンをはじめ、彼の会社、不満ある顧客は全員、このようなリターン

は安定的なものではないとコメントするでしょう。コントラリアン型の投資は生

来、効果が出るまでに時間がかかるのです。「それほど遠くない将来に、投資

家の注意を惹きつける何かを持っている会社を探す」というボルトン自身の言

葉がこれを明確に語っています。それまでは忍耐が必要です。アントニー・ボ

ルトンの場合、忍耐は大きく報われています。  ￭

アンソニー・ボルトン（Anthony Bolton） は、1979年にフィデリティにポートフォリオ・マネ

ジャーとして入社し、FIF スペシャル・シチュエーションズ・ファンドを運用していました。彼は

またフィデリティ・スペシャル・バリューズplc 投資信託を1994年に創設。2007年12月にフィ

デリティ・インターナショナルでの資金運用業務を退職するまで運用を担当。2008年10月、

彼は、ここ数年間で初めて自らの資金を株式市場に投資したと公表しています。

1 『アンソニー・ボルトンと一緒に投資する』、ジョナサン・デービス（ Jonathan Davis）、ペー
ジ19 19
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ピーター・リンチ（Peter Lynch）— 1970年代のある日 、ピー

ター・リンチの妻が卵形の白いプラスチック・ケースに入ったス

トッキングを買って帰ってきました。それは「L eggs」（レッグス）

と呼ばれる製品で、ヘインズという靴下会社がボストン地区で

試験的に販売したものでした。当時、女性は良質のストッキング

は専門店で求めるのが普通でしたが、このストッキングはフィッ

ト感のすぐれた素晴らしい製品で、女性が最も頻繁に買い物を

するドラッグストアやスーパーで買えました。そこで、リンチはヘ

インズ社に投資をしました。その後、競合社が同様のビジネス・

モデルで同類の製品を発売しましたので、リンチはトラッグスト

アに行き、この競合社のストッキングを48 足求め、勤務先の同

僚の女性社員に試着を依頼しました。試着の結果、競合社製

はヘインズ社製に比べ劣るとことが明らかになり、リンチはヘ

インズ社の株式のポジションを堅持しました。ヘイ

ンズ社のストッキングは大ヒットし、同社株は、野

球用語でいう「テン・バガー」（バッグは「塁」の俗

語、複数形で長打を指す）つまり、投資した金が

10倍になる株となったのでした。「L eggs」にまつ

わるこの挿話は、「自らが熟知する株を買う」とい

うリンチの有名な投資戦略を旨味に言い表してい

ます。リンチの常識ある、しかしどこか気付き難い

投資スタイルは、フィデリティの伝説的な「マゼラ

ン・ファンド」の最高責任者としての成功と合わせ

て、高く評価されています。

リンチは、10歳の頃、ゴルフ場のキャディとして

働いていました。その折、金持ちのゴルファーの

会話を耳にして株に興味を持ち始めました。当時、

投資では個々の銘柄選びがもっぱら関心のマトと

なっていました。リンチは1977 年にマゼラン・ファ

ンドの運用を担当しますが、ファンドに興味を持つ

人は未だいませんでした。その上、株式市場も低

迷していました。それでもリンチは、ファストフード

店の「タコベル」やホーム・インテリア製品の小

売店「ピアワン・インポーツ」、そして「ダンキン・

ドーナッツ」などの企業の株式を買い始めました。

これらは魅力溢れる企業とはいえませんでしたが、

事業のファンダメンタルズは良好でした。その後

1980年代の始め、米国では社会保障システムの

支払能力に疑問が生じ始め、引退後の生活を支え

るための代替え手段としてのミューチュアルファン

ドへの関心が高まりました。メデイアの注目も集め

ました。事実、TVの人気クイズ番組「ジェパディー」

