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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）〈愛称：エマソブN〉
足元のロシア情勢の緊迫化に関して

ファンド情報提供資料
データ基準日：2022年2月25日

平素はエマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）〈愛称：エマソブN〉をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今般のロシアによるウクライナへの侵攻に伴い、ロシアやウクライナの金融市場をはじめ、世界の金融市場で動
揺が広がっています。
そこで、今回の事態に関しての現状、またこれに関連した西側諸国による制裁措置、そして、今後のロシア関連資
産の見通しと投資方針について、ご報告いたします。
今後とも当ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ロシアのウクライナ侵攻と、これに対応した西側諸国による制裁措置等
ロシアは2月24日に首都キエフを含むウクライナ国内の複数の都市への攻撃を開始しました。攻撃の目的は、ウク
ライナの指導者を親ロシア派で固めようという意思が背景にあると見ています。軍事衝突は、おそらくウクライナ政府
が崩壊し、ロシアが東ウクライナの大部分を確保するまで続く可能性が高いと予想されます。しかし、それが達成さ
れたとしても、強い抵抗勢力が存在することが予想されるため、平静を保つことが困難な状況が続くと思われます。
このような環境の下、多くの国が連携し、制裁が急速にエスカレートすることが予想されます。2月24日に米国の
追加制裁が発表され、VTB銀行をはじめとするロシアの大手金融機関が、財務省外国資産管理室（OFAC）の特別
指定国民（SDN）制裁リストに追加され、さらにズベルバンクやガスプロムなど複数社の新規株式・債券への投資を
禁止する制裁、プーチン大統領に近い個人に対する制裁も実施されました。 最後に、ズベルバンクが米国の金融
機関に口座を維持することを制限する制裁が課され、バイデン米大統領は技術輸出の禁止にも言及しました。これ
ら新たに発表された制裁措置の影響については、現在、さらに精査を進めています。現状では、これらの制裁が
プーチン大統領の行動に変化をもたらす可能性は低いと考えています。

ロシア関連資産の見通しと投資方針
2月24日基準日のマザーファンドで、ロシアの債券等を2.75%程度、ウクライナの債券等を2.95%程度組み入れて
おります。
プーチン大統領の行動は、ロシアに経済的、金融的、政治的な孤立をもたらすとみられています。市場は紛争の
激化等を考慮し、ロシアとウクライナに対する警戒感を強めており、不確実性とボラティリティの急上昇の中で流動
性は大幅に低下しています。
新興国全体で見ると、特定の国への影響は紛争に関連する地理的な位置に依存する他、コモディティ価格上昇
の影響などが考えられますが、特に東欧の多くの国にとってネガティブな影響を及ぼしています。ベラルーシに関し
てはすでに米国の制裁下にありますが、今回のロシアへの協力姿勢などから、さらに厳しい制裁に直面する可能性
が高いとみています。トルコも、ロシアからの観光収入があり、経済的な影響を受けると思われます。状況は流動的
であり、変化し続けているため、運用チームとしてはその動向を注視しています。

■ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの情報提供に基づき作成しています。
■市況の変動等により、上記のような運用が行えない場合があります。
■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりません。
※「本資料のご利用にあたっての注意事項等」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
高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得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
特色１ エマージング・カントリー（新興国）のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
・新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行
います。
（一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。）
新興国の現地（自国）通貨建債券への投資は、行いません。
【エマージング・カントリー（新興国）】
一般的に、先進国と比較すると証券市場は未発達なものの、経済成長の著しい、あるいは可能性の高い新興諸国を指します。
【ソブリン債券】
各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行す
る債券もこれに含まれます。
【準ソブリン債券】
政府の出資比率が50％を超えている企業の発行する債券とします。
重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合が
あります。
特色２ 新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
・新興国の債券に投資することにより、相対的に高い利回りが期待されます。
一般的に新興国が発行する債券は格付けが低く、先進国等が発行する上位格付け債券と比較して高い利回りとなる傾向があります。したがって、
相対的に高い投資収益率が期待できる反面、デフォルトが生じるリスクも高いと考えられます。
【格付け】
債券などの元本や利子が、償還まで当初契約の定め通り返済される確実性の程度を評価したものをいいます。
格付機関が、債券などの発行者の財務能力、信用力、今後の方向性などを分析、評価して、数字や記号で簡潔に表します。
【デフォルト】
投資した債券の元本やその利子の一部または全部が回収できない、もしくは遅延すること。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。
・J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算）をベンチマークとします。
ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。
投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制
の変更、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があり
ます。
特色３ 債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
特色４ 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8月5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。
■ファンドのしくみ
・ファミリーファンド方式により運用を行います。
＜当ファンドが主要投資対象とするマザーファンド＞
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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投資リスク
■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、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。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
為替変動
リ スク

当ファンドは、主に米ドル建の有価証券に投資しています（ただし、これらに限定されるものではあり ません。 ）。 外貨建資
産に投資を行っていますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く（円安に）なれば当ファンドの基準価額
の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば当ファンドの基準価額の下落要因となります。

