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仮想通貨 

私たちの生活は、インターネットによって豊かさが増しています。 
 
Eメール、動画視聴、ネットショッピング、AI、 
クラウドサービス、スマートフォンで操作する家電、 
インターネットに接続された車…。 
生活が便利になってきました。 
 
しかし、いま一度考えてみてください。 
その便利さは、安全が保証されたものなのでしょうか。 
クレジットカードの情報が盗まれたり、運転中にハッキングされたり 
しないでしょうか。 
便利さと同時に、大きな危険もはらんでいます。 
 
サイバーセキュリティなしではテクノロジーの発展が 
考えられない時代になりつつあるのです。 

DDoS攻撃 

フィッシングサイト 
ゼロデイ攻撃 

ランサムウェア 

パスワード 
クラック 

ビジネスメール詐欺 

標的型攻撃 

     次世代のイノベーションを守るインフラ 
         サイバーセキュリティ 
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※上図の円の内部は、イノベーションをもたらす技術の一例です。外側の灰色の文言は、サイバー攻撃の一例です。上記はイメージです。 



サイバーセキュリティは 
テクノロジーの根幹へ 



※巻末の「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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I T 分野で広がる技術革新  

IT分野で様々な技術革新が起こっている背景には、インターネットであらゆるモノや世界が繋がったことなどがあります。 
今後もインターネット活用の拡大などにより、流通するデータ量は急速に増加していく見込みです。 

様々な技術革新を可能にするインターネット 

   様々な技術革新が可能に 

ウェアラブル端末 フィンテック 

急増するデジタルデータ量 

クラウド 例えば、こんな未来が待っている 

2025年までに走行中の車の60％が 
ネットに接続される見通し。 
自動運転や通信による危険察知、盗難車
両追跡、自宅の家電操作まで車でできる
日も近い。 

インターネット技術を搭載した車 
「コネクテッドカー」 

出所：総務省「ICTコトづくり検討会議（第7回）会議資料」、IDC「The DIGITAL UNIVERSE of  
           OPPORTUNITIES」を基に三菱UFJ国際投信作成    

2010年→2020年 

約45倍 

出所：米国電気電子学会の発表や各種報道を基に三菱UFJ国際投信作成 

コココネクネクネクテッテッテッドカドカドカ 」

※上記はイメージです。 
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※巻末の「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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増加するサイバー攻撃の被害  

一方、こうしたイノベーションの裏側では、サイバー攻撃の危険がある点に注意が必要です。スマホや医療機器、スマート家電 
 など、様々なデバイスへと攻撃の対象は広がっています。 
サイバー攻撃の被害は増加しており、今後も増えていくと考えています。 

攻撃のイメージ 

会社のPCが 
ロックされて 

身代金を要求された… 

発電所がハッキングされて 
電気が止まった！ 

自動運転中に車の 
目的地を勝手に変えられた 

顧客の個人情報が 
盗まれた 

身の回りのサイバー攻撃 増加する被害 

話題になったサイバー攻撃 

サイバー攻撃による被害のイメージ 

＜2017年5月＞ 
約150カ国でランサムウェアによるサイバー攻撃があり、英国
ではPCが使えず医療サービスが停止した病院も。 
 

SNSアカウントが乗っ取られて 
友人にプリペイドカードを 
購入させてしまった… 

政府の機密情報が流出 

遠隔操作医療機器を 
乗っ取られ命の危険に… 

＜2018年1月＞ 
コインチェックが不正アクセスされ、約580億円分の仮想通貨
が流出。仮想通貨取引所の被害としては過去最大。 

攻撃のイメージ 

操作医療

出所：各種報道を基に三菱UFJ国際投信作成 出所：Bloomberg、各種報道を基に三菱UFJ国際投信作成   
※2018年5月末の為替で円換算しています。 
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出所：statista、Identity Theft Resource Centerのデータを基に三菱UFJ国際投信作成   
期間：2005年～2017年、年次 

2018年2月、米大統領に経済政策を
助言する経済諮問委員会（CEA）は、 
サイバー攻撃による経済への被害額が
2016年に570億～1090億米ドル
（約６兆～12兆円）に上ったとの推計
を明らかにした。 

米国では年間最大12兆円の被害 

※上記はイメージです。 

米国でのデータ漏洩件数 

計

攻撃による 
被害が大半 



※巻末の「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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サイバー攻撃の複雑化により求められる専門的対策  

