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追加型投信／海外／債券 ※課税上は株式投資信託として取り扱われます。

■当資料は、ファンドの運⽤状況や関連する情報等をお知らせするために
⼤和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運⽤実績等に関
する数値等は過去のものであり、将来の運⽤成果等を約束するものではあ
りません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証
するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報
源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではあり
ません。■投資信託は預⾦、保険契約ではありません。また、預⾦保険機
構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀⾏など登録
⾦融機関でご購⼊いただいた投資信託は、投資者保護基⾦の対象ではあり
ません。

メキシコ債券オープン（毎⽉分配型/資産成⻑型）
愛称「アミーゴ」
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メキシコペソ/円（左軸）
⽶ドル/メキシコペソ（右軸）

（円） （メキシコペソ）（2012/1/2〜2017/4/24）

ペソ⾼

ペソ安

＜メキシコペソ買戻しの背景＞

メキシコペソの戻りは続くのか？
＜はじめに＞
平素は「メキシコ債券オープン（毎⽉分配型／資
産成⻑型）」をご愛顧いただきありがとうござい
ます。

メキシコペソはトランプ⽶⼤統領の誕⽣を警戒し、
⼀時は⼤きく売りこまれましたが、トランプ⽶⼤
統領就任後⼤きく買い戻され、主要通貨の中でベ
ストパフォーマーとなっています。本レポートで
は、メキシコペソが買い戻されてきた理由につい
て解説するとともに、メキシコペソの⾒通しを説
明させていただきます。

メキシコペソの推移

出所：Bloomberg

メキシコペソが⼤きく買い戻されたのは、①トラ
ンプリスクの後退、②メキシコ中央銀⾏の強い通
貨防衛姿勢、③バリュエーションの３つが⼤きな
要因だと考えられます。

①トランプリスクの後退

トランプ政権誕⽣をきっかけとしたNAFTA（北⽶
⾃由貿易協定）の崩壊やメキシコからの輸⼊品へ
の課税など、いわゆる「トランプリスク」が意識
され、メキシコペソは⼤きく売られました。しか
し、最近ではトランプ政権⾼官からの発⾔に明ら
かな変化が⾒られます。3⽉29⽇にUSTR（⽶通
商代表部）が議会に提出したNAFTA再交渉の草案

※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運⽤⽅針等について、運⽤担当者（ファンドマネジャー
他）の⾒⽅あるいは考え⽅等を記載したもので当該運⽤⽅針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するも
のではありません。また、将来の運⽤成果等を約束するものでもありません。

（次⾴へ）

主要国の為替騰落率（対⽶ドル）
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において「輸⼊急増時には関税賦課を可能とす
る」などの案にとどまり、為替政策や2国間貿易
収⽀にかかる数値⽬標を盛り込んでおらず、保護
主義姿勢の軟化ともとれる内容となっていること
が報じられました。

後⽇、この草案については「⽶政府の⾒解ではな
い」と報道官から⾔及がありましたが、通商交渉
で重要な役割を担うUSTR内で、 NAFTA再交渉で
メキシコやカナダに対し、⼤幅な修正は求めない
姿勢が議論されている可能性が意識されています。

また、⾜元ではオバマケア代替法案の採決撤回な
どを⽪切りにトランプ政権が⼤々的に表明してい
た公約のいくつかの実現可能性に疑問符がつけら
れ始めています。中国の為替操作国指定⾒送りに
象徴されるようにトランプ⽒⾃ら公約を⾒直すよ
うな姿勢もみられており、NAFTA再交渉にかかる
トランプリスクの後退についても市場では意識さ
れています。

②メキシコ中央銀⾏の強い通貨防衛姿勢

メキシコ中央銀⾏は⽶国の⼤統領選後に11⽉、
12⽉と各0.5％の利上げに続いて、2017年2⽉に
もさらに0.5％、3⽉には0.25％の利上げを⾏い、
政策⾦利を6.50％まで引き上げました。⾦利を⾼
く保つことでメキシコ債券などへの資⾦流⼊を促
す政策を実施しています。

