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各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、p6、8、9をご確認ください。                                                                        

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：グローバル・ポケット（毎月決算型）／（成長型） 追加型投信／内外／株式 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報をもとに作成しています。 
※ 上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の動向や各ファンドの運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 
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 5Gへの進化によって最高伝送速度が現行
4Gの最大100倍（10Gbps）になるといわれ
ています。これにより遅延なく高画質な映像の
視聴が可能になります。例えば、2時間の映画
も約3秒でダウンロードできるようになるなど、ス
マートフォンやタブレットなどを通じた動画視聴が
より一層身近になると考えられます。 

 また、超高速化にともない、データ通信量も
飛躍的に増加していくことが予想されます。 

 世界では2020年を目処に次世代の超高速無
線通信「第5世代（5G）」の導入に向けた実証試
験や技術条件の策定などの取り組みが行われてい
ます。現在の4Gから5Gへの進化により、これまで実
現できなかったさまざまなサービスを受けることができ
ると期待されています。  

ピュア・インフラ企業：セクターレポート 

通信セクターにおける注目点 
モバイル通信は第５世代へ進化 

全世界のモバイルデータ通信量の推移（予測） 

① 超高速 – 現行速度の最大100倍に 

※2017年以降は予測値 
出所：Cisco VNI Mobile, 2017年の情報をもとにアセットマネジメント 
      One作成 （年） 

 新たな通信システム導入には、通信鉄塔をはじめ
とした通信インフラ施設の拡充が必要不可欠であり、
次世代通信システムへの進化は通信セクターに中
長期的な恩恵を与えると考えられます。 
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＜5Gが目指す世界の主な特徴＞ 
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47％ 
年平均 
成長率 

期間：2016年～2021年（年次） （ｴｸｻﾊﾞｲﾄ/月） 

出所：総務省「2020年代に向けた情報通信インフラと電波利用」の情報をもとにアセットマネジメントOne作成 
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② 超低遅延 – 現行の10分の1まで遅延が短縮 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報をもとに作成しています。 
※ 上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の動向や各ファンドの運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 

（注）上記はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。 
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各世代のモバイル通信システムにおける遅延 
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5Gの実現によりデータ通信の遅延が10分
の１まで短縮されることで、自動運転や遠
隔外科手術等の精緻な操作をリアルタイム
通信で実現することが可能になるといわれて
います。 

既存の4Gネットワークの遅延条件では、時
速100kmで自動車を運転する際、障害物
を発見してからブレーキシステムが始動する
までに約28cm走行しますが、5Gではその
距離が約2.8cmまで短縮されます。 

各世代のブレーキシステム始動までの制動距離 
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 今後IoT（モノのインターネット）によって無線ネットワークに常時接続する端末数が急激に増加することが
予想されています。また、5Gへの進化によって現行の100倍となる端末の同時接続が可能といわれているこ
とから、今後さまざまなモノがインターネットにつながり、日常生活が大きく変化していくことが予想されます。 

70％ 
年平均 
成長率 

期間：2016年～2021年（年次） （ｴｸｻﾊﾞｲﾄ/月） 

③ 多数同時接続 – 現行の100倍となる接続端末数を実現 

※2017年以降は予測値 
出所：Cisco VNI Mobile, 2017年の情報をもとにアセットマネジメントOne作成 

IoTによってさまざまなモノがネットに接続 機器間接続によるモバイルデータ通信量の推移（予測） 

（年） 

※制動距離は総務省の情報をもとにアセットマネジメントOne試算（注）上記はイメージであり、実際とは異なる場合があります。 
出所：総務省「2020年代に向けた情報通信インフラと電波利用」の情報をもとにアセットマネジメントOne作成 
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第1段階（３G) 第2段階（移行期）（４G） 第3段階（５G） 

従来：大・中型規模の通信基
地局のみでエリア全域をカバー 

大・中型規模の基地局の 
電波カバレッジ スモールセルの電波カバレッジ 

通信鉄塔企業による5G導入に向けた通信ネットワーク網構築の変遷 

現在は高速通信・データ通信量の拡大に向けた第2段階 

出所：American Tower “Introduction to the Tower Industry and American Tower” の情報をもとにアセットマネジメントOne作成 

 街灯や電柱等に設置されたスモールセルは
通信鉄塔企業が保有しています。携帯会社
は使用料を支払って自社の設備等をスモール
セルに設置することで、通信電波範囲の拡大
や、逼迫するトラフィックの解消などが期待でき
ることから、今後増加することが予想されます。 