金利変動
リ スク

投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は下落（上昇） し、 当ファンドの
基準価額の変動要因となります。
当ファンドは米ドル建債券を中心に投資を行うため、特に米国金利の変動に影響を受けますが、新興国の金利等の影響を
受ける場合もあります。
また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い
債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高く なり 、当ファンドの基準価額の
変動は大きくなります。

債券発行国の債務返済能力等の変化等による格付け（信用度）の変更や変更の可能性などにより債券価格が大きく 変動
信用リ スク し、当ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。
（デ フ ォ ルト ・ 一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト（債務不履行および支払遅延）が生じ
リスク ）
るリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく 下落する可能性が
あります。なお、このような場合には流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。
債券の発行国の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）により金融・証券市場が混乱して、債券価格が大きく
変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
・先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能
カントリ ー・
性があります。
リ スク
・政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
・海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
・先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。

流動性
リ スク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、 あるいは売り 供給がなく購入不可能等と
なるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは当ファンドの解約金額の規模
によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には当ファ
ンドの基準価額の下落要因となります。
一般的に、新興国の債券は、高格付けの債券と比較して市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な
売買が行えないことがあります。

上記のリスク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。
■その他の留意点
・投資信託（ファンド）の分配金は、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。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・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当ファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、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。
・当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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手続・手数料等
■お申込みメ モ
購入単位

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額
※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

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差引いた価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。

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、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合には、購入・換金はできません。
※具体的な日付については、委託会社のホームページ（「ファンド関連情報」内の「お申込み不可日一覧」）をご覧ください。

申込締切時間

原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

換金制限

当ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金はできません。

購入・換金申込受付
の中止及び取消し

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、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消すことがあります。

信託期間

無期限（2013年11月6日設定）

繰上償還

当ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の10分の1または10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げ
て償還となることがあります。

決算日

毎年8月5日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年1回の決算時に分配を行います。
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償
還時の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）
の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。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。

■フ ァンドの費用
お客さま が直接的に負担する費用
購入時手数料

購入価額に対して、上限3.30％（税抜 3.00％）（販売会社が定めます）
（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

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
お客さま 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）

日々の純資産総額に対して、年率1.7270％（税抜 年率1.5700％）をかけた額

その他の費用・
手数料

監査法人に支払われる当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についても当ファンドが負
担します。
※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。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、当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
時または償還時に当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、当
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。

本資料のご利用にあたっての注意事項等
●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。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。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等
や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示す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。
●委託会社（ファンドの運用の指図等）
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404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（ファンドの財産の保管・管理等）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/
＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034
（受付時間 営業日の9：00～17：00）

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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販売会社情報一覧表
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称：エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）
商号
アイザワ証券株式会社
金融商品取引業者
株式会社青森銀行
登録金融機関
岩井コスモ証券株式会社
金融商品取引業者
ａｕカブコム証券株式会社
金融商品取引業者
株式会社ＳＢＩ証券
金融商品取引業者
岡三にいがた証券株式会社
金融商品取引業者
株式会社熊本銀行
登録金融機関
株式会社京葉銀行
登録金融機関
光世証券株式会社
金融商品取引業者
篠山証券株式会社
金融商品取引業者
株式会社十八親和銀行
登録金融機関
株式会社新生銀行（委託金融商品取引業者 マネッ 登録金融機関
クス証券株式会社）
株式会社仙台銀行（※）
登録金融機関
東海東京証券株式会社
金融商品取引業者
東洋証券株式会社
金融商品取引業者
ＰＷＭ日本証券株式会社
金融商品取引業者
フィデリティ証券株式会社
金融商品取引業者
株式会社福岡銀行
登録金融機関
松井証券株式会社
金融商品取引業者
松阪証券株式会社
金融商品取引業者
マネックス証券株式会社
金融商品取引業者
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者
山和証券株式会社
金融商品取引業者
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関
楽天証券株式会社
金融商品取引業者

登録番号等

日本証券業
協会

関東財務局長（金商）第3283号
東北財務局長（登金）第1号
近畿財務局長（金商）第15号
関東財務局長（金商）第61号
関東財務局長（金商）第44号
関東財務局長（金商）第169号
九州財務局長（登金）第6号
関東財務局長（登金）第56号
近畿財務局長（金商）第14号
近畿財務局長（金商）第16号
福岡財務支局長（登金）第3号
関東財務局長（登金）第10号

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

東北財務局長（登金）第16号
東海財務局長（金商）第140号
関東財務局長（金商）第121号
関東財務局長（金商）第50号
関東財務局長（金商）第152号
福岡財務支局長（登金）第7号
関東財務局長（金商）第164号
東海財務局長（金商）第19号
関東財務局長（金商）第165号
関東財務局長（金商）第2336号
関東財務局長（金商）第190号
関東財務局長（登金）第611号
関東財務局長（金商）第195号

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
日本
第二種
金融先物
投資顧問業
金融商品
取引業協会
協会
取引業協会

○

○

○

○

○

○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○

○

○

・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。

5/5

○
○
○

