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投資家の皆様へ 

2015 年 7 月 7 日 

 

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」の運用状況 

および欧州ハイ・イールド債市場の見通しについて 

 

アムンディ・ジャパン株式会社 

 

日頃より、「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」をご愛顧賜り、誠にありがとうございま

す。 

 

当ファンドは、欧州ハイ・イールド債を主要投資対象とする投資信託「ストラクチュラ－欧州ハ

イ・イールド・ボンド」を通じて、実質的に欧州のハイ・イールド債に投資を行っております。当資料

では、「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド」の運用状況および欧州ハイ・イールド債市場

の見通しについて、当該投資信託の運用会社であるアムンディの見解を、下記の通りご案内いた

します。 

 

記 

 

ギリシャの国民投票の結果を受けた市場の反応 

7 月 5 日（日）に実施された EU（欧州連合）が要求する財政緊縮策の受け入れの是非を問うギリシ

ャの国民投票は「反対」が多数を占め、弊社の基本シナリオ（「賛成」）とは異なった結果となりまし

た。Grexit（ギリシャのユーロ圏離脱）の可能性が高まったものの、ギリシャと債権団の交渉は継

続するものと見ています。EU との交渉を困難にさせていたとみられるバルファキス財務相が 6 日

に辞任を表明したことで、交渉再開に向けた動きが加速することが期待されます。 

 

国民投票の前に比べ、市場のボラティリティ（価格変動性）は高い状態が続くと見られますが、週

明けの 6 日の市場は予想されたほどの混乱はありませんでした。欧州株式市場は総じて下落した

ものの（ユーロストックス50指数は前日比2.2％安）、ボラティリティ指数は小幅低下しました。欧州

ハイ・イールド債の信用スプレッドも大幅な拡大は見られませんでした。 

     

欧州債務危機時と比較すると欧州ハイ・イールド債市場への影響は限定的 

欧州ハイ・イールド債市場はボラティリティの高まりと無縁ではないものの、2011 年～2012 年の欧

州債務危機の最悪期に比べればより堅固なファンダメンタルズとなっています。 

販売用資料 

臨時レポート 
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 欧州ハイ・イールド債市場におけるギリシャの比率は限られたものです（BofA メリルリンチ・ヨ

ーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックスの比率はわずか

1.06％）。 

 ECB（欧州中央銀行）の危機抑止のための政策手段（LTRO（長期流動性供給オペ）や QE

（量的緩和）、OMT（国債買い入れプログラム）など）のおかげで、ハイ・イールド債を含むクレ

ジット市場は欧州債務危機の頃に比べればギリシャ情勢の緊迫に対してより準備ができてい

ます。なお、ECB は QE の資産買い入れの対象に政府機関債を追加しました。これは、ECB

が必要とあればいつでも行動を起こす準備ができていることを示しています。ECB はかねて

から政治的な存在ではないと表明しており、ギリシャと債権団が解決に向けて協議を続けて

いる限り、ギリシャの銀行の支援を継続すると見ています。しかしながら、ギリシャが ECB に

対する債務の履行ができなかったり、銀行のソルベンシー（支払い能力）がさらに悪化した場

合、ギリシャの銀行に対する現行の支援を見直さざるを得なくなるでしょう。 

 弊社の中心シナリオではないものの、ギリシャがユーロ圏から離脱する場合は、欧州周縁国

の企業や銀行がもっとも脆弱な発行体となりそうですが、やはり 2011 年～2012 年当時と比

べるとはるかに堅固な財務基盤を有しています。実際に銀行は ECB やクレジット市場を通じ

て流動性にアクセスできていますし、企業はここ数年間に債務の借り換えを積極的に行って

きました。 

 

「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド」の運用状況 

弊社は国民投票の結果、どのような市場のボラティリティの変化やリスク回避姿勢の高まりも乗り

切る準備はできていると考えます。 

 

 ギリシャの銀行や、その他の事業会社などのギリシャ関連銘柄は非保有です。 

 金融セクター、特に欧州周縁国の金融セクターの組入比率を引き下げています。また、ここ

数ヵ月で周縁国のバリュエーション面での優位性や魅力度が薄れてきたことから、周縁国全

体でも組入比率を引き下げています。 

 現在の市況に鑑みて、流動性に十分配慮した運用を行っています。 

 2 年以上前から、欧州ハイ・イールド債市場のなかでも相対的に流動性の高い銘柄を選

別して投資することに主眼を置いてきました。また、現金保有比率を相対的に高い水準

で維持しています（足元では約 11％）。 

 流動性の高いデリバティブ取引（CDS＝クレジット・デフォルト・スワップ）によって、柔軟

にポートフォリオのリスクを削減する運用を行っています。 

 ポートフォリオは200以上の発行体、300以上の銘柄に幅広く分散投資されており、足元

では 332 銘柄となっており、上述のとおり相対的に流動性の高い銘柄を選別して組み入

れていますので、必要があれば容易に現金化することができます。 
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欧州ハイ・イールド債インデックス ：BofA メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス 

