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今年の当社の重要なトップ・インベストメント・アイデ
アの一つは「株式のアルファを追求」です。個別銘柄間
の相関関係が低下しているため（2011年末ごろの約70％
から現在は約25％）、銘柄選択によって投資パフォーマ
ンスを上げられる可能性は高まっています。実際、マー
ケット・サイクルの現段階でこれが起こることを期待で
きます。株式市場は2013年初めの広範に過小評価された
状況から現在はほぼ公正価値（12ヵ月のフォワードP/E
などで評価）に近くなっており、「上げ潮は船をみな持
ち上げる」といった効果が得にくくなったからです。来
年に予想されるFRBの利上げによって、当面、この株式
リターンのばらつきは大きくなるでしょう。たとえば、
借入比率の高い企業や収益見通しが長めの企業は、利上
げを刺激する継続的な経済成長から恩恵を受ける企業ほ
ど良いパフォーマンスはあげられないと思われます。こ
のトップ・アイデアにエクスポージャーを持ちたい場
合、ファンドを通じて投資することも可能です。おそら
くロング・ショート・ヘッジファンドや銘柄選択に特化
した従来的なロング・オンリー・マネジャーが良いで
しょう。あるいは、自分で銘柄選択をすることもできま
す。当社の投資戦略・リサーチ・チームには、個別銘柄
を選択したいと考えるお客様に質の高い情報を提供する
という長年の伝統があります。当社には、プライベー
ト・バンキング＆ウェルス・マネジメントのお客様専門
のアナリスト・チームがあり、600の個別株式と広範な
債券について独自の、詳細なリサーチを行っています。
私たちは今、これにさらに1000銘柄を加えて強化するこ
とにより、このサービスを利用できる機会を拡大しよう
としています。これらの銘柄については、機関投資家向
けに提供するリサーチのサマリーを使ってクレディ・ス
イスのプライベート・バンキング＆ウェルス・マネジメ
ントのお客様のためのレポートを作成します。これに
よって、「アルファを追求」したいと考える投資家の皆
様がリサーチできる銘柄の範囲を大幅に拡大することが
できるでしょう。
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日本の投資戦略

構造改革の実現に
注目

安部首相の支持率が改革に関する投
資家の信頼を高める鍵

企業収益の回復が日本市場をサポー
ト

Soichiro Matsumoto
Investment Strategy Japan
soichiro.matsumoto@credit-suisse.com, +81 3 4550 5462

日本の臨時国会の会期は9月29日から11月30日までであ
る。この国会は安部首相にとって忙しい会期になりそう
だ。次の四半期に政府が、消費税の8％から10％への引
き上げ、法人税減税、原子力発電所の再稼働、環太平洋
経済連携協定（TPP）参加者との概要協定、公的年金基
金改革などの重要な政治改革を実施できるかどうかは安
部首相の支持率によって大きく左右されると考えられ
る。

2度目の消費税引き上げは、財政再建の道を固めるた
めに非常に重要だ。安倍氏は、修正後の第２四半期国内
成長率（GDP）が発表される2014年末までに決定を下す
と予想されている。この決定は補正予算とGDP成長率を
支えるためのもう一つの刺激策の予想に拍車をかけるだ
ろう。原子力発電所の再稼働は大きな政治的課題であ
り、国内経済の長期的成長力にも影響を与える。国内の
発電能力が不十分では、国内生産を増加させることが困
難だからである。TPP交渉における顕著な進展も、日本
への外国直接投資を増加せるために非常に重要だ。これ
は、安倍氏が本気で日本を自由で開放的な市場にしよう
としていることについての外国人投資家の信頼を高める
ことになる。年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）
を含む公的年金基金改革は、直近の内閣改造で改革主義
者である塩崎恭久氏が厚生労働相に任命されたことで急
速に進展すると予想されている。国内のリスク資産に対
する投資家のネガティブなセンチメントは逆転する可能

性がある。投資家は今後数週間、安倍氏の構造改革が実
行可能かどうかを見極めるために上記の改革案を精査す
るだろう。

上半期は好調な企業収益が見込まれる
日本企業は10月下旬から2014年上半期の業績発表を開始
し、通年の目標を修正する。当社の予想通り、世界経済
の回復（特に日本の最大貿易相手国である米国の回復）
が好影響を与え、円安の支援も得て日本企業の収益は増
加すると当社は考えている。一方で、この4月の消費税
引き上げをきっかけに国内の景気回復については懸念が
高まっている。日本の消費の着実な回復には、大幅な賃
上げが必要だと当社は見ている。名目賃金の伸びはプラ
スになったが、依然日本のインフレ率を下回っている。
雇用形態が派遣から正社員に変わった影響を測定するの
は難しいが、日本の経営者が長期的に構造的な労働力不
足の悪影響を懸念していることから、それによるポジ
ティブな兆しは見て取ることができる。企業収益が発表
されるときには、当社は株主のリターンの改善と資本の
効率的な使用についての企業戦略にも注目する。

季節要因により10月のボラティリティは上昇するもよう
10月にはグローバル市場のボラティリティが上昇する傾
向があるため、投資家はこの期間中、リスクに対してよ
り大きな注意を払う必要がある。次の主要イベントは連
邦公開市場委員会の会合である。このときにFRBは段階
的縮小を継続してQE３を終わらせ、将来の利上げへの道
を整えると予想されている。加えて、米国の中間選挙、
欧州中央銀行の資産査定（AQR）、ユーロ圏の単一監督
メカニズム（SSM）、ウクライナをめぐる地政学的緊
張、スペインで11月9日に行われるカタロニア独立をめ
ぐる国民投票などの展開が注目される。

円安トレンドは変わっていない。グローバルに分散した
アセットアロケーションに妙味
当社は円安トレンドは依然変わっていないと考えてい
る。これは、円ベースの投資家にとっては円以外の通貨
への分散が価値を生み出すことを意味する。日本銀行は
現在の量的緩和のペースを維持すると述べたが、米国と
英国はまもなく緩和姿勢を終了させるだろう。日本の実
質金利はマイナスなので、国内の長期投資家は、プラス
の実質リターンを期待できる他の投資に資産をシフトさ
せることを促される。これは穏やかな円安を支持する材
料になると当社は見ている。

日本の投資家には、穏やかな、しかし継続的な円安
トレンドから恩恵を受けるためにグローバルに分散した
ポートフォリオを検討することをおすすめする。このよ
うなポートフォリオはまた、長期的に安定したリスク・
リターンをもたらすはずである。
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投資マップ (地域とアセットクラス)

出所：クレディ・スイス

戦術的資産配分(TAA)と円建て投資家のためのサンプ
ル・ポートフォリオ
戦術的アセット・アロケーション（TAA）戦略と日本の
投資家のためのサンプル・ポートフォリオに基づき、引
き続き、株式、特に欧州と日本をオーバーウェイトす

る。当社はFRBが2015年6月に政策金利の引き上げを開
始すると予想しているが、米国債利回りの上昇は穏やか
なものとなり、急速な利回り上昇リスクは金融政策に
よって限定されると考えている。したがって、米ドル建
て債券へのアロケーションは現在ニュートラルであり、
全体的にデュレーションは若干長めとなっている。円建
て債券に関しては、年金積立金管理運用独立行政法人
（GPIF）がアセット・アロケーションを債券から株式に
シフトし、円は米ドルに対してさらに下落するとの予想
を前提に、アンダーウェイトする。このため、円ベース
の投資家向けのモデル・ポートフォリオでは、債券のポ
ジションは若干のアンダーウェイトとなる。通貨の配分
に関しては、金利の上昇に伴い、金利差によって米ドル
の価値が上昇すると考えられるため、円をアンダーウェ
イトし、米ドルをオーバーウェイトすることを推奨す
る。 (29.09.2014)
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経済

機関車（牽引役）
の不足

ユーロ圏も中国もモメンタムを欠く
中、現在、成長の主要な牽引力となっ
ているのは米国経済だけである。

低インフレを考慮すると、FRBの利
上げはおそらく慎重なものになるだろ
う。ECBが国債の買い入れを開始する
可能性はますます高まっている。

Oliver Adler
Head of Economic Research
oliver.adler@credit-suisse.com, +41 44 333 09 61

大型経済国は、先進国も新興国もほとんどすべて拡大
モードにあるが、真に堅固な成長を示している国は非常
に少ない。低インフレであることから、金融政策決定者
は引き続き支援策を提供する（する必要がある）だろ
う。

