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【欧ハイ】の魅力を再確認、
スペシャルサイトは
こちらから！
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タイムリーにメールが届く！
アムンディの「着レポ」は

こちらから！

欧州ハイイールド債券市場の魅力と2020年の見通し

欧ハイを語る＜運用者に聞く＞ ～アムンディがお届けする欧州ハイイールド債券 最新トピック～

2019年※の欧州ハイイールド債券市場のパフォーマンスが好調なのは
どうしてですか？

緩和的な中央銀行の政策を受けて、金利は過去最低水準と
なったことから、投資家がより高い利回りを探し求めたからです。

Q1.

• 2019年は前年と異なり、欧州社債市場に投資家の関心が集まり、投資適格債及び
ハイイールド債の両方の分野に資金が流入しました。低経済成長、低インフレの環境の
なか、緩和的な中央銀行の政策を受けて、金利は過去最低水準となり、投資家はよ
り高い利回りを探し求めるようになったからです。

• 2019年11月に欧州中央銀行が社債購入プログラムを含む量的緩和を再開したこと
から、投資家の欧州社債市場への注目は継続すると考えられます。投資適格債と異
なり、ハイイールド債は当該社債購入プログラムの対象ではありませんが、2016年6月
から開始された初回の社債購入プログラムの際と同様に、ハイイールド債市場も恩恵を
受けると考えられます。欧州中央銀行の低金利政策の維持は、投資家の高い利回り
を求める動きを継続させると考えられます。

欧州ハイイールド債券
運用チームヘッド

マリーナ・コーエン

※2019年11月末時点
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2020年の欧州ハイイールド債券市場の見通しを教えてください。

欧州ハイイールド債のファンダメンタルズは引き続き良好で、安
定的なインカムリターンが期待されます。

Q2.

• 緩和的な中央銀行の政策は、グローバル経済の成長の鈍化、英国のEU離脱や貿易
戦争などの政治リスクを埋め合わせる以上の効果があると予想されます。

• ユーロ圏の経済成長は2020年に+1％成長となり、リセッション入りはしないと見ていま
す。また、若干鈍化しているものの、欧州ハイイールド債のファンダメンタルズは引き続き
良好です。加えて、金利が低水準にとどまる限り、テクニカル要因が市場を下支えすると
期待されます。

• 欧州ハイイールド債市場は2019年に大きく価格が上昇したことから、今後12カ月の
トータルリターンはインカムが主な源泉となり、現在の利回りに近い水準となると考えられ
ます。また、テクニカル要因が我々の想定よりも強い場合には、スプレッドの縮小により債
券価格の上昇もあると考えます。

欧州ハイ・イールド債券
運用チームヘッド

マリーナ・コーエン

米国ハイイールド債市場と比較した欧州ハイイールド債市場の主な特徴を
教えてください。

欧州ハイイールド債の魅力は、相対的に高い信用力と

低いディフォルト率です。

Q3.

• 欧州ハイイールド債市場と米国ハイイールド債市場の一番の違いは信用力です。欧州ハイイールド債市場の平均
格付はBB-と、米国ハイイールド債市場のB+よりも高い水準です。

• また、ボラテリティが高くデフォルト率が高いエネルギーセクターの比率が相対的に低いことも欧州ハイイールド債市場
の特徴です。

出所：ムーディーズのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。 出所：S&Pおよびブルームバーグの情報を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
D格は省略。

上記は過去のデータであり、将来を示唆・保証するものではありません。また、各ファンドの運用実績ではありません。
各ファンドの将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。当資料のご使用に際し、P4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。

欧ハイを語る＜運用者に聞く＞| 2019年12月
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企業のファンダメンタルズの見通しを教えてください。

欧州企業は慎重な経営姿勢を取っており、自律的成長や
コスト削減に注力しています。

• 欧州ハイイールド債のファンダメンタルズはこの数年間健全です。2008年の金融危機
以降、欧州企業は慎重な経営姿勢を取っており、自律的成長やコスト削減に注力し
ています。

• また、低金利の恩恵を受け、債務のリファイナンスや返済期限の延長がすすみました。そ
の結果、今後2年間におけるリファイナンス需要は限定的な状況です。

• 2020年にかけて、経済の低成長から打撃を受ける発行体も一部ある可能性がありま
す。したがって、デフォルトリスクを避けることが、欧州ハイイールド債の運用にとって重要
です。2011年の設定以来、アムンディの欧州ハイイールド債の運用戦略において組入
銘柄がデフォルトした事例はなく、優れた運用実績となっています。

欧州ハイ・イールド債券
運用チームヘッド

マリーナ・コーエン

各ファンドの将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。当資料のご使用に際し、P4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。

今後の運用方針を教えてください。

BB格のパフォーマンスが引き続き良好であると予想していますが、
B格の中で厳選した銘柄に関してはエクスポージャーを増加させ
る予定です。

Q5.

• 2019年はより利回りの低下が期待されるBB格をB格に比べて強気に見ていました。2020年も投資家が質の高い
利回りを求める動きが強まると考えられることから、BB格のパフォーマンスが引き続き良好であると予想しています。

• しかし、相対的にリスクは高いものの利回りが高いB格の中で、厳選した銘柄に関してはエクスポージャーを増加させ
る予定です。また、リスクリターン効率が高く投資妙味のある、金融劣後債へも継続して投資する予定です。

Q4.

欧州ハイイールド債市場の銘柄例

欧ハイを語る＜運用者に聞く＞| 2019年12月
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　〔通貨選択型投資信託の収益のイメージ〕

欧ハイを語る＜運用者に聞く＞| 2019年12月



当資料のご使用に際し、P4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。

　〔収益分配金に関する留意事項〕
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　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

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。

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

ファンドに関する

照会先

販売会社については巻末をご参照ください。

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：https://www.amundi.co.jp/

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。当資料作成日現在の料率上限は

3.3％（税抜3.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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。

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1.781％（税込）

※各ファンドの信託報酬年率1.111％（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの（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）は当資料作成日現在のものです。

受託会社

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、日本証券業協会、

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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）

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

＜毎月決算型＞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2回決算型＞年２回決算、原則毎年４月および１０月の各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。

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。

＜毎月決算型＞

「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」

　2011年1月31日（設定日）から2021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」

　2011年10月27日（設定日）から2021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」

　2014年1月14日（設定日）から2021年4月8日までとします。

＜年２回決算型＞

　2016年1月14日（設定日）から2021年4月8日までとします。

欧ハイを語る＜運用者に聞く＞| 2019年12月
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北陸財務局長（金商）第24号 ○

○

八十二証券株式会社 金融商品取引業者

（※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

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 ○

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

○

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 ○ ○ ○

金融商品取引業者

（※1） ユーロコース、円コースのお取扱いとなります。

○

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 ○ ○

○ ○ ○

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 ○ ○

ほくほくTT証券株式会社

○

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SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

十六ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188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 ○ ○

○

○

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 ○

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

○

株式会社 関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○

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

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド＜毎月決算型＞

　販売会社一覧（業態別・五十音順）

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド＜年2回決算型＞

一般社団法

人第二種金

融商品取引

業協会

○ ○

○

金融商品取引業者等 登録番号

日本証券業

協会

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 ○

○ ○ ○

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 ○

関東財務局長（金商）第195号

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

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 ○

○ ○ ○楽天証券株式会社 金融商品取引業者

金融商品取引業者野村證券株式会社

【投資信託説明書（交付目論見書のご請求、お申込みは下記販売会社へお問い合わせください）】

＜R1912047＞
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