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四半期レポート 

グローバルドライブ 
(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 
(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

ファンド通信 

追加型投信／内外 ／資産複合 

当資料では、グローバルドライブ各ファンド（以下、ファンド）が実質的に投資対象とするブラッ
クロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスXの2016年10-
12月期における運用状況をブラックロック社の見解などに基づきご報告いたします。 

※ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。             

2016年10-12月期における世界市場の概況 
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期間：2016年9月30日～2016年12月30日（日次）   出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
世界株式：MSCI ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）、世界債券：シティ世界国債インデックス（米ドルベース） 

米ドル安 
各通貨高 

米ドル高 
各通貨安 

世界株式と世界債券の推移 為替の推移（対米ドル） 

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンド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。 
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（逆目盛）

 米国株式、欧州株式ともに、後半にかけて上昇基調。 
 日本株式は、トランプ・ショックの一時的な急落を除き堅調に推移。 

 先進国債券の利回りは、おおむね上昇傾向。 
新興国債券の利回りは、インドなど一部の国で低下したが、トルコなど
大半の国で上昇。 

 米ドルは、主要通貨に対して、米国の利上げの影響などもありおおむね上昇。 
 円は、主要通貨に対して、おおむね下落。 

 11月に米国大統領選挙でトランプ氏が勝利。 
 12月にFOMC（米連邦公開市場委員会）が、1年ぶりの利上げを決定。 



ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 
(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 
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投資対象ファンドの資産構成推移 

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンド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。 
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当資料の2～6ページは、投資対象ファンドの運用状況を示しています。 

比率は純資産総額を100%として表示しています。（2016年12月末時点） 

期間：2016年9月30日～2016年12月30日（日次） 
出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
世界株式：MSCI ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース） 
世界債券：シティ世界国債インデックス（米ドルベース） 
※上記投資対象ファンドは分配金再投資ベースの数値を使用しています。 

期間：2016年9月末～2016年12月末（月次） 
出所：ブラックロックのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
※小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合 

 があります。 

株式 
 

債券 
 

コモディティ 短期金融資産 

投資対象ファンドの基準価額の推移 資産構成比率の推移 

57.3% 3.0% 15.8% 23.9% 

投資対象ファンドは、世界各国の株式や債券などを投資対象とし、分散投資と機動的な資産配分により収益の獲得を目
指しております。各資産の投資比率は、前期比で、債券が約6%、コモディティが約1％減少し、株式が約3％、短期金
融資産が約４%増加しました。 

株式については、米大統
領選挙でのトランプ氏の
勝利以降、米国株式を中
心に配分を増やしました。 

債券については、米連邦
準備制度（FED）の追加
利上げの継続および米国
の財政拡大の見通しによ
り、債券利回りが上昇す
ると考え、米国国債中心
に配分を引き下げました。 

コモディティ（主に金投
資）については、FEDの
12月の利上げにより世界
的に金利が上昇し、今後
も米国の金融引き締めが
続く可能性が高いことか
ら、配分を若干引き下げ
ました。 

ポートフォリオにおいて
景気感応度の高いリスク
とのバランスをとりなが
ら、直近の株式、債券の
連動性の高まりなどに対
して分散強化を図るため、
短期金融資産の配分をさ
らに増やしました。 



ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 
(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 
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※上記は過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンド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。 

期間：2016年9月末～2016年12月末（月次） 
出所：ブラックロックのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
※各グラフとも上段の数値は組入株式を100％として表示、() の数値は純資産総額に対する組入比率を表示 
※各グラフとも小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合があります。 

比率は純資産総額を100%として表示しています。（2016年12月末時点） 

投資対象ファンドの株式運用戦略 

北米株式 
 

北米以外の株式 
 

株式の地域別比率の推移 株式の業種別比率（2016年12月末時点） 
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（単位：％） 