で、「ある探検家の名前を付けたファンドは？」と

の質問に回答者3人が争ってボタンを押して「マゼ

ラン」と答えるなど、その名はどの家庭でも知れら

れるところとなりました。

マゼラン・ファンドの成功により、リンチはグ

ロース型投資の第一人者となり、投資家は規模の

大小を問わず彼のアドバイスを求めました。彼は

喜んでこれに応じました。曰く、「あなたが熟知する企業に拘（こ

だわり）りなさい。その企業の成長見通しの確かさを確認しなさい。

長期的スタンスで臨みなさい」と。

その方法は簡単そうに聞こえますが、実は大変な仕事量を必

要とするものなのです。リンチは週 70 時間を銘柄選別に費やし

たといっています。「石をひっくり返す度に何かが見つかる」と彼は

ニューヨーク・タイムス紙に話しています。

株式投資をするには、堅固な意思もなければなりません。例え

ば、1987年の株式市場の下落では、マゼラン・ファンドでは２営業

日で３分の１の資産価値が消滅しました。不思議なほどアーティスト

のアンディ・ウォーホルにそっくりなリンチは、アイルランドでの休

暇を返上して急遽帰宅しましたが、実はそれほど心配はしていませ

んでした。保有企業のファンダメンタルズが堅実だったからです。リ

ンチは1990年に46 歳で引退しましたが、その時点でマゼラン・ファ

ンドは1000社を超える企業の株式を保有していました。

慈善事業においても投資と同じように、自分が熟知するもの、

理解出来るものに貢献しています。1988年にリンチ基金を設立し

ましたが、現在、同基金はマサチューセッツ州の組織を中心に広

範囲にわたってサポートしています。支援を受ける組織には、ボス

トン・チルドレンズ・ミュージアム、ペアレンツ・イン・ヘルス（非営

利の医療団体で貧しい人々のケアに重点を置く）や、「ファースト・

ナイト」というボストンの大晦日イベント（他の都市にも波及）など

があります。2008年8月に、フォーブス誌は、リンチを史上最高の

ミューチュアルファンド・マネジャーの１人に挙げました。「全ての

マネジャーに共通しているのは、彼らが、慣例にとらわれないアプ

ローチで投資をし、大方の投資家が向かうところに逆らったことだ」

とフォーブス誌は書いています  ￭

ピーター・リンチ（Peter Lynch） は、1944年にマサチューセッツに生まれました。彼は1965
年にボストン大学を卒業後、1968年にウォートン・スクールでMBAを取得。彼は1966年に

フィデリティに入社、1974年にリサーチ部門のディレクターとなり、1977年にマゼラン・ファ

ンドの最高責任者となり、1990年に退任しました。ジョン・ロスチャイルドとの共著『ピー

ター・リンチの株で勝つ』（One Up on Wall Street）（1989）、『ピーター・リンチの株式投

資の法則』(Beating the Street)（1999）、若者向けの『ピーター・リンチのすばらしき株式投

資―楽しく学んで豊かに生きる』（Learn to Earn）（1995）  彼は現在「リンチ基金」を運用

しています。 

大量の仕事と
     堅固な意思

ここに特定する商業用製品やプロセス、サービスへの参照はいずれも、クレディスイスやその社員による支持、推薦、選好、を構成もしくは示唆するものではない。また、クレ
ディスイスおよびその社員が明示的にまたは暗示的にその情報、製品、公表されたプロセスの正確さ、完全性、実用性を承認するものではなく、法的責任や義務を負うもので
はない。
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リチャード・ドライハウス（R i c h a r d  H . 
D r i e h a u s）  — ドライハウスは「無謀な

