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図表 I：設定来基準価額推移
日次、期間：設定日（2013年12月12日）～2021年2月末2月の投資実績と市場環境

図表 II：設定来基準価額と各主要資産のパフォーマンス
日次、円換算、期間：設定日～2021年2月末

基準価額

クアトロの2021年2月26日の基準価額は、前月末比で
-36円（-0.30%）の12,091円となりました（図表I参照）。
2021年2月の基準価額変動要因の内訳は、株式+93円、
債券-60円、オルタナティブ+18円、先物・オプション

-32円などとなりました。

世界株式市場は、米バイデン政権による大規模経済対
策への期待や良好な企業決算に加え、新型コロナウイル
スのワクチン接種の進展や資源価格の上昇などがプラス
要因となりました。月末にかけて、主要国の長期金利が
上昇したことで株式市場も軟調に転じましたが、月を通し
てみると上昇しました。

世界債券市場は、新型コロナウイルスの新規感染者数が
減少傾向にあり、ワクチン接種も堅調に拡大していること、
また米国で1.9兆ドル規模の追加経済対策に進展が見ら
れたこと等を背景に下落（利回りは上昇）しました。

ドル・円為替市場は、バイデン政権の追加経済対策や、
新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向、さらに
米国の長期金利の上昇などを背景に、円安・ドル高となり
ました。また、ユーロ・円為替市場は、世界的なリスクオン
の動きで円が主要通貨に対して軟調となったことに加えて、
ドイツの製造業を中心に景況感指標が市場予想を上回
る回復を示したことなどから、円安･ユーロ高となりました。

【騰落率】基準日：2021年2月末

投資戦略～株式は現状の投資スタンスを継続

米国を中心とする長期金利上昇の影響が株式市場にも波及しています。ただし米国の物価が持続的に上昇するのは
来年以降と思われ、足下の急激な金利上昇は一過性のものであると見ています。このため株式の組入れ比率は現状
程度に留めると同時に、債券利回りが一段と上昇することがあれば、債券の組入れを引上げることも検討します。
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※クアトロの基準価額は、実質的な信託報酬等控除後、また換金時の費用・
税金等は考慮しておりません。 ※先進国株式：MSCI世界株価指数（配当込
み）、世界国債：FTSE世界国債指数、新興国株式：MSCI新興国株価指数
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出所：ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

2020年 バランス（成長）型 部門

最優秀ファンド賞
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

愛称「クアトロ」
※注釈等は 終頁をご参照ください。

Morningstar Award “Fund of the Year 2020”
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当月の投資行動としては、株式の比率を引上げると共に、
債券の組入れ比率を引下げました。株式（図表V①）では
日経225のコールオプション等の株式先物・オプションを買
い増すと同時に、低ボラティリティ世界株式（ETF）を全売
却してロボティクス及びオートメーション株式（ETF）に新た
に投資しました。債券（図表V②）では、中期クレジット債
（ETF）を全売却したことに加え、先物・オプション、世界債
券・通貨絶対収益など、幅広い戦略の組入れ比率を削減
しました。

収益への寄与度をみると、株式では世界株式バリュー
（ETF)、テーマ戦略株式戦略やデジタル・コミュニケーショ
ン株式などがプラス寄与となる一方で、スイス株式（ETF）
がマイナス寄与となりました。(図表ＶＩ①）。

オルタナティブでは市場中立型欧州株式ロング・ショートや
グローバル株式ロング･ショート等がプラス寄与となる一方
で、フィジカル・ゴールドなどがマイナス寄与となりました(図
表ＶＩ②）。債券では、グローバル転換社債（ETF）や中期ク
レジット債（ETF）などがプラスに寄与した一方、先進国高
利回り優良国債（円）、米ドル建て公共債（円）、ユーロ建
て債券（円）や世界債券・通貨絶対収益など、多くの戦略
がマイナス寄与となりました(図表ＶＩ③） 。

今後の方針については、バイデン新大統領の経済対策が、
米国景気を過熱させるとの見方から、米国の長期金利に
上昇圧力がかかっており、その影響が株式市場にも波及し
ています。ただし、米国の物価が持続的に上昇するのは来
年以降と思われ、足下の急激な金利上昇は一過性のもの
であると見ています。このため株式の組入れ比率は現状
程度に留めると同時に、債券利回りが一段と上昇すること
があれば、債券の組入れを引上げることも検討します。