29.0% 28.3% 

前期末に比べ、投資対象ファンドの純資産総額全体に対して北米株式、欧州株式への投資比率は引き上げました。また、
日本株式への投資比率は横ばいとなりました。 

米大統領選挙後、トランプ新政権による法人税/
所得税減税、インフラ投資や防衛費の拡大等、財
政出動に対するマーケットの期待が強まりました。
これを受けてS&P500指数が大幅に上昇し、米国
株式の投資比率は上昇しました。ただし、トラン
プ政権の政策内容が未だ明らかでないなかで、選
挙後のマーケットの熱狂的なムードと米国の経済
成長の勢いに対する期待の根拠が確認出来ないこ
ともあり、大幅上昇局面で一部売却を行いました。
今後、米国株式のリターンは低下すると思われ、
過去数年で見られたバリュエーションの拡大より
も企業収益の成長率の方がリターンに大きな影響
を及ぼすとみています。セクター別では、前期 
同様、情報技術、金融、エネルギー 
セクターについては、投資機会が 
あると考えています。 
  

日本株式については、円が米ドルに対して約1年
ぶりの安値をつけたことなどから大幅上昇し、そ
うした局面では利益確定の売りを行ったため、投
資比率は横ばいとなりました。政治的な安定性、
財政拡張気運の高まり、イールドカーブのス
ティープ化（長短金利差の拡大） 、株主還元の継
続的な改善傾向を勘案すると、日本株市場はグ
ローバル市場のなかでも最も割安な投資機会を引
き続き提供していると考えます。欧州株式につい
ては、ドイツおよびオランダを中心に投資比率を
若干増やしました。欧州株式は、ボトムアップの
見地から魅力的な投資機会が多く見られますが、
低成長の環境と地域内で高まる政治リスクに対す
る懸念に基づき、トップダウン 
の見地から警戒的なスタンスを 
維持しています。 
 
 
 



ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 
(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 

出所：ブラックロックのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
※上記は特定セクターおよび銘柄の推奨を目的としたものではありません。 

投資比率は組入株式を100％として表示しています。（2016年12月末時点） 

エネルギー 

情報技術 

投資対象ファンドにおける当四半期での注目業種 

一般消費財・サービス 

金融 
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※上記は過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンド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。 

投資比率 

16.4% 

引き続き 
ITサービス企業に注目 

今日の低成長の環境下、リフレーション（名目
成長率、賃金、物価上昇）に対する感応度が高
いことから当セクターを選好しています。しか
し、当セクターは数年にわたり他セクターと比
べアウトパフォームしており、他セクターへの
長期シフトに備えて投資比率を引き下げました。
サブセクター・レベルでは、半導体およびハー
ドウェアの投資比率をさらに削減しました。一
方で、ITサービス企業は、投資家のセンチメン
トが改善し、またバリュエーション 
が魅力的となったことから、 
ポジションを増やしました。 

投資比率 

20.7% 

引き続き 
米国の銀行に注目 

 
米国の銀行を引き続き選好していますが、イー
ルドカーブのスティープ化以外に、良好な経済
環境、資本市場活動の改善、トランプ氏勝利後
の楽観主義の台頭、増配および自社株買いによ
る自己資本利益率（ROE）の改善が期待される
など強力な資本基盤の恩恵を享受すると考えま
す。日本の金融株も年後半にイールドカーブが
スティープ化し、パフォーマンスが好調となっ
たことから、利益確定の売りを行いましたが、
引き続き多めのポジションに 
しております。 
 
 
 
 

投資比率 

14.0% 

当セクターは、特に米大統領選挙後に米国経済に
対する楽観的な見方の強まりから、企業収益に対
して追い風が吹くと期待され、大きく上昇しまし
た。セクター内では、日本企業の保有をやや多め
にしています。これは、経済対策に向けた補正予
算の可決による国内消費の回復、賃金の伸びと雇
用の継続的な改善の見通しに基づくものです。伝
統的な米国の小売銘柄については、既存のビジネ
ス・モデルがオンライン小売業者からの脅威に晒
されているため、引き続き抑え 
たポジションに 
しています。 