新たな手法のサイバー攻撃が次々と生み出され、高度かつ専門的な対策が必要になっています。 
サイバー攻撃を受けると金銭的損失だけでなく、企業イメージなども悪化することから、企業や機関などのサイバー攻撃に 
 関する懸念は大きなものとなっています。 

急増する新種のランサムウェア 複雑化するサイバー攻撃手法 

乗っ取り 機能が停止 

無関係なPCやスマホ、
IoT機器などを踏み台 

サイバー攻撃手法の例 

標的のPC 

ウイルスメールの件名などに標的と
関係のある組織の名称などを記し、
対象者の油断を誘って感染させる 

ウ

 
メールやダウンロード
ファイル経由で侵入し 

 
PCの機能を使用不能に 

元に戻すことと引き換え
に身代金を要求される 

より高額な身代金を要求する
ため、確定申告関連ファイル
を暗号化して人質とする 
ランサムウェアなども出現 

出所：各種報道、発表資料を基に三菱UFJ国際投信作成 ※上記はイメージです。 
※IoTとは、モノのインターネットのことです。 

世界の主要企業の経営層 事業上の課題 

出所：A.T. カーニー「Adapting to Disruption」を基に三菱UFJ国際投信作成 
時点：2017年4月 ※複数回答  ※上位3つのみ記載 ※対象：世界の主要企業の経営層400人  

企業の懸念 

  世界で確認された新種のランサムウェアの数 

出所：トレンドマイクロの発表資料を基に三菱UFJ国際投信作成 期間：2015年～2017年、年次 

大量アクセス 

33%

34%

43%

ビジネスモデルの効率の低下

イノベーションの難しさ

高まりゆくサイバーセキュリティのリスク

と

対象を限定・調査 
標的となった 
企業や団体 



※巻末の「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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世界で進むサイバー攻撃対策の強化  
EUでは、2018年5月25日に一般データ保護規則（GDPR）が施行されました。EU居住者が利用可能なサービスを提供して  
 いる企業は、たとえEUに事業所を持たなくてもGDPRへの対応が必須となるため、多くのグローバル企業が対応に追われて  
 います。 
このような規則への対応のため、企業がサイバーセキュリティ関連の予算を増やすと考えています。なお、GDPRに関して   
 対応が間に合っていない企業も多く、施行後も対応に伴う予算増加が見込まれます。 

GDPRの概要 GDPRへの対応にかかる多額の予算 

内容： 
全EU市民の個人情報の保護および企業によるデータ保護に関する規則 
 
特徴①：幅広い適用範囲 
欧州で事業を展開し、個人データを取り扱う企業は全てGDPRに準拠しなけれ
ばなりません。また、データを保有・蓄積する外部提携先にもGDPRが適用さ
れます。 
 
特徴②：巨額な罰金 
違反した場合は、その企業の全世界年間総売上高のうち4%または2,000万
ユーロ（約26億円）のいずれか高い額が制裁金として課されます。 

（ご参考）世界中で進む個人情報に関する規制の例 

出所：PwC「先進的サイバーセキュリティおよびプライバシーの実現」を基に三菱UFJ国際投信作成 
※上記は個人情報に関する規制の一例です。 

出所：Bloomberg、各種報道を基に三菱UFJ国際投信作成 ※2018年3月末の為替で円換算しています。 
 

14%

6%
9%

12%

40%

準備に
未着手

アセスメント
を開始

アセスメント
を完了

準備の具体化
を開始

準備の具体化
を完了

対応が進むほど 
想定予算は増加する。 

対応が遅れている企業は、今後、
多額の予算を見込むと考えられ

る。 

出所： Bloomberg 、PwCの発表資料を基に三菱UFJ国際投信作成 
＊対象企業：欧州でビジネスを展開している米国、英国、日本の企業300社 
※2017年6月時点の調査結果です。 
※アセスメントとは、GDPRが適用される個人データの所在などを調査することです。 
※2018年5月末の為替で円換算しています。 
 

約6割の企業は対応への具体化が 
未着手という調査も 

対応の進み具合 

GDPRの準備とコンプライアンス対応に、 
1,000万米ドル（約11億円）以上を 

見込んでいる企業＊の割合（対応の進み具合別） 
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成長が期待される  
サイバーセキュリティ市場  