依然米国だけが成長を牽引
直近の購買担当者指数（PMI）は引き続きほとんどが拡
大モードだが、多くの数値は縮小ゾーンに近すぎるため
安心はできない。G–３諸国の中では、ユーロ圏のモメン

タムが最も弱い。フランス（実質的に景気後退）よりも
ドイツの数値の方が良好だが、ドイツのモメンタムも、
ウクライナ/ロシアの展開、中国の一層の景気減速、そ
して何よりもユーロ圏の主要な貿易相手国の景気停滞の
懸念が続いているため低下し続けている。とは言え、最
近発表されたECBによる緩和策とその後のユーロ安に
よってモメンタムは最終的には安定するはずだ。日本で
は、消費税引き上げの後遺症が依然残っており、2015年
にさらなる消費税引き上げを実施するとのコミットメン
トが強いことから、成長が加速する可能性は低い。中国
では不動産と工業の過剰生産力が成長見通しの下方リス
クを示唆している。他の新興国市場（EM）では、景気
が加速している兆しを見せている国（インドやインドネ
シアなど）もあるが、他の多くの国（ブラジル、トル
コ、南アフリカ、ロシア、および他の小規模なEM）で
は、高い実質金利、大きな債務、低いコモディティ価格
または改革の欠如などにより、低迷が続いている。この
ため、成長の主要な牽引役は米国だけとなっている。米
国では、依然として低い金利、堅調な企業キャッシュ・
フロー、沈静化したエネルギー価格、徐々に上昇する賃
金、金融資産の大幅な増加などの組み合わせにより、自
律的な回復が続くと当社は見ている。しかしそれでも、
世界の成長は金融危機前のピーク時の半分を若干上回る
程度にしかならない。

ディスインフレの継続は金融緩和の継続を意味する
世界経済の成長の停滞は、財政赤字や対外赤字が非常に
大きく、それに応じて通貨が弱い場合を除き、インフレ
リスクが引き続き上昇よりも下降にあることを意味す
る。したがって、金融政策決定者は、可能な場合には、
低成長と低インフレを妨げようとするだろう。先進国の
中で追加的な金融支援策が最も必要なのは明らかにユー
ロ圏である。銀行に対するECBの直近の貸付オファー
（TLTRO）への需要は低迷しているが、今後は幾分増加
し、ECBの資産担保証券の買い入れ（10月に開始され
る）も流動性の増加を促すだろう。しかし、ECB総裁の
目標がECBのバランスシートを危機後のピーク時の状態
まで増加させることだとすれば、ECBは最終的には、全
面的な量的緩和（QE）、すなわち国債の買い入れに「踏
み切る」必要があると思われる。一方、日銀は現在のQE
プログラムを2015年以降にまで拡大する可能性が高く、
中国は、金融緩和策を少しずつ実施する方法を続けるだ
ろう。このため、金融政策を引き締める可能性のある主
要中央銀行は米国のFRBとイングランド銀行だけとな
る。依然として低迷している労働市場、低インフレ、脆
弱な対外環境を考慮すると、それらの実施は慎重に行わ
れると当社は考えている。 (26.09.2014)
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債券利回り急騰のリスクは低下。債
券に対してはニュートラル。

短期的には季節的なボラティリ
ティ・リスクがあるが、株式は3–6 ヵ
月の期間でアウトパフォームする予
想。米ドル高は持続。

Nannette Hechler-Fayd'herbe
Head of Investment Strategy
nannette.hechler-fayd'herbe@credit-suisse.com, +41 44 333 17 06

金融政策の乖離は金融市場にとって何を意味するのか
最近の経済統計には若干モメンタムが失われているとは
いえ、米国経済の堅固さは、それがなければ低迷してい
る世界経済にとって有用な安定剤となっている。米ドル
高も他の通貨の競争力を高めるという意味で役立ってい
る。それでも、景気が低迷している国には追加の金融刺
激策が必要となる。従って、最近ECBのマリオ・ドラギ
総裁が示唆したように、金融政策の乖離はさらに顕著な
ものとなるだろう。それによって債券利回りが世界的
（堅調な経済も含む）に急上昇するリスクは低下し、売
買益や利回りを求められる結果、高リスク資産が良好な
パフォーマンスをあげる局面が長引くだろう。

債券に対してはニュートラル
米国と英国の利回りは低水準から極めて大きく上昇した
ため、現在はより良い価値を提供している。さらに、
FRBやBoEの最初の利上げが近づいたら、イールドカー
ブはフラット化（ 長期利回りは短期利回りに対しわずか
しか上昇しない）するはずだ。したがって当社は、米ド
ルとポンドのポートフォリオではニュートラルかつ比較
的短期のデュレーション戦略を推奨する。スイスと日本
の長期利回りは当社の推定公正価値よりもはるかに低
い。 しかし一層の金融緩和が控えているため、今後3–6
カ月間、金利の上昇は抑えられるだろう。とは言え、

ユーロ圏の中核諸国およびスイスの債券利回りは極めて
低水準で株式と比べ魅力がない。ユーロ建ておよびスイ
ス・フラン建てポートフォリオでは、社債や外貨建ての
債券の方が適切な利回りを提供すると当社は見ている。

当社は依然として株式を選好
全体として、株価は9月を通じて上昇を続けたため、引
き続き下支えされていると考えられる。そうとは言え、
季節的要因と2つの特殊要因、すなわちFRBの債券購入
（QE）の縮小とECBによる資産査定（AQR）の結果発表
により、短期的にはボラティリティが高まる可能性があ
る。地域戦略では引き続き欧州市場と日本市場を選好す
る。両市場とも通貨安と、それによる利鞘と収益への影
響から恩恵を受けるだろう。当社は、反タックス・イン
バージョン政策にもかかわらず、引き続きグローバルに
テクノロジーと医薬品のセクターを選好する。当社の
トップ・インベストメント・アイデアについては、それ
ぞれのセクションで詳細に説明されている。

コモディティと不動産に関してはニュートラル。ヘッジ
ファンドと代替利回り源を選好
金利が低下し、景気が回復し、インフレが正常化すれば
コモディティは好調なパフォーマンスをあげる。今年は
今までこれらの要因がまちまちだったため、コモディ
ティは全体として横ばいに推移していた。 コモディティ
に関しては今後もニュートラルを維持する。不動産に関
しても、アセット・アロケーションの観点からニュート
ラルとする。不動産は利回りを提供するため、債券利回
りの上昇が小幅かつゆっくりとしたものである限り、不
動産は下落圧力を受けない。ヘッジファンドはこれまで
より良好なパフォーマンスを示すはずであるため、ポジ
ティブな見方を維持する。しかし当社は、利回り源とな
り、かつ他の資産クラスとの相関度も低い、保険連動証
券やマスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）
などのような、他の代替資産にも注目する。これらの情
報については担当の投資アドバイザーに問い合わせるこ
とをお勧めする。

通貨：米ドル高が持続
当社は金融政策の乖離から、米ドルとポンドが共に、
ユーロ、スイス・フラン、円に対して上昇するとの見方
を維持する。対米ドルの豪ドルについてもネガティブを
継続する。 (29.09.2014)
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予想の要約
見通しおよび予想についての詳しい情報は、ご要望に応
じて入手可能です。過去のパフォーマンスは将来の指標
とはなりません。パフォーマンスはコミッション、手数
料またはその他の費用、為替レート変動などの影響を受
ける可能性があります。 (01.10.2014)

短期金利 3ヵ月物LIBOR / 10年物国債

10年3ヵ月物
LIBOR

12ヵ月3ヵ月スポット12ヵ月3ヵ月スポットin %

0.8-1.00.5-0.70.490.0-0.20.0-0.20.01CHF

1.3-1.51.0-1.20.950.0-0.20.0-0.20.08EUR *

3.0-3.22.6-2.82.490.5-0.70.2-0.40.24USD

3.0-3.22.5-2.72.431.1-1.30.5-0.70.57GBP

4.1-4.33.8-4.03.482.8-3.02.5-2.72.74AUD **

0.6-0.80.4-0.60.530.0-0.20.0-0.20.12JPY

スポットレートは2014年9月30日の終値。予測日：2014年9月26日。 * 3ヵ月Euribor, ** 3ヵ月銀行

手形金利.

