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ファンドの商品性について

ファンド情報提供資料
データ基準日：2022年8月23日

平素は「スマート・プロテクター90オープン」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは2017年5月9日に設定後、短期金融資産（預金含む）および日本を含む世界各国の株式・債券等を

実質的な主要投資対象とし、資産配分比率および投資比率を調整し、基準価額の下落を「フロア水準」までに抑

えつつ、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざす運用を行って参りました。

主要中央銀行における金融引き締め観測やウクライナ情勢の緊迫化の影響を受けて9,200円近辺で推移してい

た基準価額は、2022年8月23日に基準価額が9,176円まで下落しました。

これにより、当ファンドの繰上償還の条件である「基準価額がフロア水準、9,176円（設定来の基準価額の 高値

（10,196円）の90％の水準）以下となった場合には、短期金融資産による安定運用に切り替えた後、速やかに信

託を終了させます。」に該当するため、繰上償還することとなりましたので、お知らせ申し上げます。

本資料では、当ファンドの基準価額推移とこれまでの投資行動についてご説明させていただきます。

何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※基準価額、フロア水準は1万口当たりです。基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。

※「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご覧ください。

当ファンドは、純資産総額の 大10％の
「ふやす（スワップ取引）」部分と、純資産
総額の 小90％の「まもる（短期金融資
産）」部分で構成されています。

「フロア水準」とは基準価額がこれを下回
らないよう目標とする水準です。

※各種費用やマイナス金利の影響等により、基準価額がフロア水準を下回ることがあります。
※基準価額が当該水準を下回らないことを委託会社が保証するものではありません。
※上記は、当ファンドの基準価額とフロア水準のイメージを簡易的に表すための図であり、実際の結果とは異なります。

■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。

■市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。

ファンドの基準価額とフロア水準の推移（期間：2017年5月9日（設定日）～2022年8月23日）

※設定来、分配金のお支払いはございません。
・基準価額、フロア水準は1万口当たりです。基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・フロア水準とは、基準価額がこれを下回らないよう目標とする水準ですが、フロア水準の確保を保証するものではありません。
・信託期間を通じて、各種費用やマイナス金利の影響等により、基準価額がフロア水準を下回ることや、フロア水準を下回ったときよりも償還価額がさらに下落する
ことがあります。

（2022年8月23日現在）

基準価額 9,176円

純資産総額 18.26億円

フロア水準 9,176円

基準価額 高値
（設定来）

10,196円

※本資料は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド（以下「MSIM」ということがあります。）およびモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・
インターナショナル・ピーエルシー（以下「MSIP」ということがあります。）のデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信が作成しています。
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■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。

■市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。

※「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご覧ください。

当ファンドの基準価額がフロア水準以下となった背景

設定来の基準価額と危険信号のシグナル点灯期間

※基準価額は、1万口当たり、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
※危険信号が点灯した期間は、投資先ファンドの基準日ベース。※設定来、分配金のお支払いはございません。

各資産の実質的な構成比率（対純資産総額比）

※各資産の組入比率は、投資先ファンドの基準日におけるふやす（スワップ取引）部分の実質的な投資比率を基に
三菱ＵＦＪ国際投信が試算したものであり、実際の値とは異なる場合があります。
当ファンドの運用においてはスワップ取引を通じて実質的に株式・債券に投資しています。

（期間：2017年5月～2022年7月）

（期間：2017年5月9日（設定日）～2022年8月22日）

期間①（設定～2018年12月）
設定当初は株式の比率を高めとしました。その後は、米中の貿易対立の激化懸念などを受け、適宜組入比率を調整し
ました。先進国株式の下落などがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

期間②（2019年1月～2019年12月）

「ふやす（スワップ取引）部分」における株式の比率を40％程度としました。先進国株式の上昇などがプラスに寄与し、
基準価額は上昇しました。

期間③（2020年1月～2021年12月）

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、金融市場が一時的に大きく変動しましたが、当ファンドは「ふやす（スワップ
取引）部分」の実質的な投資比率を引き下げて運用していたため影響は限定的でした。その後、基準価額とフロア
水準の差が縮まったことで実質的な投資金額が小さくなり（P3の「ふやす（スワップ取引）部分の推移」グラフご参照）、
基準価額の一層の下落が抑制された一方、株価上昇の恩恵を享受できない環境が継続しました。そのため、信託
報酬などがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