人」、「革新者」、「異説を唱える人」など

と、様々な別名で呼ばれてきました。著名な

ファイナンス・エディターのエイドリアン・カー

（Adrienne Car）は、2003年にマネー誌への

寄稿で、彼を「投資の達人」と呼び、「取引

手法は迅速だが、しゃべるのも負けずに速

い」と指摘しています。1996年にバロンズ誌

は「20世紀のミューチュアルファンド業界で

最も影響力のある25人」の一人にドライハウ

スを選んでいます。66歳のドレイハウスは素

晴らしいパーティを主催することでも知られ

るなど様々な分野で名声を博しています。彼

はアイルランド人カソリック教徒の母と、で、ド

イツ人デザイン・エンジニア、発明家の父の間

にシカゴのサウスサイドで生まれました。父

は自らのキャリアに不満を抱いており、これが

ドライハウスの生き方に前向きに影響したと

いうことです。10代の頃、彼は新聞配達の仕

事をし、傍らでウォールストリート・ジャーナ

ルを読んでいました。株式投資では最初の投資に失敗しま

したが、これがきっかけで銘柄の選択法を知りたいと思い

ました。それがドライハウスをマネー・マネジメントとリサー

チの仕事へと向かわせました。ドライハウスは早い段階

で、株価と会社の価値は別物である、と悟りました。彼はま

た、株価は数ある要因の中でも、特に投資家の感情に左右

される、と認識しました。ドライハウスは、人は低い価格で

株を買って、これを持ち続け、値上がりしたら高く売ろう、と

いう古臭い投資理念に基づいていると考え、これに代えて、

高い株価で買い、さらに値上がりしたら売る、という大胆な

手法を推奨しました。直近において短期でパフォーマンス

良好の企業 ― 特にテクノロジーや医療分野の中小規模企

業 ― に焦点を当て、厳密にモニターしました。その企業が

好収益で、株価には急上昇が見込まれ始めた時点で買うの

です。同じように、その株のパフォーマンスが悪化し始めた

時点で売却します。

一般の投資家は株価の乱高下を恐れますが、ドレイハ

ウスはこれを歓迎しました。このスタイルは、後（のち）に

モメンタム型投資として知られるようになりますが、誰にも

出来るというものではありません。これには高スピードでア

クティブな資産運用が必要ですし、ニューヨーク・タイムス

紙が「鼻血を出す戦略」と呼んだ、鋭い反射神経も要求さ

れます。ドライハウスの方法は、最近の世界規模の株価下

落時まできわめて好調に推移していました。2008 年には、

ドライハウス・ミューチュアル・ファンド社自身の推定では、

同社ファンドは各種MSCI指数とほぼ同じ下げ率を見せましたが中には同指数

を若干上回るものも下回るものもありました。しかしながら、ドライハウス・ファ

ンドのうち最も古いファンドでは長期での累積リターンは引き続き大幅なプラス

なっています。

ドライハウスが情熱を傾けたのは投資だけではありません。彼は生涯を通じ

て、建築の素晴らしさのとりこになっており、これがリチャード・H・ドライハウス

基金の設立につながりました。２人の姉妹と共に設立した慈善組織で、都市環

境の向上に貢献しています。同じ趣旨から、ドライハウスは資金不足の人たちの

起業を支援するマイクロクレジットなどといった制度の将来性に興味を抱きまし

た。このため、同基金では特に、最先端の芸術・建築と社会問題の解決策とを

一体化するプロジェクトに関心を寄せています。リチャード・ドライハウスはここ

でも革新を求めているのです。 ￭

リチャード・ドライハウス（Richard H. Driehaus） は1942年にシカゴに生まれ、デポール大学

で経営学士を取得しました。1980年に証券会社ドライハウス・セキュリティ社を設立、1982
年には、ドライハウス・キャピタル・マネジメントを、1996年にはドライハウス・ミューチュアル

ファンズを、また1984年には、リチャード・H・ドライハウス基金を設立しました。

   人が恐がる株価の
乱高下を歓迎する

ここに特定する商業用製品やプロセス、サービスへの参照はいずれも、クレディスイスやその社員による支持、推薦、選好、を構成もしくは示唆するものではない。また、クレディスイスお
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ビル・グロス（Bill Gross） — 多くの人がギャンブルは危険