（前⾴の続き）

また、カルステンス中央銀⾏総裁の退任時期が6
⽉末から11⽉末に延期されるとの報道があり、ペ
ニャニエト⼤統領がカルステンス⽒に11⽉末まで
総裁を続けるよう要請したことが報じられました。
昨年12⽉に、カルステンス⽒は今年の7⽉に退任
して10⽉に国際決済銀⾏（BIS）総⽀配⼈に就任
する予定であることが発表され、メキシコ経済が
苦境にある時期に職を去ることに対し不安感が⼀
部で広がっていましたが、そうした不安を払拭し
た恰好です。

さらに、メキシコ中央銀⾏は2⽉21⽇には新たな
スキームの為替介⼊⽅式を導⼊し、通貨が過度に
売りこまれた時には為替介⼊する姿勢を⽰し、通
貨防衛に強くコミットすることを表明しています。

③バリュエーション

トランプ⽒の勝利から就任式までにメキシコペソ
は最⼤で約20％下落し、メキシコ5年国債利回り
は⼀時7％台を超える⽔準まで上昇しました。通
貨のバリュエーションについては歴史的に低い⽔
準で、債券のバリュエーションでいえばメキシコ
は、同格付けのマレーシアの3.72％と⽐較しても
⾼い利回りであり、中南⽶の中ではブラジル
10.88％に次いで、メキシコ7.34％と2番⼿とな
り、コロンビアの6.58％やペルーの5.03％より
も⾼い⽔準でした。（すべて1⽉19⽇時点の5年
国債利回り）

（次⾴へ）
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他）の⾒⽅あるいは考え⽅等を記載したもので当該運⽤⽅針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するも
のではありません。また、将来の運⽤成果等を約束するものでもありません。
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他⽅、ファンダメンタルズの観点から⾒れば、⼤
統領選前からトランプリスクを意識してメキシコ
への新規投資や参⼊を延期する企業が相次ぎまし
たが、こうした企業はトランプリスクが後退した
とわかれば、⼤市場である⽶国に地続きでアクセ
スできるメキシコへの進出を再開する動きが期待
でき、やや⾜踏み気味の景気は⼒強く回復すると
みられます。こうしたメキシコの経済的な潜在⼒
を勘案してもトランプリスクがまだ意識されるな
かではメキシコペソは割安な⽔準にあると当社で
は分析しています。

＜現在のメキシコペソは割⾼なのか？＞
すでにメキシコペソは今年に⼊り、対⽶ドルで
10％超上昇していますが、今の⽔準は割⾼になっ
たといえるのでしょうか。

⽔準という観点からは、メキシコペソについては、
原 油 価 格 が 下 げ ⽌ ま り を ⾒ せ 始 め た と こ ろ
（2016年2⽉〜5⽉）の⽔準である1⽶ドル＝17
メキシコペソ〜18メキシコペソ半ばまでのレンジ
と⽐較すると、現在の18.50近辺はまだ当時のレ
ンジ下限近辺にとどまっているということができ
ます。また、メキシコの5年国債利回りについて
は利上げの影響から７％前後で推移を続けており、
魅⼒的な⽔準です。

＜まとめ＞
トランプ⽶⼤統領就任後、メキシコペソは主要通
貨の中でベストパフォーマーとなっていますが、
為替の⽔準や利回りの⽔準からは依然として割安
と考えられます。また、直近の⽶政権⾼官の発⾔
などから当社が2⽉レポートで⽰したNAFTA再交
渉のソフトランディングシナリオの可能性も⾼ま
りつつあると考えられます。年後半にかけて
NAFTA再交渉が進むにつれてソフトランディング
シナリオの実現性が強まり、メキシコペソの更な
る上昇につながると期待できます。

メキシコ5年国債利回り
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出所：Bloomberg
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⑤3⽉15⽇