ポートフォリオ             ：ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド 

出所： BofA メリルリンチのデータを基にアムンディ・ジャパン株式会社作成 

 

欧州ハイ・イールド債市場の見通し 

ギリシャ情勢により市場のボラティリティが高まる可能性はあるものの、弊社は欧州ハイ・イールド

債市場に対して引き続きポジティブな見方をしています。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

スペイン

ギリシャ

アイルランド

イタリア

ポルトガル

フランス

ドイツ ポートフォリオ

欧州ハイ・イールドインデックス

格付別構成比率（2015 年 7 月 3 日現在） 

《欧州ハイ・イールド債インデックス》 

 

《ポートフォリオ》 

欧州主要国 国別構成比 （2015 年 7 月 3 日現在） 
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 マクロ環境面ではハイ・イールド債市場にとって改善しつつあるものの、依然として低成長と

いう経済環境は利上げにつながるほどの景気改善ではなく、企業の財務状況に悪影響を与

えるものでもないことから、好ましいといえます。 

 発行体企業の財務面の問題は見られません。 

欧州ハイ・イールド債市場のファンダメンタルズは依然として健全で、多くのハイ・イールド債

の発行体は財務戦略に慎重なスタンスをとっており、低金利環境下で債務の長期化を行って

きました。その結果、デフォルト（債務不履行）率は今後 12 ヵ月にわたり平均以下の 2％前後

で推移すると見られます。国民投票の結果を受けて市場のボラティリティが高まったとしても、

欧州の景気後退リスクは極めて限定的と見ており、ハイ・イールド債の発行体の財務の健全

性にも大きな影響は見られないと思われ、デフォルト率が上昇する懸念は少ないと考えま

す。 

 信用スプレッドは 4.27％（7 月 3 日現在）となっており、スプレッドが縮小していた年初の時期

に比べてバリュエーション面でもより魅力的な水準にあるといえます。 

 投資家が利回りを求める動きには変更はありません。 

ハイ・イールド債市場の資金動向は、6 月は高いボラティリティが見られたものの、資金純流

出は市場全体の 1％程度にとどまり、年初来では 15％の純流入となっています（出所：JP 

Morgan）。ギリシャ懸念が強まった先週の資金動向でも、わずかながらの資金純流入となっ

ています。 

 仮に Grexit（ギリシャのユーロ圏離脱）の可能性が高まったとしても、欧州が長期にわたる景

気後退に陥る可能性は少ないと見ており、ハイ・イールド債の発行体の財務体質も概ね健全

なことから、欧州ハイ・イールド債市場について懸念は少ないと見ています。 

 

 

期間： 2009 年 12 月 31 日～2015 年 7 月 3 日 

出所： BofA メリルリンチ、ブルームバーグのデータを基にアムンディ・ジャパン株式会社作成 
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欧州ハイ・イールド債のスプレッドの推移 

スプレッド（欧州ハイ・イールド債利回り－ドイツ国債利回り） 



　ファンドの目的

　ファンドの特色

①

②

③

　投資リスク

≪当資料のお取扱いについてのご注意≫

各ファンドは、欧州のハイイールド債（高利回り債／投機的格付債）を実質的な主要投資対象とします。

・各ファンドは、欧州のハイイールド債を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」と、円建の国内籍投資

信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式※で運用します。

  ※ ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。

各ファンド（8つのコースを総称して「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」または「各ファンド」といいます）は、高水準のイン
カムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

各ファンドは、毎決算時（原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします）に、原則として収益分配方針に基づき収益分
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。

◆資金動向および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。◆

・欧州のハイイールド債の運用は、アムンディが行います。

・分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともありま
す。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証する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。

「アムンディ･欧州ハイ･イールド債券ファンド」は、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる8つのコースから構成さ
れています。

・ユーロコースでは対円での為替ヘッジを行いません。

※ 資源国通貨とは、原則として、代表的な資源国であるブラジル、オーストラリアおよび南アフリカの3ヵ国の通貨（ブラジルレアル、豪ドルおよび南アフ
リカランド）を均等に配分したものをいいます。

・米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース※、メキシコペソコース、トルコリラコースでは、ユーロ売り／取引対象通貨買い
の為替取引を行います。

・円コースでは為替変動リスクの低減を目的として、ユーロ売り／円買いの為替取引（対円での「為替ヘッジ」といいます）を行います。

当資料は、「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド｣の商品内容説明資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当資料に
記載したコメントは、将来を保証するものではなく、資料作成時点における当社の見解や予想であり、将来の経済・市場環境、政治情勢等の変化に
より予告なく変更することがあります。当資料に記載したデータは資料作成時点のものであり将来の傾向、数値等を示唆するものではありません。
購入のお申込みを行う場合には、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお受取りいただき、商品内容、リスク等の詳細をご確認の
上、ご自身のご判断でお申込みください。
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各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあ
ります）に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。各
ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。各ファンドの運用による損益はすべて投資者
に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

