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新型コロナウイルス感染拡大懸念

3月9日、OPECプラスの
原油協調減産をめぐる交渉決裂

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）
（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

2020年3月13日

販売⽤資料

新型コロナウイルス感染拡⼤で急落した
米国ハイイールド債市場の⾒⽅

当資料では、6つのコースを総称して「各ファンド」といいます。各ファンドは、米ドル建のハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。米ドル建のハイイールド債の運用は、
ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク（以下、NCRAM社）が⾏います。

⽶国ハイイールド債は年初来で5.5％下落、⼀⽅で流動性に⼤きな影響は⾒られず

新型コロナウイルス感染の世界的拡大への警戒による市場の混乱を背景に、米国ハイイールド債も2020年2⽉以降下落に
転じました。3月3⽇の⽶緊急利下げで⼀時的に反発したものの、6⽇以降の原油相場暴落により、9日には1日で約3.6％
下落し（1⽇の下落率としては1997年1⽉以降では2008年10月10日に次ぐ二番目の⼤きさ）、年初来で5.5%下落し
た水準となりました。なお、市場の流動性については、通常時と⼤差なく債券の売買ができていることから、2008年の⾦融危
機程の信⽤不安は発⽣していないものと⾒られます。

きっかけとなった原油相場暴落ですが、新型コロナウイルス感染拡大を受けた景気下振れによる需要減少懸念があったところに、
3月6日にはサウジアラビアやロシアによるOPEC(石油輸出国機構)プラスの協調減産を巡る交渉が決裂、両国が増産に踏み
切るとの⾒通しから、9日にはWTI原油先物価格が1バレル30米ドル台前半まで下落しました。

当レポートでは、各ファンドの米ドル建のハイイールド債の運⽤を⾏うNCRAM社の⾒解をお届けします。

米国ハイ
イールド債

エネルギー レジャー 輸送用
機器

業種別
（下落の⼤きかった3業種）

全体

【米国ハイイールド債 年初来の下落率】
（2019年12月31⽇〜2020年3月9日）

（年/月/日）

（米ドル/1バレル）

【米国ハイイールド債*と原油価格の推移】
（2019年12月31⽇〜2020年3月9日、日次）

業種別では
エネルギーが
最も下落

 新型コロナウイルスの感染拡⼤懸念と原油相場暴落を受け、米国ハイイールド債は下落。
 ⽶国ハイイールド債の利回り上昇と⽶国国債の利回り低下により、スプレッド（利回り差）は拡⼤。
 新型コロナウイルスの猛威に予断は許さないものの、スプレッド拡⼤局⾯は、⻑期投資における優れた投資

機会となりうる。

ポイント

各グラフ︓ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.・インク提供の情報データ（データ出所︓ICEおよびブルームバーグ）を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
使⽤した指数とその権利についてはP3をご覧ください、

新型コロナウイルス感染拡⼤懸念と原油相場暴落は⽶国ハイイールド債市場にも影響

*2019年12月31日を100として指数化
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2020年2⽉末現在、⽶国ハイイールド債に占めるエネルギーセクターの⽐率は約12％

ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク（NCRAM
社）世界最大のハイイールド債市場、米国ハイイールド債

⽶国ハイイールド債の発⾏企業の約12％はエネルギーセ
クターが占めており、原油価格の動向は米国ハイイールド
債に影響を与えます。足元のような低い原油価格の水準
が継続すると、エネルギー企業の収益は圧迫され、デフォ
ルトに陥る企業も出てくると⾒られます。前ページの図表の
通り、年初来で⼤幅に下落しているセクターは原油安の
影響を受けるエネルギー、次いで新型コロナウイルス感染
拡⼤の抑制策で外出制限の影響を受けると⾒られるレ
ジャーとなっています。

一方、米国ハイイールド債は市場規模約1.3兆米ドル
（2020年2月末現在）と世界最大のハイイールド債市
場であり、流動性が⾼く、分散の効いた市場です。また、
発⾏企業の約3分の2は世界景気減速の影響を受けにく
い内需企業が占めています。
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【米国ハイイールド債の業種構成】
（2020年2月末現在）