インターネット活用の拡大や個人情報保護規制への対応によるセキュリティ対策需要増加などを背景に、今後もサイバー 
 セキュリティ市場は拡大していくと期待されています。 
サイバーセキュリティ関連企業の株価は、情報技術株式を上回って堅調に推移し、売上高も２桁成長を続けてきました。 

拡大するサイバーセキュリティ市場 成長が期待されるサイバーセキュリティ関連企業 

サイバーセキュリティ関連企業＊  パフォーマンス（左）と売上高成長率（右） 世界のサイバーセキュリティ市場規模予測 

日本のサイバーセキュリティに関する当初予算 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

平成30年度は、東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けた態勢の整備やIoTについて
のセキュリティ対策の予算などを新たに計上 

※内閣サイバーセキュリティセンターの発表資料を基に三菱UFJ国際投信作成   

出所：statistaのデータを基に三菱UFJ国際投信作成  
期間：2017年～2022年、年次 ※全て予測値です。 
  

出所：Datastreamのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 期間：左…2012/12/31～2018/5/31、日次  右…2013年～2017年、年次 
※左図は、現地通貨建てを使用しています。また、世界情報技術株式は指数のトータルリターンを基に算出しています。 
※計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。 
＊サイバーセキュリティ関連企業は、2018年4月末時点の当ファンド組入銘柄とここでは定義しています。パフォーマンスは各銘柄の 
 トータルリターンの単純平均を使用して算出しています。売上高成長率は各銘柄の年成長率の単純平均です。 

325.8億円 498.3億円 598.9億円 727.5億円 

※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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進化するサイバーセキュリティ技術  

従来のセキュリティは、ウイルスや悪意のあるメールなど、それぞれの脅威に個別に対応するのが主流でした。しかし、今日 
 では、新しい攻撃や脅威に対し、よりリアルタイムかつ包括的に対処することが求められています。 
そのため、サイバーセキュリティ技術は進化し、AIの活用なども進んでいます。また、新たなサイバーセキュリティサービスも 
 登場しています。 

次世代ファイアウォール 

機械学習型振る舞い検出 

それぞれに対応する 
アンチウイルスソフトで

対処 

サイバー攻撃の複雑化に対応する次世代サイバーセキュリティ 

進化する技術 新しいサービスの登場 

サイバーセキュリティコンサルティング 

クラウドサービス 

攻撃ごとに個別対応 

サイバー攻撃が複雑化 

従来型ファイアウォールでは 
認識できないアプリケーションも、
「誰がいつ、どこへアクセス 
しているか？」を把握できる 

可視化× 
ファイアウォール 

事前に大量のデータから 
ウイルスの特徴を学習し、 
未知のウイルスでも検出して 

防御し被害を防ぐ 

単一のプロダクトの提供だけでな
く、 

総合的・包括的に企業の 
サイバーセキュリティを 

サポート 

AI×検出 
 

従来の 
サイバーセキュリティ 

最新テクノロジーを駆使し、 
複雑化するサイバー攻撃を防御 

専門的なコンサルティング、セキュリティを 
備えたサービスでサイバー攻撃に備える 

 
様々なデバイスからアクセス 
できるインターネット上で 
企業や個人のデータを 
効率的かつ包括的に管理 

※各種発表資料を基に三菱UFJ国際投信作成 ※上記はイメージです。 
※ファイアウォールとは、あるコンピュータやネットワークと外部ネットワークの境界に設置され、内外の通信を中継・監視し、外部の攻撃から内部を保護するためのソフトウェアや機器、システムなどのことです。 

機械学 型

一つ一つのウイルスや攻撃に 
個別の対策が必要 

対処しきれずに 
被害が発生 

※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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サイバーセキュリティの注目分野：  
I o T  

あらゆるモノがインターネットに接続されるIoTにおいては、デバイスだけでなくその周辺のシステムなども守る必要があり、 
 セキュリティ範囲は多岐にわたります。 
IoTのデバイス数の増加に伴い、IoTセキュリティの市場規模も拡大が見込まれています。 

増加するIoTデバイスと拡大するセキュリティ市場 

IoTに関連する 
サイバーセキュリティ関連企業例 

○トレンドマイクロ  ○シマンテック  
○シスコシステムズ  ○フォーティネット 
                  など 

※上記は2018年4月末時点の組み入れ銘柄のうち、各注目分野に関する関連企業の一例を紹介したものです。 
 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。 
 

