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販売用資料 

臨時レポート 

 

2015 年 12 月 15 日 

 

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 

  

「最近の米国ハイイールド債市場の状況と見通しについて」 

 

 
 

 「サード・アベニュー・フォーカスト・クレジット・ファンド」について 

  「サード・アベニュー・フォーカスト・クレジット・ファンド」は、より正確には米国破産法11条の適用

された企業や、財務内容が大幅に悪化した企業の発行した債券に投資する「ディストレス（破た

ん）・ファンド」と呼ぶべきもので、保有銘柄の集中度が高く、ハイイールド債の中でも流動性が乏し

い格付の低い債券に投資を行っており、格付のない債券も多く含まれています。従って通常の米国

ハイイールド債ファンドの全体像を表すものではありません。ウォールストリートジャーナル（WSJ）

の報道によると、同ファンドのリターンは 11 月 30 日時点で年初来約－27％と大きく下落しています

が、リッパーによると、同期間のハイイールド・ファンドの平均リターンは約－3％にとどまっていま

す。 

 

米国国債利回り、米国ハイイールド債利回りおよびスプレッドの年初来の推移 

（2014 年 12 月 30 日から 2015 年 12 月 11 日まで） 

 

・米国ハイイールド債には BofA メリルリンチ・ＵＳハイイールド・マスターⅡ・コンストレインド・インデックス、米国国

債にはシティ米国国債インデックスを使用しております。 

（出所：ブルームバーグ、メリルリンチ、Citigroup Index LLC のデータを基にアムンディ・ジャパン株式会社作成） 

 

米国の資産運用会社サード・アベニュー・マネジメントは 9 日、ハイイールド債の中でも特に低

格付の社債を中心に運用する「サード・アベニュー・フォーカスト・クレジット・ファンド」の清算と、

解約の一時停止を発表しました。コモディティ価格の急落や、15-16 日の FOMC（米連邦公開市

場委員会）を控える中、この報道が米国ハイイールド債市場で波紋を呼んでおり、市場全体が

神経質な展開となっています。この現状について、アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファ

ンドが主要投資対象とする「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド」を運用する J.P.モルガン・

インベストメント・マネージメント・インク（以下、J.P.モルガン）の見解を以下にご報告いたします。
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販売用資料 

臨時レポート 

 

当ファンドの現状のポートフォリオについて 

当ファンドは、金利上昇に備えるためデュレーションを参考指数（BofA メリルリンチ・US ハイイー

ルド・コンストレインド・インデックス）よりも短期化しつつ、ポートフォリオの平均債券利回りや平均

クーポンレートを参考指数よりも高めにしています。セクター別には、コモディティ関連は選別的な

投資を行うとともに組入比率を引き下げており、11 月 30 日のエネルギーセクターの組入比率は

10.8％と、参考指数の 12.6％をアンダーウェイトとしています（指数のウェイトについては J.P.モルガ

ンによる内部分析の数値、以下同様）。金属・鉱業を含む素材も 5.7％と参考指数の 7.2％を下回る

水準に抑制しています。その他のセクターでは、金融、公益をアンダーウェイト、通信、テクノロジー、

非景気循環消費財をオーバーウェイトとしています。 

 

当ファンドの今後の見通しと運用方針について 

中国の経済成長率の減速とコモディティ関連の弱さにより、世界の景気後退入りのリスクが増し

ています。ハイイールド債市場はこうしたリスク資産の価格調整の影響を受けています。そして、エ

ネルギーセクターと金属・鉱業セクターの債券価格は、コモディティ価格の急落の影響が波及してさ

らに下押し圧力を受けています。こうした逆風にもかかわらず、ハイイールド債の発行体の大半は、

売上とキャッシュフローが順調に拡大するなど強固なファンダメンタルズを維持すると考えています。

各国の中央銀行の金融政策の方向性が異なることも、リスク資産の市場が動揺する一因となって

います。加えて、投資家の資産売却の動きが、企業の強固なファンダメンタルズを短期的に大きく

上回っており、ハイイールド債市場からの資金流出の動きは続く可能性が高いと考えます。 

ハイイールド債市場の利回り上昇とスプレッド（国債との利回り格差）の拡大を受けて、過去数ヵ

月の間、当社は魅力的な投資機会をとらえ、リスク資産を選別的にポートフォリオに加えてきていま

す。今後の運用方針については、市場に存在する投資機会を評価し、ボトムアップに基づいた投資

プロセスに引き続き注力してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 



現在

　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≫

・米ドルコースでは、対円での為替ヘッジを行いません。

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。

当資料は、「アムンディ・りそな米国ハイ・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。

・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。

　※ 「取引対象通貨」とは、「豪ドル」、「ブラジルレアル」、「中国元」、「南アフリカランド」、「メキシコペソ」、「トルコリラ」、「円」を指します。

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利子･配当収入と売買益（評価益を含みます）等の全額とします。

・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。
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◆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。◆

《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。

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。

｢アムンディ・りそな米国ハイ・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。

・円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、米ドル売り／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。

・豪ドルコース、ブラジルレアルコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコースおよびトルコリラコースでは、米ドル売り／取引対象
・通貨買いの為替取引を行います。

2015年12月15日

各ファンド（8つのコースを総称して「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、米ドル建のハイイールド債（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、米ドル建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‐米国ハイ・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。

・米ドル建のハイイールド債の運用は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが行います。

販売用資料
臨時レポート

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）（豪ドルコース）（ブラジルレアルコース）（中国元コース）

（南アフリカランドコース）（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



現在

　〔通貨選択型投資信託の収益のイメージ〕

2015年12月15日
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（米ドルコース）（豪ドルコース）（ブラジルレアルコース）（中国元コース）
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追加型投信／海外／債券



現在

　〔収益分配金に関する留意事項〕

2015年12月15日
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販売用資料
臨時レポート

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）（豪ドルコース）（ブラジルレアルコース）（中国元コース）

（南アフリカランドコース）（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

ファンドに関する照会先

収益分配

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。

平成31年11月7日までとします。
　 設定日：【豪ドルコース、ブラジルレアルコース】　　　　　      　　平成21年11月6日
　 設定日：【中国元コース、南アフリカランドコース、円コース】 　　平成22年4月28日
　 設定日：【米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース】 平成25年10月11日

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。

年12回。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。

その他の費用・
手数料

信託期間

決算日

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。

販売会社については巻末をご参照ください。

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（監査費用等を含みます。）
・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、上限額等を示すこと
はできません。

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。

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。

運用管理費用
（信託報酬）

購入時手数料
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。

実質的な負担の上限：純資産総額に対して年率1.6804％※（税込）
※各ファンドの信託報酬年率0.9504％（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0.73％）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。

課税関係

スイッチング

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
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販売会社

購入単位

購入価額

購入代金

1円または1口を 低単位として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。

換金単位

換金価額

換金代金

購入・換金申込
受付不可日

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。

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。

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（ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、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。

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。

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

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）

申込締切時間

換金制限

購入・換金申込受付
の中止および取消し

販売用資料
臨時レポート

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）（豪ドルコース）（ブラジルレアルコース）（中国元コース）

（南アフリカランドコース）（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
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一般社団法
人第二種金
融商品取引
業協会

一般社団法
人金融先物
取引業協会登録番号

日本証券業
協会

一般社団法
人投資信託
協会金融商品取引業者等

一般社団法
人日本投資
顧問業協会

○

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 ○

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 りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号 ○