出所：ブルームバーグ、クレディ・スイス

株式

12ヵ月*3ヵ月*配当利回
り (%)

PERスポッ
ト

指数

2101952.714.5188MSCI AC ワールド**

2,2002,0702.315.61,972米S&P 500種

3,7003,4004.313.03,226ユーロストックス50

7,1006,7503.913.46,623英国 FTSE 100

1,5501,4201.813.91,326日本 TOPIX

6,0005,5504.414.55,293オーストラリア
S&P/ASX 200

17,50016,0002.815.114,961カナダ S&Pトロント
総合

9,3008,7503.015.78,835スイスSMI

4754402.711.1420MSCI エマージング・
マーケット**

価格は2014年9月30日現在、*予想、 **ネットリターン (配当を含む)。

出所：データストリーム、クレディ・スイス

コモディティ：

12ヵ月*3ヵ月*スポット

120012501208金 (USD/oz)

161816.98銀(USD/oz)

150013751301プラチナ (USD/oz)

900800773.1パラジウム (USD/oz)

640066006667銅 (USD/ton)

979291.16WTI原油(USD/bbl)

565055505499クレディ・スイス・コモディティ・ベンチ
マーク

スポット価格：2014年9月30日のニューヨークの終値；*予想。

出所：ブルームバーグ、クレディ・スイス

クレジット：主要指数

12ヵ月予想3ヵ月予
想

デュレー
ション
(年)

スプレッ
ド(bp)

利回り
(%)

1.0%0.2%4.8901.2BC IG コーポレー
トEUR

0.8%0.1%7.11123.1BC IG コーポレー
トUSD

1.2%0.4%5.71072.8BC IG ファイナン
シャルUSD

-0.2%-0.1%5.3390.6CS LSI ex govt
CHF

3.6%0.9%4.44366.1BC ハイイールド
社債USD

3.5%0.7%3.93664.6BC ハイイールド
Pan EUR

3.0%0.5%7.73305.8JPM EM ハードカ
レンシーUSD

3.1%0.7%4.8n.a.6.8JPM EM ローカル
カレンシー・ヘッ
ジ USD

BC =バークレイズ・キャピタル、IG= 投資適格、CS = クレディ・スイス, JPM = JP モルガン

(EMBI+ および GBI Gl. Div). 指数の数字は2014年9月30日付け。

出所：ブルームバーグ、クレディ・スイス

外国為替

12ヵ月3ヵ月スポット

1.19-1.231.23-1.271.26EUR/USD

0.98-1.020.95-0.990.95USD/CHF

1.20-1.231.20-1.231.21EUR/CHF

111-115109-113110USD/JPY

135-139137-141138EUR/JPY

0.72-0.760.75-0.790.78EUR/GBP

1.61-1.651.61-1.651.62GBP/USD

0.82-0.860.85-0.890.87AUD/USD

1.09-1.131.10-1.141.12USD/CAD

8.78-8.828.98-9.029.11EUR/SEK

7.78-7.827.98-8.028.12EUR/NOK

4.18-4.224.18-4.224.18EUR/PLN

6.06-6.106.13-6.176.14USD/CNY

1.24-1.281.24-1.281.28USD/SGD

1030-10501030-10501055USD/KRW

60-6260-6261.8USD/INR

2.45-2.552.35-2.452.45USD/BRL

12.5-12.713.1-13.313.4USD/MXN

スポットレート：2014年9月30日のロンドンの終値。

出所：ブルームバーグ、クレディ・スイス

実質GDP成長率とインフレ率

インフレ
率

GDP 成長率

2015(予
想)

2014(予
想)

20132015(予
想)

2014(予
想)

2013％

0.50.1-0.21.61.41.9スイス

0.80.61.31.30.8-0.4欧州

2.02.01.53.02.12.2米国

1.91.62.62.73.21.7英国

2.42.52.42.83.12.4オーストラ
リア

1.82.80.41.11.01.5日本

3.02.32.66.97.47.7中国

予測日：29/09/2014.

出所：クレディ・スイス
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マンデート・アセット・アロケーションの概
要

金利上昇を利用し
て債券エクスポー
ジャーを引き上げ
る

当社は現金ポジションを削減した。

ユーロ（EUR）、米ドル（USD）、
ポンド（GBP）債券のアロケーション
を引き上げた

José Antonio Blanco
Head of Global MACS
jose.a.blanco@credit-suisse.com, +41 44 332 59 66

USD利回りの最近の上昇によって当社は現金で債券を購
入し、ポートフォリオにおける金利エクスポージャーを
調整した。CHFまたはEURが基準通貨のマンデートで
は、より長期のEUR建て債券へのエクスポージャーを追
加し、基準通貨がUSDまたはGBPのマンデートでは、質
の高いUSD建てまたはGBP建ての債券ポジションをそれ
ぞれ追加した。これらの取引は当社の全体的なデュレー
ションを長期化したが、それでも全般にはデュレーショ
ンは若干アンダーウェイトのままとなっている。

株式に対しては引き続きポジティブな見方を維持す
る。短期的にはボラティリティが上昇する可能性がある
ものの、中期的要因（バリュエーション、低金利、テク
ニカル指標）は依然、株式市場にとって十分な支援材料
である。したがって当社は株式に対するオーバーウェイ
トを維持し、地域アロケーションも変更しない。当社が
選好する市場はユーロ圏と日本である。この地域のバ
リュエーションは依然適度で、中央銀行の金融政策は米
国よりも長期間緩和的にとどまる可能性が高い。加え
て、EUR安とJPY安がユーロ圏と日本の輸出を支えるだ
ろう。当社は米国株へのニュートラルな見方を維持し、
スイスに関してはバリュエーションが上昇したことから
アンダーウェイトとする。

ヘッジファンド選好というオルタナティブ投資に対
する姿勢は変化していない。外国為替では、USDのオー
バーウェイトと、日本株をオーバーウェイトした結果と
してのJPYエクスポージャーの部分的ヘッジを維持す
る。 (30.09.2014)

現在の配分と中立の配分
表示されている資金配分は時間の経過と共に変化するた
め、一任勘定の実施は、ベンチマーク、通貨ポジショ
ン、実行において配慮するその他の要因によって若干異
なる場合があります。

BM
Cash 5%
Fixed Income 80%
Equity 0%
Alternative 15%

BM
Cash 5%
Fixed Income 55%
Equity 20%
Alternative 20%

BM
Cash 5%
Fixed Income 35%
Equity 40%
Alternative 20%

BM
Cash 5%
Fixed Income 15%
Equity 60%
Alternative 20%

BM
Cash 5%
Fixed Income 0%
Equity 80%
Alternative 15%

Equities

Fixed Income

Income

Balanced

Capital Gain

5

80

15Benchmark
(BM) TAA

5

55
20

20
Benchmark
(BM)

TAA

5

35

40

20
Benchmark
(BM)

TAA

5

15

60

20
Benchmark
(BM)

TAA

5

80

15Benchmark
(BM)

TAA

出所：クレディ・スイス
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トップ・インベストメント・アイデア

トップ・インベス
トメント・アイデ
ア

7つのトップ・インベストメント・
アイデアすべてに「グリーン」を維持
する。

タックス・インバージョンに関して
は、影響を受ける取引がグローバル取
引のほんの一部にすぎないため、M&A
に関する高いコンビクションを維持す
る。

Markus Stierli
Head of Fundamental Micro Themes Research
markus.stierli@credit-suisse.com, +41 44 334 88 57

株式のパフォーマンスは依然まちまちなため、当社は引
き続き、アルファの追求に投資機会があると見ている。
最近のボラティリティにもかかわらず、テクノロジーの
長期見通しは引き続き良好である。債券については、低
スプレッド、低利回りの環境では、従来的なクレジット
よりもハイブリッド社債や銀行の劣後債などの方が優れ
た価値を提供すると見ている。

欧州のバリュー
消費の伸びが最終市場や地域によって不均等であって
も、回復の最初の兆しは欧州の消費財企業の支援材料と
なるだろう。資本財セクターは世界的に企業のバランス
シートが堅調なことから恩恵を受ける見通しである。ま
た、ユーロ安によって欧州企業は競争上優位になるはず
だ。

現金豊富な企業：M&Aに対するタックス・インバージョ
ン（節税のための本社移転）の影響
現在の低成長とゼロに近い金利環境では、現金豊富な企
業は引き続きバランスシートを利用して収益の伸びを押
し上げようとすると考えられる。米国企業が非米国企業
の買収を通じて税金の恩恵を受けることをねらったタッ
クス・インバージョン取引は、現在、グローバルな取引
の僅かな割合を占めるにすぎないと、当社は推定してい
る。したがって、グローバルなM&Aに対するコンビク
ションを維持し、取引量は今後も増加すると予想する。

(29.09.2014)