出所：各種発表資料を基に三菱UFJ国際投信作成 ※上記はイメージ図です 

デバイ コントロールセンター、データアナライザ 
役割：デバイスの制御、データの分析など 

デバイ ネットワーク 
役割：指示、情報の伝達など 

デバイ デバイス 
例：コネクテッドカー、スマート家電、産業用機器など 

全
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

多岐にわたるIoTのセキュリティ範囲 

出所：総務省「平成29年版 情報通信白書」、statistaを基に三菱UFJ国際投信作成  
期間：2015年～2020年、年次   

世界のIoTデバイス数とIoTセキュリティの市場規模予測 
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（億米ドル）

IoTデバイス数
（左軸）

IoTセキュリティの市場規模（右軸）

推計値

※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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サイバーセキュリティの注目分野：  
クラウドサービス  

サーバー管理における手間の削減やセキュリティの向上などを目的に、クラウドサービスは情報資産を管理する手段として急速に 
 普及しています。 
クラウドサービス事業者は、多くの顧客企業のデータを守るため高度なセキュリティ技術を有し、その技術を活用しています。 
 そのため、クラウドサービス事業者もサイバーセキュリティ関連企業に該当すると考えています。 

拡大するクラウドサービスの市場 セキュリティが重要になるクラウドサービスと導入率 

クラウドサービスに関連する 
サイバーセキュリティ関連企業例 

○アマゾン・ドット・コム    
○アリババ・グループ・ホールディング     
○マイクロソフト  ○オクタ                           
                                                                  など 

データ 

データ 

企業や個人 

サイバーセキュリティ・ビジネス 
専業企業と提携することも 

 
○OSなどにおける脆弱性の判定と対策 
○不正アクセスの防止 
○アクセスログの管理 
○通信の暗号化                           など 
 

クラウドサービス
事業者が 
行うべき主な 
セキュリティ対策 

クラウドサービス 
事業者 

クラウドサービス  世界の企業での導入率トップ３  

クラウドサービスに関するセキュリティのイメージ 

出所：「RightScale 2018 State of the Cloud Report」を基に三菱UFJ国際投信作成  
時点：2018年1月 ※対象：世界の企業997社  ※ここでのクラウドサービスは、パブリッククラウド 

出所：各種発表資料を基に三菱UFJ国際投信作成 ※上記はイメージです。 

アマゾン・ドット・コムの 
クラウドサービス 

「アマゾン ウェブ サービス」 
は半数以上の企業で 
導入されている。  

             
ど

※上記は2018年4月末時点の組み入れ銘柄のうち、各注目分野に関する関連企業の一例を紹介し 
 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。 
 

データ 

出所：総務省「平成29年版 情報通信白書」を基に三菱UFJ国際投信作成 
期間：2014年～2020年、年次 

世界のクラウドサービスの売上高の推移と予測 
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※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 

18%

45%

64%

Google Cloud

Microsoft Azure

Amazon Web Services
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サイバーセキュリティの注目分野：  
コンサルティング  

サイバーセキュリティビジネスの新たなかたち 

単一の分野におけるプロダクトだけではなく、総合的なサイバー攻撃対策を行うコンサルティングのニーズが今後高まると 
 考えられます。 
例えば、サイバーセキュリティ大手のファイア・アイが提供している、サイバー攻撃を受けた場合を想定した訓練や、ソフォス・ 
 グループが提供している、中小企業でも導入できる汎用的なサイバーセキュリティサービスなどが当てはまると考えています。 

リスクはありませんか？ 
致命的な情報漏えいに繋がるような 
セキュリティ事象の確認、点検 

侵害に繋がるリスクを軽減するための 
サイバーセキュリティ対策の改善 

システムの動作を監視。未知の攻撃を 
検知するためAIを活用することも。 

セキュリティ侵害における組織を横断 
する迅速な調査と復旧計画の提示 

セキュリティをさらに強化させるための 
組織構築、および教育プログラム 

準備は万全？ 

侵害されていませんか？ 

侵害を受けた！ 

将来に向けた準備・対策 

ファイア・アイ  
コンサルティング関連サービスの売上高 

コンサルティングに関連する 
サイバーセキュリティ関連企業例 

○ファイア・アイ ○ソフォス・グループ 
○ベリント・システムズ 
                 など 

サイバーセキュリティ 
コンサルティングのイメージ 

 

※各種発表資料を基に三菱UFJ国際投信作成 

大企業は、サイバーセキュリティ部隊
を組織することができる一方、中小企
業では専任の担当者が少なく、サイ
バー攻撃への備えが十分でない企業が
多く存在しています。 
そういった中小企業向けにシンプルか
つ包括的なソリューションを提供する
サイバーセキュリティ企業も増えてき
ています。 

