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足もとのマーケット動向と国際分散投資戦略指数の推移について 

 当ファンドが投資するゴールドマン・サックス社債*の実績連動クーポンの計算のもととなる国際分散投資戦略指数

は、2018年12月末以降堅調に推移しています。 

 当資料では、足もとのマーケット動向と国際分散投資戦略指数の推移についてご説明いたします。 

  ＊ ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・プロダクツ2018が発行し、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクによる保証が付されます。  

※当資料では、アセットマネジメントOneが設定・運用するプライムOne2019－06と同様のスキームの公募投資信託を合わせてプライムOneシリーズと記載することがあります。 
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※米国株式：ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み）、日本株式：日経平均株価（配当込み） 
出所：ブルームバーグのデータ、各種報道をもとにアセットマネジメントOne作成 

米国および日本の株式推移 ◆足もとのマーケット動向について（2019年4月～5月） 

※期間：2019年3月29日～2019年5月31日（日次） 
※2019年3月29日の値を100として指数化 

（月/日） 

●日米株式市場について 

 米国株式市場は、大手企業の市場予想を上回る決

算などを背景に上昇基調をたどり、S&P500種指数や

ナスダック総合指数が4月末から5月初めにかけて過去

最高値を更新しました。 

 国内株式市場もほぼ同様の展開となりました。5月半

ばにはおよそ3年ぶりに日経平均株価が7営業日続落

するなど下落基調が強まり、21,000円を割り込みまし

た。 

 しかし、その後は米中貿易摩擦が拡大するとの懸念か

ら下落に転じました。トランプ政権は中国からの一部の

輸入品に対する関税を10％から25％に引き上げたほ

か、その他の輸入品についても関税を引き上げる手続き

を始めると発表しました。これを受けて5月13日にはダ

ウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）が前日比617

米ドル下落するなど、米国株式市場は急落しました。 

 その後もトランプ政権がメキシコからの全輸入品に追

加関税を課すと発表したことから、米国株式市場は大

きく下落しました。 

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

米国と中国による制裁関税の流れ 

5月10日
米国が約2,000億米ドル分の中国製品への関

税を10%から25%に引き上げ

5月13日
中国が約600億米ドル分の米国製品への関税

を引き上げると発表

5月13日
米国が携帯電話など新たに約3,000億米ドル分

の中国製品に最大25％の関税を課すと発表

5月15日
米国が中国通信機器大手、華為技術（ファー

ウェイ）との取引を事実上禁じる

6月1日
中国が約600億米ドル分の米国製品への関税

を引き上げ
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※期間：2018年8月～2019年5月（月次） 
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 資産構成比率は、原則、月次で見直します。その際、国

際分散投資戦略指数を構成する資産の価格が何に影響

を受けるのかという「変動要因」に着目し、変動要因の比率

を均等に配分するよう資産構成比率を決定します。その結

果、株価指数の上昇や長期金利低下等の恩恵を受けるこ

とができました。 
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※期間：2018年8月1日～2019年3月19日（日次） 
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

※期間：2018年12月31日～2019年5月31日（日次） 
※2018年12月31日を100として指数化 
出所：Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

VIX指数の推移 

◆国際分散投資戦略指数について 

※上記は過去の情報および過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

国際分散投資戦略指数の推移 

13.6 

株価先物

19％

債券先物

61％

【2019年3月19日時点】

3末更新 

（年/月） 

◆国際分散投資戦略指数の要因分析について 
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【2018年12月31日時点】

 2019年5月は、米中貿易摩擦の激化懸念から投資家心理

が弱気に傾き、米国株式市場を中心とした先進国株式や日本

株式の下落が国際分散投資戦略指数の下落要因となりました。

一方、投資家によるリスク回避目的での先進国債券に買いが入

り、先進国債券の価格が上昇したことが、国際分散投資戦略

指数の上昇要因となりました。 

※その他は、戦略控除率および複製コスト等の合計です。 
※上記要因分析は、さまざまな前提にもとづく「簡便法」による概算であるため、
実際の数値とは異なるケースがあります。あくまで傾向を知るための目安として
お考えください。 

 国際分散投資戦略指数は、株価指数先物（日本、米国、

欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、香港等）と債

券先物（日本、米国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等）で構成

されており、当該指数は次の２点から、2018年12月末以降概

ね堅調に推移しています。 

※当ファンドの運用開始基準日は2019年6月25日となります。 

① ボラティリティ・コントロールによるリスク低減効果 

 国際分散投資戦略指数は、価格変動リスクが年率3％

程度*になることをめざし、日次でチェックし、必要に応じてリス

ク資産の比率を調整します。 

 2018年10月の米国株式市場急落時において、市場の

変動性が高まったため、10月以降は各資産構成比率を下

げ変動率の低減を図りました。2019年1月以降は市場の

変動性が低下基調であるため債券先物の構成比率を引き

上げることで、市場の上昇に追随することができました。 

＊上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標
値が達成されることのいずれも約束するものではありません。また、上記数値
はリスク水準の目標値を表すものであり、年率3％程度の収益を目標とする
ことを意味するものではありません。 

