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eMAXIS Neo 遺伝子工学 組入全銘柄のご紹介
（2018年8月末時点）

巻末の｢ファンドのベンチマークについて｣、｢当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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遺伝子工学を知る

クリスパー･キャス９改変野菜を
使った世界初（？）パスタ

2017年 米サイエンス誌
「最も革新的な10大科学ニュース」に、
遺伝子工学関連の事例が２つ登場

未来を創る遺伝子工学

“神の技術”
クリスパー･キャス９

遺伝子工学とは、ヒト、動物、植物の遺
伝子を改変することで、病気の治療や作
物の品種改良などを行うバイオテクノロ
ジーの一分野です。

遺伝子治療・細胞治療の市場規模予測
2013年頃、あらゆる遺伝子を誰でも簡
単に、迅速に改変可能な新技術「クリ
スパー・キャス9」が登場、世界中の研
究室で使われています。神の技術とま
で言われる革新的な遺伝子編集技術に
より遺伝子工学は新たなステージに突
入。難病治療法の確立などに期待が高
まっています。

【ピンポイントな遺伝子編集】
中国の研究者たちが、クリスパー･キャス9を流
用した新技術を用いて、病気の原因となる遺伝
子異常をヒトの胚において修復。

【遺伝子治療の快挙 】
致死的な遺伝性神経筋疾患をもって生まれた複
数の赤ちゃんの生命が、失われた遺伝子を脊髄
ニューロンに導入することにより救われた。

2016年、スウェー
デンの研究者がクリ
スパー･キャス9によ
り改変された野菜を
使って世界初(？)の
パスタ料理を作った
と報告しました。

（出所）Statistaを基に三菱UFJ国際投信作成
・2018年、2020年は予測値。2018年9月末時点の米ドル円レート(113.59)で円換算

（出所）Science/AAAS「2017 Breakthrough of the Year」
を基に三菱UFJ国際投信作成

（出所）Umeå Universityプレスリリースを基に三菱UFJ国際投信作成

2012年
3,408億円

2018年
9,087億円

2020年
13,630億円

■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。
■最終面の｢当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。

近年の遺伝子工学をめぐる出来事のご紹介
*当ページは遺伝子工学に関連する一般的な事例のご紹介であり、
当ファンド組入銘柄に直接関連する事例とは限りません。
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするもので
はなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

ソリッド・バイオサイエンシズ
- 筋ジストロフィー治療に特化した企業 -

About
2013年に設立、2018年1月にNASDAQ上場。筋ジストロフィーは発症すると徐々に身体の
筋肉が機能しなくなる難病であり、根本的な治療法は見つかっていない。同社は世界的に見
て患者数の最も多い「デュシェンヌ型」の治療を目指している。遺伝子導入を活用した病気
そのものの治療法の研究・筋ジストロフィーによる二次的な症状（炎症、心機能障害）を抑
制するための治療法の研究・患者の運動をアシストする装置の開発など、患者への多面的な
アプローチが特徴。

Company Data

業種 ヘルスケア
国・地域 米国
株式時価総額 1,899億円

組入比率

3.7％

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2018年9月末時点の米ドル円レート(113.59)で円換算

株価の推移（上場来）

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2018/1/26（上場日）～2018/9/28、日次

研究開発費の推移

（出所）企業開示資料を基に三菱UFJ国際投信作成

生 ま れ た 少 年 の
3,500 ～ 5,000 人
に一人が発症する
致命的な遺伝性疾
患。
民族的、地理的な
傾向は無い。

3,500-5,000人
の少年に一人

遺伝か、ジストロ
フィン遺伝子の突
然変異によって引
き起こされる。

遺伝または
突然変異で発症

進行性・不可逆的
な筋肉喪失のため、
通常は10代で車椅
子、20代で人工呼
吸器が必要になる。

進行性・不可逆的
な筋肉喪失

米国全体では年間
10億ドル以上掛か
り、経済的負担が
大きい。

高額な医療費

ごく限られた患者に、
薬物を用いた治療が
行われるのみで、根
本的な治療法がない。

根本的
治療法がない

デュシェンヌ型筋ジストロフィーとは？

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015年度～2017年度、年次
・2018年9月末時点の米ドル円レート(113.59)で円換算