 電波のつながりやすさを求める電波範囲の拡張期から超高速・超大容量・超低遅延に向け、既存電波
範囲内において新たな小型通信基地局（スモールセル）の増設が進んでいます。今後5Gの導入に向け
て通信鉄塔企業によるスモールセルの整備がさらに必要になると考えられます。 

通信鉄塔 スモールセル  

5Gの実現には通信基地局の拡充が必要不可欠に！ 

（注）上記はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。 

新しい通信基地局の普及 – スモールセル市場の拡大 

世界のスモールセル市場規模の推移 

（注）上記はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。 
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期間：2010年～2019年（年次） 

※2016年以降は予測値 
出所：総務省「平成28年版 情報通信白書」の情報をもとにアセットマネジメントOne作成 

通信鉄塔 

スモールセル 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報をもとに作成しています。 
※ 上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の動向や各ファンドの運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 

携帯会社は通信鉄塔企業へ
スモールセルの使用料を支払い
自社の通信環境を改善。 
 
 
 

携帯会社の 
各種通信設備 

現在：大・中規模およびスモールセル
を組み合わせてカバー 

今後：スモールセル中心でカバー 

 

 

通信鉄塔企業の
アンテナ設備等 
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※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報をもとに作成しています。 
※ 上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の動向や各ファンドの運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。上記の個別銘柄は一例 
   であり、各ファンドへの組入れを示唆・保証するものではありません。また、掲載した個別銘柄の売買を推奨するものではありません。 

通信鉄塔企業の参考銘柄：クラウンキャッスル・インターナショナル（通信） 

 クラウンキャッスル・インターナショナルは、米国の主要都市を中心に通信鉄塔やスモールセルを展開して
います。運営する通信鉄塔数は米国内で40,000超の米国最大規模の通信鉄塔運営企業です。 

 近年では特に5Gに向けた設備投資の1つとして、米国内の主要都市部でのスモールセルの拡充に力
を入れ、携帯通信会社からの中長期的な需要拡大の恩恵を受けると考えられます。 

※四捨五入の関係で、合計が100％とならない場合があります。 
出所：クラウンキャッスル・インターナショナルのホームページ等の情報をもとにアセットマネジメントOne作成 

通信鉄塔企業の収益の仕組みと特徴は？ 

地上部分については、通信
鉄塔企業が所有もしくは長
期リースを基に運営し、各テ
ナントが通信機器やバック
アップ電力などの設備を配
置しています。 

通信鉄塔の設置イメージ 

携帯会社に対して通信鉄塔のアンテナ設置部
分を貸し出すことによる賃料収入が主な収益
源です。 

一般的な通信鉄塔は、1基で携帯会社4社
分のアンテナ設置が可能といわれています。 

少ない費用で各携帯会社のアンテナ設置をす
ることが可能なことから、費用対効果が高い事
業といえます。 

足元では5Gに向け、都市部においてスモールセ
ルの導入が進み、携帯会社からのアンテナ設
置需要が増加しています。 

出所：クラウンキャッスル・インターナショナルのホームページ等の情報をもとにアセットマネジメントOne作成 

クラウンキャッスルの顧客別賃料収入の割合 米国における通信業界を取り巻く数字 

45％の米国の成人
はタブレットを所有 

一人当たりの月間データ
使用量は4.0GB 

（2017年1-3月期） 

主要顧客は米国4大
携帯会社で、4社が
賃料収入の約9割を
占めています。 
 

68％の米国人は
スマートフォンを所有 
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)／(成長型)は、主としてマザーファンドを通じて、世界各国の株式など
に投資します。実質的に組み入れた株式などの値動き、為替相場の変動などの影響により基準価額が変動しますので、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) 
 

１．主として世界のインフラ関連企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的なキャッシュフ
ロー創出能力などに着目します。 

◆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。 

◆各ファンドでの｢インフラ関連企業｣とは、インフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを
獲得する企業を指します。つまり、｢ピュア(純粋)｣なインフラ企業が主要投資対象となります。 

◆｢株式など｣とは上場株式、預託証券、ＭＬＰ※などの株式に類似する権利、上場投資信託証券を指します。 

※ＭＬＰとはマスター・リミテッド・パートナーシップ(Ｍａｓｔｅｒ Ｌｉｍｉ ｔｅｄ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈ ｉｐ)の略称で、米国のエネルギーインフラへの

