ファンド情報提供資料
データ基準日：2018年12月末

グローバル・ソブリン・オープン
（毎月決算型）／（３ヵ月決算型）／（１年決算型）／（資産成長型）＜愛称：グロソブN＞
追加型投信／内外／債券

・グロソブに投資をしている人
・これから投資を考えている人 に是非読んで欲しい！！

グロソブ
今、注目

すべき

３ 理由
つの

Ｐａｒｔ１ 「安定した値動き」
グロソブとは・・・

動画でも
解説中！

Ｇｌｏｂａｌ
：世界主要先進国の
Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ ：国債や政府機関債等に投資する
Ｏｐｅｎ
：追加型投資信託
グロソブとは、2008年8月8日に約5兆8,000億円＊の純資産総額を有していた投資信託。
かつての超人気ファンドが足下の市場環境から、再び注目を集める可能性が出てきた。
本資料では、「今、注目すべき理由」を全３回に分けて、ファンドマネジャーの樋口がお伝えしていく。
第１回目は「安定した値動き」について。
＊グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）のみ
※本資料は「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）／（３ヵ月決算型）／（１年決算型）／（資産成長型）」の４ファンドを「グロソブ」とよぶ
ことがあります。ファンドの商品性・リスクなどについては投資信託説明書（交付目論見書）をご確認いただく必要があります。

樋口 達也／Ｔａｔｓｕｙａ Ｈｉｇｕｃｈｉ

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 債券運用部
エグゼクティブ・ファンドマネジャー

1991年に国内大手生命保険会社に入社。株式運用、債券運用、
海外での資産運用会社勤務など広く運用業務を経験。
2006年に三菱UFJ国際投信（旧：国際投信投資顧問）に入社。
2014年からグロソブの運用を担当し、2015年からはグロソブの
運用責任者を勤める。先進国やアジアなど幅広い投資先で債券、
為替戦略を組み合わせたアクティブ運用を行う。
【本資料に関するご注意事項】の内容を必ずご覧ください。
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グロソブ
今、注目すべき３つの理由 Ｐａｒｔ1
Ｑ. なぜ、今注目すべきなのですか？

上昇する米国の政策金利
樋口ＦＭ

■米国政策金利と10年国債利回りの推移
（％）
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（期間：2001年1月末〜2018年12月末）
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これまで米国では景気回復などを背景に利
上げが行われています。2018年12月にも
0.25％の利上げが行われました。結果として、
米国の長期国債の金利水準は3％程度まで
上昇しており、債券投資による収益を期待で
きる環境になってきたからです。

2016年1月

出所：Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

Ｑ. なぜ、グロソブに優位性があるのでしょうか？

グロソブの投資対象
Ｇｌｏｂａｌ
：世界主要先進国
Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ ：国債や政府機関債等

信用力が高い債券

樋口ＦＭ
グロソブは、日本を含む、世界主要先進国の
政府が発行する国債や政府機関が発行する
政府機関債等に投資をしており、高水準かつ
安定的なインカムゲインの確保と信託財産の
成長を目的に運用を行っています。金利が上
昇してきたことで利子収入の積み上げにより、
為替や債券価格の
変動による価格変動
をカバーする効果が
低金利の時と比較して
大きくなっています。

・資金動向や市況動向等によっては、上記の運用方針通りの運用ができない場合があります。
・上記は、将来の運用成果等を保証するものではありません。
【本資料に関するご注意事項】の内容を必ずご覧ください。
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グロソブ
今、注目すべき３つの理由 Ｐａｒｔ1
Ｑ. 先進国国債の値動きは、どのようになっていますか？
樋口ＦＭ
グロソブの投資対象である先進国国債の値動きは、相対的に安定しています。
それを、わかりやすくするために、よく知られている先進国の各資産の値動きを
比較したいと思います。こちらをご覧ください。

先進国国債は相対的に安定した値動き
■各資産（円ベース）の価格推移グラフ
（期間：1997年12月末〜2018年12月末）
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出所：Bloomberg、MSCI、S&P、ＩＣE Data Indices,LLCのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

樋口ＦＭ
こちらは、約20年前の1997年12月末を100とした場合の推移です。株式やリートなどは2007年半ば
まで上昇していることがわかります。その後は、リーマンショックなどの金融危機もあり、先進国リート、
先進国株式、日本株式などのリスク資産は大きく下落し、100を下回りました。
一方で、日本を含む先進国国債は、やや下落したものの、1997年12月の水準を
下回ることはなく、その後も安定的に推移しています。
これまで株式などのリスク資産が上昇していますが、株式などのリスク資産は
価格が不安定になる局面も過去には見られています。その様な場合に、
米国などの金利が上昇してきた今、利子収入を積み上げながら安定的に
運用できるグロソブは力を発揮できると考えています。

