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R&Iファンド大賞2022
投資信託部門

エマージング株式マルチリージョナル

新 興 国 ハ イ ク オ リ テ ィ 成 長 株 式 フ ァ ン ド

（愛称：未来の世界（新興国））（以下、当ファンド）

は外部評価会社から優秀と評価され、『R&I

ファンド大賞2022』において、優秀ファンド賞を

受賞しました。なお、2021年の最優秀ファンド賞に

続き2年連続の受賞となりました。

商 号 等：アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324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

P7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

モルガン・スタンレー・
インベストメント・マネジメント

グローバル・オポチュニティ株式運用チーム
運用責任者

クリスチャン・ヒュー

＊新興国の企業とは、主として新興国の金融商品取引所に上場または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業を指します。
※未来の世界（新興国）の実質的な運用は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのグローバル・オポチュニティ株式運用チームが行います。
※上記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示唆・保証するものではありません。詳しくはP7をご確認ください。
また、上記見解は当資料の作成時点のものであり、市場環境の変動等により予告なく変更される場合があります。

平素より当ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。このたび当ファンドが「R&Iファンド大賞

2022」の「投資信託部門／エマージング株式マルチリージョナル」において優秀ファンド賞を受賞しましたこと、

大変光栄に思います。

当ファンドは、新興国の企業＊のなかから、競争優位性や成長性などにおいて質の高いと考えられる企業

（ハイクオリティ成長企業）を割安と判断される株価水準で投資を行うことで、信託財産の成長をめざしていま

す。新興国には良い企業や良い投資機会が存在していると判断しています。私たちは、特定の国・セクター・

テーマなどに縛られず、新興国の数多くの企業からハイクオリティ成長企業を厳選し、長期的な時間軸で

投資をすることが重要だと考えています。

直近では、ロシアによるウクライナ侵攻などの影響で短期的なマーケットの変動がありましたが、私たちの

運用方針や投資行動に変化はありません。マーケットでは米国のインフレ、金利上昇に対し注目が集まって

います。私たちは、インフレ局面に強い企業は「価格決定力」を有する企業だと考えます。当ファンドは強力な

価格決定力を持つと判断するハイクオリティ成長企業に投資を行っています。価格決定力を有する企業は、

物価上昇分のコストを価格転嫁可能であり、今後も高成長が期待できると考えます。また、金利上昇局面に

おいては、負債の多い企業にとっては借り換えコストの上昇となり、逆風になる可能性がありますが、当

ファンドは財務健全性の高い企業でポートフォリオを構成しているため、相対的な優位性が高まると考えます。

株式市場が短期的に下落する局面においては、当ファンドが投資している、あるいは投資対象としている

ハイクオリティ成長企業も、短期的にマーケットに引きずられて下落する場合があります。当ファンドは、

個別企業のファンダメンタルズを精緻に分析し、長期的に高い成長が期待できる企業に投資を行っているた

め、このような調整局面はすばらしい投資機会だととらえています。

ぜひ投資家のみなさまには、今後も長期投資のパートナーとして、当ファンドをご愛顧いただけますと幸い

です。

※評価期間：3年（2019年3月末～2022年3月末）
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当ファンドは、今回の受賞の評価期間である2019年3月末から2022年3月末においてコロナショックやFRB

（米連邦準備理事会）による金融緩和政策の縮小などを受け基準価額が大きく下落する局面もありましたが、騰落率

は39.8％と良好なリターンとなりました。また、外部評価会社の評価基準であるシャープレシオ*1および最大ドロー

ダウン*2がカテゴリー内で優れていた結果、今回の受賞につながったと考えられます。

※P7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください 。

評価期間（3年）の運用実績

運用実績

139.8

（ご参考）評価期間（3年）のリスク・リターン、シャープレシオおよび最大ドローダウン

※期間：2019年3月末～2022年3月末（月次）
※年率リスクは月次リターンの標準偏差を年率換算したものであり、平均的なリターンからどの程度かい離するか、値動きの振れ幅の度合いを示しています。
※シャープレシオはリスク1単位当たりのリターン（無リスク資産金利（通常貯金）を差し引いたもの）を表し、数値が大きいほど投資効率が高いことを示してい
ます。