（億円）

2018年9月末時点

(GICSセクター分類)

(リスク所在国)
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マリンクロット
- 希少疾患の治療を目指す特殊医薬品企業 -

About

1867年に3人兄弟が創業した150年以上の歴史を持つヘルスケア企業。神経、リウマチ、腎
臓、肺および眼などの分野を中心に、有効な治療法が見つかっていない難病に対する特殊医
薬品を提供。自社開発および積極的な買収による多様な製品ブランドと有望なパイプライン
が強み。

Company Data

業種 ヘルスケア
国・地域 米国
株式時価総額 2,770億円

3.6％

株価の推移（過去3年）

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015/9/30～2018/9/28、日次

一株当たり利益の推移

（出所）Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成

マリンクロットの特殊医薬品の売上高構成と株価の動向に関して

（出所）Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2013年度～2017年度、年次
・12ヵ月一株当たり利益（EPS)を使用

特殊医薬品の売上高構成
（2017年度）

Acthar
51%

Inomax
22%

Ofirmev
13%

その他
14%

2015年以降、空売り投資家が複数回にわたり同社株への否定
的な発言をしたことや、主力製品の市場独占に批判が高まっ
たことなどから、株価は大きく下落する展開となりました。

主力製品Actharが市場を独占していると批判される
複数の自己免疫疾患の治療に使われるActharが米国市場を
不当に独占しているとして米当局が同社に対し起こした訴訟
で、2017年1月、1億米ドルを支払うことで和解しました。

主力製品Inomax 特許侵害訴訟で敗訴
幼児向け呼吸不全治療薬Inomaxに関して、他社の後発品候
補が同社の特許を侵害しているとして起こした訴訟でマリン
クロット側が敗訴しました。
これを受けInomaxの独占販売権を巡る不透明感が台頭し
2017年9月に同社株は急落しました。

2018年9月末時点

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2018年9月末時点の米ドル円レート(113.59)で円換算

組入比率

(GICSセクター分類)

■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするもので
はなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

(リスク所在国)
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サレプタ・セラピューティックス
- デュシェンヌ型筋ジストロフィー初の治療薬を開発 -

About

神経筋疾患およびその他の疾病に対する治療薬を提供する。2016年9月に米国で承認された
デュシェンヌ型筋ジストロフィー初の治療薬となる「エテプリルセン」を販売する。エテプ
リルセンはデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者のうち13％に効果が期待される。同薬は
RNAを標的とする核酸医薬品だが、2018年には遺伝治療薬の治験においても良好な結果が
出たと発表しており、遺伝子治療の分野でも成長が見込まれる。

Company Data

業種 ヘルスケア
国・地域 米国
株式時価総額 12,189億円

3.3％

株価の推移（過去3年）

売上高の推移

（出所）企業開示資料を基に三菱UFJ国際投信作成

遺伝子編集による治療の可能性

サレプタ・セラピューティックスは遺伝子編集による治療法の研究もデューク大学と共同で行っている。
同大学の報告では、筋ジストロフィーマウスにクリスパー･キャス9による遺伝子編集を施すと、

ジストロフィンの発現が確認された。（下図：②＋クリスパー･キャス9による遺伝子編集）

①正常な細胞 ②筋ジストロフィーの細胞 ②＋クリスパー･キャス9
による遺伝子編集

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2013年度～2017年度、年次
・2018年9月末時点の米ドル円レート(113.59)で円換算

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015/9/30～2018/9/28、日次
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2018年9月末時点

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2018年9月末時点の米ドル円レート(113.59)で円換算

組入比率

(GICSセクター分類)

■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするもので
はなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

(リスク所在国)

（白い部分がジストロフィン） （ジストロフィンが無い）
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リジェネックスバイオ
- 独自の遺伝子導入プラットフォームを活用した遺伝子治療薬の開発 -