② 国際分散投資戦略による資産分散効果 

国際分散投資戦略指数の要因分析 

国際分散投資戦略指数と資産構成比率の推移 

※期間：2018年8月1日～2019年5月31日（日次） 
出所：Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
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※期間：2018年8月1日～2019年5月31日（日次） 
※2018年8月1日を100として指数化 

〈ご参考〉主要指数の推移 

 当面の米国株式市場は米中貿易摩擦をめぐる思惑に振らされ

る展開が続くと予想されます。ただし、市場参加者の不安心理を

映すとされる米国のVIX指数は、米金利上昇や世界的な景気減

速が懸念された2018年12月と比較して相対的に低い水準にあ

ることなどから、今回の米国株式市場の下落は世界経済の先行

き懸念というよりも、イベントリスクとみることが可能といえます。こうし

たことから、当面、米国株式市場が下値を切り下げる可能性は大

きくないと考えられます。 

※世界株式：MSCI ACワールドインデックス（円ベース、配当込み）、米国株式：ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ベース、
配当込み）、日本株式：日経平均株価（配当込み）、世界債券：FTSE世界国債インデックス（円ベース）、日本債券：
NOMURA－BPI総合、新興国債券： JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ベース、
為替ヘッジなし）。これらの指数は、市場動向をご理解いただくための参考として記載したものであり、国際分散投資戦略指
数のベンチマークではありません。 

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、上記見通しは資料作成時点の見解であり、将来の市場環境の
変動等により、予告なく変更される場合があります。 
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◆今後の見通しについて 
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出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
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※期間：2018年8月1日～2019年5月31日（日次） 
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
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※期間：2006年7月31日～2019年5月31日（日次） 
※2006年7月31日～2018年7月31日は試算値、2018年8月1日以降は国際分散投資戦略指数の値を使用。 
※2018年8月1日（プライムOneシリーズが国際分散投資戦略指数の参照を開始した日）を100.79として指数化しています。 
※試算値、指数値は戦略控除率（年率1.0％）控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0％適用後の値です。 
   なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数のパフォーマンスから日々控除されます。 
出所：Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

下記は国際分散投資戦略指数をご理解いただくために示したものです。下記グラフは、あくまでもシミュレーションによるイメージを示すためのも
のです。2018年7月31日までは試算値、2018年8月1日以降は国際分散投資戦略指数の値をもとに作成されており、両者は同一の手
法で算出されたものではなく、異なる手法で算出された数値を、2018年8月1日の値を基準に指数化することで連続性を持たせるように示
したものとなります。シミュレーションは厳密な数値データのみに基づくものではありません。試算値の推移は、アセットマネジメントOneが算出し
た構成比率をもとに、あらかじめ定められた手法に基づくパフォーマンスの推移を示したものです＊。試算のもととなる構成比率は、過去の値で
あり、その算出手法は完全に公開されたルールベースに基づくものではありません。下記のシミュレーションは、当ファンドの基準価額の値動きの
シミュレーションではありません。また下記シミュレーションはあくまでもご参考であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆、保証するものでは
ありません。 
＊試算値および指数値の計算は、指数計算を専門的に行う指数計算機関Solactive社によるものです。 

4 

保有期間別国際分散投資戦略指数のシミュレーションの収益率（年率換算） 

国際分散投資戦略指数のシミュレーション 

※期間：2006年7月31日～2019年5月31日（日次） 
※上記期間において、各基準日の値と1年、5年、10年後の値をもとに算出し、年率換算したものです。 
※四捨五入の関係で、数値が合わない場合があります。 
出所：Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
 

シミュレーションでは、長期保有することで収益率がマイナスとなった回数が減り、10年保有ですべてプラスとなりました。 

＜ご参考＞国際分散投資戦略指数のシミュレーション 

【1年保有】 

【5年保有】 

【10年保有】 

収益率マイナス 

収益率マイナス 

※上記は過去の情報および過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

収益率マイナス 

試算値 

（年/月） 

収益率が 
プラスになった回数 

収益率が 
マイナスになった回数 

2,219回/3,089回
（71.8％） 

870回/3,089回
（28.2％） 

収益率が 
プラスになった回数 

収益率が 
マイナスになった回数 

1,939回/2,045回
（94.8％） 

106回/2,045回 
（5.2％） 

収益率が 
プラスになった回数 

収益率が 
マイナスになった回数 

740回/740回 
（100％） 

0回/740回 
（0％） 
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ファンドの特色 

ファンドはゴールドマン・サックスが発行する円建債券＊1（以下、ゴー
ルドマン・サックス社債）に高位に投資＊2し、設定日から約10年後の満
期償還時の当ファンドの償還価額＊3について、元本確保をめざします＊4。 

1. 