投資比率 

8.1%  

低コストで質の高い資産を 
保有している米探査・生産企業に注目 
当セクターは、石油輸出国機構（OPEC）の減産
合意などがあり原油価格が反発したことから好
調なパフォーマンスを示し、ポートフォリオの
セクター・ウェイトは一段と高まりました。セ
クター内では、引き続き総合石油企業と石油
サービス企業については抑えたポジションと
なってます。一方、低コストで質の高い資産を
持つ一部の米探査・生産（E&P）企業と、石油
精製セクターやコモディティ価格の影響を受け
にくい傾向がある川中企業の一部 
銘柄を選好しています。 
 
 

国内消費の回復と雇用環境等の 
改善の見通しから日本企業に注目 



ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 
(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 

比率は純資産総額を100%として表示しています。（2016年12月末時点） 

期間：2016年9月末～2016年12月末（月次） 
出所：ブラックロックのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
※各グラフとも上段の数値は組入債券を100％として表示、() の数値は純資産総額に対する組入比率を表示 
※各グラフとも小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合があります。 

北米債券 
 

北米以外の債券 
 

投資対象ファンドの債券運用戦略 

債券の地域別比率の推移 債券の種類別比率の推移 
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※上記は過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンド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。 
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米国国債については、マーケットがFEDの利上げ
を織り込み、またトランプ氏勝利を受けて米国の
財政出動に対する期待が高まったことから、利回
り上昇の勢いが強まりました。こうした動きが見
られるものの、債券利回りは依然として世界的に
低水準にあることから、固定利付米国国債を売却
し、北米債券への配分をさらに削減しました。米
国国債は前期同様引き続き残存5～7年を中心に
投資しています。物価連動国債については、実質
利回り等に対して適正水準に近づいたと考え若干
売却しました。社債については、ハイイールド債
よりも投資適格社債をやや選好しています。また、
政府系MBS（住宅ローン担保証券）は、当四
半期に良好なパフォーマンスを 
示したことから、投資比率を 
削減し始めました。 
 
 
 

12.8%  

英国国債については、6月の国民投票以降英ポンド
の大幅下落もあって景気が底堅いこともあり、イン
グランド銀行（英中銀）の金融緩和の必要性は当初
予想されたものより低下したと考え、投資比率を引
き下げました。イタリア国債については、同国の銀
行システムおよび近く実施される国民投票に対する
短期的な懸念を踏まえ、ポジションをさらに削減し
ました。新興国債券については、ブラジル、ポーラ
ンド、ハンガリー、サウジアラビアの国債を購入し、
投資比率を若干引き上げました。メキシコ債券につ
いては、トランプ政権による貿易協定再交渉の可能
性が不透明であることを踏まえ引き続き注視してい
ます。また、メキシコ・ペソは 
過剰に売られているとみており、 
メキシコ・ペソに対する為替 
ヘッジ比率を引き下げました。 
 
 
 

11.1% 

前期末に比べ、北米債券、北米以外の債券ともに投資比率を引き下げました。 



ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 
(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンド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。 

通貨については世界情勢や各地域の経済情勢を勘案し、アロケーション戦略の一つとして、機動的に投資比率を
変更しています。 

比率は純資産総額を100%として表示しています。（2016年12月末時点） 

期間：2016年9月末～2016年12月末（月次） 
出所：ブラックロックのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
※上記は純資産総額に対する組入比率を表示 
※小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合 
 があります。 

期間：2016年9月30日～2016年12月30日（日次） 
出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 

円安 
米ドル高 

円高 
米ドル安 

投資対象ファンドの通貨戦略 

米ドル 
 

ユーロ・日本円 英ポンド・その他 

71.1% ＄ 5.9% 
€ 10.7% 
¥ 

3.3% ￡ 

9.1% 他 

円/米ドルの推移 通貨比率の推移 
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米国と主要先進国との間の
金融政策およびインフレ率
のかい離拡大を考慮し米ド
ルの投資比率をさらに増や
しました。 