投資促進などを目的とする共同投資事業形態のひとつです。 

◆株式などには、｢世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド｣(以下｢マザーファンド｣という場合があります｡)を通じ
て投資します。 

マザーファンドの運用方針 

・新興国および日本を含む世界各国のインフラ関連企業が発行する株式などを主要投資対象とします。 

・株式などの銘柄選定にあたっては、市況動向や、個別企業のキャッシュフロー安定性、成長性、流動性、配当などを勘案
して投資を行います。 

・株式などの組入比率については、原則として高位を保ちますが、マーケット環境や資金動向を勘案して組入比率を投資信
託財産の５０％程度を下限として引き下げる場合があります。 

◆各ファンドおよびマザーファンドにおいて、原則として為替ヘッジは行いません。 
 

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、上記のような運用を行わないことがあります｡ 

 

２．マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託しま
す。 

 

３．アセットマネジメントOneが設定・運用する特定のファンドとの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。 

 

４．分配方針の異なる＜毎月決算型＞／＜成長型＞から選択できます。 

◆＜毎月決算型＞は、原則として、毎月１５日(休業日の場合は翌営業日｡)の決算時に、利子・配当等収益を中心に分配を行
います。また、毎年２月および８月の決算時の収益分配金額は、基準価額水準などを勘案し、上記分配相当額のほか、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を行う場合があります。 

◆＜成長型＞は、原則として、年２回(毎年２月、８月の各月１５日。休業日の場合は翌営業日｡)の決算時に、基準価額水準
や市況動向などを勘案して分配を行います。 

◇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。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。 
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主な投資リスクと費用（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） 
 

各ファンドは、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、各ファン
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、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。 
また、新興国通貨建証券の場合、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。 

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。 

特定の業種・ 
有価証券の種類 
への投資リスク 

各ファンドで実質的に投資する株式などの銘柄は、限定されたインフラ関連の業種が中心と
なります。したがって、幅広い銘柄に分散投資を行うファンドと比較して基準価額の変動が
大きくなる可能性があります。また、株式などの中には、上場普通株に加えて、預託証券、
株式に類似する権利、上場投資信託証券が含まれます。普通株に類似した性格を持つ証券で
はあるものの、それぞれの市場において普通株とは異なる取引上や税制上の取り扱いを受け
る場合があり、結果的に基準価額に影響を及ぼす可能性があります。 

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、様々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。 

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。 

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。 

※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。 

 

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。  

費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 
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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ください。 

お申込みメモ（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）

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。）

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 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を行いません。

・オーストラリア証券取引所の休業日          ・シドニーの銀行の休業日

・ニューヨーク証券取引所の休業日            ・ニューヨークの銀行の休業日

※スイッチング対象ファンドによっては、上記に定める日以外にもスイッチングのお申込みの受付を行わない場合があります

   ので、 詳しくは販売会社でご確認ください。

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・スイッチングのお申込みを取り消す場合があります。

信託期間 2020年８月17日まで（2010年８月30日設定）

繰上償還 次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがあります。

・受益権の総口数が10億口を下回った場合

・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合

・やむを得ない事情が発生した場合

決算日 ◆世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）：毎月１５日（休業日の場合は翌営業日）

◆世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（成長型）：毎年２月、８月の各１５日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
◆世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）：年１２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。

◆世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（成長型）：年２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 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

※原則、収益分配金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。

※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。

スイッチング
各ファンドとアセットマネジメントOneが設定・運用する特定のファンドとの間において乗り換え（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。

※スイッチングの方法などは、購入および換金の場合と同様になります。また、購入時手数料は販売会社が別途定めます。

ファンドの費用（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）

●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、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

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を、換金時にご負担いただきます。

●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

（信託報酬）
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8144％（税抜1 .68％）

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保管等に要する費用

・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　等

監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

※ これらの費用等は、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・上限額等を示すこと

    ができません。

下記の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ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。
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投資信託ご購入の注意

投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

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。

○ 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。

○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクもあります）等に投

資しますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかか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、購入金額について

元本保証および利回り保証のいずれもありません。

◆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

[ファンドの運用の指図を行う者]
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

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆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/

マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。

 

 

販売会社一覧(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) 
   

販売会社名 登録番号 加入協会 

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 

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 

この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。  
 

 (上記の一覧は2017年7月31日時点の情報です。） 
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