図表VII：円資産比率推移（概算値）
月次、期間：2013年12月末～2021年2月末

運用状況と今後の運用方針 図表 IV:クアトロの投資対象別構成比推移
月次、期間：2013年12月12日～2021年2月末

図表 V：投資対象別構成比（概算値）
2021年2月末（当月末）、2021年1月末（前月末）

設定来実績（年率）
期間：2013年12月12日～2021年2月末

出所：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

図表 VI：組入資産の変動要因
月次、期間：設定日～2021年2月末

設定来収益率 年率2.7%

設定来リスク 年率3.1%

純資産残高 1,684億円 

※注釈、出所等は 終頁をご参照ください。
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株式：春の上昇相場

【景気敏感株や割安株に注目】

コロナ禍の景気後退期を脱しつつある環境下において、株式

市場では、地域あるいは業種間の資金移動が予想され、（景

気回復の恩恵を享受すると考える）景気敏感株や割安株（バ

リュー株）が市場をけん引することが予想されます。単なるイン

フレ懸念というより、金融引き締め観測に起因して債券利回り

が上昇基調を辿るとしたら、割安株（バリュー株）よりも成長株

（グロース株）のPERに強い下押し圧力がかかるはずです。

【アジアの新興国や日本の株式に引き続き注目】

中国を牽引役とした、力強い景気回復の恩恵を受けて新興国

株の上昇が際立っていますが、アジア市場のバリュエーション

は適正水準に留まっていると考えています。同地域では、新型

コロナウイルスの感染拡大を比較的抑え込んでおり、企業業績

についても中長期的な成長が期待されます。

また、世界の貿易量回復の恩恵を受けると考える日本の株式

についてもオーバーウェイトを維持します。日本企業の今年度

の増益率予想は、新興国や米国を上回る水準に達しています。

世界経済の力強い回復力が鮮明になりつつあるなか、
インフレ期待が上昇しています。一方で、経済の余剰生
産能力を勘案すると、インフレが中央銀行目標水準を
上回る状況は一時的な現象に過ぎないと考え、株式や
債券市場に対して過度な懸念を抱く必要はないと見て
います。

そのようななか、株式のオーバーウェイト（ベンチマーク
より高い投資比率）を継続します。債券は引き続き
ニュートラル（ベンチマークと同じ投資比率）を維持しま
す。また、キャッシュについても引き続きアンダーウェイト
（ベンチマークより低い投資比率）とします。

【業種別では、金融に対する投資判断を引き上げ、ヘルスケ

アを引下げ】

強い経済成長と債券利回りの緩やかな上昇局面では、金融機

関の増益が期待されます。債券利回り曲線（イールドカーブ）

は、ここ数週間で、スティープ化が進行しており、出遅れていた

金融セクターはその他の景気敏感セクターを後追いするように、

上昇し始めています。従って、金融セクターをオーバーウェイト

に引き上げます。また、ヘルスケアをアンダーウェイトに引き下

げます。当セクターは（景気変動の影響を受け難い）ディフェン

シブ特性を有するため、コロナ後の世界経済の回復期には相

対的に軟調な展開が予想されます。

図表3：金融セクター対全世界株式の12ヵ月先相対PER

出所：ピクテ・アセット・マネジメント

図表2：主要地域のEPS成長率コンセンサス予想
前年比、2020年は実績、3年予想は2019年が基点、単位:%
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図表1：中国の主要活動指数
2019年12月=100

出所：ピクテ・アセット・マネジメント

出所：ピクテ・アセット・マネジメント

金融セクター対MSCI全世界株価指数
12ヵ月先相対PER
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債券・為替：新興国市場に好機

【新興国債券、とりわけ中国国債に引き続き注目】

現地通貨建て新興国債券、特に、中国元建て中国債
券には引き続き強気の見方を維持します。国際金融
協会（IIF）のデータによれば、1月月間の新興国債券市
場への資金流入額が440億ドルに達し、その20%強が
中国債券市場への投資だったことを示唆しています。
経済成長に鈍化の兆しが見られるなか、中国人民銀
行は様子見の姿勢に徹していますが、必要に応じて追
加の景気刺激策が講じられ、債券利回りを支えるもの
と考えます。

また、中国元高による追加的なリターンが期待できるこ
とも注目されます。米国のマネーサプライの伸びが中
国のマネーサプライの伸びを上回る状況では、対ドル
の中国元高の継続が見込まれます。足元でこの格差
は、拡大の一途をたどっており、ピクテでは、今後も、中
国元高が進行する公算が大きいと考えています。これ
を受け、現地通貨建て新興国債券のフル・オーバー
ウェイトを継続します。