2014年のトップ・インベストメント・アイデアー概要

コメント状況トップ・アイデア

異なる回復局面（消費財、資本財）やセクター再編（通信）、そしてECBの金融緩和後のユーロ安（ドイツ製造
業など）および回復局面への露出の高い一部の中小型銘柄への投資による恩恵を受ける。

欧州のバリュー

銘柄ごとの相関性の低下が、スタイル、セクターおよびボトムアップの選択を通じたアウトパフォーマンスを助
長。ロングのみの投資家には当社の選好セクター銘柄、中小型株および「創出のための20銘柄」を、ロング・
ショート投資家にはペアトレード戦略およびヘッジファンドを推奨する。

株式のアルファを追求

慨して魅力的なITセクターにおいて、当社はオートメーションの拡大およびモノのインターネットの発展から恩恵
を受けるテクノロジー株を選好する。注目は、インターネット・プラットフォーム企業、モノのインターネット
（IoT）を実現する企業およびIoTを工場や作業工程のオートメーションに使用するITおよび資本財企業である。

テクノロジーに注目

最近インドで、そして現在中国で見られるような構造改革を背景にした厳選された投資機会、景気回復の恩恵を
受ける銘柄および台湾のテクノロジーセクターなどの高配当銘柄に注目する。

新興市場の改革者、景気循環銘柄＆配当銘柄

企業の現金保有高は高水準で資金調達は割安であるためM&Aの機会が拡大し高配当／自社株買戻しの可能性。現金豊富な企業

建設活動が加速しエネルギー費用が上昇しているため、資源効率および変化する事業環境への適応性をアイデア
に導入する。

持続性

割高に見える債券において利回りを追求するが、明確な選好銘柄は今後進化していく。現在は欧州金融機関の劣
後債およびハイブリッド社債を選好。

債券: 利回りの追求

状況を表すシンボルの意味：グリーン = 魅力のある投資機会 – テーマへの投資を継続。イエロー = 保有を続けるが、既存のポジションを買い増ししない。レッド= 既存のポジションを削減 /解消

出所：クレディ・スイス
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スペシャル・トピック

資産担保証券 –
ECBからの支援は
わずか

今後数ヵ月間の展開により、ABS市
場は投資家にとって興味深い投資機会
をもたらす可能性がある。

欧州周辺国の銀行への投資は、AQR
とストレステストの結果を待ってから
にすることを推奨。

Christine Schmid
Banking Research
christine.schmid@credit-suisse.com, +41 44 334 56 43

Michael Kruse
Supranationals & Banking Research
michael.kruse@credit-suisse.com, +41 44 333 29 77

ECBによる証券化市場開設準備は順調に進んでいる
このレポートが印刷されるころには欧州中央銀行
（ECB）が資産担保証券（ABS）プログラムの詳細を発
表するだろう。当社の見方では潜在的ABS市場には十分
な規模がある。銀行の証券化可能資産の約50％、すなわ
ち2.4兆ユーロがECBの投資対象になりうる。これには主
として、住宅用モーゲージのような比較的質の高い資産
が含まれている。ECBは資産査定（AQR）期間中に、資
産価値を現実的な水準まで調整するよう銀行に圧力をか
けた。これは銀行のバランスシートの質の信用を高める
だけでなく、ECB自身のABS投資の基準にもなる。欧州
の証券化市場における発行は2008年から75％減少してお

り、2013年の新規発行は2,000億ユーロ未満と、米国の
発行量の約14％にすぎなかった。欧州の調査はクレジッ
ト需要の改善の兆しを示していることから、証券化市場
の強化は信用供与を押し上げる可能性がある。興味深い
展開を見せる可能性のあるこの新市場について、さらに
詳細がわかったら投資家にお知らせする。

AQRとストレステストの厳しい結果が予想される
ECBが実施したAQRの結果は10月26日に発表される。し
かし、銀行は1ヵ月前に結果を知らされることから、事
前に何らかの情報が「リーク」される可能性がある。
AQRは、欧州銀行協会が実施するいわゆるストレステス
トと連携される。ストレステストは様々な経済シナリオ
における銀行のバランスシート行動をシミュレーション
するものだ。資本不足が発覚した銀行は、2週間で資金
不足をどのように埋めるかについての計画を提出しなけ
ればならない。ECBは11月半ばまでにその提案を承認ま
たは拒否する。提案を承認された銀行は、ストレステス
トの基本シナリオについては6ヵ月以内に、悪化シナリ
オについては9ヵ月以内に、AQRで特定された不足を埋
めるよう求められる。

ECBは、11月4日までに欧州の銀行を直接監督する規
制当局としての役割を引き受けるが、その手段が実体経
済に行き渡るように規制上のルールは、しばらくそのま
まにしておくかもしれない。さらに当社は証券化のルー
ルが緩和されると予想している。投資家はポジションを
取る前に、10月26日のAQRとストレステストの結果を見
ようとするかもしれないが、銀行銘柄は証券化市場の改
善に対してポジティブに反応する可能性がある。依然と
して重要な規制および訴訟の不透明性があるため、銀行
セクターに対する見方はニュートラルを維持する。

(26.09.2014)

図表 1：欧州のABSには大きな可能性がある
2008年以降証券化資産の発行は75％減少
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出所：AFME、クレディ・スイス
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スペシャル・トピック

引き締めはどれほ
ど恐ろしいのか？

米国株は主要な引き締めサイクルに
おいて最初の利上げ間近まで天井をつ
けないことが多い。その後もほとんど
の場合回復する。

ドルは最初の利上げ前に上昇し、利
上げ後に下落する傾向がある。

Joe Prendergast
Head of Financial Markets Analysis
joe.prendergast@credit-suisse.com, +41 44 332 83 18

Luca Bindelli
Head of Foreign Exchange Analysis
luca.bindelli@credit-suisse.com, +41 44 333 05 23

FRBは9月に、1ヵ月当たり850億ドルだった米国債の買
い入れを150億ドルまで縮小することに成功した。10月
にはゼロとする可能性が高い。これまでのところ、異例
の金融緩和からの段階的撤退は確かに波乱なく進められ
てきた。縮小プロセスの終わり頃にはなんらかのボラ
ティリティを排除できないとしても（特にそれが金融市
場にとって1年で最も変動の大きな季節と一致する可能
性が高いとすれば）、焦点は来年の従来的な金融引き締
め策の見通しにシフトするだろう。当社は6月にもFRB
の最初の利上げが行われると予想している。金融市場は
そのような従来的な引き締め政策の見通しに対して、そ
の前、最中、その後にどのような反応をするだろうか？

金利の上昇は理論的には株式にとって悪材料だが・・・
FRBの引き締めに対する株式市場の反応について、ほと
んどの研究は、金利の上昇が株式にとって悪材料である
ことを示唆している。たとえば、「FRBの政策に対する
株式市場の反応をどう説明するか？」と題された2004年
の論文で、バーナンキとカットナー（Kuttner)は、フェデ
ラルファンド金利が予想外の動きを+0.25％するごと

に、株式市場には約–1％の影響があると報告している。
しかし実際には、グローバルな株式市場は最近数十年
間、引き締めを無視する傾向があった。

このスペシャル・トピックでは、今、市場が直面し
ている状況、すなわち長引いた緩和からの大きなシフト
となる金融引締めに対する市場の反応をさらに深く検討
する。このような事例は1977年、1987年、1994年、
2004年に発生している。しかし1977年や1999年のよう
な小規模な例は、より「正常な」金利水準からの微調整
と見られるため、除外する。当社の結果は学術論文の結
論と類似しているが、その他にもいくつかの興味深く、
かつ意外な力学を発見した。

引き締めサイクルは株式の調整を引き起こすことが多い
が、サイクルの逆転には至らない
チャート1と2は、米国債の10年物の利回りの要約と、主
要リスク資産のリターンを示している。それぞれのデー
タは最初の引き締め（ゼロ）に対して示されている。過
去のデータから以下の教訓を学ぶことができる。

FRBの引き締め期間中の平均債券利回り
US 10y Treasury Yield
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出所：クレディ・スイス、ブルームバーグ

 米国債は引き締めの前後の月に下落する傾向がある。
また、引き締めは十分に予想されることが多く、現在も
引き締めの前年に非常にスティープなイールドカーブが
一般化している。しかし債券はそれでも最初の主要な利
上げの約3–4ヵ月前にさらに下落する傾向がある（ただ
し利回りは通常、そのずっと前にサイクルの最低水準で
はなくなっている）。これは、利回りはまだしばらく比
較的低水準にとどまり、2015年初旬にようやく6月の引
き締めを想定して確実な底入れをする可能性があること
を示唆している。