※最大ドローダウンとは各時点における過去最高値からの下落率のうち最大のものを表します。
※新興国株式はMSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引前配当込み、円換算ベース）を使用。MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引前
配当込み、円換算ベース）は新興国株式市場の動きを示す代表的な指数として表示しているものであり、「未来の世界（新興国）」のベンチマークでは
ありません。そのため当ファンドが投資対象とする新興国株式と、同指数に使用される新興国株式の定義は異なります。

出所：ブルームバーグ、ゆうちょ銀行のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

※上記は過去の情報または運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

※期間：2019年3月29日～2022年3月31日（日次）、2019年3月29日の値を100として指数化。
※基準価額は信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※2022年3月31日時点で「未来の世界（新興国）」の分配金実績はありません。

＊1 リスク1単位当たりのリターンを表し、数値が大きいほど投資効率が高いことを指します。
＊2 各時点における過去最高値からの下落率のうち最大のものを表します。

年率リスク 年率リターン シャープレシオ 最大ドローダウン

当ファンド 21.8% 11.8% 0.54
▲28.8％

（2022年3月31日）

新興国株式（ご参考） 18.7% 8.6% 0.46
▲24.1％

（2020年3月31日）



3

※P7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください 。

組入上位10銘柄（2022年3月末時点）

＊登記上はケイマン籍となります。
※国・地域は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの基準、業種は世界産業分類基準（GICS）の業種分類に基づいています。
※組入比率は、組入株式評価額に対する割合です。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

組入銘柄数：35銘柄

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※当該個別銘柄の提示は、取引の推奨を目的としたものではなく、ファンドへの組入れまたは保有の継続を示唆・保証するものではありません。
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設定来の運用実績 期間別騰落率
（2022年3月31日時点）

14,381円

867億円

1ヵ月 -2.7%

3ヵ月 -10.5%

6ヵ月 -14.6%

1年 -24.3%

3年 39.8%

設定来 43.8%

※期間：2017年12月8日（設定日前営業日）～2022年3月31日（日次）
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※期間別騰落率は、2022年3月31日から各期間過去に遡っています。また設定来の騰落率については、設定当初の投資元本をもとに計算しています。
※期間別騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。
※2022年3月31日時点で「未来の世界（新興国）」の分配金実績はありません。

当ファンドは、新興国企業の株式の中から“ハイクオリティ成長企業の株式を割安時に買う”という考えに基づき

一貫した運用を行った結果、設定来（2017年12月11日）の騰落率は43.8％と良好なリターンとなりました。

順位 銘柄名 国・地域 業種 組入比率

1 HDFC銀行 インド 金融 7.7%

2 ICICI銀行 インド 金融 7.2%

3 メルカドリブレ 米国 一般消費財・サービス 7.0%

4 グローバント アルゼンチン 情報技術 5.3%

5 クーパン 米国 一般消費財・サービス 4.9%

6 ネイバー 韓国 コミュニケーション・サービス 4.9%

7 美団（メイチュアン） 中国＊ 一般消費財・サービス 4.3%

8 台湾セミコンダクター 台湾 情報技術 3.9%

9 インダスインド銀行 インド 金融 3.7%

10 トリップ・ドットコム・グループ 中国 一般消費財・サービス 3.6%
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ファンドの特色 （くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

運用プロセス

持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される企業のうち、市場価格が理論価格より割安と判断される
銘柄を厳選してポートフォリオを構築します。

※新興国企業とは、主として新興国の金融商品取引所に上場または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業を指します。
※運用プロセスは、2021年12月末時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

※P7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください 。

（＊1）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

わが国を含む世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）（＊1）の中か

ら、新興国の株式または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する

株式に主として投資を行います。

1

ボトムアップ・アプローチを基本に、持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される銘柄を選定します。

ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争
優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業（「ハイクオリティ
成長企業」といいます。）の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄
を厳選して投資を行います。

2

株式等の運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・
インク（＊2）に運用の指図に関する権限の一部を委託します。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクは、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部（株式等の投資判断の一部）を、
モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド（＊3）およびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニー（＊４）に再委託します。

（＊2）モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのニューヨーク拠点であり、資産運用業務等を営んでいます。
（＊3）モルガン・スタンレーの香港法人であり、証券業務、投資銀行業務、ウェルス・マネジメント業務、資産運用業務等を営んでいます。
（＊4）モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのシンガポール拠点であり、資産運用業務等を営んでいます。