ユーロは、ユーロ圏の低成長
および低インフレを勘案し、
引き続き抑えたポジションと
なりました。円は、投資比率
を引き下げ、ポートフォリオ
のなかでは、最も投資比率を
削減した通貨となりました。 
 

英ポンドの投資比率は引き下げ
ました。一方、インド・ルピー
は、米ドルに比べて高い金利を
有し、コモディティ価格の上下
動に対する感応度がかなり低い
と思われることから若干投資比
率を増やしました。 



ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 
(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 

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。 
分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。 
累積分配金額は、ファンド設定後に支払われた1万口当たりの税引前分配金の合計額を表示しています。 
運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 
※ 上記の図表は過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンドの運用成果、分配金の支払いおよびその金額について示唆あるい

は保証するものではありません。 

ファンドの基準価額の推移（2014年2月24日（設定日）～2016年12月30日（日次）） 

（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし 

（年1回決算型）限定為替ヘッジ （年1回決算型）為替ヘッジなし 
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（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ 
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ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし／(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 
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ファンドの特色 
 

１．世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得を目指します。 
◆各ファンドの運用は｢ファミリーファンド方式｣で行います。 
◆グローバルドライブ・マザーファンド(以下｢マザーファンド｣という場合があります｡)を通じて、各ファンドは主として
｢ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ｣(以下｢アロケーション・
ファンド｣といいます｡)米ドル建投資証券に実質的な投資を行います。 

◆補助的な位置付けとして、短期米ドル建債券などを主要投資対象とする上場投資信託証券(以下｢短期米ドル債ＥＴＦ｣とい
います｡)にも、マザーファンドを通じた実質的な投資を行います。 
ただし、アロケーション・ファンドの実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。 
※短期米ドル債ＥＴＦについては、規模、流動性、信用リスク、追従するベンチマーク指数の差異などを総合的に判断して、銘柄を決定
します。 

◆マザーファンドにおけるアロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株式会社に委
託します。 

 
２．為替ヘッジの有無および決算頻度の違いに応じて、｢(３ヵ月決算型)限定為替ヘッジ｣、｢(年１回決算型)限定為替

ヘッジ｣、｢(３ヵ月決算型)為替ヘッジなし｣、｢(年１回決算型)為替ヘッジなし｣の４つのファンドからお選びいた
だけます。 
◆｢(３ヵ月決算型)限定為替ヘッジ｣、｢(年１回決算型)限定為替ヘッジ｣では、実質外貨建資産については、原則としてそれ
ぞれのファンドにおいて米ドル売り／円買いの為替取引を行います。 

◆｢(３ヵ月決算型)為替ヘッジなし｣、｢(年１回決算型)為替ヘッジなし｣では、実質外貨建資産については、原則としてそれ
ぞれのファンドにおいて為替ヘッジを行いません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各ファンド間においてスイッチングができる場合があります。スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なります。
また、販売会社によっては一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。 

 
各ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります｡ 

 
３．原則として、３ヵ月ごとまたは年１回の決算時において、収益の分配を行います。 

◆｢(３ヵ月決算型)限定為替ヘッジ｣および｢(３ヵ月決算型)為替ヘッジなし｣(以下両ファンドを合わせて｢３ヵ月決算型ファン
ド｣といいます｡)の決算は年４回、毎年２月、５月、８月、１１月の各月１８日(休業日の場合は翌営業日)です。 

◆｢(年１回決算型)限定為替ヘッジ｣および｢(年１回決算型)為替ヘッジなし｣(以下両ファンドを合わせて｢年１回決算型ファン
ド｣といいます｡)の決算は、毎年２月１８日(休業日の場合は翌営業日)です。 

◆各ファンドにおける分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合などには、分配を行わないことがあります。 

◇運用状況により分配金額は変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません｡ 

米ドル売り 
／円買いの 
為替取引 

グローバルドライブ 
(３ヵ月決算型)限定為替ヘッジ 

グローバルドライブ 
(年１回決算型)限定為替ヘッジ 

投 

 