About

加齢性黄斑変性、高コレステロール血症、ムコ多糖症などの疾患に対する遺伝子治療薬を開
発する。同社の遺伝子治療薬は、ベクター（運び屋）と呼ばれるウイルスを用いて、目的遺
伝子を体内に導入することで治療を行う。この遺伝子導入に関して同社は独自のプラット
フォームを構築しており、100以上のウイルスベクター関連特許*を有し、他社にライセンス
供与も行う。同社の次世代ベクターを活用することで、より治療効果が高まることが見込ま
れている。
Company Data

業種 ヘルスケア
国・地域 米国
株式時価総額 2,999億円

3.1％

株価の推移（過去3年）

売上高の推移

※上記はあくまでイメージであり、正確なプロセスを表示しているわけではありません。

ウイルスベクターによる遺伝子導入とは？

無害化したウイルス*

*リジェネックスバイオが用いるのは、
アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクター

導入したい遺伝子
ウイルスベクター

体細胞にウイルスを感染させ、
遺伝子を導入

タンパク質

・病気ではない正常なタンパク質の合成
・病気を引き起こすタンパク質の働きを抑制

体細胞

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2013年度～2017年度、年次
・2018年9月末時点の米ドル円レート(113.59)で円換算

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015/9/30～2018/9/28、日次

0

25

50

75

100

'15/9 '16/9 '17/9

（米ドル）

 ウイルスを、導入したい遺伝子の「運び屋」として利用

2018年9月末時点

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2018年9月末時点の米ドル円レート(113.59)で円換算

*特許出願に独占的な権利を含む

組入比率

(GICSセクター分類)

■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするもので
はなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

転写

(リスク所在国)
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ユニキュア
- オランダの遺伝子治療法開発企業 -

About

B型血友病、ハンチントン病などに対する遺伝子治療法の開発を行う。高度な遺伝子治療技
術を有するほか、特定のウイルスベクターの独占的使用権を持つ。2012年には同社が開発
した遺伝子治療薬グリベラが、欧州において同地域初の遺伝子治療薬として承認された。
（現在は販売中止）。米製薬大手のブリストル・マイヤーズ・スクイブと心臓血管疾患の分
野で提携している。

Company Data

業種 ヘルスケア
国・地域 オランダ
株式時価総額 1,540億円

2.9％

株価の推移（過去3年）

売上高の推移

※上記はあくまでイメージであり、正確なプロセスを表示しているわけではありません。企業開示資料を基に三菱UFJ国際投信作成。

Ｂ型血友病 ハンチントン病
血液凝固因子hFIXの欠如により血が止まりにくくな
る病気。これまではhFIXを頻繁に静脈へ投与する補
充治療が行われてきた。米国では年間約22～34万米
ドルの高額な治療費が掛かる。

ユニキュアの遺伝子治療法 ＡＭＴ-061

hFIX関連遺伝子
をウイルスベクター
により導入

肝臓
hFIXの産生

長期的な血液凝固機能の回復

ハンチンチン遺伝子の異常により引き起こされ、不
随意運動（勝手に体が動く）、精神的悪化をもたら
す。欧米では7万人以上の患者がいるとされるが、根
本的な治療法が無い。

ユニキュアの遺伝子治療法 ＡＭＴ-130

マイクロRNA
をウイルスベクター
により導入

異常ハンチンチン遺伝子

突然変異タンパク質

×
突然変異タン
パク質の産生
を阻害

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2013年度～2017年度、年次
・2018年9月末時点の米ドル円レート(113.59)で円換算

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015/9/30～2018/9/28、日次
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（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2018年9月末時点の米ドル円レート(113.59)で円換算

組入比率

(GICSセクター分類)

■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするもので
はなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

(リスク所在国)



■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて
上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

組入れ6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/9/30～2018/9/28、日次（3年に満たない銘柄は上場来）
※業種はGICSセクター分離に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

7

コデクシス フェイト・セラピューティクス

ゼンコー メディシンズ・カンパニー

生体触媒の開発会社。医薬品および精製
化学製品業界向けに製品を提供する。新
技術により、顧客の製造プロセスにおけ
る生体触媒ソリューションの向上、実施
を可能にする。