期間④（2022年1月～直近）

主要中央銀行における金融引き締め観測やウクライナ情勢の緊迫化などを受けて先進国株式が下落したことや、
信託報酬などがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

危険信号とは

「株式および債券各市場に対する短期的な見通しに関する判定指標」の
こと。判定指標が各市場の下落予想を示唆する場合点灯し、ふやす
（スワップ取引）部分の実質的な投資比率を引き下げます。

期間① 期間② 期間③ 期間④

グレー部分：危険信号が点灯した期間
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※基準価額、フロア水準は1万口当たりです。基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。

※設定来、分配金のお支払いはございません。
※ふやす部分はあくまで理論上の値であり、実際の値とは異なる場合があります。

基準価額とフロア水準の推移

ふやす（スワップ取引）部分＝基準価額とフロア水準の差に相当する部分

「ふやす部分」決定

＜フロア水準の仕組み＞

●設定当初のフロア水準は
9,000円
●設定後のフロア水準は設定
来の基準価額の最高値の90％
の水準
●フロア水準は基準価額が最
高値を更新するごとに上昇
●一度引き上げられたフロア
水準は引き下げられることは
ありません。

※基準価額が当該水準を下回らない
ことを委託会社が保証するものでは
ありません。
※基準価額は1万口当たりです。
※フロア水準の計算方法は、円未満
四捨五入とします。各種費用やマイ
ナス金利の影響等により、基準価額
がフロア水準を下回ることがありま
す。

※上記の数値は三菱ＵＦＪ国際投信が集計した概算値です。
また、集計の基準等の違いにより一部誤差が生じる可能性がある点にご留意ください。

※基準価額と変動要因内訳は1万口当たりです。

■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。

■市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。

※「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご覧ください。

設定来パフォーマンスの要因分解

ふやす（スワップ取引）部分の推移

（期間：2017年5月9日（設定日）～2022年8月23日）

ふやす部分

フロア水準

基準価額

2022年8月22日現在、設定来のパフォーマンスについ
ては、日本株式や先進国株式等がプラスに寄与した
ものの、信託報酬やその他の費用・手数料等による
マイナスの影響分を上回る収益を上げるには至らず、
当該期間における基準価額は下落しました。（その
他の費用・手数料として、ふやす部分（基準価額と
フロア水準の差に相当する部分）に活用するスワッ
プ取引による費用等が含まれます。）

（期間：2017年5月9日（設定日）～2022年8月22日）

ファンド情報提供資料
データ基準日：2022年8月23日
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価格変動リスク
主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的に組み入れる有価証
券等の価格変動の影響を受けます。
・ 株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市
場の見通しなどの影響を受けて変動します。組入株式の価格の下落は、基準価
額の下落要因となります。

・ 債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。一般に市場金利が
上がると、債券の価格は下落し、組入債券の価格の下落は基準価額の下落要因
となります。市場金利の変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期
間が長いほど大きくなる傾向があります。

【指数先物に関するリスク】
指数先物は投資対象資産の変動等の影響を受けて価格が変動するため、ファンド
はその影響を受けます。なお、需給や当該指数に対する期待等により、理論上期待
される水準とは大きく異なる価格となる場合があります。

為替変動リスク
主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、外貨建資産への投資を行い
ますので、為替変動の影響を受ける場合があります。投資対象の通貨が円に対して
強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下
落要因となります。一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大き
くなる場合があります。

信用リスク
有価証券等の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市場においてその懸念が
高まった場合には、有価証券等の価格が下落（債券の場合は利回りが上昇）するこ
と、配当金が減額あるいは支払いが停止、または利払いや償還金の支払いが滞るこ
と、倒産等によりその価値がなくなること等があります。
【ＭＳＩＰとのスワップ取引に関するリスク】
主要投資対象とする投資信託証券が行うスワップ取引はＭＳＩＰが取引先となります
が、取引先の倒産等によりスワップ契約が不履行になるリスクがあります。その結果と
して多額の損失が発生し、基準価額が大幅に下落する場合があります。