だと言います。多くの場合、その通りです。しかし時には、ラス

ベガスのまばゆいライトの中を、相応の分析力を持った誰かが

進み出てカジノを一変させることがあるものです。1966年、そ

れがビル・グロスでした。彼は大学卒業直後の交通事故によ

る入院中に、体系的ギャンブルについての独創的な本を読み、

すっかり夢中になってしまいました。グロスはブラックジャック

で200ドルの掛金を4ヵ月で10,000ドルに増やすことになりま

す。多くの人にとっては、それだけでお祭り騒ぎになるでしょう

が、グロスにとっては、時給５ドルのひと夏の稼ぎとしては悪

くはなかった － といったところでした。自身の計算では、1日
16時間はブラックジャックのテーブルに着いていたというの

です。この後、グロスは海軍に入隊し、除隊後はカリフォルニア

の生命保険会社、パシフィック・ミューチュアル社に就職しま

したが、仕事はあまり冴えないものでした。株式分析の仕事に

就きたかったのですが、同社以外に見つけられなかったとい

うわけです。

仕事に行き詰まり感を抱いたグロスは、購入債

券をただ満期まで保持する仕事には興味がなく、

代えて債券売買の仕事を担当させるよう、上司に持

ち掛けました。彼の債券ポートフォリオは1975年
に驚異的なパフォーマンス見せ始め、２年連続で２

桁増のリターンをもたらしました。今日の先進国で

も、債券取引マネジャーで7％以上のりターンを約

束する人はまずいません。30年後、グロスは「債

券運用の王様」と呼ばれ、パシフィック・ミューチュ

アル社の子会社であるPIMCOは、債券投資の意義

を広く知らしめた投資会社として認められています。

今日、グロスのほかに、常に優れたパフォーマンス

をもたらすライバルとして挙げられるのはただ１人、

ベテラン・マネジャーのダン・ファス（ルーミス・セ

イレス・ファンド）だけです。

PIMCOを代表するファンドは、世界最大のミュー

チュアルファンドとされるトータル・リターン・ファンド

で、運用資産は1,270億ドルに上りますが(2008年10
月31日現在)、同社全体の運用資産は7,900億ドルに

上っています(2008年９月末現在)。グロス自身も米国

の400人の大富豪の一人で、13億ドルの資産を保有し

ています（2007年フォーブス誌）。グロスはいかなる方

法を駆使したのでしょうか？PIMCOの成功の根本はシ

ステムの非効率性に着目して、これを活用することです。

主要品目の一つは住宅ローンを前払いするという米国

の住宅所有者の傾向を利用したものでした。米国の住宅市場では住宅所有者は

ローンを前払いすることができます。PIMCOでは、融資を受けた者はその時の金

利動向に関係なくこれを前払い返済していると判断しました。つまり、債務者は前払

い制度により過剰な支払いをしていることになり、MBS（不動産担保証券）を通して

そのオプションを取得すれば、小幅ながら永続的な利益が得られるえる － と結論

づけたのです。またPIMCO では、先物を使いショートエンド（短期）の限界費用で

借り入れ、余剰担保を高利回りの長期商品に投資する － という手法を採用しまし

た。この戦略は、当座預金には低水準の金利を支払い、蓄積された資本を高い金利

で長期の住宅ローンや事業への貸し付けに回すという銀行の古典的手法と同じです。

最近ではPIMCO は、米国政府によるファニーメイとフレディマックの買収に先立ち、

MBSを大量に購買したことでも注目を集めました。

グロスは引き続き、体系的に大金を追い求める動きを強めています。自らは

億万長者でありながら、大望を抱きつつ投資銀行業務に携わる若手行員と同

じような、苛酷な業務を続けています。彼の一日は37年前に入社した同じ会社

で、未明の3時30分にスタートします。また、彼はPIMCOの慈善事業部門であ

るPIMCO基金の会長でもあります。彼と妻のスーはグロス・ファミリー基金を通

じる慈善事業への貢献でも広く知られています。同基金はホウグ病院の「スー・

アンド・ビル・グロス、女性のパビリオン」、カリフォルニア大学アービン校の

「スー・アンド・ビル・グロス幹細胞研究センター」などに資金面での支援を提

供しています。  ￭

ここに特定する商業用製品やプロセス、サービスへの参照はいずれも、クレディスイスやその社員による支持、推薦、選好、を構成もしくは示唆するものではない。また、クレディスイスおよび
その社員が明示的にまたは暗示的にその情報、製品、公表されたプロセスの正確さ、完全性、実用性を承認するものではなく、法的責任や義務を負うものではない。

待てば海路の日和あり

ビル・グロス（Bill Gross）はPIMCOの創立者で、マネージング・ディレクターおよび、ニューポー

ト・ビーチ・オフィスの共同CIOです 監督する運用債券の額は8,000億ドル超に上ります。彼

は『発想の大転換』（Everything You ve Heard About Invest-ing is Wrong）の著者です。ペン

ション＆インベストメント誌が1993年に行ったアンケートにおいて、同業者から米国の債券市

場で最も影響力ある権威として評価されました。
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伴うため、そのリスクを理解して受けいれることが可能で、豊富な
専門知識を有する投資家のみを対象として販売するものです。仕組
み証券の市場価値は（直物と先物の金利および為替相場を含むもの
の、これに限定されない）経済面、金融面、政治面における変化、
満期までの残存期間、市場の状況およびボラティリティー、ならび
に発行体または参照発行体（レファレンス・イシュアー）の信用力
などの要因によって影響を受ける可能性があります。仕組み商品の
購入を検討されている投資家は、これら商品について独自の調査お
よび分析を行い、さらには購入に伴うリスクについて投資家サイド
の専門家によるアドバイスを受けることをお勧めします。