 FRBの引き締め前に、株式を早く売りすぎてはいけな
い。 株式は引き締め直後に、3–6ヵ月間で平均約5％、
穏やかに下落する傾向がある。しかしほとんどの場合、
新たな引き締めサイクルの開始から12ヵ月以内に正味で
ポジティブなリターンを回復する–その一つの顕著な例
外は 1987年の例だ。株式は引き締め直後に急騰した後
は、FRBの最初の利上げから約5ヵ月も経ってから、
1987年10月の株式市場の暴落後にようやく上昇した。興
味深いことに、引き締め期待が株価に悪影響を与えたよ
うには見えない。米国株は、通常は政策変更前の3ヵ月
以内に一時的なピークをつけたあと、政策サイクル開始
のほぼ直前まで上昇する傾向がある。これは、6月に利
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上げという当社の仮定の場合、株式市場の米国内のピー
クは、2015年前半になることを示唆している。

 他のリスク資産も概して株式と同様のパフォーマンス
を示している。引き締めサイクル全体を通じたハイイー
ルド債（HY）と投資適格債（IG）の平均パフォーマンス
（トータルリターン）は、驚くほど似通っており、ポジ
ティブだった。新興国市場（EM）株式は、過去の引き
締めサイクル、特に2004年には意外にもアウトパフォー
ムしている。しかし、1994年のサイクルでは、引き締め
前には米国をアウトパフォームしたが、引き締め開始後
は米国を大幅にアンダーパフォームした。

 米ドルは引き締め前にはロングにしておくべきだが、
引き締め直後にはしない方がいい。ドルは概して、引き
締め前後の両方に若干弱含んでいたが、引き締め前のド
ル安については、1987年に非常に大きな条件がついてい
る。このときは、その前にプラザ合意が行われ、ドル安
が推進されていたからだ。対照的に、1994年と2004年
の最初の利上げの前には若干のドル高になっている。当
社は2015年前もそうなるだろうと予想している。ドルは
最初の主要な利上げ後、12カ月間に平均約8％と顕著に
下落しており、ネットベースでドル高になったのは2004
年のときだけである。

1994 年か 2004年か? インフレの様相が非常に重要
全体として、リスクの高い資産にとって過去最良の引き
締めは2004年の事例である。対照的に、1994年の利上
げは最も困難だった。大きな違いは1994年の初めに債券

市場に影響を与えたインフレ懸念のようだ。我々が今直
面しているのが、2004年のような状況なのか1994年の
ような状況なのかはまだわからない。インフレ上昇環境
で利上げが実施された場合、市場は1994年前後のような
展開になる可能性が高い。しかしインフレ期待が2015年
に入っても良好なままであれば（直近の指標はそうなる
可能性を示唆しているが）、当初のボラティリティは、
2004年の利上げ後の強気市場に似た何かに道を譲る事に
なる可能性が高い。 (27.09.2014)

FRBの引き締め時期における様々な資産の平均パフォー
マンス

Average performance through tightening cycles
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出所：ブルームバーグ、クレディ・スイス
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債券

債券利回りはゆっ
くりと上昇する見
込み

米国のポジティブな経済サプライズ
の減少と低インフレが債券パフォーマ
ンスの悪化を限定

銀行の劣後債、短期の償還権のつい
たハイブリッド社債、厳選したEM現
地通貨建て債を選好

Sylvie Golay Markovich
Head Fixed Income Analysis
sylvie.golay@credit-suisse.com, +41 44 334 54 37

国債利回りの上昇ペースは非常に遅い
コア債券利回りは8月末につけた低水準から戻ってきて
いるが、 米国では、これは実質金利の上昇が原因だっ
た。フェデラルファンド金利が2015年6月に引き上げら
れるとの予想が固まったために短期利回りは引き続き
徐々に上昇している。しかし米国経済のポジティブなサ
プライズの減少と低インフレによって、米国の長期利回
りの大幅な上昇は限定されるはずである。現在のバリュ
エーションはまた、米国と英国の10年物国債の魅力が増
したことを示唆している。

欧州と日本では債券のバリュエーションは魅力がな
いように見える。ただし中央銀行が追加的緩和手段をと
る可能性があるため、債券利回りの上昇は限定されるだ
ろう。ユーロ建ての投資家については、流動性の高い
ABS市場を創出するECBの計画（欧州の銀行に関する記
事を参照）が、デフレ予想の高まりを抑える助けとなる
だろう。この計画は中期的には、興味深い債券資産の新

規プールをももたらすかもしれない。当面は、周辺国債
券が依然、ユーロとスイス・フランのポートフォリオに
追加の利回りを提供するだろう。

特に米国では慎重なクレジット戦略を採用。EM現地通
貨建て債券市場は見通しが改善。
アングロ・サクソン系の国々と他の諸国との金融政策の
乖離は、主に社債に反映されると当社は見ている。ユー
ロ建てのハイイールド (HY)社債は短期的には十分支えら
れるだろう。同時に、米国企業のファンダメンタルズ
は、2015年後半にはクレジットサイクルが好転すること
を示唆している。米国のHYのスプレッドは、FRBの利上
げ期待が一因ですでに変動が大きくなっている。欧州と
米国のクレジット市場の強力な相関関係を考慮すると、
ユーロ建てHY社債も、米国の再価格付けの影響を受ける
可能性が高い。この脈絡から、銀行の劣後債と来年に早
期償還日のあるハイブリッド社債は、より長期の投資適
格シニア債やBB格の債券に代わる投資先となるだろう
（BおよびCCC格の債券は引き続き当社が最も選好しな
いセグメントである）。

米国債利回りに対する米国のクレジット・スプレッドの
感度
スプレッドと利回りの5日間の変化の相関関係（90日
間）
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出所：ブルームバーグ、クレディ・スイス/IDC

新興国市場（EM）では、当社は現地通貨よりもハード
カレンシーを選好してきたが、今後は通貨ヘッジベース
で、現地通貨建て債券がハードカレンシー建て債券をア
ウトパフォームすると考えている（グローバル債券の脈
絡からはどちらに対してもニュートラルな見方であ
る）。ほとんどのEMの中央銀行が緩和バイアスを維持
する可能性が高く、ファンダメンタルズの不均衡は大幅
に減少し、投資家のポジショニングも前ほど拡大してい
ないように見える。選好する地域はアジア、選好する国
は中国、インド、インドネシアである。ロシアの現地通
貨建て債券のバリューには妙味があるが、インフレと為
替の見通しが依然困難なため、当社はハードカレンシー
建てへのエクスポージャーを選好する。

(01.10.2014)
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株式

金利が上昇しても
株式は持ちこたえ
るはず

米国の金利上昇は全般的な株式の上
昇トレンドを損なうことなく、適度な
下げを引き起こすだろう。

当社は欧州と日本、ヘルスケアとテ
クノロジー・セクターに対するポジ
ティブな姿勢を維持する。

Sandro Rosa
Equity analysis
sandro.rosa@credit-suisse.com, +41 44 334 56 88

株式市場は利回り上昇に耐えることができる
最近数週間、投資家の懸念は米連邦準備理事会（FRB）
の利上げ開始時期をめぐる予想に集中した。米連邦公開
市場委員会（FOMC）の声明後も、当社エコノミストは
2015年6月に最初の利上げが実施される可能性が高いと
みている。これまでの米国における主要な利上げサイク
ル開始時期の株式市場の反応をみると、慨してMSCIワー
ルド指数（米ドル建て）はあまり影響を受けておらず、
最初の利上げ後も上昇を続けていた（チャート参照）。
金利の上昇は通常経済環境の改善を反映していることか
ら、売上と利益の伸びの期待が資金調達コスト上昇の悪
影響を上回り、株式は恩恵を得ることができる。

FRBの利上げ前後のMSCIワールド指数の推移
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出所：データストリーム、クレディ・スイス

引き続き日本と欧州を選好
米国対欧州およびアジアにおける金利差拡大を受けた為
替レートの動きを考慮し、当社は選別的な投資アプロー
チを採用する必要があると考えている。その結果、日本
と欧州についてはポジティブな姿勢を維持する。

実際、日本市場は大幅な円安に支えられ、8月初旬の
低迷から力強く回復し、9月には金融危機後の高値を更
新した。堅固な利益モメンタムと一層の円安期待から、
当社はTopix指数についてポジティブな見方を維持する。