流動性リスク
有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量が十分でない
場合や規制等により取引が制限されている場合には、売買が成立しなかったり、十
分な数量の売買が出来なかったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、
結果として不利な価格での取引となる場合があります。

カントリー・リスク
ファンドは、新興国の有価証券等に実質的な投資を行うことがあります。新興国への
投資は、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含
む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響などを受けることにより、
先進国への投資を行う場合に比べて、価格変動・信用・流動性のリスクが大きくなる
可能性があります。

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。

【フロア水準に関する留意点】
●ファンドは金融市場の下落時に基準価額の下落をフロア水準までに抑えることを

めざして運用を行いますが、損失が常に一定範囲に限定されるものではありませ
ん。フロア水準とはあくまでも目標とする水準であり、基準価額が当該水準以下と
ならないことを委託会社が保証するものではありません。

●各種費用やマイナス金利の影響等により、基準価額がフロア水準を下回ることが
あります。

●基準価額とフロア水準の差が小さくなるほど、実質的な投資金額も小さくなるため、
基準価額の一層の下落が抑制されることが見込まれます。一方で市場の価格上
昇の恩恵を享受できない場合があります。

●フロア水準はご購入価額の90％の水準になるとは限りません。

【ファンドの繰上償還に関する留意点】
●ファンドの基準価額がフロア水準以下となった場合には、短期金融資産による安

定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
その場合、各種費用やマイナス金利の影響等により、基準価額がフロア水準を下
回ったときよりも償還価額がさらに下落することがあります。

●基準価額がフロア水準以下に下落してから繰上償還が行われるまでに日数を要
することがあります。

●ファンドの基準価額がフロア水準以下となった場合には、速やかに購入のお申込
みの受付を中止します。

購入時 購入時手数料
2022年8月24日以降、購入のお申込みはできませ
ん。

換金時 信託財産留保額 ありません。

保
有
期
間
中

運用管理
費用

(信託報酬）

■当ファンド
日々の純資産総額に対して、年率1.023％（税抜 年率
0.930％）をかけた額
※基準価額がフロア水準以下となった場合、翌日以降の運

用管理費用（信託報酬）は、日々の純資産総額に対して、
年率0.033％（税抜 年率0.030％）をかけた額

■投資対象とする投資信託証券
投資先ファンドの純資産総額に対して、年率0.10％～
0.30％
※マネー・マーケット・マザーファンドは除きます。
■実質的な負担
当ファンドの純資産総額に対して、年率1.123％～1.323％程
度（税抜 年率1.03％～1.23％程度）
※基準価額がフロア水準以下となった場合、翌日以降の実

質的な負担は、当ファンドの純資産総額に対して、年率
0.033％程度(税抜 年率0.030％程度）

※当ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券
の信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。

その他の
費用・
手数料

•投資先ファンドの運用には以下の項目を含む費用が別途かかり
ます。

スワップ取引には以下の項目を含む費用がかかり、スワップ
取引部分の投資成果全体から控除されます。
（スワップ取引での実質的な投資金額に対して）

・ ＭＳＩＰへの報酬 年率0.25％
・ ＭＳＩＭへの報酬 年率0.30％
※実質的な投資比率（ 大60％）を考慮した場合、投資先

ファンドの純資産総額に対して 大＊0.15％（ＭＳＩＰ）、
大＊0.18％（ＭＳＩＭ）程度となります。
＊実質的な投資比率が引き下げられると、控除される

費用も小さくなります。
・ 損失を投資元本に限定するための費用や、取引執行手
数料等も別途かかります。

※上記の費用については、投資比率が変動するため、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。

以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。
・ 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

・ 投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等
・ 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。

※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 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。

【お客さまが直接的に負担する費用】

【お客さまが信託財産で間接的に負担する費用】

●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 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。

■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。

投資リスク ファンドの費用

本資料に関するご注意事項

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、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。ＮＩＳ
Ａ（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。

課税関係
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