出所：ピクテ・アセット・マネジメント

【金利上昇を受け米国国債のオーバーウェイトを継続】

米国30年国債は、名目利回りが2%を上回り、実質利
回りについても、コロナウイルス発生後初めてプラス圏
に転じています。そのようななか、年金基金の長期債
券に対する需要の拡大が見込まれます。

インフレ率についても、上昇基調にあるものの、少なくと
も年内は緩やかな上昇に留まることが予想されます。
また、金利スワップ市場が示唆する期待インフレ率も
現実的な水準に留まっており、同資産に対する懸念材
料にはならないと考えています。従って、2月末にかけ
て市場は急落しましたが、米国国債のオーバーウェイト
を継続します。

【米国ハイイールド社債の割高感を警戒】

債券市場のその他のセクターでは、バリュエーション面
での割高感が際立つ米国ハイイールド社債に対する慎
重な姿勢を維持しています。米国ハイイールド社債利
回りと株式益利回りの差が足元では1%以下に縮小して
おり、コロナ禍前の水準を割り込んでいることから、市場
はデフォルト・リスクを過小評価していると考えます。

図表4：米中のM1の変化率の差と米ドル対中国元の為
替レート

図表5：各通貨対米ドルレートのフェアバリュー
からの乖離
2021年2月19日時点

※上記はピクテが独自に開発した通貨評価モデル（インフレ率等様々な
指標を用いて、通貨の適正価値を予測）によるフェアバリュー（均衡点）
からの乖離度（対米ドル）を見た指標です。
出所：ピクテ・アセット・マネジメント
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世界各国の景気指標（インフレ動向、貿易統
計）

 ピクテ独自のリスク回避度指数

世界各国の問題（欧州債務、中国の不動産
市場）

政府や中央銀行の政策 など

4)

バリュエー

ション

2)

流動性

分析

3)

センチメント

（テクニカル）

分析

1)

マクロ経済

分析

中央銀行の資金供給量（累積ベース、流出
入ベース）

マネーサプライ

民間の信用供与状況（銀行、ノンバンク） な
ど

利回り水準比較

 リスクプレミアム、株価収益率（PER（過去平
均との比較））

 1株あたり収益率（EPS（トレンド、修正状況））

購買担当者景気指数（PMI）と各資産の比較
など

ボラティリティの状況

オプション市場の歪み

テクニカル（移動平均との比較／過去1年で
の 高値・ 安値銘柄状況）

経済指標の予想値と公表値との乖離 など

4つの柱資産配分比率決定の分析ポイント
４つの柱

ピクテでは資産配分比率決定の分析ポイントとして4つ
の柱を用いています。その4つの柱は、1)マクロ経済分
析、2)流動性分析、3)センチメント（テクニカル）分析、
4)バリュエーション（相対的価値分析）です。たとえば、
株式の投資配分を決定するにあたってもすべての要
素が常に株式のオーバーウェイトを同時に示すわけで
はありません。投資判断決定には、こうした異なる観点
からの投資判断決定のポイントを勘案することが重要と
考えています。
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1）マクロ経済分析～
世界の経済成長率予想を上方修正

ピクテの景気循環指標は経済活動の強い勢いが継続
することを示唆していることから、2021年の世界経済
見通しを、再度、上方修正しています。直近の実質G
DP（国内総生産）成長率予想は前年比で+6.4%と市
場コンセンサス予想の+5.1%を上回っています。また、
中国が+9.5%、インドが+13.1%と、新興国における経
済の高成長を予想しています。一方、米国も+6.5%と
昨年の落ち込み（-3.5%）分を相殺することが予想され
ます。こうした予想の根拠の一つとして挙げられるのが、
米国における小売売上高の急回復です。政府支給の
現金給付が消費に回り始めており、小売業界も消費
需要を満たす態勢を整えているように思われます。

インフレ率は前年比で算出されます。結果、比較の基
準の数値(2020年)が低いことから、一時的に上昇す
る公算が高いと思われます。また、1年程前に一時的
にマイナス価格を付けた原油先物価格がコロナ禍前
の水準をほぼ回復していることにも留意が必要です。
世界経済が徐々に再開基調にあるなか、サービス・セ
クターは滞留している需要に対応する態勢を整えてい
るように思われ、物価上昇圧力をもたらす供給不足に
伴うインフレの兆しは殆ど見られないように思われます。
米国におけるインフレの進行については、2022年ある
いは2023年までインフレ率上昇は予想し難いと考えて
います。従って、米連邦準備制度理事会（FRB）には1
年程度は利上げを回避する猶予期間が与えられてい
ると考えます。