＊1 ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・プロダクツ2018が発行し、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・イン
クによる保証が付されます。 

＊2 満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。 
＊3 ファンドは、信託期間約10年の単位型投資信託です。 
＊4 投資する債券の発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保できない場合があります。信託期間中にファンドを

解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、解約価額や償還価額が元本を下回る場合があります。 

ファンドは国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマ
ン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。 

2. 

•国際分散投資戦略指数は、アセットマネジメントOne株式会社が独自に開発した計量モデルに基づき算出さ

れます。 

•国際分散投資戦略指数は、株価指数先物（日本、米国、欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、

香港等）、債券先物（日本、米国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等）で構成されます。 

•国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3％程度とします。 
※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではあ
りません。また、上記数値はリスク水準の目標を表すものであり、年率3％程度の収益を目標とすることを意味するものではあり
ません。 

•ゴールドマン・サックス社債の利金は固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出されます。 

 ・固定クーポンは、毎期一定水準支払われます。 

 ・実績連動クーポンは、運用開始基準日以来＊5の国際分散投資戦略指数の1年当たりの収益率（累積収益

率を経過年数で割った率）にほぼ連動する水準＊6に決定します。 
＊5 運用開始基準日は2019年6月25日です。 
＊6 連動する水準は100％をめざしますが、ファンド設定時の市場環境等によっては100％を下回る場合があります。 

ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等＊7を
差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざ
します。 

3. 

＊7 信託報酬（成功報酬を含む）およびその他の費用等です。 

※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。分配対象額が少額の場合
には、分配を行わない場合があります。 

●当ファンドは、特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人投資信託協会

規則で定める比率（10％）を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファ

ンドをいいます。 

●当ファンドは、ゴールドマン・サックス社債に集中して投資を行いますので、当該債券の発行体等に経営

破たんや経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 

※当ファンドは、満期償還時における元本確保をめざしますが、元本の確保を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。 
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－06（以下「当ファンド」）は、アセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）が設定・運用を

行います。「ゴールドマン・サックス」は、Goldman Sachs & Co. LLC.（以下「使用許諾者」）の日本およびその他の国において登録された商標です。アセットマネジメントOneおよび

その関連会社は、使用許諾者またはその関連会社・関係会社（以下「ゴールドマン・サックス」と総称）との間に資本関係はありません。ゴールドマン・サックスは、当ファンドの設定また

は販売に何らの責任も有しておらず、当ファンドの設定または販売にこれまで関与したこともありません。ゴールドマン・サックスは、当ファンドの受益者または公衆に対し、有価証券一般も

しくは当ファンドへの投資の適否、当ファンドが一般市場もしくは指数実績を追跡する能力の有無もしくは投資リターンを提供する能力の有無に関して、明示的か黙示的かを問わず、い

かなる表明または保証も行っておりません。使用許諾者とアセットマネジメントOneの関係は、当ファンドに関する使用許諾者の商標の使用許諾に限られます。指数計算機関

（Solactive社）または参照戦略スポンサー（ゴールドマン・サックス・インターナショナル）およびそれらの関連会社は、国際分散投資戦略指数に関する品質、正確性および／または

完全性について、何ら保証するものではありません。また、内容を制限することなく、いかなる場合においても、直接的、間接的、特別、懲罰的、派生的またはその他の損害（逸失利

益を含みます。）について、契約、不法行為その他のいずれによるかを問わず、いかなる者に対しても何ら責任を負いません。 



ファンド通信 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－06 

10 
190527JS311810ファンド通信 

ご注意事項等 

・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。 

・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、債券等の値動きのある有価証券（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。 

・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。 

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。 

2019年6月5日時点 

指数の著作権等 

・ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・
ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に
関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、ダウ・ジョーンズ工業株価平均のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。 
・「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体お
よび「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 
・MSCI ACワールド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。 
・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関す
るすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 
・NOMURA－BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保
証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 
・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。 
・VIX指数はシカゴ・オプション取引所が算出する指数です。 

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

株式会社りそな銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号 ○ ○

株式会社七十七銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社武蔵野銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第38号 ○

株式会社千葉銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第39号 ○ ○

株式会社富山銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第1号 ○

株式会社関西みらい銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社南都銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第15号 ○

株式会社阿波銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第1号 ○

株式会社みなと銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第22号 ○ ○

朝日信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第143号 ○

第一生命保険株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第657号 ○ ○

おきぎん証券株式会社 金融商品取引業者　沖縄総合事務局長（金商）第1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 ○

株式会社しん証券さかもと 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第5号 ○

七十七証券株式会社 金融商品取引業者　東北財務局長（金商）第37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 ○ ○ ○ ○

中銀証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第6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 ○ ○ ○ ○

とうほう証券株式会社 金融商品取引業者　東北財務局長（金商）第36号 ○

東洋証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第121号 ○ ○

第四証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第128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 ○ ○ ○

三津井証券株式会社 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第14号 ○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第181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 ○ ○ ○