幹細胞を利用して生体組織を修復、再生
する次世代免疫細胞療法の研究開発を手
掛けるバイオテクノロジー会社。

がんや自己炎症疾患の治療に使用される
抗体やタンパク製剤の開発会社。世界の
ヘルスケア事業者と医療機関向けに製品
を販売。

特殊ケアの向上に資する製品の開発に従
事。抗凝固薬のAngiomax®は、米国お
よび他の国々で認可され、冠状血管形成
を持つ患者に対し用いられる。

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて
上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

組入れ6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/9/30～2018/9/28、日次（3年に満たない銘柄は上場来）
※業種はGICSセクター分離に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

8

ディセルナ・ファーマシューティカルズ アドベラム・バイオテクノロジーズ

アルナイラム・ファーマシューティカルズ インテリア・セラピューティクス

バイオ医薬品メーカー。肝疾患およびが
ん治療用のリボ核酸の発見・開発に従事。
独自のプラットフォームにより幅広い新
薬候補を有する。

遺伝子治療を活用し、遺伝性血管浮腫
（ HAE ） や 湿 潤 加 齢 性 黄 斑 変 性 症
（wAMD）などの希少疾患の患者向け
の新薬発見・開発を手掛ける。

その発見によりノーベル賞が授与された
「RNA干渉」と呼ばれる現象を応用し
た医薬品の研究開発を手掛ける医薬品
メーカー。同社初のRNA干渉治療薬で
あるonpattroは日本でも承認申請中。

遺伝性疾患を有する患者のために、クリ
スパー･キャス9による遺伝子編集を用
いた治療法の研究および臨床開発を行う
バイオテクノロジー会社。

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて
上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

組入れ6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/9/30～2018/9/28、日次（3年に満たない銘柄は上場来）
※業種はGICSセクター分離に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

9

サンガモ・セラピューティクス ロケット・ファーマシューティカルズ

アイオバンス・バイオセラピューティクス ギリアド・サイエンシズ

ゲノム医療の研究開発に特化し、遺伝性
疾患の治療薬を開発するバイオテクノロ
ジー会社。2017年、人体の内部で遺伝
子編集を行う初の臨床試験を実施*。

ファンコーニ貧血（FA）、白血球粘着
不全症（LAD-I）など、複数の希少な遺
伝性疾患に対する遺伝子治療の開発を行
う製薬会社。

腫瘍浸潤リンパ球（TIL）に対するがん
新免疫療法の開発・商品化に注力するバ
イオテクノロジー会社。

バイオ医薬品大手。重篤な疾患に対する
治療法の発見、開発、商品化に従事。主
な事業分野は、HIV、AIDS、肝臓疾患、
および深刻な循環器疾患の治療薬開発。

*従来の方法は体外で遺伝子編集を行い、その細胞を人体に戻す。

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて
上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

組入れ6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/9/30～2018/9/28、日次（3年に満たない銘柄は上場来）
※業種はGICSセクター分離に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

10

オーデンテス・セラピューティクス イミュノメディクス

ウルトラジェニックス・ファーマシューティカル リジェネロン・ファーマシューティカルズ

先天性ミオパチー、ポンペ病など、深刻
な希少疾患を有する人々のための遺伝子
治療法の開発および商品化を手掛ける。

画像診断・治療機器メーカー。製品は、
がんおよび感染症の検出・治療に用いら
れる。米国および欧州で製品を販売。

治療法の無い稀少遺伝性疾患の治療薬を
開発する。2018年、世界初のX連鎖低
リン血症の治療薬Crysvita®が米国およ
び欧州で承認された。

多数の治療薬を有するバイオ医薬品大手。
加齢黄斑変性治療薬EYLEA®が業績を牽
引。

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて
上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

組入れ6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/9/30～2018/9/28、日次（3年に満たない銘柄は上場来）
※業種はGICSセクター分離に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