本レポートで取り扱われている投資の中にはボラティリティーの高
いものも含まれています。高ボラティリティー商品への投資は価値
が突然大幅に下落し、その投資を現金化する際に損失を生じる可能
性があるばかりか、そうした損失が当初の投資額に匹敵する場合も
あり得ます。実際、投資によっては潜在損失額が当初の投資額を上
回ることもあり、そのような場合、損失をサポートするために追加
的な資金の支払いを余儀なくされかねません。また、投資の直接利
回りが変動し、その結果、（投資を行うために支払われた）当初資
本が直接利回りの一部として使用されることがあります。一部の投
資の現金化は容易ではなく、またその投資の売却・現金化も難しい
かもしれず、同様にその投資の価値、またはリスクについて信頼で
きる情報を入手することは難しいかもしれません。ご不明な点は担
当者までお問い合わせ下さい。
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ディスクロージャーアペンディクス
アナリストサーティフィケーション
本レポートに表記されている各アナリストは、それぞれが分析する企業、
または証券について、本レポートに示されている見解がすべての当該企業
および証券に対するそれぞれの個人的見解を正確に反映しています。それ
ぞれの報酬が本レポートに示されている推奨または見解に、直接的にも間
接的にも何ら関連しておらず、また今後も関連しないことを認めます。

本レポートで言及されているKnowledge Process Outsourcing (KPO)のアナリ
ストは、Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limitedに雇用されてい
ます。

重要なディスクロージャー
調査レポートに記述されている見解もしくは意見に重大な影響を与える可
能性がある対象企業、セクター、市場の動向については、適切と思われる
場合に調査レポートを発行することをCredit Suisseの方針としています。
また、偏りがなく独立的、明確かつ公正で、誤解を招く恐れのない調査レ
ポートのみを発行することをCredit Suisseの方針としています。

全従業員が準拠しなければならないCredit Suisse行動規範はhttps://www.
credit-suisse.com/governance/doc/code_of_conduct_en.pdf からアクセスでき
ます。

詳細については、次のリンクにある金融調査の独立性についての情報をご
参照ください。 
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf 

本調査レポートの作成を担当したアナリストは、Credit Suisseの総収益をは
じめとする様々な要因に基づく報酬を受け取っています。この総収益には 
Credit Suisseの投資銀行業務によって得た収益が含まれています。

以下の法域に対する追加のディスクロージャー

英国：Credit Suisse (UK) LimitedおよびCredit Suisse Securities (Europe) Limited
の顧客に対する債券情報開示に関しては、+41 44 333 33 99.へお電話くだ
さい。
その他の発行体に関するディスクロージャーを含む詳細については、Credit 
Suisseグローバル・リサーチ・ディスクロージャーをご参照ください。 

https://www.credit-suisse.com/disclosure 

分析へのガイド

Equity rating allocation as of  DATE

Overall Investment banking interests only

BUY

HOLD

SELL

RESTRICTED

相対的株式パフォーマンス
株式レベルでは、選択は個別銘柄対セクター、市場ポジション、成長見込
み、バランスシート構成および評価の相対的魅力を考慮して行われます。
セクターおよび国の推奨は「オーバーウエイト」、「ニュートラル」、
「アンダーウエイト」で、地域およびグローバルのそれぞれのベンチマー
ク指標に対する相対的パフォーマンスに従って割り当てられています。 

絶対的株式パフォーマンス
株式の推奨は BUY、HOLDおよびSELL で、以下の基準に基づき一般的に
6-12 ヶ月の期間で個別銘柄に見込まれる絶対的パフォーマンスによりま
す。