グラフ︓ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.・インク提供の情報（データ出所︓バンク・オブ・アメリカ）を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

使⽤した指数とその権利についてはP3をご覧ください。

エネルギーセクターは
約12％

内需企業が全体の
約3分の2

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）（メキシコペソコース）（トルコリラコース）（円コース）

新型コロナウイルス感染拡⼤で急落した⽶国ハイイールド債市場の⾒⽅ 2020年3月13日

2015年から2016年にかけての原油価格下落局⾯でも、⽶国ハイイールド債のパフォーマンスは調整

前回の原油価格下落の局⾯は2015年から2016年初頭にかけて起こりました。⽶国のシェールオイル開発ブームにより供給
過多に陥ったためです。2015年6月末に1バレル約59米ドルであったものが、2015年12月末には約37米ドル、底値となった
2016年2月11日には約26米ドルまで下落しました。これに伴い、⽶国ハイイールド債も2015年6月末比で一時約12％程
下落しましたが、その後の原油価格の反発により、⽶国ハイイールド債も上昇に転じました。

過去の原油価格下落局⾯における⽶国ハイイールド債の推移

（米ドル/1バレル）

【米国ハイイールド債*と原油価格の推移】
（2015年6月30日〜2016年6月30日、日次）

（年/月/日）

グラフ︓ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.・インク提供の情報（データ出所︓ICEおよびブルームバーグ）を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
使⽤した指数とその権利についてはP3をご覧ください。

*2015年6月30日を100として指数化
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スプレッドが6％以上での投資において、投資期間3年および5年のリターンはすべてプラス※

⽶国ハイイールド債のスプレッド（⽶国国債との利回り差）は、⾜元6.88％に拡大

【当資料で使⽤した指数とその権利について】
米国ハイイールド債︓ICE BofA US High Yield Constrained Index(米ドルベース）、原油価格︓WTI原油先物価格、米国5年国債︓ICE BofA Current 5-
Year US Treasury Index（米ドルベース）
• ICEのインデックスは、ICE Data Indices, LLC又はその関係会社（「ICE Data」）のサービスマーク／商標であり、 ICE BofA US High Yield Constrained Index、

ICE BofA Current 5-Year US Treasury Indexとともに、当ファンドに関連して、ライセンシーによる使用のためにライセンスされています。ライセンシー、当ファンドのいずれ
も、ICE Dataが後援、推薦、販売又は販売促進をするものではありません。ICE Dataは、有価証券全般への投資若しくは特に当ファンドへの投資、又はインデックスの全般
的な株式市場のパフォーマンスを追跡する能⼒の妥当性について、⼀切保証を⾏いません。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、明⽰⼜は黙⽰の⼀切の保証を⾏うも
のではなく、明示的に、インデックス、インデックス値及びインデックスに含まれるデータについて、商品性及び特定の目的への適合性の保証を否認します。如何なる場合において
も、ICE Dataは、特別損害、懲罰的損害、直接損害、間接損害⼜は結果的損害（逸失利益を含みます。）の賠償責任を負わず、それらの損害の可能性を通知されて
いた場合であっても同様とします。

• 当資料中に引⽤した各インデックス（指数）の著作権・知的財産権およびその他⼀切の権利は、各インデックスの算出元に帰属します。また各インデックスの算出元は、インデ
ックスの内容を変更する権利および発表を停⽌する権利を有しています。

⽶国ハイイールド債は価格下落（利回り上昇）、質への逃避による⽶国国債上昇があいまってスプレッドは拡⼤

2020年年初来の価格の下落に伴い、米国ハイイールド債の利回りは上昇しています。（2019年末︓5.41％、2020年3
月9⽇︓7.35％）また、2020年3月9日現在、米国5年国債の利回りは0.47％まで低下し、スプレッドは6.88％となって
います。足元のスプレッドは、2016年4月以来の高い水準です。