ブルーバード・バイオ セレクティス

ボイジャー・セラピューティクス ウエーブ・ライフ・サイエンシズ

バイオテクノロジー会社。副腎白質ジス
トロフィー、鎌状赤血球症、ベータサラ
セミアなどの重篤な遺伝性疾患に対する
遺伝子治療法の開発を手掛ける。

バイオ医薬品メーカー。遺伝子改変され
たCAR-T細胞に基づく免疫療法の開発
に注力する。第2世代の遺伝子編集技術
「TALEN®」は同社の登録商標*。

パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症
（ALS）といった中枢神経系の重病患者
の治療法開発に注力する。

バイオ医薬品メーカー。独自の合成化学
医薬品開発プラットフォームを活用し、
核酸医薬品の設計、開発、および商品化
に注力。

*第3世代がクリスパー･キャス9

米国・ヘルスケア フランス・ヘルスケア

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて
上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

組入れ6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/9/30～2018/9/28、日次（3年に満たない銘柄は上場来）
※業種はGICSセクター分離に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

リガンド・ファーマシューティカルズ イノビオ・ファーマシューティカルズ

シアトル・ジェネティクス クリスパー・セラピューティクス

製薬会社。婦人科系の障害やがん、心臓
疾患、炎症性疾患や皮膚病などの疾患に
影響を与える遺伝子プロセスを調整する
細胞内レセプターに作用する薬品を開発。

がんDNAおよび伝染病DNAワクチン、
抗炎症薬、動物用薬品の開発を手掛ける
医薬品の研究開発会社。

がんなどの治療に使用されるモノクロー
ナル抗体ベースの医薬品の創出、開発を
手掛ける。腫瘍に直接、殺細胞薬を投与
する抗体薬物複合体を提供。

クリスパー・キャス9を応用した独自の
遺伝子編集プラットフォームを用いて、
遺伝子治療薬の研究、開発及び製造を行
う。

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア

米国・ヘルスケア スイス・ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて
上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

組入れ6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/9/30～2018/9/28、日次（3年に満たない銘柄は上場来）
※業種はGICSセクター分離に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

エディタス・メディシン イントレクソン

アタラ・バイオセラピューティクス サノフィ

クリスパー･キャス9などを用いた遺伝
子編集のリーディング･カンパニー。複
数の先進的な編集技術を有し、遺伝性疾
患の治療薬の開発を手掛ける。

合成生物学を専門とする企業。遺伝子発
現の制御を通じ、人間の健康、効率的な
エネルギー生成、食糧不足解消、環境保
護に貢献する。医療用大麻分野での成長
も期待されている。

がん、自己免疫疾患および重篤なウイル
ス性疾患の治療法の開発を手掛ける企業。
独自技術により開発されたＴ細胞を活用
した免疫療法を提供する。

大手製薬会社。処方薬およびワクチンの
製造に従事。循環器疾患、血栓症、代謝
性疾患、中枢神経障害、および腫瘍など
を治療する医薬品を開発する。世界各地
で事業を展開。

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア

米国・ヘルスケア フランス・ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて
上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

組入れ6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/9/30～2018/9/28、日次（3年に満たない銘柄は上場来）
※業種はGICSセクター分離に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。
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チャールズリバー・ラボラトリーズ・インターナショナル バイオマリン・ファーマシューティカル

ベリカム・ファーマシューティカルズ ヴェリセル

医薬品開発のサポートサービスを提供す
る会社。研究開発活動に関する受託サー
ビスや実験動物の供給を通じ、新薬、機
器等の研究開発を支援。

希少疾患治療のためのバイオ医薬品を開
発する企業。7つの製品を有し、世界の
70 以 上 の 市 場 で 販 売 さ れ て い る 。
フォーブスの最も革新的な企業の1つに
も選出（2015年）。

さまざまながんの新型細胞免疫療法の発
見、開発に注力する製薬会社。

自己細胞を用いた治療法の開発、製造を
行う。膝の軟骨修復製品MACI®、重度
の火傷に対して用いられる皮膚移植
Epicel®という2つの製品を米国で販売。

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて
上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