BUY: 絶対的株価において 10% またはそれ以上の上昇

HOLD: 絶対的株価において -10% から +10% の間の変化

SELL: 絶対的株価において 10% またはそれ以上の下落

RESTRICTED: 特定の状況において、社内外の規制当局が特定の種類のコミ

ュニケーション（例えば投資推奨）を Credit Suisse が投資銀

行取引に関与する過程で排除する。

TERMINATED: リサーチカバレッジは終了した。

絶対的債券パフォーマンス
債券の推奨は基本的に3-6ヶ月の期間でのそれぞれのベンチマークに対する
トータルリターンに基づいており、以下のように定義されます。

BUY: 債券発行がその特定のベンチマーク をアウトパフォームすると
いう予想

HOLD: 債券発行が特定のベンチマークに沿ってパフォームするという
予想

SELL: 債券発行がその特定のベンチマークをアンダーパフォームする
という予想

RESTRICTED: 特定の状況において ､ 社内外の規制当局が特定の種類のコミュ
ニケーション（例えば投資推奨）を Credit Suisse が投資銀行取
引に関与する過程で排除する。

Credit Suisse HOLT
Credit Suisse は、本調査レポートのHOLT(tm) の分析法に基づく分析につい
て、（１）本調査レポートに示されている分析が Credit Suisse のHOLT の分
析法を正確に反映し、（２）弊社の報酬が本調査レポートに示されている
見解に、直接的に何ら関連しておらず、また今後も関連しないことを認め
ます。Credit Suisse HOLTの分析法では、証券に対して格付を付与すること
はありません。Credit Suisse HOLTの分析法は、総称してCredit Suisse HOLT
バリュエーション・モデルと称される、独自クオンツ・アルゴリズムと潜
在価値評価算出を組み合わせて使用する分析的ツールであり、データベー
スに包含される全企業に一貫して適用されます。第三者データ（コンセン
サスの収益予想データを含む）は、体系的に多数のデフォルト変数に変換
され、Credit Suisse HOLTバリュエーション・モデルで使用可能なアルゴリ
ズムに組み込まれます。外部データ供給会社より提供される財務諸表、値
付け、収益データはデータの品質管理対象となり、企業の経済パフォーマ
ンス分析のための精緻な調整が適宜行われます。この調整は、個別企業の
過去・現在・将来の状況に対する分析、または複数企業の同業他社比較、
国際比較分析を行う際の一貫性を提供するためのものです。Credit Suisse 
HOLTバリュエーション・モデルが創出するデフォルト・シナリオは、証
券の基準バリュエーションとして提供されるものであり、ユーザーは、
デフォルト変数を調整し代替シナリオを創出することができます。Credit 
Suisse HOLTの分析法では、証券に対して価格目標を付与することはあり
ません。Credit Suisse HOLTバリュエーション・モデルが創出するデフォル
ト・シナリオは、証券の潜在価格を算出するものです。また、第三者デー
タが更新されることに伴い、潜在価格も変化する可能性があります。代替
潜在価格を導出するために、デフォルト変数を調整することが可能です。
Credit Suisse HOLTの分析法に関するさらに詳しい情報は、ご請求により入
手いただけます。 
CFROI(r)、CFROE、HOLT、HOLTfolio、HOLTSelect、HS60、HS40、 
ValueSearch、AggreGator、Signal Flag および”Powered by HOLT” はCredit 
Suisseならびに米国内およびその他の国の当該関連会社の商標あるいは登
録商標です。HOLTはCredit Suisseの企業パフォーマンスとバリュエーショ
ン・アドバイザリーサービスです。

テクニカル・リサーチについて
本レポートに言及されている推奨表の場合の「終値」とは直近の取引所で
取引された終値 のことです。「MT」は中期トレンド（3-6ヶ月間の見通
し）の評価を表しています。「ST」は短期トレンド（3-6週間の見通し）を
表します。プラスの見通し（価格上昇の見込み）には「+」、どちらとも言
えない（大きな価格変動が見込まれない）場合は「0」、マイナスの見通し
（価格下落の見込み）には「-」の評価となります。「Rel perf」のコラムに
おけるアウトパフォームはベンチマークに対する個別銘柄の予想されるパ
フォーマンスを表します。「Comment」のコラムにはアナリストからの
新のアドバイスが含まれます。「Recom」のコラムには当該株の買い推奨
（寄付きでの購入）が出された日付の一覧が載っています。「P&L」には
買い推奨で購入した場合のその後に発生した損益が示されます。 
テクニカル分析に関する簡潔な紹介は「テクニカル分析解説」をご参照く
ださい。 
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/technical_tutorial_en.pdf 
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グローバル･ディスクレーマー／重要情報
本翻訳レポートは、お客様に便宜を図る目的で提供されています。当社
は、翻訳の正確性について一切保証および黙示致しません。当社として正
式なレポートは、あくまで本レポートの英文原文であり、英文原文と本レ
ポートの翻訳との間に生じた相違は、何ら法的拘束力および法律上の効力
がありません。