米国と欧州の金融政策の乖離が続いていることによ
り、ユーロも下落した。欧州企業がユーロ圏以外であげ
ている収益の比率が高いため、これは今後、利益改善と
なって現れるだろう。したがって、当社は欧州、特に欧
州の輸出企業についてポジティブな見方を維持する。欧
州内では、輸出の強さと魅力的なバリュエーションから
ドイツが特に良好なパフォーマンスをあげると予想して
いる。

セクターは引き続きITとヘルスケアを選好
過去数カ月間、株式セクターのリーダーシップには顕著
な一貫性があり、グローバルなヘルスケアとITセクター
がMSCIワールド指数（米ドル建て）を楽々とアウトパ
フォームしていた。当社はIT（主に米国のITセクターの
コール）とヘルスケアの両方についてポジティブな見方
を維持する。直近の上昇トレンドは両セクターの堅調な
利益モメンタムによって支えられている。さらに、過去
においてもITセクターは通常、利回り上昇環境でアウト
パフォームしていた。一方、ヘルスケアにはディフェン
シブな特性がある。 (26.09.2014)
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オルタナティブ投資

オルタナティブ投
資の行方は2極化

債券利回りのボラティリティ上昇が
コモディティと不動産の重荷

ヘッジファンドは7月の下落から回
復し、市場環境はポジティブ。今後さ
らに上昇を予想。

Tobias Merath
Head of Cross Asset and AI analysis
tobias.merath@credit-suisse.com, +41 44 333 13 62

ヘッジファンドのパフォーマンスは回復。見通しは依然
ポジティブ
ヘッジファンドは7月に下落した後、8月に回復した。
CSヘッジファンド指数は0.88%上昇し、年初来のパ
フォーマンスは3.4%となった。これは平均を若干下回っ
ているが、当社は市場環境が依然良好であることに注目
している。欧州と米国の金融政策が乖離しており、資産
間の相関関係は低いため、ヘッジファンド・マネジャー
には投資機会があるはずだ。当社は、通年のパフォーマ
ンスは6％近くになると考えている。ヘッジファンドの
中では、ディレクショナル戦略とイベント・ドリブン戦
略を選好する。9月のヘッジファンドの主なニュース
は、カリフォルニア州職員退職年金基金（CalPPERS）
（米国最大の資産運用会社の1つ）が、コストとデュー
デリジェンスの複雑さを理由として、ヘッジファンド・
ポートフォリオを清算すると発表したことだ。これは、
UCITSヘッジファンドの人気を高めると当社は考えてい

る。UCITSヘッジファンドはまさにこれらの問題に対処
しようとしており、既に従来的なヘッジファンドよりも
かなり多額の資産が流入している。

コモディティ：売られすぎだが大きな回復の可能性は低
い
コモディティ市場には引き続き売り圧力がかかってお
り、主要コモディティ指数は年初に比べて下落してい
る。世界の経済成長は未だに加速しているが、以前の予
想ほどではない。さらに、米ドル高もコモディティを引
き下げる要因となっている。そのため、バリュエーショ
ンとポジショニングは改善しているが、現段階では、
ニュートラルな姿勢が最も適切だと考えられる。コモ
ディティの中では、原油価格は横ばいで取引される可能
性が高い。リビアのような問題地域からの生産が増加し
ていることを考えると、以前予想した値上がりは実現し
そうにない。 ただし、現在の水準では売られすぎと思わ
れるため、下落余地は限られているはずだ。金も同様の
パターンで取引されるだろう。市場は割安だが、米ドル
高が有意味な回復を妨げる可能性が高い。

最近の低迷の後、REITは厳選した投資機会を提供
9月初め以降、不動産投資信託（REIT）その他の不動産
証券のパフォーマンスは低迷した。最も下げが大きかっ
たのは米国のREIT市場で、9月に4％以上下落した。これ
は主に、REITにとって逆風となる国債利回りの上昇が原
因だった。一方で営業上のファンダメンタルズは堅固
で、資金調達は安価である。 さらに、REITはその安定的
な高い配当利回りの点からも、依然魅力がある。した
がって、地域的には米国と英国のREITを選好しているこ
とも考慮し（両方とも堅調なファンダメンタルの不動産
市場から恩恵を受けている）、調整時に厳選して購入す
ることを推奨する。対照的に、中国の不動産ディベロッ
パーは不動産市場の減速に直面している。

(26.09.2014)

10月と11月は季節的に原油価格が最も低迷
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外国為替

ユーロと円はドル
高に屈服

対ユーロ（EUR）、スイス・フラン
（CHF）、円（JPY）では一層のドル
高を予想。対米ドル（USD）でポンド
（GBP）はニュートラルを維持。

米ドル高と予想されている米国の利
上げが、下落している新興国市場通貨
の重荷となっている。当社は中南米や
東欧・中東・アフリカ（EMEA）通貨
よりもアジア通貨を選好し、メキシ
コ・ペソ（MXN）とブラジル・レアル
（BRL)を推奨する。

Luca Bindelli
Head of Foreign Exchange Analysis
luca.bindelli@credit-suisse.com, +41 44 333 05 23

米ドル高が持続
ほとんどの経済統計は、米国が堅調に回復しており、日
本、欧州、中国をリードしていることを確認した。当社
の基本シナリオは引き続き、連邦準備理事会（FRB）が
2015年上半期に政策を正常化させる最初の中央銀行とな
り、USDはそれを予期して上昇するというものだ。しか
し米ドル市場のロングのポジションが拡大しているこ
と、最近の経済統計が予想よりも若干軟化していること
を考慮すると、短期的にはドル高が減速するリスクがあ
る。欧州では、経済活動の軟化とインフレの低下によ
り、依然、欧州中央銀行（ECB）からの刺激策が望まれ
ている。名目金利がゼロであるため、ECBのバランス
シート拡大努力は、金利の低下、ユーロ安、そしておそ

らくは追加的なソブリン債購入を通じた経済のリフレを
助けるはずだ。ECBと同様、日本銀行とスイス国立銀行
も、緩和的な政策と自国通貨安を通じて経済のリフレを
目指すだろう。この構図はUSDは、対EUR、CHF、JPY
でポジティブという当社の見方を支えている。

GBP/USDについてはニュートラル、AUD/USDについて
はネガティブ
スコットランドの国民投票という目先の政治的リスクが
なくなったことから、市場の焦点はファンダメンタルズ
に移ると当社は見ている。米国のインフレ力学は前より
若干強まっているが、英国と米国は現在、強力な景気サ
イクル上昇期にあるため、 この２国の政策金利は同時進
行を続けている。したがって当社はGBP/USDについて
はニュートラルを維持する。ただし、EUR、JPY、CHF
に対してはGBPは上昇するだろう。豪ドル（AUD）は依
然過大評価されている。テクニカルな見通しも悪化して
いることから、当社はAUDがUSDに対してさらに下落す
ると考えている。

EMEAや中南米よりもアジアを選好
最近の市場は米国金利の正常化と全般的な米ドル高環境
に焦点を合わせているため、新興国市場通貨のパフォー
マンスは軟化している。海外から資金を調達するニーズ
が大きく構造的に脆弱な経済の通貨（トルコ・リラ
（TRY）、南アフリカ・ランド（ZAR））が最も大きく
下落した。アジア通貨は安定した人民元（CNY）に支え
られて比較的良く持ちこたえている。当社は引き続き、
ロシア・ルーブル（RUB）、TRY、ZARに対してはネガ
ティブな見方を保持する。また、引き続きMXNとBRLを
選好する。ブラジルではインフレが高止まりしている一
方で依然景気後退が続いている。しかし10月の大統領選
挙で、市場に優しいと見られているマリナ・シルバが勝
利すれば、政治・経済環境は好転するだろう。しかし今
のところ、BRLに対してはニュートラルを維持する。

(30.09.2014)

主要経済国の2年物スワップ金利
政策が徐々に乖離するというシナリオは変わっていな
い。
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出所：データストリーム、クレディ・スイス/IDC
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用語

リスクの警告

金融市場は、経済環境、インフレ圧力、世界のニュースおよびビジネス特有の報告に基づいて大きく変動します。時間の経過とともにトレ
ンドが発見されるかもしれませんが、市場や個別銘柄の方向性を予測することは困難となり得ます。こうした変動性は株式投資において価
値を喪失するリスクをもたらします。