世界

先進国

新興国

新興国（工業国）

新興国（資源国）

米国

ユーロ圏

日本

中国

インド

国・地域 2019年 2020年 2021年 2021年

（市場予想）

図表1-1：世界のGDP成長率実績とピクテ予想
（前年比％）

出所：ピクテ・アセット・マネジメント

図表1-3：世界の主要活動指数
2019年12月=100

※市場予想はブルームバーグ集計予想、2021年2月12日時点
出所：ピクテ・アセット・マネジメント

世界

先進国

新興国

新興国（工業国）

新興国（資源国）

米国

ユーロ圏

日本

中国

インド

国・地域 2019年 2020年 2021年 2021年

（市場予想）

図表1-2：世界のインフレ率実績とピクテ予想
（前年比％）

※市場予想はブルームバーグ集計予想、 2021年2月12日時点
出所：ピクテ・アセット・マネジメント
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2）流動性（資金動向）～
流動性供給量は昨年のピーク時からは大
幅に低下

ピクテの流動性指標は、マネーの伸びの速度が大幅
に鈍化していることを示唆しています。流動性供給量
は昨年のピーク時からは大幅に低下しているものの、
引き続き、過去の平均水準を上回っていることには留
意が必要です。従って、短期的には、潤沢な流動性
がリスク性資産の支援要因となる状況が継続すると考
えます。

米国では、マネーの創出（信用の創造）が通常の範囲
を大きく超えています。一方、アジアでは、金融引き締
めの兆しが見られます。日本銀行は「量的・質的金融
緩和」の縮小を開始していることに加え、（長短金利を
ある程度操作する）「イールドカーブ・コントロール」政
策についても、長期金利の変動幅を幾分拡大してい
るように思われます。また、中国では信用供給の伸び
が鈍化しており、中央銀行（中国人民銀行）は金融引
き締めに転じたことを示唆しています。

図表2-1：主要国・地域の中央銀行および民間の
総流動性 6ヵ月移動平均、対名目GDP

出所：ピクテ・アセット・マネジメント
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図表2-2：メジャー5の総流動性変化率と世界株式の
バリュエーション変化

メジャー5の総流動性（公的部門＆民間部門）
変化率（6ヵ月前比、年率化、6ヵ月先行）

MSCI 全世界株価指数株価収益率（PER）変化
率（6ヵ月前比、年率化、右軸）
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※メジャー5は、FRB、ECB、日銀、BOE及び中国人民銀行
出所：ピクテ・アセット・マネジメント

00年 05年 10年 15年 20年



販売用資料

15
8巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。ピクテ投信投資顧問株式会社

Pictet Fund Watch 愛称 クアトロ ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

3）センチメント（テクニカル）（市場参加者
動向）～滞留していた資金の流入が金融
市場の上昇に繋がる可能性

ピクテのテクニカル指標は、リスク性資産に対して強気
ですが、割高感が見られ始めているとも示唆していま
す。季節要因は株式市場の支援要因となっていること
に加え、投資家心理は極めて強気となっていること、
機関投資家の資金における現金の持ち高が14年ぶり
の低水準となるなど、大規模な資金が市場に流入し
ています。

また、巨額の財政刺激を背景に、株式市場への資金
流入が継続し、それが株式市場の上昇要因になると
も考えられます。
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17年12月 18年12月 19年12月 20年12月

ピクテ流動性インデックス（左）
ピクテセンチメントインデックス（左）
+2（左）
-2（左）

世界株式（移動平均）（右）

リスクオン(+)

リスクオフ(-)

※世界株式：MSCI ACWI 株価指数（ドルベース） ※ピクテ流動性、センチメ
ントインデックスは流動性供給量や世界株式の予想PER等を使用し、ピクテ
独自に算出
出所：ピクテ・アセット・マネジメントのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

図表3-1：ピクテ流動性、センチメントインデックス
日次、期間：2017年12月31日～2021年2月26日
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出所：ピクテ・アセット・マネジメント

図表3-2：主要資産における資金フロー（投信＋ETF）
純資産総額比、12週移動平均
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4）バリュエーション（相対的価値分析）～
殆どの主要資産クラスに割高感

ピクテのバリュエーション指標は、リスク性資産の殆ど
が割高な水準で推移していることを示唆しています。
MSCI世界株価指数の構成銘柄のバリュエーションは、
ピクテのモデルで測定すると割高な水準にあり、コロナ
禍前の経済成長率への回帰と低金利環境の長期化
を同時に織り込んでいると考えます。