本レポートに記載されている有価証券への投資に伴うリスクについては、
以下のリンクをご参照ください。
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 

本レポート内のクレディ･スイスへの言及はその子会社と関連会社を含み
ます。当社の構成に関するさらなる情報は、以下のリンクをご参照くださ
い。
http://www.credit-suisse.com/who_we_are/en/ 

本レポートに表明される情報と意見は、クレディ･スイスのプライベート
･バンキング部門のグローバル・リサーチ部によって、執筆日時点に作成
されたもので、通知なく変更されることがあります。本レポート中で特定
の有価証券等に関して表明される見解は、評価基準の相違から、投資銀行
部門の調査部による観察や見解と異なったり、一貫性を欠く場合がありま
す。本レポートは、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、あるいはスイスの銀行であるCredit Suisse AG、その子会社および
その関連会社（“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。本レポートに掲載されている資
料の著作権は、特別な記載がない限りすべてクレディ・スイスに帰属しま
す。また、事前にクレディ・スイスの許可を書面で得ることなく、本レ
ポートに記載ないし掲載した資料、内容および複製に手を加えたり、第三
者に送信、複製および配布することは、その方法の如何にかかわらず、一
切禁止されております。本レポートで使用されているすべての商標、サー
ビス・マークおよびロゴは、クレディ・スイスまたはその関連会社の商標
やサービス・マーク、もしくは登録商標や登録サービス・マークです。

本レポートに掲載されている情報、ツール、資料は、情報提供のために作
成されたものであり、証券やその他金融商品の売買や引き受けを勧誘する
目的で使用されたり、あるいはそうした取引の勧誘とみなされるべきもの
でもありません。クレディ・スイスは投資の税的影響に関するアドバイス
は致しません。別途、税のアドバイザーに相談されるようお勧めいたしま
す。とりわけ課税ベースとレベルが変わる場合がありますのでご注意くだ
さい。

クレディ・スイスは本レポートのディスクロージャーアペンディクスの
情報や意見が正確かつ完全であると信じております。本レポートのその
他のセクションに掲載されている情報や意見は、クレディ・スイスが信
頼できると判断した情報源から入手していますが、その正確性または完全
性を保証するものでありません。ご要望に応じて追加的情報の提供が可能
です。本レポート中に掲載した資料を使用した場合に生じた損失につきま
しては、クレディ・スイスに適用される法令のもとで免責が該当しない場
合を除いては、一切の責任を負いかねます。また、本レポートは個々の
判断の代りとしてみなされるべきものではありません。クレディ・スイ
スは当該証券についてトレーディング・アイデアを発行している、また
は将来発行する場合があります。トレーディング・アイデアは市場の出
来事や材料に基づいた短期的取引機会です。一方、銘柄推奨（”Company 
Recommendation”）はディスクロージャーセクションで定義されている
とおり、今後6ヶ月から12ヵ月間の予想トータルリターンに基づいた投資
推奨を反映しています。トレーディング・アイデアと銘柄推奨は異なる想
定、分析手法を反映しているため、トレーディング・アイデアは銘柄推奨
と方向性が異なる可能性があります。また、クレディ・スイスは本レポー
ト中の情報と一致しなかったり、異なる結論を示す他のレポートを発行し
ている、または将来発行する場合もあります。それらのレポートは作成
したアナリストの異なる想定、意見、分析手法を反映したもので、クレ
ディ・スイスは、本レポートの受取人に対し、そのような他のレポートが
あることについて、必ず通知しなければならない義務を負いません。クレ
ディ・スイスは本レポートに言及されている企業に関連する多くの業務に
携わっています。これらの業務は専門的取引、リスク裁定取引、マーケッ
ト・メーク、およびその他の自己勘定取引を含みます。