市場リスク

投資家は、金利、通貨、流動性、クレジット市場および発行体の変動に晒されており、これらが債券価格に影響する可能性があります。債券リスク

新興国市場は以下の性質を1つ以上保有する国に存在します。一定の政治的不安定性、金融市場および経済成長パターンが相対的に予測不可
能、金融市場が未発展段階にある、もしくは経済が弱体化している。新興国市場投資は、政治、経済、信用、為替レート、市場流動性、法
律、決済、市場、株主および債権者リスクの結果として、通常高いリスクをもたらします。

新興国市場

ストラクチャーを問わず、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、デリバティブおよび投資損失リスクを
増大しうる投機的投資戦略を活用し、あらゆる市場で利益を追求します。

ヘッジファンド

コモディティ取引は、リスクが高く、多くの個人投資家には適さないかもしれません。市場の動きに起因する損失の度合いが相当な額に及
ぶ可能性があり、ひいては全損につながる場合もあります。

コモディティ投資

不動産投資は、流動性と外貨に晒されるほか、その他のリスクとしては、景気変動リスク、賃貸および現地市場リスク、環境リスクおよび
法的状況の変化などがあります。

不動産

外貨投資には、外貨が投資家の基準通貨に対して価値を下げるという追加的リスクが生じます。通貨リスク

出所：クレディ・スイス

レポートで頻繁に使用する指標の説明

コメント指数

MSCIワールド指数は、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社が開発・算出するグローバルな株価指数である。株式配
当を再投資したものとして終値に基づいて計算される。

MSCIワールド

S&P500種は、米国の主要産業すべてを時価総額で加重した株価指数である。この指数は市場価値の総額の変動を通じて米国内経済のパ
フォーマンスを測定する。

米S&P 500種

ユーロストックス50指数は、ユーロ圏の優良50銘柄で構成される時価総額加重型株価指数である。ユーロストックス50

FTSE 100指数は、ロンドン証券取引所で取引される時価総額が最も大きい100社を対象とした時価総額加重型株価指数である。各銘柄は投
資可能なウェイトに調整されて計算される。

英国 FTSE 100

TOPIXは、東証株価指数としても知られ、東京証券取引所市場第一部に上場する全ての日本企業を対象としている。優先株式や組入前の新規
上場銘柄は算出から除外される。

日本 TOPIX

S&P/ASX 200指数は、スタンダード・アンド・プアーズ社が算出するオーストラリアの浮動株調整時価総額加重平均指数である。オーストラリア S&P/ASX 200

S&Pトロント総合指数は、米国のS&P500種指数に相当するカナダの株価指数で、トロント証券取引所に上場する主要株式が含まれる。カナダ S&Pトロント総合

スイスSMI指数は、スイス・パフォーマンス指数に含まれる主要20企業で構成される。スイス株式市場の浮動株調整済み時価総額の85％をカ
バーしている。SMI指数に配当は加味されない。

スイスSMI

MSCIエマージング・マーケット指数は、世界の新興国市場の株式の市場動向を測定する浮動株を加重した株価指数である。モルガン・スタ
ンレー・キャピタル・インターナショナル社が開発・算出している。

MSCI エマージング・マーケッ
ト

ユーロ社債インデックスは、固定金利付、投資適格、ユーロ建て社債市場の値動きを測定する。本指数には、特定の満期、流動性、質的要
件を満たす債券が含まれる。算出元は、バークレーズ。

BC IG コーポレートEUR

米国社債インデックスは、固定金利付、投資適格、米ドル建て社債市場の値動きを測定する。本指数には、特定の満期、流動性、質的要件
を満たす米国および非米国債券が含まれる。算出元は、バークレーズ。

BC IG コーポレートUSD

投資適格金融債インデックスは、固定金利付、投資適格、米ドル建て金融債市場の値動きを測定する。本指数には、特定の満期、流動性、
質的要件を満たす米国および非米国債券が含まれる。算出元は、バークレーズ。

BC IG ファイナンシャルUSD

スイス流動性インデックス（スイス国債を除く）は、スイス国債を除くスイス債券市場の最も流動性が高く取引可能な債券で構成される時
価総額ベースの債券インデックスである。算出元は、クレディ・スイス。

CS LSI ex govt CHF

米国ハイイールド社債インデックスは、米ドル建て、非投資適格、固定金利付、課税社債の値動きを測定する。算出元は、バークレーズ。BC ハイイールド社債USD

汎欧州ハイイールド債インデックスは、ユーロ、英ポンド、ノルウェー・クローネ、スウェーデン・クローナおよびスイス・フラン建て非
投資適格、固定金利付社債市場の値動きを測定する。算出元は、バークレーズ。

BC ハイイールドPan EUR

エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスは流動性の最も高い新興国市場におけるハードカレンシー建てソブリン債の
トータル・リターンを測定する。本指数には、米ドル建てブレイディ債（中南米諸国が発行する米ドル建て債券）およびユーロ債が含まれ
る。

JPM EM ハードカレンシーUSD

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスは、外国人投資家に最もオープンな市場において新興国政府が発行する現地通貨建て債券
の値動きを測定する。

JPM EM ローカルカレンシー・
ヘッジ USD

クレディ・スイス・ヘッジファンド・インデックスは、クレディ・スイス・ヘッジファンド・インデックスLLCが編集している。資産加重
ヘッジファンド・インデックスで、セパレートアカウントではなく実際のヘッジファンドの運用資産のみを用いる。本指数は、構成する全
てのファンドのパフォーマンス手数料および経費を差し引いたパフォーマンスを反映している。

CSヘッジファンド・インデッ
クス

主要取引通貨に対する米ドルの価値を測定するもの。米ドルインデックスは、他の貿易加重指数と同様、同じ主要取引通貨の為替レートを
使用する。

DXY

出所：様々な指数提供元、クレディ・スイス

レポートで頻繁に使用される略語

説明略語説明略語説明略語

株価収益率PER一株当たり利益EPSベーシスポイントbp

株価収益率をEPSの伸び率で除した値PEG企業価値EV年複利成長率CAGR

（チャートの）右軸r.h.s.フリーキャッシュフローFCF営業からのキャッシュフローCFO
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説明略語説明略語説明略語

自己資本利益率ROE営業からの収益FFOキャッシュフロー投下資本利益率CFROI

投下資本利益率ROIC有利子負債IBD割引キャッシュフローDCF

前年比YoY株価純資産倍率P/B金利・税金・償却前利益EBITDA

出所：クレディ・スイス

レポートで頻繁に使用される通貨コード

通貨コード通貨コード通貨コード

ペルー・ヌエボ・ソルPEN香港ドルHKDアルゼンチン・ペソARS

フィリピン・ペソPHPハンガリー・フォリントHUF豪ドルAUD

ポーランド・ズロチPLNインドネシア・ルピアIDRブラジル・レアルBRL

ロシア・ルーブルRUBイスラエル・シェケルILSカナダ・ドルCAD

スウェーデン・クローナSEKインド・ルピーINRスイス・フランCHF

シンガポール・ドルSGD日本円JPYチリ・ペソCLP

タイ・バーツTHB韓国ウォンKRW人民元CNY

トルコ・リラTRYメキシコ・ペソMXNコロンビア・ペソCOP

台湾ドルTWDマレーシア・リンギットMYRチェコ・コルナCZK

米ドルUSDノルウェー・クローネNOKユーロEUR

南アフリカ・ランドZARニュージーランド・ドルNZDポンドGBP

出所：クレディ・スイス

デリバティブ商品に関する重要情報

本調査レポートに記載されているオプション・プレミアムとオプション価格は提示価格にすぎません。オプションのプレミアムと価格は急
速に変動する場合があります。本調査レポートに記載されている価格とプレミアムは本文に明示されている時点のもので、その後に大きく
変動する場合があります。

価格設定

デリバティブは複雑な商品で、デリバティブにまつわるあらゆるリスクを理解し負担することのできる投資家のみを対象に販売するもので
す。オプションのポジションを既存のポートフォリオに加えると、当該ポートフォリオの性質と価格動向が変化する可能性があることを投
資家は認識する必要があります。市場の一定の変動に対するポートフォリオの感応度は、オプションのレバレッジの程度に大きく影響され
る場合があります。