⻑期投資における優れた投資機会となりうる、スプレッド拡大局面

※投資期間3年︓1996年12月末~2017年2月に投資開始、投資期間5年︓ 1996年12月末~2015年2月に投資開始した場合。米ドルベースのリターン。

スプレッド6％以上
→3年後・5年後の
リターンはすべてプラス

【米国ハイイールド債と米国5年国債の利回りの推移】
（2018年12月31日〜2020年3月9日、日次）

グラフ︓ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.・インク提供の情報（データ出所︓ICE)を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

（年/月/日）

（％）

グラフ︓ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.・インク提供の情報（データ出所︓ICE）を
基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

【スプレッド水準と3年後・5年後のリターンの関係】
（1996年12月末〜2020年2月末、月次）右のグラフは、1996年12⽉以降の毎月末のスプレッドと、

その3年後および5年後のリターンの関係を示したものです。
スプレッドとその後のリターンには正の相関があると同時に、投
資期間が⻑くなるほどリターンが⼤きくなる傾向が⾒られまし
た。これは、債券価格が下落した状態で投資を開始すると
いうことに加え、債券の⾦利収⼊が時間経過とともに積み上
がっていくためです。

また、スプレッドが6％以上の水準で投資を開始した場合は、
投資期間3年後、5年後共にリターンがマイナスとなることは
ありませんでした。

新型コロナウイルスの猛威に予断は許さないものの、スプレッ
ドの拡大は、⻑期投資における好機の指標となりそうです。

（
リ
タ
ー
ン
）

2020年3月9日現在
スプレッドは
6.88％に拡大

（米国ハイイールド債と米国5年国債のスプレッド）

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）（メキシコペソコース）（トルコリラコース）（円コース）

新型コロナウイルス感染拡⼤で急落した⽶国ハイイールド債市場の⾒⽅ 2020年3月13日
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各ファンドの基準価額の推移（2017年2月28日~2020年3月10日、日次）

・基準価額（税引前分配⾦再投資）は、税引前分配⾦を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。

（円）

（年/月/日）

（円）

（年/月/日）

（円）

（年/月/日）

（円）

（年/月/日）

（円）

（年/月/日）

（円）

（年/月/日）

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）（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

米ドルコース
基準価額（2020年3月10⽇現在）︓4,914円

豪ドルコース
基準価額（2020年3月10日現在）︓3,533円

ブラジルレアルコース
基準価額（2020年3月10日現在）︓1,387円

メキシコペソコース
基準価額（2020年3月10日現在）︓3,169円

トルコリラコース
基準価額（2020年3月10日現在）︓3,108円

円コース
基準価額（2020年3月10日現在）︓6,090円
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 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≫

《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。

◆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。◆

・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。

・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。

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）をお渡ししますので、必ず商品内容、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。

・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。

・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。

 ＊「取引対象通貨」とは、「豪ドル」、「ブラジルレアル」、「メキシコペソ」、「トルコリラ」、「円」を指します。

・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。

｢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6つのコースから構成さ
れています。

各ファンド（6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」または「ストラクチュラ-米国ハ

イ・イールド・ボンド-ブラジルレアル」と、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、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インクが行います。

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）（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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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

販売会社一覧（業態別・五十音順）

（2020年2月末現在）

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）（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



当資料は、過去のデータに基づくものであり、将来の投資収益等を示唆・保証するものではありません。
5〜8ページに記載の「投資リスク」「当資料のお取扱いについてのご注意」「お申込みメモ」「ファンドの費⽤」を必ずご確認ください。

8

 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。

2024年10月8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】                     2009年11月 6日

  設定日：【円コース】                                                       2010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】 2013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。

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。

実質的な負担の上限：純資産総額に対して年率1.598％（税込）
※

※各ファンドの信託報酬年率0.968％（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0.63％）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。

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：https://www.amundi.co.jp/

販売会社

購入単位

購入価額

購入代金

1円または1口を最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。

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、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

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

P7
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