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アルゼンチンの動向とファンドの状況について

予想外の予備選の結果で金融市場は混乱

アルゼンチンで8月11日に実施された大統領選挙

の予備選挙で、野党候補のアルベルト・フェルナン

デス氏が予想を上回る得票差で現職大統領のマ

クリ候補に勝利しました。野党候補の優位は、予

備選挙前から世論調査やメディアで伝えられてい

ましたが、5％ポイント程度の差が見込まれていた

ため、15％ポイントを超える大差での勝利は、大

きな驚きとして受け止められました。

市場経済重視の政策を進めてきた現職大統領の

マクリ候補に対し、野党候補の副大統領としてクリ

スティナ・フェルナンデス前大統領が立候補を予定

していることもあり、予備選挙の結果を受けて、以

前の資本規制政策に戻るリスクが急速に高まりま

した。加えて、野党候補のフェルナンデス氏は、国

際通貨基金（IMF）から受けている金融支援の

見直しも表明しているため、翌8月12日の金融市

場は混乱。アルゼンチン・ペソは、対円で前日比お

よそ15％の下落となりました。ファンドでは、2019

年7月31日時点でアルゼンチン・ペソを10.1％

（純資産比）保有しております。

1. アルゼンチンの動向と保有状況

2. 今後の見通しと投資対象ファンドの運用方針

「野村新世界高金利通貨投信（毎月分配型）」

アルゼンチン・ペソ 対円の推移

上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

１．アルゼンチンの動向と保有状況

（出所）アルゼンチン 内務省 Ministerio del Interiorのデータを基に
NNインベストメント・パートナーズ作成

大統領選挙の予備選の結果（開票率98.67％）

大統領候補 得票率

アルベルト・フェルナンデス氏 47.65%

マウリシオ・マクリ氏 32.08%

＜当資料で使用した指数の著作権等について＞

●「J.P.Morgan Emerging Local Market Index Plus」は、J.P.Morgan

Securities LLCが公表している新興国の債券を対象としたインデックスであり、その

著作権および知的財産権は同社に帰属します。
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各国通貨の短期金利利回り

アルゼンチンの貿易収支

期間：2014年6月～2019年6月、月次

（出所）Bloombergデータを基にNNインベストメント・パートナーズ作成

時点：2019年7月末現在

※先進国（オーストラリア、ノルウェー、カナダ）は 3ヵ月 Libor、新興国は

J.P.Morgan Emerging Local Market Index Plusの短期金利。

（出所）Bloomberg、 J.P.Morgan Marketのデータを基にNNインベ

ストメント・パートナーズ作成

本選で野党候補勝利が市場コンセンサスに

予備選挙の結果を受けて、10月の本選挙でも野

党候補のフェルナンデス氏が勝利することが、市場

のコンセンサスとなりつつあります。同氏の政権下で

は資本規制政策が取られ、インフレ率の上昇を犠

牲にしてでも、政策金利が引き下げられることが予

想されています。

こうした政治的不確実性の高まりを受けて、アルゼ

ンチンからの資本流出が加速し、短期的にはアル

ゼンチン・ペソの値動きは大きくなることが予想され

ます。一方で、10月の本選挙で野党候補が勝利

することは、為替相場である程度消化されつつある

と考えています。また、為替相場が更に不安定な

動きとなった場合には、中央銀行が政策金利の引

き上げや為替介入により相場を下支えすると予想

しています。中長期的には、貿易収支など一部の

ファンダメンタルズに改善傾向が見られることが、為

替相場のポジティブ要因の一つになると期待されま

す。

動向を注視し、次回入替時に再評価

上記を踏まえ、アルゼンチン・ペソの見通しを従来

よりネガティブなものに変更しましたが、同通貨は投

資対象ファンドの組入れ通貨の中でも極めて利回

りが高く、現在の水準で組入れ通貨から除外する

ことを検討していません。引き続き、アルゼンチンの

政治的動向を注視しつつ、次回の通貨入替のタ

イミングに同通貨の見通しに加え、他の投資対象

通貨との相対評価など総合的に勘案し、同通貨

の再評価を行なう方針です。

上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

２．今後の見通しと投資対象ファンドの運用方針
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ファンドの運用状況

基準価額の推移

期間：2007年11月27日（設定日）～2019年8月16日、日次

基準価額（分配金再投資）とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したものとして計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。
したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

騰落率の各計算期間は、上記基準日
から過去に遡った期間としております。

2019年7月31日現在
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期間 ファンド

1ヵ月 1.2%

3ヵ月 -1.2%

6ヵ月 -0.2%

1年 -1.3%

3年 10.5%

設定来 13.9%

騰落率

「野村新世界高金利通貨投信（毎月分配型）」
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【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】

●信託期間 2022年9月15日まで（2007年11月27日設定） ◆ご購入時手数料 ご購入価額に3.24％※（税抜3.0％）以内で販売会社が独自に
●決算日および 年12回の決算時（原則、毎月15日。休業日の場合は 定める率を乗じて得た額
　 収益分配 翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ※2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、3.3％となります。

●ご購入価額 ご購入申込日の翌々営業日の基準価額 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。

●ご購入単位 1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年0.8964％※1（税抜年0.83％）の率を
1万円以上1円単位 乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
（ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、 ○実質的にご負担いただく信託報酬率

分配金が再投資される自動けいぞく投資コースが 　　　年1.0314％～年1.0464％程度※2（税込）

あります。原則、ご購入後にご購入コースの変更は *2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、※1が年0.913％、

できません。） ※2が年1.048％～年1.063％程度となります。

※お取扱いコース、ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。 （注）ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、
●ご換金価額 ご換金申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を  投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。

差し引いた価額 ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、
●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日あるいは 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する

申込日の翌営業日が、下記のいずれかの休業日に該当する 租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。
場合には、原則、ご購入、ご換金の各お申込みができません。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に
・ニューヨークの銀行　・アムステルダムの銀行 料率・上限額等を示すことができません。
・シンガポールの銀行 ◆信託財産留保額（ご換金時） 1万口につき基準価額に0.15％の率を乗じて得た額

●課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時 上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に
および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、少額 応じて異なりますので、表示することができません。
投資非課税制度などを利用した場合には課税されません。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる
場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（2019年8月現在）

◆設定・運用は

★サポートダイヤル★ 0120-753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

★インターネットホームページ★
http://www.nomura-am.co.jp/

★携帯サイト★
http://www.nomura-am.co.jp/mobile/

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先：野村アセットマネジメント株式会社

◆お申込みは

【ファンドの特色】

● インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

● 新興国を含む世界の国の通貨建ての債券（国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等）および
コマーシャル・ペーパー等の短期証券を実質的な主要投資対象※とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、外国投資信託や「野村マネー マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

● 円建ての外国投資信託「NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を
主要投資対象とします。

● 通常の状況においては、「NN （C） グローバル・カレンシー・ファンド」への投資を中心とします※が、投資比率には特に制限は設けず、
各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
※通常の状況においては、「NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド」への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。

● ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

● 運用にあたっては、NNインベストメント・パートナーズ株式会社に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

● 原則、毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。
分配金額は、分配対象額の範囲で委託会社が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。
ただし、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配
する場合があります。
※当面は、3月および9月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、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。

【投資リスク】

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券等に実質的に投資する効果を有しますので、金利変動等による

当該債券の価格下落や、当該債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落すること

があります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあ

ります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

「野村新世界高金利通貨投信（毎月分配型）」
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【当資料について】

当資料は、ファンドに関する参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。

当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。

当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

【お申込みに際してのご留意事項】

ファンドは、元金が保証されているものではありません。

ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判
断ください。