また、債券の実質利回りが上昇し、過剰流動性が減
少傾向にあると考える環境では、グローバル株式の株
価収益率（PER）が20%前後縮小することが予想され
ます。一方、売上高及び利益の成長率はともに、経済
の正常化と巨額の財政刺激策からの恩恵を受けるこ
とが予想されるため、一株あたり利益（EPS）成長率の
大幅な伸びが見込まれています。これを受け、米国
株式は、足元の水準から10%程度の上昇余地がある
と示唆されています。

図表4-1：各資産のバリュエーション、過去平均（20年）から見た水準
2021年2月19日時点

※株式：株価純資産倍率（PBR)、12ヵ月先株価収益率（PER）、一株あたり利益トレンドベース株価収益率（PER)、株価売上高倍率（PSR)、ERP（先進国のみ）
現金および債券：利回りー名目GDPトレンド 商品：ブルームバーグスポット価格インデックス／世界インフレ率 通貨：PPPからのかい離 金：スポット価格/
米国消費者物価指数 価連動債：利回りー実質GDP成長率 現地通貨建て新興国債券：利回りー消費者物価指数などをもとに算出。
出所：ピクテグループ

債券については、足元の利回りの急上昇を受け、米国
国債が景気回復局面における適正価値に近づいてい
ることが示唆されます。また、米国30年国債の実質利
回りは、新型コロナウイルス発生以降、初めてプラス圏
に転じています。もっとも、債券利回りの上昇を受け、
株式には若干の割高感が見られます。

将来の市場環境の変動等により、当資料記載の内容が変更される場合があります。

データは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証す
るものではありません。
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参考データ

出所：リフィニティブ・データストリームのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

※MSCI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更

する権利および公表を停止する権利を有しています。

当資料をご利用にあたっての注意事項等
●当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した資料であり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の
推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。●当資料に記載された過去の実績は、将来
の成果等を示唆あるいは保証するものではありません。●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的
への適合性を保証するものではありません。●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。●投資信
託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の対象ではありま
せん。●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税
務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。