※上記は2018年4月末時点の組み入れ銘柄のうち、各注目分野に関する関連企業の一例を紹介したもので
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。 
 

出所：Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 期間：2014年度～2017年度、年次 
※「Professional Services」を「コンサルティング関連サービス」としています。 
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2014 2015 2016 2017

（百万米ドル）

（年度）

※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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新技術を展開する企業の  
I P Oが活発  

サイバーセキュリティ市場では次々と新技術が生まれており、こうした新技術を有する企業のIPO（新規株式公開）が活発です。 
当ファンドでは、このような近年IPOを実施した銘柄も組み入れています（2018年4月末時点）。 

サイバーセキュリティ企業のIPO 

2017年～2018年（2018年は3月まで）にIPOを実施したサイバーセキュリティ企業の例 
オクタ 

2017/4/6  新規発行 
 
Webアプリケーションの
アカウントを一元管理 
するツールなどを提供 

【株価】 
 

ForeScout Technologies 

2017/10/26  新規発行 
 
さまざまなデバイスが 
ネットワークに接続した 
瞬間に監視するソリュー 
ションなどを提供 

【株価】 
 

SailPoint Technologies Holdings 

2017/11/16  新規発行 
 
子会社を通じて、企業の 
ID管理などのソリュー 
ションを提供している 
持株会社 

【株価】 
 

2017/7 
当ファンド組入れ開始 

※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 

2018/2 
当ファンド組入れ開始 

2018/3 
当ファンド組入れ開始 

Zscaler 

2018/3/15  新規発行 
 
デバイスやロケーション 
などに左右されない、 
クラウド型セキュリティ 
ソリューションなどを提供 

出所：BloombergのデータやMomentum CYBERの資料を基に三菱UFJ国際投信作成    
期間：オクタ…2017/4/6～2018/5/31、日次  ForeScout Technologies…2017/10/26～2018/5/31、日次  SailPoint Technologies Holdings…2017/11/16～2018/5/31、日次 Zscaler…2018/3/15～2018/5/31、日次  
※対象：Momentum CYBER「Cybersecurity  Almanac 2018」、「Cybersecurity Market Review | Q1 2018」でIPO実施銘柄として紹介され、2017年～2018年（2018年は3月まで）にIPOを実施した企業 
※組入れ開始を記載した銘柄は、2018年4月末時点での組入銘柄 ※上記は2017年～2018年（2018年は3月まで）にIPOを実施したサイバーセキュリティ企業の例を紹介したものです。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。 
 

2018/3 
当ファンド組入れ開始 

【株価】 
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最先端技術獲得を狙った  
M & A  

2013年以降、サイバーセキュリティ企業のM&Aの件数が増加しています。 
大手企業が成長企業を買収することで、最先端技術の獲得や成長率の改善を狙うケースなどが多くなっています。 

サイバーセキュリティ企業のM＆A 

世界のサイバーセキュリティ企業のM＆A件数、金額 2016年～2017年 大型M＆Aの例 

発表日 買収企業 被買収企業 被買収企業の
企業価値（億米ドル）

2016/6/12 シマンテック Blue Coat 47

2016/11/21 シマンテック ライフロック 24

2017/1/30 キーサイト・テクノロジーズ イクシア 17

当ファンド 
組入銘柄 

出所：BloombergのデータやMomentum CYBERの資料を基に三菱UFJ国際投信作成 
※対象：Momentum CYBER「Cybersecurity Market Review Q3 2017」、「Cybersecurity  Almanac 2018」で 
 公表され2016年～2017年に発表・完了した事業会社のサイバーセキュリティに関するM＆Aのうち、被買収企業の 
 企業価値（EV）トップ3 
※組入銘柄は2018年4月末時点。 
※上記はサイバーセキュリティ関連企業のM＆A例を紹介したものです。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。 
 
 
 

出所：Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 
期間：2013年～2017年、年次   
※発表日ベース  
※ここでのサイバーセキュリティ企業は、Bloombergの分類を基に独自に判断しています。 
 

※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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当ファンドの運用状況  