本レポートに記載された情報、意見および予想は、クレディ・スイスがこ
のレポートを公表した時点の判断を反映しており、通知なしに変更される
場合もある点をご了承ください。本レポートにはウェブサイトのアドレ
スやハイパーリンクが設定されていることがあります。レポートがクレ
ディ・スイスのウェブサイトに言及している場合を除き、クレディ・スイ
スは当該サイトに関するレビューは行っておりませんので、その内容につ
いて責任は一切負いません。このようなアドレスやハイパーリンク（クレ
ディ・スイス自身のウエブサイトのアドレスやハイパーリンクを含む。）
は、お客様の利便性のために情報目的で提供されているものであり、その
ウェブサイトの内容はこの文書の一部を成すものではありません。本レ

ポートまたはクレディ・スイスのウェブサイトから当該ウェブサイトへア
クセスまたはリンクを開くことはお客様ご自身のリスクで行っていただく
ことになります。

調査レポートの配布
ここに別途特定されていない限り、本レポートはスイス連邦銀行理事会
（the Swiss Financial Market Supervisory Authority）によって認可され規制され
ているスイス銀行であるCredit Suisse AGによって発行されています。

オーストラリア：
本レポートは、Corporations Act 2001（s761G）により定義される「ホール
セール」顧客のみを対象に、Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 
17 061 700 712 AFSL 226896) により、オーストラリアで配布されます。
CSSBは、本レポートで言及される金融商品の運用成果の確約、あるいは運
用成果の履行保証を行いません。

バハマ：
本レポートは、スイス銀行であるCredit Suisse AGによって発行され、
Securities Commission of the Bahamasのブローカーディーラーとして登録さ
れている、スイス銀行の支店である Credit Suisse AG, Nassau Branchを代表
して配布されます。

バーレーン：
本レポートは、Investment Firm Category 2としてCentral Bank of Bahrain (CBB)
に認可され規制されているCredit Suisse AG, Bahrain Branchにより配布され
ます。

ブラジル：
本レポートで言及されている情報は、ブラジルでの有価証券の公募を意
味するものではありません。本レポートで言及されている有価証券は、
Securities Commission of Brazil (CVM)に登録されていない場合があります。

ドバイ：
本情報は、Dubai Financial Services Authority (DFSA)により、認可され規制さ
れている Credit Suisse AG, Dubai Branchにより配布されます。関連金融商品
あるいはサービスは、顧客としての規制基準を満たし、ホールセール管轄
区域の金融市場へ参加するための十分な金融経験と理解を有している100
万米ドル以上の流動資産を保有するホールセール顧客に対してのみ提供さ
れます。

フランス：
本レポートは、投資サービス提供者としてAutorité de Contrôle Prudentiel 
(ACP)に認可されたCredit Suisse (France)により、配布されます。Credit 
Suisse (France)は、Autorité de Contrôle Prudentiel and the Autorité des Marchés 
Financiersにより、監督および規制されています。

ドイツ：
Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)により認可され規制さ
れているCredit Suisse (Deutschland) AGが、クレディ・スイスの関連会社の
一つにより作成されたレポートを顧客に配布しています。

ジブラルタル：
本レポートは、Credit Suisse (Gibraltar) Limited により配布されます。Credit 
Suisse (Gibraltar) Limited は、クレディ・スイスの完全子会社として独立し
た法人であり、Gibraltar Financial Services Commissionにより規制されていま
す。

ガーンジー：
本レポートは、Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, 
Guernsey に住所が登録され、15197の番号で独立した法人としてガーン
ジーに登録されているCredit Suisse (Guernsey) Limitedより配布されます。
Credit Suisse (Guernsey) Limitedは、クレディ・スイスの完全子会社であり、
Guernsey Financial Services Commissionにより規制されています。ご希望の方
には 新の監査済み決算書のコピーが入手可能です。

インド：
本レポートは、Securities and Exchange Board of India (SEBI) に規制され
ているCredit Suisse Securities (India) Private Limitedにより配布されます。
（SEBI登録番号：INB230970637、 INF230970637、INB010970631、 
INF010970631。登録所在地9th Floor, Ceejay House, Plot F, Shivsagar Estate, 
Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, India, Tel. +91-22 6777 3777）

イタリア：
本レポートは、Banca d’Italiaおよび CONSOBの監督および規制下にあ
り、イタリア法に基づき銀行として法人化し登録されたCredit Suisse (Italy) 
S.p.A.により、イタリアで配布されています。また、イタリアで銀行・金融
サービスの提供を認可されたスイス銀行である、Credit Suisse AGによって
も配布されます。
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日本：
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