世界の主要株式市場(現地通貨ベース) 当月末 前月末 前年末 月間騰落率 年初来騰落率

（米）ＮＹダウ工業株30種 30,932 29,983 30,606 +3.2% +1.1%

（米）ナスダック総合指数 13,192 13,071 12,888 +0.9% +2.4%

（日）TOPIX 1,864 1,809 1,805 +3.1% +3.3%

（日）日経ジャスダック平均 3,798 3,775 3,719 +0.6% +2.1%

（欧）ユーロ・ストックス50種 3,636 3,481 3,553 +4.5% +2.4%

（英）FTSE100指数 6,483 6,407 6,461 +1.2% +0.4%

（中国）上海総合指数 3,509 3,483 3,473 +0.7% +1.0%

（香港）ハンセン指数 28,980 28,284 27,231 +2.5% +6.4%

（ブラジル）ボベスパ指数 110,035 115,068 119,017  -4.4%  -7.5%

（インド）SENSEX30指数 49,100 46,286 47,751 +6.1% +2.8%

（ロシア）RTS指数$ 1,412 1,368 1,387 +3.2% +1.8%

東京外為（対円、TTM） 当月末 前月末 前年末 月間騰落率 年初来騰落率

米ドル 106.25 104.48 103.50 +1.7% +2.7%

ユーロ 129.15 126.48 126.95 +2.1% +1.7%

英ポンド 148.48 143.24 139.82 +3.7% +6.2%

スイスフラン 117.34 117.49 117.15  -0.1% +0.2%

豪ドル 83.31 80.08 78.84 +4.0% +5.7%

加ドル 84.09 81.35 80.83 +3.4% +4.0%

中国元※ 16.49 16.20 15.79 +1.8% +4.5%

ブラジルレアル
※ 19.12 19.18 19.88  -0.3%  -3.8%

インドルピー 1.47 1.44 1.42 +2.1% +3.5%

ロシアルーブル 1.42 1.37 1.41 +3.6% +0.7%

タイバーツ 3.50 3.48 3.44 +0.6% +1.7%

南アフリカランド 7.05 6.88 7.04 +2.5% +0.1%
 （※リティニティブ・データストリームの参照レートによる）

主要債券市場及び政策金利 当月末 前月末 前年末 月間変化幅 年初来変化幅

米10年国債利回り 1.45% 1.10% 0.91% +0.35% +0.53%

日10年国債利回り 0.16% 0.04% 0.02% +0.12% +0.14%

独10年国債利回り -0.29% -0.55% -0.58% +0.26% +0.28%

豪10年国債利回り 1.85% 1.13% 1.01% +0.73% +0.84%

米政策金利（FFレート） 0.25% 0.25% 0.25% ±0% ±0%

日政策金利（無担コール翌日） -0.10% -0.10% -0.10% ±0% ±0%

欧政策金利（ﾘﾌｧｲﾅﾝｽ金利） 0.00% 0.00% 0.00% ±0% ±0%

商品市況 当月末 前月末 前年末 月間騰落率 年初来騰落率

原油（WTI期近、1ﾊﾞﾚﾙ、ﾄﾞﾙ） 61.55 52.16 48.35 +18.0% +27.3%

金（1ｵﾝｽ、ﾄﾞﾙ） 1,727.44 1,858.01 1,897.77  -7.0%  -9.0%

 世界の主要株価、外為、債券、商品市況 （2021年2月）
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投資リスク 

[基準価額の変動要因] 
●ファンドの基準価額は、実質的に組入れている有価証券等の価格変動により変動し、下落する場合があります。 

●したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割

り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なり

ます。 

価格変動リスク・ 

信用リスク 

●ファンドは、実質的に株式を投資対象としますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株

式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場

の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。 

●ファンドは、実質的に公社債を投資対象としますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている

公社債の価格変動の影響を受けます。一般的に金利が低下した場合には、公社債の価格は上昇する

傾向がありますが、金利が上昇した場合には、公社債の価格は下落する傾向があります。 

●ファンドは、実質的にデリバティブ取引を行うことがありますので、この場合ファンドの基準価額は当該

デリバティブ取引の価格変動の影響を受けます。 

●ファンドは、実質的に REIT、MLP およびコモディティ（商品）を投資対象としますので、ファンドの基準価

額は、実質的に組入れているこれらの価格変動の影響を受けます。 

●有価証券の発行体の財務状況等の悪化により利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うこ

とができなくなる（債務不履行）場合、または債務不履行に陥ると予想される場合には当該有価証券の

価格が下落することがあります。 

為替に関する 

リスク・留意点 

●実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行わない場合には、係る外貨建資産は為替変動の影響

を受け、円高局面は基準価額の下落要因となります。 

●また、為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、為替変動リスクを完全に排除

できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利

より低い場合、当該通貨と円との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。 

ロング・ショート 

戦略によるリスク 

●ファンドは、実質的な組入資産の一部において売建て（ショート）を行うことがありますが、当該売建て

資産の価格が上昇した場合は基準価額が下落する要因となります。また、投資戦略の意図に反して、

買建て（ロング）資産の価格が下落する一方で、売建て資産の価格が上昇した場合は、想定以上の損

失が生じ基準価額が下落することが考えられます。 

カントリーリスク 

●ファンドが実質的な投資対象地域の一つとする新興国は、一般に政治･経済･社会情勢の変動が先進

諸国と比較して大きくなる場合があり、政治不安、経済不況、社会不安が証券市場や為替市場に大き

な影響を与えることがあります。その結果、ファンドの基準価額が下落する場合があります。 

●実質的な投資対象国･地域において、政治･経済情勢の変化により証券市場や為替市場等に混乱が

生じた場合、またはそれらの取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下

落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。この他、当該投資対象国･地域におけ

る証券市場を取り巻く制度やインフラストラクチャーに係るリスクおよび企業会計･情報開示等に係るリ

スク等があります。 

取引先リスク 
●ファンドは、実質的にデリバティブ取引を行うことがありますが、店頭デリバティブ取引を行う場合には、

取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあります。 

流動性リスク 

●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場合があり

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、ファンドの基準価額が影響を受け損

失を被ることがあります。 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 

[その他の留意点] 

●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 

巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。 クアトロ 150321_5
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ファンドの特色 <詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください>

様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することにより、

「負けない運用※」を目指すファンドです。 

※「負けない運用」とは、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用をいいます。 

 

≪収益分配方針≫ 

●毎年 2 月、8 月の各 15 日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

－分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

－収益分配金額は、基準価額の水準および市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 

－留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 

※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 
 

[収益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、基準価額は下がります。 

●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、分配金の一部または全部が、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の値上がりが小さかった場合も同様です。 

 

※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 

※ファミリーファンド方式で運用を行います。マザーファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。マザーファンドでは、指定投資信託証券を主要投資対象

とします。   

巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。 クアトロ 150321_5
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Pictet Fund Watch 愛称 クアトロ ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

手続・手数料等 

[お申込みメモ] 

購入単位 販売会社が定める 1 円または 1 口（当初元本 1 口=1 円）の整数倍の単位とします。 

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。（ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示しています。） 