設定後約10ヵ月半で為替ヘッジなしは26%、為替ヘッジありは30%上昇しています（2018/5/31時点）。 

為替ヘッジなし 

課税前分配金再投資換算基準価額と純資産 課税前分配金再投資換算基準価額と純資産 

為替ヘッジあり 

期間：2017/7/13（設定日）～2018/5/31、日次 
※基準価額（1万口当たり）は、信託報酬控除後のものです。※課税前分配金再投資換算基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、
三菱UFJ国際投信が公表している基準価額とは異なります。 

※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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銘柄名 国・地域 組入比率

1位 パロアルトネットワークス 米国 8.7%

2位 プルーフポイント 米国 6.5%

3位 オクタ 米国 6.3%

4位 アマゾン・ドット・コム 米国 6.2%

5位 ソフォス・グループ 英国 5.9%

6位 マイクロソフト 米国 4.7%

7位 トレンドマイクロ 日本 4.3%

8位 サービスナウ 米国 4.2%

9位 ファイア・アイ 米国 4.0%

10位 アリスタ・ネットワークス 米国 3.6%

当ファンドのポートフォリオ概要   
2 0 1 8 年 4 月 末  

国・地域別比率 

当ファンドの組入比率は米国が最も高く、他にも英国、日本、中国、イスラエルなどの銘柄に投資しています。 

上位10銘柄 

※比率はマザーファンドの対純資産比率です。※表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。※左図の現金等には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合 
 があります。 

※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 

銘柄名 国・地域 組入比率

1位 パロアルトネットワークス 米国 8.7%

2位 プルーフポイント 米国 6.5%

3位 オクタ 米国 6.3%

4位 アマゾン・ドット・コム 米国 6.2%

5位 ソフォス・グループ 英国 5.9%

6位 マイクロソフト 米国 4.7%

7位 トレンドマイクロ 日本 4.3%

8位 サービスナウ 米国 4.2%

9位 ファイア・アイ 米国 4.0%

10位 アリスタ・ネットワークス 米国 3.6%

米国
77.0%

英国
5.9%

日本
4.3%

中国
1.5%

イスラ
エル
1.3%

その他
国・地域
0.7%

現金等
9.4%
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ファンドの組入銘柄  
2 0 1 8 年 4 月 末  

 

組入比率1位 パロアルトネットワークス（米国） 組入比率2位 プルーフポイント（米国） 
 

「次世代ファイアウォール」を提供する大手企業 

特定の利用者だけが認められたアプリケーションの利用を許可され、そ
れ以外の利用者が排除される「次世代ファイアウォール」を提供してい
ます。パロアルトネットワークス社のPAシリーズは、世界ではじめてア
プリケーションを制御する機能を搭載した次世代ファイアウォールです。 

株価と売上高の推移 株価と売上高の推移 

株価 売上高 株価 売上高 

出所：Bloombergのデータや各種報道を基に三菱UFJ国際投信作成 
期間：株価…2012/12/31～2018/5/31、日次 売上高…2013年度～2019年度、年次 
※各銘柄の株価と世界株式指数は現地通貨建て ※計測期間が異なる場合は、結果も異なる点に
ご注意ください。 ※売上高の推計値は2018/6/1時点 

出所：Bloombergのデータや各種報道を基に三菱UFJ国際投信作成 
期間：株価…2012/12/31～2018/5/31、日次 売上高…2013年度～2019年度、年次 
※各銘柄の株価と世界株式指数は現地通貨建て ※計測期間が異なる場合は、結果も異なる点に
ご注意ください。 ※売上高の推計値は2018/6/1時点 

※組入順位は2018年4月末時点です。※上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年4月末の組入比率1位、2位を紹介したものです。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。 
 
 

※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 

メールセキュリティの大手企業 

メール・セキュリティベンダー大手です。顧客には、世界の主要な銀行
や製薬会社など大手企業も数多く存在します。外部から隔離された安全
な仮想環境でメールの添付ファイルなどを動作させて安全かどうか判断
するシステムなどを提供します。 
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株価と売上高の推移 

株価 売上高 

出所：Bloombergのデータや各種報道を基に三菱UFJ国際投信作成 
期間：株価…2012/12/31～2018/5/31、日次 売上高…2013年度～2019年度、年次 
※各銘柄の株価と世界株式指数は現地通貨建て ※計測期間が異なる場合は、結果も異なる点に
ご注意ください。 ※売上高の推計値は2018/6/1時点 

