広

告

特

別

対

談

特

信用力が向上し、成長著しい
新興国の取り込みと
為替変動リスクの軽減が可能

は円安・円高どちらの局面にも備え

していますが、当ファンドはこうした
状況下のニーズに合致していると思

厳選された高利回りの
新興国債券に投資
朝 倉 「ピムコ・エマージング・
ボンド・オープン」
（Aコース、Bコ

徴で、生産力の向上や消費拡大が

まだ信用力の低い国もありますが、

経済のけん引役となることが見込ま

当ファンドは 原 則として 取 得 時に

れています。
などにより政府債務残高を減少させ、

の実質的な平均格付けを原則として

信 用 力 の 向 上 に つ な が りま す。

「B−格」相当以上としています。ち

GDPに対する公的債務の比率を見

なみに、10月末時点の組み入れ上

てみると、日本が200％超、アメリ

位国はブラジル、ロシア、インドネ

カが100％超、ドイツが80％超と

シアなどとなっています。

先進国は軒並み高い比率となってい

エマージング債券ファンドというこ

るのに対し、ブラジルは60％超、イ

とで、高い利回りが魅力の1つに挙

ンドネシアでは20％超と低水準にあ

げられます。当ファンドの10月末時

ります。

点での最終利回りは4％超と、先進

新興国の健全な財政状況は信用格

国の国債利回りなどと比べて相対的

付けの上昇につながっています。02
年 11月から12 年 11月までの大手

朝倉 日米欧の強力な金融緩和

格付け会社スタンダード・アンド・

下にある先進国の低い利回りと比

プアーズ（Ｓ＆Ｐ）社の格付け推移を

べ、4％という利回り水準は魅力的

見てみると、アメリカをはじめ、ス

ですね。新興国には今後の成長期

ペイン、イタリアなど多くの先進国

待も大きいと思います。

が格下げされた一方、新興国では

新興国の今後の成長は大

０億円。その後11月下旬には500

きな魅力です。新興国の2017 年ま

億円に急拡大するなど投資家の関心

での予想実質 GDP成長率は6％程

も高まっていますが、どのような特

度と高い水準を維持すると見られ、

徴を持つファンドなのか教えていた

経済成長を背景とした新興国の台頭

だけますか。

は中・長期的に続くでしょう。
朝倉

後 藤 「ピムコ・エマージング・

ブラジルやトルコなど多くの国で格
付けが引き上げられました。

「渾沌の時代」、投資家ニーズに
合った為替ヘッジありコース

新興国の高い経済成長期

朝倉

高い成長力と信用力の向

待は若年層が多い人口分布にありま

上が続くと見られる新興国への投資

心とした世界のエマージング債券等

す。多くの新興国では労働と消費の

は、分散投資の観点からも今後必要

を実質的な主要投資対象として分散

中核をなす生産年齢人口（15 歳以

不可欠だと見ています。

投資を行うファンドです。エマージ

上65歳未満の人口層）の多さが特

高

低

新興国

先進国

が用意されていますが、それぞれの
投資適格格付け

格付
AAA
AA
BBB

投機的格付け

信用力

利回り

A

BB
B

低

高

フランス

アメリカ

ギリシャ

イタリア

スペイン

メキシコ

ブラジル

トルコ

ロシア

インドネシア

CCC
以下

当ファンドには為替ヘッジなしのA
コースと為替ヘッジありのBコース

（2002年11月末→2012年11月末）

●各国の信用格付けはS&P社の国債の自国通貨建て長期信用格付けです。
（＋、−の付加記号は省略していま
す。）なお、上記はS&P社の信用格付けであり、他の信用格付会社の信用格付けは上記と異なる場合があります。
今後、各国の政治経済環境により、格付けは変更されることがあります。●当資料において格付等の情報を提供
する信用格付会社等の第三者は、格付等の情報についての正確性、完全性、適時性または入手可能性を保証す
るものではなく、理由の如何を問わず、過失その他による誤り若しくは脱漏またはかかる内容を利用して得られた
結果についての責任を負いません。第三者たる内容提供者は、市場性または特定の目的や利用への適合性につ
いての保証を含め（これに限られません。）、明示黙示を問わずいかなる保証も行わず、当資料において提供され
ている情報の内容の利用に関して、直接、間接、付随的、懲戒的、補償的、懲罰的、特別的若しくは結果的に生じ
た損害、費用、経費、弁護士費用または損失（逸失利益若しくは収益および機会費用を含みます。）について、いか
なる責任または債務も負わないことをここに明示します。信用格付は意見の表明であり、事実の表明でも、またい
かなる金融商品の購入、保有または売却を勧奨するものでもありません。信用格付は金融商品の適格性や金融商
品が投資目的に合致していることを示すものではなく、投資助言として依拠すべきものではありません。
（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱UFJ投信作成

告

（分配金再投資）は堅調に推移して

後藤 グローバル経済と為替動向
の先行き不透明感が強まる中、為替
ヘッジあり・為替ヘッジなしの2コー
スがある当ファンドは、現在の投資
環境にマッチしていると考えていま
す。日米欧の中央銀行が過去に類を
見ない強力な金融緩和を行っている

特徴を教えていただけますか？

今後インフレと円安が強まる可能性
がある一方で、実質金利が欧米に比
べ高い日本ではデフレと円高が今後
も継続する可能性もあります。円安
が進むとお考えの方は為替ヘッジな
し（Ａコース）で為替差益を享受する
ことができます。また、円高が進む
とお考えの方は為替ヘッジあり（Ｂコ
ース）で為替変動の影響を抑えなが
ら、新興国の高い利回りを狙うこと
ができます。このように、当ファンド

■日米の短期金利差と米ドル／円レートの推移

（期間：2000年1月末〜2012年11月末）
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任を得ている大きな要因だと思いま

ファンドでも、為替ヘッジありのBコ

あるピムコ社が新興国の債券運用

ースへの資金流入が顕著ですね。

に強みを持つという点も投資家の大

後藤 為替ヘッジコストの縮小も

きな安心につながっているといえる

追い風となっているようです。為替

でしょう。ピムコ社は1971 年に米

ヘッジコストは金利の高い通貨から

国で設立された世界有数の運用会

低い通貨に為替ヘッジを行う場合に

社です。米国モーニングスター社の

かかり、2国間の金利差に相当しま

「年間最優秀債券マネージャー賞」※

す。足元では日本、米国の短期金

を史上最多となる過去 3 度受賞して

利がいずれも低いため、短期金利

いる
（1998年、2000年、2007年）

差は小さく為替ヘッジコストが低い

他、2000年−2009年 ま で の10

水準にあります。

年間でもっとも優れたファンドマネー

朝倉 今年に入り多くのファンドが

ジャーに贈られる「ファンドマネー

分配金の引き下げを行っていることか

ジャー・オブ・ザ・ディケード２０００

ら、特に安定して分配金を出すファン

-２００９」
（10年間最優秀債券マネ

ドも投資家から選好されています。当

※に選ばれています。
ージャー賞）

後藤 先行きの不透明な今の投
資環境下ではピムコ社の債券運用力
が存分に生かされると考えています。

いを05年5月から7年 半（2012年

例えば、2001年のアルゼンチン債

11月20日時点）継続して実施する

デフォルトの際、ピムコ社は事前に

ことができています。
この間リーマン・

アルゼンチン債を非保有としていま

ショックや欧州債務問題など環境とし

した。また08年のエクアドル債のデ

ては非常に厳しい状態が続いていま

フォルトを事前に予測し、損失の回

す が、09年2月 から46期 連 続 で

避に努めました。

60円の分配金を維持しています。
朝倉 リーマン・ショック以降の
パフォーマンスも良好ですね。分配
金支払いの影響を考慮した基準価額

朝倉 最後に投資家の皆さんにメ
ッセージをお願いします。
後藤

将来的に低成長が見込ま

れる先進国に代わり、今後世界経

済は成長力の高い新興国がけん引

うBコースをご用意させていただい

することが見込まれています。「ピ

ている点も特徴です。さらに、運用

ムコ・エマージング・ボンド・オー

委託先は債券運用を得意とし経験豊

プン」は新興国債券への投資を通じ、

富なピムコ社で、運用力の高さ・安

高成長や格上げの期待が大きい新

心感もあります。分散投資を図る意

興国債券の高い利回りを享受できる

味でも、当ファンドを通じた新興国

ファンドとなっています。先行き不

債券への投資を是非ご検討いただ

透明な投資環境で、為替ヘッジを行

ければと思います。

■Bコース（為替ヘッジあり）の基準価額と純資産総額の推移
（円）
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●基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。●基準価額（分配金再投資）は、分配
金（税引前）
を再投資したものとして計算しています。●分配金、配当等収益は決算日時点における値を掲載して
おります。●分配金、配当等収益は一万口当たりの金額です。●ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の
運用成果をお約束するものではありません。●運用状況によっては分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支
払われない場合があります。