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします。 

購入・換金の 

申込不可日 

以下のいずれかに該当する日においては、購入・換金のお申込みはできません。 

①次に掲げる日の前営業日または当日：ルクセンブルグの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日 

②一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。 

信託期間 2013年12月12日（当初設定日）から無期限とします。 

繰上償還 受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合等には信託が終了（繰上償還）となる場合があります。 

決算日 毎年 2 月、8 月の各 15 日（休業日の場合は翌営業日)とします。 

収益分配 
年 2 回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 
※ファンドには収益分配金を受取る「一般コース」と収益分配金が税引後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によ

っては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。 
 

[ファンドの費用] 

投資者が直接的に負担する費用 

 購入時手数料 
3.85%（税抜 3.5%）の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を購入価額に乗じて得た額とします。 

（詳しくは、販売会社にてご確認ください。） 

 信託財産留保額 ありません。 

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

 
運用管理費用 

（信託報酬） 

毎日、信託財産の純資産総額に年 1.1275%（税抜 1.025%）の率を乗じて得た額とします。 

運用管理費用（信託報酬）は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

［運用管理費用（信託報酬）の配分(税抜)］ 

委託会社 販売会社 受託会社 

年率 0.3% 年率 0.7% 年率 0.025% 
 

  
投資対象とする 

投資信託証券 

純資産総額の 大年率 2.7%（上場投資信託を除く） 

別途成功報酬がかかるものがあります。 

（2020年11月14日現在。各指定投資信託証券の報酬率につきましては、前記「指定投資信託証券の概要」をご参照ください。） 

※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。 

 実質的な負担 

概算で 大年率 2.0%（税込）程度（注）に指定投資信託証券の成功報酬（適用されない場合もあります。）が加算された額となります。 

（注）ファンドは市場環境により積極的に組入比率の見直しを行いますので、実際の投資信託証券の組入状況により変動します。 

なお、2020 年 8 月末日現在の資産配分比率に基づいた試算値は、年率 1.71%（税込）程度です。 

 
その他の費用・ 

手数料 

毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率 0.055%（税抜 0.05%）相当を上限とした額）なら

びに組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等（これらの費用等は運用

状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）は、そのつど信託財産から支払われます。マザーファンドの

投資先ファンドにおいて、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料および借入金の利息等

の費用が当該投資先ファンドの信託財産から支払われることがあります。また、購入・換金時に信託財産留保金が購入価格に付加または換

金価格から控除されるものがあります。 

※当該費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 
 

[税金] 

●税金は表に記載の時期に適用されます。 

●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 

時期 項目 税金 

分配時 
所得税 

および地方税 

配当所得として課税 

普通分配金に対して 20.315% 

換金（解約）時 

および償還時 

所得税 

および地方税 

譲渡所得として課税 

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315% 

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」について 

NISA をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設

するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 

※上記は、当資料発行日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 

※法人の場合は上記とは異なります。 

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 

巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。 クアトロ 150321_5
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販売用資料

Pictet Fund Watch 愛称 クアトロ ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

委託会社、その他の関係法人の概要 

委託会社 ピクテ投信投資顧問株式会社（ファンドの運用の指図を行う者） 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第380号 

【ホームページ・携帯サイト（基準価額）】

https://www.pictet.co.jp 

 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会 

受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者） 

<再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社> 

投資顧問会社 ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド（ファンドおよびマザーファンドの資産配分に関する助言を行う

者） 
※両社またはいずれか一方から投資助言を受けます。 

販売会社 下記の販売会社一覧をご覧ください。（募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付ならびに収益分配金、償還金および一部解約代金

の支払いを行う者） 

 

巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。 クアトロ 150321_5

 

販売会社一覧 

投資信託説明書（交付目論見書）等のご請求・お申込先 

商号等 

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 

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第6号 ○ ○   

池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号 ○    

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号 ○  ○ 

auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号 ○  ○  

SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○ 

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 ○  ○ ○ 

岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号 ○ ○  ○ 

岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第52号 ○ ○ ○ 

きらぼしライフデザイン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3198号 ○    

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 ○ ○ ○ ○ 

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2938号 ○   

四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第21号 ○   

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号 ○ ○ ○ ○ 

東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第121号 ○   ○ 

浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 ○    

PWM日本証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号 ○   ○ 

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第20号 ○    

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○ ○   

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○ 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号 ○ ○ ○ ○ 

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○ 

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 ○   

株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第8号 ○  ○  

株式会社秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第2号 ○   

株式会社大分銀行 登録金融機関 九州財務局長(登金)第1号 ○   

株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第117号 ○  ○  

株式会社きらぼし銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第53号 ○  ○  

株式会社きらぼし銀行 

(委託金融商品取引業者 

 きらぼしライフデザイン証券株式会社) 