・上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。
指数については『本資料で使用している指数について』をご覧ください。
・各資産のリターンはそれぞれの指数を基に三菱UFJ国際投信が円換算し（先進国国債、日本国債、日本株式を除く）計算したものです。
・上記は、将来の運用成果等を保証するものではありません。
【本資料に関するご注意事項】の内容を必ずご覧ください。
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ファンドの目的・特色
【ファンドの目的】
（毎月決算型／３ヵ月決算型／１年決算型） ： 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
（資産成長型） ： 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。

【ファンドの特色】
《共通の特色》
1.世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
2.安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。
◆ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）をベンチマークとします。ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）は、FTSE Fixed
Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC
は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的と
しており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いませ
ん。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。※ベンチマークを上回る投資成果をあ
げることを目指し運用を行いますが、これを保証するものではありません。◆ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行い
ます。ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（本部所在地：米国カリフォルニア州）の日
本拠点です。

資金動向や市況動向等によっては、共通の特色１、共通の特色２のような運用ができない場合があります。
《異なる特色》
（毎月決算型） ： 毎月決算を行い、収益の分配を行います。毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
（３ヵ月決算型） ： ３ヵ月に１回決算を行い、収益の分配を行います。毎年３、６、９、12月の17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基
づいて分配を行います。
収益分配方針●分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。●委託会社が基準価額水準・市況動向等
を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。 ◆将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではなく、委託会社
の判断により、分配を行わない場合もあります。後記「収益分配金に関する留意事項」をご覧ください。
（１年決算型） ： 年１回の決算時（2月17日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し
て決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。●分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則と
して分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。） ◆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。
（資産成長型） ： 信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。毎年11月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を
行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。収益分配方針●分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額と
します。●委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入の中から分配金額を決定しますが、信託財産の十分な成長に資することに配慮
して分配を行わないことがあります。 ◆将来の収益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。また、委託会社の判断により、分
配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、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。また、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。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、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。ファンド購入後の運用状
況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

投資リスク
基準価額の変動要因：基準価額は、組入れている有価証券の価格変動等により上下します。また、組入有価証券等の発行者等の経営・財務状況の変化および
それらに関する外部評価の影響を受けます。これらの運用により信託財産に生じた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
さまの投資元本が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。投資信託は預貯金と異なります。
主な変動要因は、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスクです。上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。くわしくは、投資信託
説明書（交付目論見書）をご覧ください。

本資料に関するご注意事項
■本資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よ
りお渡しする最新の投資信託説明書（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。
■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただい
た投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

ファンドの費用
■購入時 ： 《購入時手数料 》 購入価額に対して、上限1.62％（税抜 1.50％） 販売会社が定めます。くわしくは、販売会社にご確認ください。
■換金時 ： 《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0.5％をかけた額
■保有期間中 ： 《運用管理費用（信託報酬）》 各ファンドの日々の純資産総額に対して、年率1.350％（税抜 年率1.250％）をかけた額
《その他の費用・手数料》 以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。 ・ 監査法人に支払われる各ファンドの監査費用 ・ 有価証
券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ・ 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ・ その
他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
※■毎月決算型・３ヵ月決算型：運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、各ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時
に各ファンドから支払われます。■１年決算型・資産成長型：運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、各ファンドの基準価額に反映されま
す。毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。
※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
なお、各ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

本資料で使用している指数について
●先進国国債：FTSE世界国債インデックス
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
券インデックスです。
●日本国債：FTSE日本国債インデックス
FTSE日本国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本国債の総合収益率を指数化した債券インデックスです。
各指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、
脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。各インデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLC に帰属しま
す。
●米国ハイ・イールド債券：ICE BofAML 米国ハイ・イールド・コンストレインド指数
ICE BofAML 米国ハイ・イールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する米国のハイイールド債券の値動きを表す指数です。
同指数は、ICE Data Indices, LLC、ICE Dataまたはその第三者の財産であり、三菱UFJ国際投信は許諾に基づき使用しています。ICE Dataおよ
びその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。
●先進国株式：MSCI ワールド インデックス
MSCI ワールド インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国で構成されています。
同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。
●日本株式：東証株価指数（TOPIX）
東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを
表す代表的な株価指数です。同指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
●先進国リート：S&P先進国REIT指数
S&P先進国REIT指数とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、先進国の不動産投資信託（REIT）および同様の制度に基
づく銘柄を対象に浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。同指数はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス（S&P DJI）の商品であり、これを利
用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。S&P DJIは、同指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

販売会社（購入・換金の取り扱い等）
販売会社は右記の三菱ＵＦＪ国際投信の照会先で
ご確認いただけます。

設定・運用は