3
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※P7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください 。

当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの

運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさま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。

また、投資信託は預貯金と異なります。

株価変動リスク 株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け
変動します。株式市場や当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け基準価額が下落する要因と
なります。当ファンドが主要投資対象とする新興国企業の株式は、一般に先進国株式と比べ株価変動が大きい傾向があります。
このため、基準価額が大きく下落する場合があります。また、当ファンドは個別銘柄の選択による投資を行うため、株式市場全
体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも基準価額は下落する場合があります。

為替変動リスク 為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当
ファンドは、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため、為替相場
が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額
が下落する可能性があります。

カントリーリスク 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また、取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大
きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となる場合がありま
す。当ファンドが主として投資を行う株式や通貨の発行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱
である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式市場や為替市場におよぼ
す影響は、先進国以上に大きくなると予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への
送金規制等の種々の規制の導入や政策の変更等の要因も株式市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

流動性リスク 有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。
一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動
きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。新興国の株式に投資する場合、先進国の株式と比べ
流動性リスクが大きくなる傾向があります。

信用リスク 有価証券等の価格は、その発行者に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファン
ドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下
げされた場合等には、株式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。

ファンドの投資リスク

お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

換金単位 販売会社が定める単位

換金価額 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

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

購入・換金
申込不可日

ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いま
せん。

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決裁機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

信託期間 2027年12月14日まで（2017年12月11日設定）

繰上償還 受益権口数が30億口を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。

決算日 毎年12月14日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方
のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

課税関係 当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」の適用対象です。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

※ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

基準価額の変動要因
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お客さまにご負担いただく手数料について
（詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。)

ご購入時 購入時手数料 購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額となります。
購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等
にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

ご換金時 換金時手数料 ありません。

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0.3％の率を乗じて得た額とします。

保有期間中
（信託財産から間接
的にご負担いただき
ます。）

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.87％（税抜1.70％）

※委託会社の信託報酬には、当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受けた投資
顧問会社（モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク）に対する報酬（当ファンドの
信託財産の純資産総額に対して年率0.65％）が含まれます。なお、当該投資顧問会社に対する報
酬には、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネ
ジメント・カンパニーに対する報酬が含まれます。

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、信託事務の諸費用、外国での資産の保管
等に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。
※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあ
るため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率1.05％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対
価

販売会社 年率0.60％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
ファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.05％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※上記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

※P7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください 。
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投資信託ご購入の注意

投資信託は、
① 預金等や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。加えて、証券会社を通して

購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料のお取扱いについてのご注意

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。
お申込みに際しては、販売会社から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。
当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発

行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者のみなさま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。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。また、投資信託は預
貯金とは異なります。

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が
保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

収益分配金に関する留意事項

収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。し
たがって、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。

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、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。個別元本とは、追加

型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算
期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、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。

委託会社およびファンドの関係法人

＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324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＞みずほ信託銀行株式会社
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

＜投資顧問会社＞モルガン・スタンレー・インベストメント・
マネジメント・インク

委託会社の照会先

アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター：0120-104-694

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページURL：http://www.am-one.co.jp/

○印は協会への加入を意味します。 2022年5月2日時点

販売会社 （お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください)

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

220414JS313574ファンド通信

商号 登録番号等
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

みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

株式会社みずほ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○

指数の著作権等

●「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。

選考は、過去3年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考しています。
表彰は、償還予定日まで1年以上の期間があり残高がカテゴリー内で上位50％以上かつ30億円以上のものを対象にしています。
（評価基準日：2022年3月31日）

●MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数
の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

●世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）およびStandard & Poor’s Financial Services LLC（S&P）により開発された、MSCIおよびS&Pの独

占的権利およびサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社に対し、その使用が許諾されたものです。MSCI、S&P、およびGICSまた
はGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準および分類（並びにこれらの使用から得られる結果）に関し、明
示黙示を問わず、一切の表明保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性および特

定目的への適合性についての一切の保証を、ここに明示的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、
およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者は、いかなる場合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害そ
の他一切の損害（逸失利益を含みます。）につき、かかる損害の可能性を通知されていた場合であっても、一切の責任を負うものではありません。