登録金融機関 関東財務局長(登金)第53号 ○  ○  

株式会社熊本銀行 登録金融機関 九州財務局長(登金)第6号 ○   

株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第11号 ○  ○ 

株式会社四国銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第3号 ○    

株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第5号 ○  ○ 

株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○  ○  

株式会社十八親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第3号 ○   

スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長(登金)第8号 ○   

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号 ○  ○ ○ 

株式会社第四北越銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第47号 ○  ○ 

株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号 ○  ○  

株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号 ○  ○ 

株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第7号 ○  ○ 

株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第1号 ○  ○ 

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号 ○ ○ ○  
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販売用資料

Pictet Fund Watch 愛称 クアトロ ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド                                             
当資料で使用した MSCI 指数は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。

また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。  
当資料をご利用にあたっての注意事項等 

●当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあ

たっては、販売会社よりお渡しする 新の投資信託説明書（交付目論見書）等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。●投資信託

は、値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります）に投資いたしますので、基準価額は変動します。した

がって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証する

ものではありません。●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証

するものではありません。●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。●投資信

託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の

保護の対象ではありません。●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●当資料に掲載されて

いるいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。  

販売会社一覧（つづき） 
 

商号等 

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 

株式会社三菱UFJ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号 ○  ○ ○ 

株式会社三菱UFJ銀行 

(委託金融商品取引業者 

 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号 ○  ○ ○ 

三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号 ○ ○ ○  

株式会社みなと銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第22号 ○  ○  

株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第12号 ○  ○  

株式会社山形銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第12号 ○    

株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第6号 ○  ○  
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【Morningstar Award “Fund of the Year 2020”について】

投資信託の評価機関であるモーニングスターが、国内の追加型株式投資信託を対象に、リスクやリターンといった定量面での評価を満たし、運用スタイルや調

査体制等の定性面から、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード（賞）です。

“Fund of the Year 2020（ファンド オブ ザ イヤー 2020）”は2020年の運用成績が総合的に優秀であると判断された投資信託を対象として表彰しています。

Morningstar Award “Fund of the Year 2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター

が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利

はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2020年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングス

ターが判断したものです。バランス（成長）型 部門は、2020年12月末において当該部門に属するファンド897本の中から選考されました。

【2頁注釈】
※投資対象別構成比は、マザーファンドの各投資先ファンドを主な投資対象によって分類し、債券・株式・コモディティ・オルタナティブ・先物、キャッシュ・短
期金融商品等と表示しています。「キャッシュ・短期金融商品等」には、投資先ファンドで保有する現金等の比率は含みません。※構成比は実質比率（マ
ザーファンドの組入比率×マザーファンドにおける当該資産の組入比率）です。構成比は四捨五入して表示しているため、それを用いて計算すると誤差が生
じる場合があります。※変動要因は月次ベースおよび設定来の基準価額の変動要因です。基準価額は各月末値です。設定来の基準価額は基準日現在で
す。※変動要因はマザーファンドの組入ファンドの価格変動を基に委託会社が作成し参考情報として記載しているものです。項目(概算値)ごとに円未満は四
捨五入しており、合計が一致しない場合があります。※信託報酬等は、当ファンドの信託報酬や信託事務に要する諸費用等を含みます。その他には、当ファ
ンドで直接行われる為替予約取引の要因等を含みます。※記載の変動要因はマザーファンドの組入比率とマザーファンドの組入ファンドの価格変動および組
入比率から算出した組入ファンド別の要因分析を主な投資対象ごとに集計したものです。したがって、組入ファンドの管理報酬等や、為替変動要因、ヘッジコ
スト、ヘッジ比率の変動による要因等は各投資対象に含まれます。また、マザーファンドの投資先ファンドであるピクテ･デルタ・ファンドの要因は先物･オプショ
ンに、短期金融商品等を主な投資対象とするファンドの要因は、その他に含めています。※円資産の比率は、当ファンドで保有しているコール・ローン等の比
率と、円建て資産の比率、為替予約の比率から計算した概算値です。円建て資産の比率は、各投資先ファンドで組入れている円建て資産と各投資先ファン
ドの実質組入比率から算出しています。為替予約の比率は、当ファンドで直接行う為替予約の比率です。※設定来実績収益率およびリスク（標準偏差）に用
いた基準価額は信託報酬等控除後です。当資料における実績は、税金控除前であり、実際の投資者利回りとは異なります。また、将来の運用成果等を示唆
あるいは保証するものではありません。