組入れ6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/9/30～2018/9/28、日次（3年に満たない銘柄は上場来）
※業種はGICSセクター分離に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。
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サーモフィッシャーサイエンティフィック スパーク・セラピューティクス

ノバルティス アダプティミューン･セラピューティクス

科学関連製品メーカー。科学機器、消耗
品、および化学品を製造する。主な製品
は、分析機器、検査機器、ソフトウエア、
消耗品、試薬、化学品、関連用品。

遺伝子治療製品の開発会社。2017年、
眼の遺伝性疾患に対する遺伝子治療薬ラ
クスターナが米国で承認された。

大手製薬会社。医薬品および消費者向け
ヘルスケア製品を製造する。循環器・呼
吸器・感染性疾患、腫瘍、神経科学、移
植、皮膚科、ワクチン等に関連する医薬
品を手掛ける。

バイオ医薬品メーカー。独自のT細胞受
容体プラットフォームに基づくがん免疫
療法製品を開発する。世界各地で事業を
展開。

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア

スイス・ヘルスケア 米国・ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年8月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて
上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当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。

組入れ6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/9/30～2018/9/28、日次（3年に満たない銘柄は上場来）
※業種はGICSセクター分離に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。
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アイオニス・ファーマシューティカルズ アベオナ・セラピューティクス

ジオファーム・オンコロジー

乳児死亡の遺伝的要因である脊髄性筋萎
縮症（SMA）治療薬で世界中で販売さ
れているSPINRAZA®など、RNAを標的
とした創薬・開発を手掛ける。

表皮水疱症、バッテン病など、致死性の
希少疾患を対象とした新規遺伝子治療開
発を行うバイオ医薬品メーカー。

バイオ医薬品メーカー。がんおよび移植
片対宿主病（GVHD）に関する細胞ベー
ス治療法の取得、開発、商品化を手掛け
る。

米国・ヘルスケア 米国・ヘルスケア

米国・ヘルスケア
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【ファンドの目的】
Kensho Genetic Engineering Index（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざします。

【ファンドの特色】
①Kensho Genetic Engineering Index（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

Kensho Genetic Engineering Index（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。

＜Kensho Genetic Engineering Indexについて＞
ＡＩを活用し、企業の開示情報などの膨大な文献を自動的に処理すること等を通じて、第４次産業革命*の原動力となる
技術群（テーマ）に沿う銘柄を選定する「Kenshoニューエコノミー指数」の一つです。このインデックスでは、遺伝子工
学関連企業**の銘柄を選定します。
*第４次産業革命とは、モノのインターネット「IoT（Internet of Things）」や「人工知能（ＡＩ）」等による技術革新
によって、産業を大きく変革しようとする取り組み。
**遺伝子工学関連企業とは、対象インデックスを提供するKensho Technologies,LLC（以下、Kensho社）が考える、
遺伝子工学に関連する製品やサービスを提供する企業をいいます。

Kensho社は、データ分析・機械学習・自然言語処理などを強みとする米国のテクノロジー企業であり、
米国大手指数提供会社のS&P Global Inc.の100％子会社です。

②主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）
に投資します。

③原則として、為替ヘッジは行いません。

分配方針：
●年１回の決算時（８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。

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。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

ファンドの目的・特色

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。）

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。

●価格変動リスク：一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受
け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。
●為替変動リスク：組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
●信用リスク：組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外
部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞
ることがあります。
●流動性リスク：有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の
下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。
●特定のテーマに沿った銘柄に投資するリスク：ファンドは、特定のテーマ（遺伝子工学）に沿った銘柄に投資するため、株式市場全体の動
きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広い銘柄に分散投資する場合と比べてファンドの基準価額が大き
く変動する場合があります。

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。詳しくは交付目論見書をご覧ください。
■その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超
えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な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。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビー
ファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、Kensho Genetic Engineering Index（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託
報酬、売買委託手数料等を負担すること、現物株式投資の代替で投資した株価指数先物取引等と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価
格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘
柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

ファンドは、中小型株にも投資を行うため、大型株中心に投資する場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。