 

資 

 

 

者 

投資 

損益 
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損益 

購入代金 

分 配 金 
換金代金 
償 還 金 

短期米ドル債ＥＴＦ 

アロケーション･ファンド 
(ルクセンブルグ籍) 

運用:ブラックロック･ 
インベストメント･ 
マネジメント･ 
エル･エル･シー 

世界の 

株式･債券など 

米ドル建 
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グローバルドライブ 
(３ヵ月決算型)為替ヘッジなし 

グローバルドライブ 
(年１回決算型)為替ヘッジなし 

 

｢グローバルドライブ｣各ファンドは、マザーファンド(およびマザーファンドが投資する外国投資信託証券)を通じて、

主として世界の株式や債券などに投資します。実質的に組み入れた株式・債券などの値動きや信用状況の変化、為替

相場の変動などの影響により基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込み、損失を被ることがありま

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、各ファンドは元本が保証され

ているものではありません。 



ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし／(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 
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ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし／(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 

 

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、基準価額は変動
します。また、外貨建資産に実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。 
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。なお、投資信託
は預貯金とは異なります。 

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、金利動向、発行企業の業績・経営状
況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合には
その影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

為替変動リスク 

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、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、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当
該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

｢(３ヵ月決算型)限定為替ヘッジ｣および｢(年１回決算型)限定為替ヘッジ｣では、実質的な外
貨建資産については、原則としてそれぞれのファンドにおいて米ドル売り／円買いの為替取
引を行います。この為替取引により(マザーファンドを通じて実質的に投資する)アロケーシ
ョン・ファンドおよび短期米ドル債ＥＴＦが保有する米ドル建資産の対円での為替変動リス
クは軽減されますが、米ドル建て以外の資産については米ドルに対する為替変動リスクを負
うことになります。したがって、それらの通貨が米ドルに対して下落した場合には、それぞ
れのファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利が米ドルの金利より
も低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。 

金利変動リスク 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
公社債の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

信用リスク 

有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価
値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低
下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。
これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 
投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い新
興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。 

流動性リスク 

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性
があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファン
ドの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、税制など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。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。 
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未
発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高く
なる可能性があります。 

特定の投資信託証券 
に投資するリスク 

各ファンドが実質的に組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファン
ドの運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投
資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利とな
る可能性があります。 
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ファンドの主な投資リスク 

※基準価額の変動要因（投資リスク）は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認
ください。 



ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし／(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 

 

お申込みメモ 
 

商品分類 追加型投信／内外／資産複合 

購入単位 
（当初元本１口＝１円） 
購入単位は販売会社またはお申込コースにより異なります。 
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」の２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
方のみの取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社またはアセットマネジメントOneに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（各ファンドの基準価額は１万口当たりで表示） 
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 
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 
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して７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時までとし、当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。 

※申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。 
換金制限 投資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。 

スイッチング 
販売会社・委託会社の休業日および購入・換金申込不可日を除き、いつでもお申し込みできます。 
・スイッチング価額：購入価額／換金価額と同じ   
・各ファンド間においてスイッチングができます。 
※スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。 

購入･換金 
申込不可日 

以下に定める日には、購入・換金・スイッチングのお申し込みの受付を行いません。 
・ルクセンブルグの銀行の休業日  ・１２月２４日 

購入･換金申込受付 
の中止及び取消し 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金・
スイッチングのお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金・スイッチングのお申し込みを取り消す場合が
あります。 

信託期間 ２０２４年２月１９日まで（２０１４年２月２４日設定） 

繰上償還 
各ファンドの受益権の総口数が３０億口を下回ることとなった場合などには、繰上償還することがあります。また、各ファンドがマ
ザーファンドを通じて実質的に投資するアロケーション・ファンドが償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、マザーフ
ァンドおよび各ファンドを繰上償還します。 