⑥3⽉29⽇

①1⽉20⽇

②2⽉20⽇

③2⽉21⽇

⑦3⽉30⽇

④3⽉3⽇

（メキシコペソ）
（2017/1/2〜2017/4/24）

ペソ⾼

ペソ安

①1⽉20⽇ トランプ⽒が⽶⼤統領に就任

②2⽉20⽇ カルステンスメキシコ中央銀⾏総裁が退任時期を6⽉から11⽉に延期すると報道

③2⽉21⽇ メキシコ中央銀⾏が新たな為替ヘッジ政策の導⼊を決定

④3⽉3⽇ ロス⽶商務⻑官が「メキシコの通商交渉が良い結果となればメキシコペソはかなり回復するだ
ろう」と発⾔

⑤3⽉15⽇ ⽶国家通商会議のナバロ委員⻑が「メキシコは北⽶地域のパワーハウスの⼀員」と発⾔

⑥3⽉29⽇ ⽶通商代表部（USTR）がNAFTA再交渉の草案を議会に提出したが、為替政策や２国間貿易
収⽀に関する数値⽬標は盛り込まれなかった

⑦3⽉30⽇ メキシコ中央銀⾏は政策⾦利を0.25％引き上げ、6.50％とすることを決定

⽶ドル/メキシコペソの推移と主な出来事

出所：各種公表資料より⼤和住銀投信投資顧問作成
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＜メキシコ債券オープン（毎⽉分配型）の運⽤状況 2017年4⽉25⽇現在＞
設定⽇（2012/6/1）〜2017年4⽉25⽇）

※基準価額は信託報酬控除後のものです。※分配⾦再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引
前分配⾦を決算⽇に再投資した修正基準価額をもとに算出、表⽰。※上記データは過去の実績であり、将来の運⽤成果をお約束
するものではありません。

＜メキシコ債券オープン（資産成⻑型）の運⽤状況 2017年4⽉25⽇現在＞
設定⽇（2013/8/23）〜2017年4⽉25⽇）

 基準価額 6,286円

 純資産総額   444億円

 基準価額 8,815円

 純資産総額   80億円
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2017年4⽉25⽇ 臨時レポート

＜ファンドの特⾊＞

＜投資リスク（詳しくは最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください）＞

＜ファンドの⽬的＞
当ファンドは、利息収益の確保と信託財産の中⻑期的な成⻑を図ることを⽬的として運⽤を⾏います。

１．メキシコペソ建ての債券を主要投資対象とします。

２．メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中⼼に投資します。

３．分配頻度が異なる2つのファンドからお選びいただけます。
※販売会社によっては、⼀部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。ファンドのお取扱いについては、

各販売会社までお問い合わせください。
【毎⽉分配型】
・決算⽇は毎⽉22⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）とします。
【資産成⻑型】
・決算⽇は毎年5⽉、11⽉の22⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）とします。

・分配対象額の範囲は、経費控除後の利⼦・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
・分配対象額が少額な場合等には分配を⾏わないことがあります。
・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。

※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。

○各ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は
保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

○信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
○投資信託は預貯⾦と異なります。
○お申込みの際には、販売会社からお渡しします「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。
○基準価額を変動させる要因として主に、■⾦利変動に伴うリスク ■信⽤リスク ■流動性リスク ■為替リスク

■カントリーリスク ■新興国への投資のリスク があります。
ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。
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＜ファンドの費⽤（詳しくは最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください）＞

投資者が直接的に負担する費⽤
● 購⼊時⼿数料 購⼊価額に3.24％(税抜 3.0％)を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額としま

す。 ※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
購⼊時⼿数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の
事務等の対価です。

● 信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
● 運⽤管理費⽤ 毎⽇、信託財産の純資産総額に年率1.3392％（税抜1.24％）を乗じて得た額とします。

（信託報酬） 運⽤管理費⽤（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から⽀払わ
れます。

● その他の費⽤・⼿数料 財務諸表の監査に要する費⽤、有価証券売買時の売買委託⼿数料、外国における資産の保
管等に要する費⽤等は信託財産から⽀払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求⽬論⾒書をご参照ください。監査報酬以外の費⽤
等につきましては、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
ことができません。

※上記の⼿数料等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、表⽰することができません。
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＜お申込みメモ （詳しくは最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください）＞

＜投資信託における留意点＞

● 信託期間 メキシコ債券オープン（毎⽉分配型）：平成24年6⽉1⽇〜平成34年5⽉23⽇
メキシコ債券オープン（資産成⻑型）：平成25年8⽉23⽇〜平成34年5⽉23⽇

● 購⼊単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。

● 購⼊価額 購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
● 換⾦単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。

※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
● 換⾦価額 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
● 換⾦代⾦ 換⾦申込受付⽇から起算して、原則として５営業⽇⽬からお⽀払いします。
● 購⼊・換⾦申込 メキシコの銀⾏またはロンドンの銀⾏の休業⽇と同⽇の場合はお申込みできません。

受付不可⽇
● 決算⽇ メキシコ債券オープン（毎⽉分配型）：毎⽉22⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）