＜ファンドのベンチマークについて＞
■Kensho Genetic Engineering Indexとは、Kensho社が提供する遺伝子工学関連企業の株式で構成された指数です。ＡＩを活用し、企業の開示情報などの膨大な
文献を自動的に処理する手法を通じて、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の企業の銘柄を選定しています。
Kensho Genetic Engineering Index（配当込み、円換算ベース）は、Kensho Genetic Engineering Index（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が計算し
たものです。

©2017-2018 Kensho Technologies,LLC（Kensho）は、本商品の指数スポンサーであり、委託会社に対して、本商品に関してKenshoが有する本指数の利用を許
諾しています。ここで参照される名称および商標は、全てそれぞれが有する資産となります。

本商品は、Kenshoがスポンサー行為、保証、販売または販売促進を行うものではありません。本指数は、本商品を考慮することなく決定、構成および計算されるも
のであり、Kenshoは、本指数の決定、構成または計算にあたり、本商品の所有者の要望を考慮する義務を負いません。Kenshoは、本商品の所有者またはいかなる
一般人に対しても、特に本商品への投資の当否に関して、明示的にも暗示的にも、何ら表明または保証を行いません。Kenshoは、証券の価値に関して、または証券、
スワップ取引、証券関連スワップ契約もしくはその他のコモディティの売買にかかる契約等商品への投資の当否に関して、投資助言を提供するものではなく、また
分析もしくは報告を公表・頒布するものではありません。本指数は、投資助言にあたるものではなく、またそのようにみなしたり、または解釈されるべきではあり
ません。

Kenshoは、その可能性について知らされていたかにかかわらず、いかなる場合においても、本指数、本指数値またはその構成銘柄情報を使用する者（本商品の投資
家を含みますが、これに制限されることはありません。）に対し、本指数の設計、編集、計算、メンテナンスもしくはスポンサー行為または本商品に関連して生じ
るかかる損失、損害、費用、料金、支出その他のあらゆる債務について、それが特別的、懲罰的、間接的または派生的な損失、損害、費用、料金、支出その他のあ
らゆる責任（事業機会の逸失、逸失利益、時間の損失およびのれんの損失を含みます。）であるかを問わず、一切の責任を負いません。

本商品は、本指数の計算代理人であるSolactive AG（Solactive）がスポンサー行為、販売促進、販売またはその他の方法によるサポートを行うものではなく、また
Solactiveは、いかなる時点においても、またはいかなる点においても、本指数および本指数の商標もしくはそのいずれか、または本指数値の利用によりある時点で
または何らかの点において生じる結果について、明示的にもまたは暗示的にも、何ら保証するものではありません。本指数は、Solactiveが計算および公表を行いま
す。Solactiveは、本指数が正確に計算されることが確保されるよう、最善の努力を尽くします。Solactiveは、Kenshoに対する自らの義務とは関係なく、第三者
（本商品の投資家および金融仲介業者またはそのいずれかを含みますが、これらに限定されません。）に対し、本指数における誤りを指摘する義務を負いません。
Solactiveが本指数の公表、または本商品に関連して使用することを目的として本指数もしくは本指数の商標のライセンスを付与したことは、いずれにおいても、
Solactiveが本商品への投資を推奨するものではなく、また本商品への投資に関して、何らSolactiveが保証または意見を表明するものではありません。

■Global Industry Classification Standard (“GICS”)は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor’s）が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI 
Inc.およびS&Pに帰属します。

＜当資料のご利用にあたっての注意事項等＞
○当資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。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。
○当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。
○当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

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、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。

お客さまが直接的に負担する費用

ありません。

ありません。

購入時手数料

信託財産留保額

運用管理費用
(信託報酬)

その他の費用
・手数料

次の費用・手数料についてもファンドが負担します。・監査法人に支払われる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。

日々の純資産総額に対して、年率0.7776％(税抜 年率0.72％)以内をかけた額

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
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販売会社情報一覧 （今後、下記の販売会社については変更となる場合があります） 2018年10月11日時点

商号
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　ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

株式会社　ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○

丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167号 ○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

登録番号等