各ファンドにおける基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク等が挙げら
れます。なお、基準価額の変動要因（投資リスク）は、これらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、各
ファンドの繰上償還等があります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご参照ください。

《投資信託ご購入時の注意点》
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。●投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりませ
ん。●銀行を通じて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。●投資信託の設定・運用は委託会社が行います（銀
行、証券会社は販売の窓口となります）。●投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投資するため、運用実績
は市場環境等によって変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。●投資した資産の価値の減少を含むリ
スクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。●投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

販売用資料
臨時レポート

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）（米ドルコース）（豪ドルコース）（ブラジルレアルコース）
（資源国通貨コース）（メキシコペソコース）（トルコリラコース）（円コース）

追加型投信／海外／債券



　〔通貨選択型投資信託の収益のイメージ〕

P.5の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 6/9

販売用資料
臨時レポート

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）（米ドルコース）（豪ドルコース）（ブラジルレアルコース）
（資源国通貨コース）（メキシコペソコース）（トルコリラコース）（円コース）

追加型投信／海外／債券



　〔収益分配金に関する留意事項〕

P.5の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 7/9

販売用資料
臨時レポート

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）（米ドルコース）（豪ドルコース）（ブラジルレアルコース）
（資源国通貨コース）（メキシコペソコース）（トルコリラコース）（円コース）

追加型投信／海外／債券



　お申込みメモ

　ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用

◆各ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

　委託会社、その他の関係法人の概要

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

スイッチング
販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行う場合があります。スイッチングの際には、購入時および換金時と
同様に、費用・税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

換金制限

決算日

購入・換金申込受付
の中止および取消し

年12回決算、原則毎月8日です。休業日の場合は翌営業日とします。

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除および益金不算入制度は適用されません。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すこと
ができます。

換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。

ファンドの休業日（ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する
場合、または12月24日である場合）には、受付けません。

詳しくは販売会社にお問合せください。

「ユーロコース」、「ブラジルレアルコース」、「資源国通貨コース」、「円コース」
　平成23年1月31日（設定日）から平成33年4月8日までとします。
「豪ドルコース」、「トルコリラコース」
　平成23年10月27日（設定日）から平成33年4月8日までとします。
「米ドルコース」、「メキシコペソコース」
　平成26年1月14日（設定日）から平成33年4月8日までとします。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じて得た金額とします。

その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用
・信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用等
を含みます。）
・投資信託財産に関する租税　等
※その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税（年率0.01％）などの諸費用がかかります。
※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。

実質的な負担の上限：純資産総額に対して年率1.7608％※（税込）
※各ファンドの信託報酬年率1.0908％（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が 大のもの（年率
0.67％）を加算しております。各ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変
動します。
◆上記の運用管理費用（信託報酬）は有価証券届出書作成日現在のものです。

受託会社 株式会社 りそな銀行　（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・
手数料

委託会社
アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）　第350号
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

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出
書作成日現在の料率上限は3.78％（税抜3.5％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

年12回。原則として毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
販売会社によっては分配金の再投資が可能です。

換金代金

購入・換金申込
受付不可日

申込締切時間

委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。

P.5の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 8/9

販売会社 販売会社については巻末をご参照ください。

ファンドに関する照会先

委託会社の名称：アムンディ・ジャパン株式会社
お客様サポートライン：0120-202-900（フリーダイヤル）
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス：http://www.amundi.co.jp

購入単位

購入時手数料

購入価額

購入代金

換金単位

信託期間

収益分配

課税関係

換金価額

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

販売会社が定める期日までにお支払いください。

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

販売用資料
臨時レポート

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
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（資源国通貨コース）（メキシコペソコース）（トルコリラコース）（円コース）
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　販売会社一覧（業態別・五十音順）
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（※1） ユーロコース、円コースのお取扱いとなります。

（※2） ユーロコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコースのお取扱いとなります。

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 ○

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 ○

八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第21号 ○ ○

○ ○ ○野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号 ○

西日本シティTT証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140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 ○

○

○株式会社 りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号 ○

株式会社 新生銀行 （※2） 登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号 ○

株式会社 埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第593号 ○ ○

株式会社 近畿大阪銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○

一般社団法
人第二種金

融商品取引

業協会

株式会社 あおぞら銀行 （※1） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第8号 ○ ○

金融商品取引業者等 登録番号

日本証券業
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

一般社団法
人金融先物

取引業協会

販売用資料
臨時レポート

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）（米ドルコース）（豪ドルコース）（ブラジルレアルコース）
（資源国通貨コース）（メキシコペソコース）（トルコリラコース）（円コース）

追加型投信／海外／債券


	臨時レポート「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」の運用状況について 20150707
	欧ハイ臨時レポート用お申込みメモ