決算日 ◆３ヵ月決算型ファンド：毎年２月、５月、８月、１１月の各月１８日（休業日の場合は翌営業日） 
◆年１回決算型ファンド：毎年２月１８日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 
原則として、毎決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合などには、分配を行わ
ないことがあります。 
※「分配金再投資コース」を選択された場合の分配金（税引後）は自動的に無手数料で全額再投資されます。 

課税関係 

収益分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税され
ます。 
各ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。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などには、課税上の取り扱いが変更になる場合があります。 

 

ファンドの費用 
 

お客さまが直接的に負担する費用 
購入時 購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、３.２４％（税抜３.０％）を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定める

手数料率を乗じて得た額となります。詳しくは販売会社またはアセットマネジメントOneにお問い合わせください。 
換金時 信託財産留保額 ありません。 

スイッチング時 スイッチング 
手数料 

購入時手数料の上限率の範囲内で、販売会社がそれぞれ独自に定めるスイッチング手数料率をスイッチング価額に乗じ
て得た額となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
※スイッチングの際には、別途換金時と同様の税金がかかります。 

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用 

保有期間中 

運用管理費用 
(信託報酬) 

日々のファンドの純資産総額に年率２.０３０４％（税抜１.８８％）を乗じて得た額とします。 
※マザーファンドを通じて実質的に投資するアロケーション・ファンドでは直接の投資運用会社報酬などはありません。
（ただし、ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬から、マザーファンドの投資
顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬か
ら、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。）アロケーション・ファンドの上記報酬
制度は変更される場合があります。  

※マザーファンドを通じて実質的に投資する短期米ドル債ＥＴＦについては、市場の需給により価格が形成されるた
め、その費用を表示することができません。 

その他の費用･ 
手数料 

監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、
その都度（監査報酬は日々）、投資信託財産が負担します。また、アロケーション・ファンドにおいても、有価証券売買
時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人な
どへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などがかかります。 
※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるもの
などがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。 

◎手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 
◎詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書などでご確認いただけます。 

 

委託会社、その他の関係法人 
 

■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 
ファンドの運用の指図などを行います。 

■受 託 会 社： みずほ信託銀行株式会社   ファンドの財産の保管および管理などを行います。 
■販 売 会 社： 募集・販売の取り扱い、投資信託説明書(目論見書)などの書面の交付、換金申込の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金・換

金代金・償還金の支払いなどを行います。 
  
マザーファンドにおけるアロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。 
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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（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。） 
インターネット ホームページ http://www.am-one.co.jp/ 



ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、11、12をご確認ください。                                                                        

(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ／(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし／(年1回決算型)限定為替ヘッジ／(年1回決算型)為替ヘッジなし 

追加型投信／内外 ／資産複合 グローバルドライブ 

 

販売会社名 登録番号 加入協会 
みずほ証券株式会社 
※｢(年１回決算型)限定為替ヘッジ｣および 
｢(年１回決算型)為替ヘッジなし｣のみ 
取り扱いを行います。 

金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第９４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 

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 

日本証券業協会、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 

みずほ信託銀行株式会社 
※｢(３ヵ月決算型)限定為替ヘッジ｣および 
｢(３ヵ月決算型)為替ヘッジなし｣のみ 
取り扱いを行います。 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第３４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 
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当資料のお取扱いについてのご注意 

販売会社一覧 

（順不同） （上記一覧表は、 2017年2月20日時点、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。） 

161201JS118548～51四半期レポート（汎用版） 

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申し込みは各販売会社にお問い合わせ下さい。 

 お申込に際しては、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。 

 各ファンドは、マザーファンド（およびマザーファンドが投資する外国投資信託証券）を通
じて、主として世界の株式や債券などに投資します。実質的に組み入れた株式や債券などの
値動きや信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額は変動しますので、こ
れにより投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。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、各ファンドは元本が保証されているもの
ではありません。 

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。 
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。 

投資信託ご購入の注意 

【各指数の著作権等】 
 
MSCIワールド・インデックス、MSCI各国株価指数は、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その
他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、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。 
シティ世界国債インデックス、シティ世界国債国別インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックス
LLCに帰属します。 


