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欧州ハイイールド債とトルコリラの
現状と見通し

投資信託/外国債券総合部門優秀賞＊

【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！

R2010069

欧州ハイイールド債の利回りは、ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Indexを使用
出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。※2020年10月28日時点

欧州ハイイールド債の利回り推移
（期間：2015年10月26日～2020年10月26日）
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2020年３月には新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への打撃懸念が広
がったことを受けて、一時的に欧州ハイイールド債の価格は下落し、利回りも急上昇し
ましたが、各国中央銀行の積極的な流動性供給等により、利回りはコロナショック前の
水準近くに戻りつつあります。
2020年１０月26日時点では欧州ハイイールド債の利回りは3.8％となっています。

コロナショック前に戻りつつある利回り

欧州ハイイールド債の現状

＊につきましてはP6下段をご参照ください。

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。
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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。

欧州ハイイールド債市場のデフォルト率の推移と予測
（期間：2010年12月末～2021年9月末）
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欧州ハイイールド債は米国とデフォルト率は引き続き低水準にとどまっており、
2020年8月末時点ではデフォルト率は3.4％となっています。このデフォルト率は
今後上昇することが想定されますが、米国に比べると欧州は原油価格低迷の影響
を受けているエネルギー産業の比率が低いこともあり、上昇のスピードは相対的に
緩やかであると予想しています。

デフォルト率は依然として低水準

欧州ハイイールド債の見通し

アムンディでは、新型コロナウイルス感染の再燃とワクチン開発に関しては不
確実性が高いことから、世界全体の成長率の回復に遅れが生じる可能性を懸念
しています。このような環境下においては、大規模な金融財政支援が引き続き
重要であると考えています。
現在のECB（欧州中央銀行）の緩和的なスタンスは今後も継続することが予
想されており、金利は低水準を維持するでしょう。
こうした状況においては、相対的に高い利回りを誇る欧州ハイイールド債には
投資妙味があると考えています。
しかしながら、今後デフォルト率の上昇も予想されていることから、銘柄選択
は極めて重要です。
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの運用チームはこれまでの経験
を活かし、慎重な銘柄選定を継続します。

2020年９月
以降は予測値
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2020年10月22日にトルコ中央銀行が市場の利上げ期待に反して金利据え置
きを発表したことから、トルコリラは急落し、その後も連日にわたって最安値
更新を続けています。（2020年10月30日時点）

トルコリラの現状（10月下旬の急落に関して）

トルコリラの見通し

トルコリラが下落の一途をたどる要因は以下3つが考えられます。
① 外貨繰り不安 ② 地政学リスク ③ インフレ率上昇に対する利上げ不足

また、10月28日にトルコ中央銀行
が発表したインフレレポート（四
半期インフレ報告書）では、2020
年末のインフレの予想値を従来の
8.9％から12.1％へ引き上げまし
た。ウイサル総裁は「トルコ中銀
はインフレが改善するまで金融政
策の引き締めを維持する」と発言
しましたが、利上げを見送った後
ということもありこの発言自体は
評価されず、トルコリラ安を助長
した流れとなっています。

運動が起こりました。10月27日
にはフランスの風刺週刊誌シャル
リエブドがトルコのエルドアン大
統領の風刺画をインターネット上
で公開したことによりトルコ政府
が猛反発するなど、フランスとの
関係がさらに悪化しています。
このような事象はすぐに決着がつ
くような類のものではなく、人々
の心理的不安を冷やす要因となる
ため、当面リラ相場は低迷を余儀
なくされることが懸念されます。

欧州ハイとトルコリラの現状と見通し| 2020年11月
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特に②に関しては、以前より騒がれていたキプロス沖のガス田開発をめぐる
EUとの対立に加え、10月中旬には授業でイスラム教の預言者ムハンマドの風
刺画を使ったとしてフランス人中学教師が殺害されました。これによりトルコ
およびイスラム諸国とフランスとの緊張が高まり、デモやフランス製品の不買

トルコの政策金利、CPI（消費者物価指数）
（期間：2018年1月～2020年10月）
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トルコリラ相場（対円、対ドル）
（期間：2019年10月1日～2020年10月22日、日次）
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出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
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　〔通貨選択型投資信託の収益のイメージ〕
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　〔収益分配金に関する留意事項〕
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P1の＊について
（投資信託／総合部門）「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありま
せん）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等
に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当
な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資
信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていること
を示すものではありません。
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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。
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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＞