リスク

コール・オプションを購入する投資家は、原証券の価格が行使期間の満了時点で行使価格を下回っていた場合には支払ったプレミアムの全
額を失うリスクがあります。

コール・オプションの買い

プット・オプションを購入する投資家は、原証券の価格が行使期間の満了時点で行使価格を上回っていた場合には支払ったプレミアムの全
額を失うリスクがあります。

プット・オプションの買い

コール・オプションを売却する投資家は、原証券の市場価格が著しく上昇した場合でも、原証券を行使価格で売却することが義務づけられ
ます。カバード・コール・オプションを売却する（原証券を保有してコール・オプションを売却する）投資家は、利益が行使価格までの価
格上昇分と受け取ったプレミアムまでに限定され、原証券の価格がショートしたコール・オプションの行使価格を超えるとそれを手放さな
ければならない可能性があります。さらに、投資家は原証券の価格が下がった場合には、最初に受け取ったプレミアム分で一部補塡される
ものの、値下がり分の影響をほぼ全部受けることになります。投資家が原証券の売却を余儀なくされた場合、課税される可能性も否定でき
ません。ネイキッド・コールをショートする（原証券を保有せずにコール・オプションを売却する）投資家は、行使価格を超えた分の価格
の上昇による無限の損失のリスクにさらされます。

コール・オプションの売り

プット・オプションを売却した投資家は、原証券の価格が行使価格を下回った場合でも、行使価格で原証券を購入することが義務づけられ
ます。最大で、行使価格全額からプット・オプションを売却したときに受け取るプレミアムを差し引いた分の損失を被る可能性がありま
す。

プット・オプションの売り

コール・スプレッドを購入する（コール・オプションを購入し、当該コールよりも行使価格の高いコール・オプションを売却する）投資家
は、原証券が行使期間の満了時点で低い方の行使価格を下回っている場合、支払ったプレミアム全額を失うリスクがあります。コール・ス
プレッドの購入で得られる最大の利益は、行使価格の差額から当初の支払いプレミアム代金を差し引いた金額です。

コール・スプレッドの買い

ネイキッド・コール・スプレッドの売り（原証券を保有しない状態で、コール・オプションを売却し、大幅にアウト・オブ・ザ・マネーと
なっているコール・オプションを購入する）：投資家にとっての最大の損失額は、ロングしているコール・オプションの行使価格とショー
トしているコール・オプションの行使価格との差額から、当初に受け取るプレミアム分を差し引いた金額で、これは行使期間の満了時点
で、原証券の価格がロングにしたコール・オプションの行使価格を上回っていた場合に発生します。行使期間の満了時点で原証券の価格が
ショートしたコール・オプションの行使価格を下回っている場合に、当初受け取ったプレミアムが最大の利益となります。

ネイキッド・コール・スプ
レッドの売り

プット・スプレッドを購入する（プット・オプションを購入し、当該プットよりも行使価格の低いプット・オプションを売却する）投資家
も、最大で当初支払ったプレミアムを失う可能性があります。プット・スプレッドの購入で得られる最大の利益は、行使価格の差額から当
初の支払いプレミアムを差し引いた金額です。

プット・スプレッドの買い

ストラングルの買い（プット・オプションとコール・オプションを購入する）：損失額が最大になるのは、行使期間の満了時点で原証券が
プット・オプションとコール・オプションの行使価格の間にある場合で、損失額は2つのオプションに支払ったプレミアムの全額となりま
す。

ストラングルの買い

ある有価証券をロングし、ストラングルまたはストラドルをショートする投資家が得られる利益は、売却されたコールの行使価格までの当
該証券の上昇分と当初受け取るプレミアムの総額が上限となります。さらに、原証券の価格がショートしたプット・オプションの行使価格
を下回った場合には、投資家は、ショートしたプットについて、当該オプションの行使価格と原証券の価格との差（から受け取ったプレミ
アム代金分を差し引いた額）を失うリスクがあり、さらに当該株式を所有している場合にはそのポジションから損失を被ることになりま
す。損失となり得る最大額は、行使価格の全額（から受け取ったプレミアムの価値を差し引いた額）とロングした原証券のポジションから
発生する損失です。ネイキッドのストラングルまたはストラドルをショートしている投資家は、無限の損失を被る可能性があります。とい
うのも原証券の価格がコール・オプションの行使価格を上回った場合、投資家はショートしたコール・オプションの行使価格と原証券の価
格との差額（から受け取ったプレミアムの価値を差し引いた額）を失うリスクがあるからです。さらに、原証券が行使期間の満了時点で
プット・オプションの行使価格を下回っている場合、投資家はプット・オプションの行使価格（から受け取ったプレミアム代金を差し引い
た額）で有価証券を購入しなければなりません。

ストラングルまたはストラド
ルの売り

出所：クレディ・スイス
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重要事項（投資信託をご購入されるお客様
へ）

費用・手数料等に関する留意事項：

投資信託の購入・換金にあたっては各種手数料等（申込手数料、信
託財産留保額、買戻し手数料等）がかかります。また、これらの手
数料等とは別に信託・管理報酬、その他費用（監査報酬、信託事務
諸費用、成功報酬等）がかかり、信託財産を通じてご負担いただき
ます。お客様にご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額
となりますが、これら手数料等は投資信託毎に、また運用状況等に
より異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができま
せん。

各投資信託の手数料等の詳細は、契約締結前交付書面（交付目論見
書および目論見書補完書面）でご確認ください。

分配金に関する留意事項：

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

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

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

詳細は交付目論見書でご確認ください。

下記に記載するリスクは、投資信託の一般的リスク（純資産価格に

影響を及ぼすリスク）の一部要約であり、全てのリスクを網羅する

ものではありません。

各投資信託のリスクの詳細については、投資信託説明書（交付目論
見書）でご確認ください。

価格変動リスク：

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

為替変動リスク：

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

信用リスク：

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

流動性に係るリスク：

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

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

売却資金の流出に伴うリスク：

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

償還リスク：

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

集中リスク：

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

カントリー・リスク：

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

重要事項

本書は、情報提供のみを目的としてクレディ・スイスが作成したも
のであり、直接配布されたお客様のみによる使用を前提としていま
す。クレディ・スイスは、本書の正確性も完全性も保証しません。
本書は、直接・間接を問わず投資の勧誘を意図しておらず、金融商
品等の取引の契約締結に至るような提案も申込みも行うものではあ
りません。本書の情報を利用することによりいかなる損失が発生し
ても責任を負いかねます。法務、税務等の問題については、第三者
たる専門家に具体的な助言を求めることをお勧めします。また、ク
レディ・スイスの書面による事前の許可がない限り、本書の複製も
引用も不可とします。本書中の情報や表明される見解は、クレディ
･スイスのプライベート･バンキング部門による作成日現在のもので
あり、通知なく変更されることがあります。特定の投資対象商品に
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関して表明される見解は、評価基準の相違等からプライベート･バ
ンキング以外の部門による見解と異なったり、一貫性を欠く場合が
あります。
本書は、クレディ・スイス証券株式会社のみが日本国内への配布を
担当しております。クレディ・スイス証券株式会社は、本書の国外
への配布及び転送は致しません。
株式は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。また
外国株式は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがありま
す。債券は、その価格が市場の金利水準の変化に対応して変動しま
すので、償還前に換金する場合には損失が生じるおそれがありま
す。また外貨建て債券は、為替相場の変動等により損失が生じるお
それがあります。投資信託は、基準価格が株式、債券等の組み入れ
投資対象の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますの
で、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
特に、仕組商品及び派生商品はより高いリスクを内包しており、商
品の内容やそのリスクを十分に理解し保有することが出来るお客様
にのみ販売を限定している複雑な商品です。仕組商品の市場価値
は、金融市場や参照指標またはそれらの変動率（ボラティリ
ティ）、発行体または参考指標の対象となった発行体の信用力の変
化等により変動します。なお、仕組商品の中には償還額（満期金）
が参照指標等に連動することにより元本が毀損する商品や、派生商
品では潜在的損失が当初投資額を上回る商品もあります。
委託手数料率はクレディ・スイスとお客様の契約により合意した内
容に従います。なお、お客様とクレディ・スイスが相対で行う取引
については、売買代金のみの支払いとなりますが、その場合、売買
価格は買付価格（ビッド）または売付価格（オファー）として値付
けされることにより、価格差（スプレッド）が生じることがありま
す。その他の費用については、金融商品取引法の規定する方法に
従って取引に先立って合意されることになります。
ご購入される金融商品等については、相場や金融指標等の変動によ
り元本が毀損するもの、元本を上回る損失が生じるものもありま
す。個別の金融商品のリスクや手数料については、ご購入前に契約
締結前交付書面等をよくお読みの上、ご不明な点は担当者までお問
い合わせ下さい。
商号等： クレディ・スイス証券株式会社、金融商品取引業者、関
東財務局長（金商）第６６号
加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取
引業協会
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