※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

当ファンドの特色
特色1 米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
特色2 「為替ヘッジなし」
と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。※「Bコース（為替ヘッジあり）」は、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
特色3 原則として、毎月20日
（休業日の場合は翌営業日）に分配を行います。

※分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
また、分配金額は運用実績に応じて変動します。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。

̶市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。̶

当ファンドの主なリスク

お客さまにご負担いただく費用について

主な投資リスクとして、組入公社債の価格変動リスクや為替変動リスク、信
用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等があります。

購入時

価格変動リスク
金利変動により組入公社債の価格が下落することがあります。
為替変動リスク
外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ること
があります。
信用リスク
組入公社債の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により組
入公社債の価格が下落することがあります。

保 有
期間中

購入時手数料

購入価額 × 3.15％（税抜 3％）
を上限として販売会社が定める手数料率

運用管理費用
（信託報酬）

純資産総額×年1.575%（税抜 年1.5%）
ファンドが投資対象とする投資信託証券では運用管理費用（信託報酬）はかか
りません。

売買委託手数料等、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの
その他の費用・
費用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
手数料
ることができません。

したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準 換金時 信託財産留保額 ありません。
価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。運用により
信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。投資信託は預 お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示する
をご覧ください。
貯金と異なります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）
をご覧ください。 ことができません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）
【収益分配金に関するご留意事項】●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。●分配金
は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的
には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

ご留意いただきたい事項
●投資信託は預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金に加入しておりません。
●当資料は、三菱ＵＦＪ投信が作成した販売用資料です。

ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。

60

●短期金利差は、米ドル1カ月LIBOR−円1カ月LIBORとして算出しています。●上記各グラフは過去の実績・状
況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。●本見通しないし分析は作成時点での
見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱UFJ投信作成

長期間安定した分配金を

す。これに加え、運用の委託先で

後藤 おかげ様で分配金のお支払

朝倉 智也 氏

朝倉

出し続けていることも、投資家の信

ジ付きのファンドへの資金流入が強

実績を誇っていますね。
モーニングスター
代表取締役社長

新興国債券を得意とする
ピムコ社の運用力

まっている傾向が見てとれます。当

ファンドのＢコースも安定した分配金

ことで起こる過剰流動性によって、

ボンド・オープン」は米ドル建てを中

■先進国と新興国の格付け推移

な状況で、投信市場全体では円ヘッ

後藤 高い成長力は税収の増加

している債券に限定、ポートフォリオ

後藤

ース）は12年2月に純資産総額２０

います。特に為替の先行きは不透明

Ａコース（為替ヘッジなし）／Ｂコース
（為替ヘッジあり）
追 加 型投信 ／ 海外／債 券

ング債券の中には、先進国と比べて

に高い水準にあります。

広

談

朝 倉 私 は 現 在 の 環 境を「渾 沌
（こんとん）」という言葉を使って表現

「CCC−格」相当以上の格付けを有

後藤 俊夫 氏

対

います。

ることができます。

三菱UFJ投信が設定・運用する「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン」
Aコース（為替ヘッジなし）とBコース（為替ヘッジあり）の純資産総額が
11月28日に約507億円（Aコース：約174億円、Bコース：約333億円※）
となりました。為替の先行きが見通しづらい中、特に為替ヘッジありのB
コースへの資金流入が顕著となっていることが背景にあります。当ファン
ドがなぜ注目されているのか。ファンドの魅力と特徴について三菱UFJ
投信の後藤俊夫社長に、投資信託評価会社モーニングスターの朝倉智也
社長が迫りました。
※右ページグラフご参照

三菱UFJ投信
取締役社長

別

設定・運用は

商 号 等 ： 三菱UFJ投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404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

2013年1月6日現在

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

http://www.am.mufg.jp/

受付時間／9：00〜17：00
（土・日・祝日等を除く）