メキシコ債券オープン（資産成⻑型）：毎年5⽉、11⽉の22⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
● 収益分配 メキシコ債券オープン（毎⽉分配型）：年12回の決算時に分配を⾏います。

メキシコ債券オープン（資産成⻑型）：年2回の決算時に分配を⾏います。

○ 投資信託をご購⼊の際は、最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）を必ずご覧ください。
投資信託説明書（交付⽬論⾒書）は販売会社の本⽀店等にご⽤意しております。

○ 投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。
○ 投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購⼊のお客さまが負うことになります。
○ 投資信託は預⾦、保険契約ではありません。また、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあり

ません。
○ 銀⾏など登録⾦融機関でご購⼊いただいた投資信託は、投資者保護基⾦の対象ではありません。

＜委託会社およびその他の関係法⼈＞

■委託会社（ファンドの運⽤の指図を⾏う者）
⼤和住銀投信投資顧問株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第353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

■受託会社（ファンドの財産の保管及び管理を⾏う者）
三井住友信託銀⾏株式会社

■販売会社
次⾴の販売会社⼀覧をご覧ください。
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株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号

株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第43号

株式会社イオン銀行（※1） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号

いよぎん証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21号

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第40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

株式会社大垣共立銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第3号

おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号

株式会社香川銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第7号

株式会社鹿児島銀行 登録金融機関 九州財務局長(登金)第2号

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号

株式会社関西アーバン銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第16号

株式会社北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第14号

株式会社京都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号

京都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第52号

株式会社京葉銀行（※1） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号

ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第43号

寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第7号

株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号

株式会社四国銀行（※1） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第3号

株式会社島根銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第8号

株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第6号

株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号

株式会社十八銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第2号

株式会社十六銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第7号

株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号

株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号

株式会社第四銀行（※1） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第47号

株式会社大東銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第17号

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号

株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第14号

立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号

株式会社筑邦銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第5号

株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号

株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第17号

株式会社東和銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第60号

（50音順）
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＜メキシコ債券オープン（毎⽉分配型）の販売会社⼀覧＞

次⾴へ続く
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株式会社栃木銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第57号

株式会社富山第一銀行（※1） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第7号

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131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

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号

株式会社百十四銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第5号

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号

株式会社福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第2号

ほくほくTT証券株式会社（※1） 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24号

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号

株式会社北陸銀行（※1） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第3号

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号

株式会社三重銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第11号

三木証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第172号

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号

株式会社宮崎銀行（※1） 登録金融機関 九州財務局長（登金）第5号

株式会社ゆうちょ銀行（※2） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第611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

リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号

（※1）インターネットのみのお取り扱いとなります。 （50音順）

（※2）ゆうちょ投信WEBプレミアのみのお取り扱いとなります。

○

○
○

○

○

○ ○

○

○

○

取扱販売会社名 登録番号
日本証券業

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

一般社団法人

第二種金融商

品取引業協会

○ ○ ○
○
○
○ ○ ○
○
○
○ ○ ○ ○
○

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○

○

前⾴からの続き

＜メキシコ債券オープン（毎⽉分配型）の販売会社⼀覧＞
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証するものではありません。■投資信託は預⾦、保険契約ではありません。また、預⾦保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではあ
りません。■銀⾏など登録⾦融機関でご購⼊いただいた投資信託は、投資者保護基⾦の対象ではありません。

メキシコ債券オープン（毎⽉分配型/資産成⻑型）
愛称「アミーゴ」

2017年4⽉25⽇ 臨時レポート

株式会社イオン銀行（※1） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第40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

岡崎信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第30号

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号

株式会社関西アーバン銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第16号

株式会社京葉銀行（※1） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号

寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第7号

株式会社四国銀行（※1） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第3号

株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第6号

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号

株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第14号

立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号

株式会社栃木銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第57号

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131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

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号

三木証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第172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

リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号

（※1）インターネットのみのお取り扱いとなります。 （50音順）
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○

○

○

○ ○
○

○
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○

○ ○
○

一般社団法人

金融先物

取引業協会

○
○

○

○

○ ○

○

○
○

○
○

○
○

○

取扱販売会社名 登録番号
日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資顧問

業協会

○

○
○

○

○
○

○
○

○

○

○
○

○

○

○
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