クラウドサービスのトップランナー 

インターネット・ショッピングサイト「Amazon.com」を運営する企
業です。実はクラウドで業界最大手であり、最先端テクノロジー企業と
しての顔を持ちます。クラウドの売上高は2014年度から2017年度の３
年間で3.8倍にまで成長し、企業の収益に大きく貢献しています。 
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ファンドの組入銘柄  
2 0 1 8 年 4 月 末  

 

組入比率3位 オクタ（米国） 組入比率4位 アマゾン・ドット・コム（米国） 

ID管理サービスを提供する企業 

株価と売上高の推移 

企業向けにWebアプリケーションのアカウントを一元管理するツールな
どを提供する企業です。2009年に創業し、2017年4月にIPOを実施し
ました。大手企業ともパートナーシップを構築し、業界内で注目を集め
ています。 

株価 売上高 

出所：Bloombergのデータや各種報道を基に三菱UFJ国際投信作成 
期間：株価…2017/4/6～2018/5/31、日次 売上高…2015年度～2020年度、年次 
※各銘柄の株価と世界株式指数は現地通貨建て ※計測期間が異なる場合は、結果も異なる点に
ご注意ください。 ※売上高の推計値は2018/6/1時点 

※組入順位は2018年4月末時点です。※上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年4月末の組入比率3位、4位を紹介したものです。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。 
 
 

※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 
※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。 
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18 ※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 

ファンドの目的・特色  

■■ファンドの目的 
日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。 
 

■ファンドの特色 
特色１ 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業＊の株式に投資を行います。 
・株式等への投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務 
 健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定します。 
・株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。 
＊当ファンドにおいては、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいいます。 
※実際の運用はサイバーセキュリティ株式マザーファンドを通じて行います。 
 
特色２ 株式等の運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。 
・アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーは金融グループであるアリアンツ・グループの一員であり、テクノロジー株式の運用戦略について豊富な 
 経験を有する資産運用会社です。 
 
特色３ 為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジあり）、（為替ヘッジなし）が選択できます。 
・（為替ヘッジあり）は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、 
 当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。 
・（為替ヘッジなし）は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。 
 
特色４ 年1回の決算時（6月6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。（初回決算日は、2018年6月6日です。） 

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。 

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。） 



19 ※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 

運用プロセス  

【日本を含む世界の株式等】 

【世界のサイバーセキュリティ関連企業】 

ポートフォリオ25～35銘柄 

運用指図を委託するアリアンツが考える、 
サイバー攻撃に対するセキュリティ技術 
を有し、これを活用した製品・サービスを 
提供するテクノロジー関連の企業を抽出 

持続的な利益成長性、市場優位性、財務 
健全性、株価水準等を考慮しポートフォ 
リオを構築 

・上記は銘柄選定の視点を示したものであり、すべてを網羅するものではありません。また、実際にファンドで投資する銘柄の将来の運用成果 
 等を示唆・保証するものではありません。上記プロセスは、今後変更されることがあります。 

＜運用プロセスのイメージ＞ 

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。 



20 ※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 

ファンドの仕組み  

運用はサイバーセキュリティ株式マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリティ関連企
業の株式へ投資するファミリーファンド方式により運用を行います。 

・各ファンド間でのスイッチングが可能です。 
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。 
スイッチングを行う場合の購入時手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。 
くわしくは販売会社にご確認ください。 

購入代金 

収益分配金・ 
換金代金等 

購入代金 

収益分配金・ 
換金代金等 

投資 

損益 

投資 

損益 

投資 

損益 

投投資家 
（受益者） 

サイバーセキュリ
ティ株式オープン 
（為替ヘッジあり） 

サイバーセキュリ
ティ株式オープン 
（為替ヘッジなし） 

ベビーファンド マザーファンド 

サイバーセキュリティ
株式マザーファンド 

アリアンツ・ 
グローバル・ 

インベスターズ・ 
ユーエス・ 
エルエルシー 

日本を含む世界の 
金融商品取引所に 
上場している 
サイバー 

セキュリティ 
関連企業の株式 

運用委託 

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。 



21 ※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 

投資リスク  
 

価価格変動リスク 
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。 

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（サイバーセキュリティ関連企業の株式）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。 

為替変動リスク 
■サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり） 
組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、
為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジが困難
な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッ
ジを行う場合があります。その場合、為替ヘッジ効果が得られない可能性や、円と
当該通貨との為替変動の影響を受ける可能性があります。為替ヘッジを行う場合で
円金利がヘッジ対象通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジ
コストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利
差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。 
■サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） 
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
影響を受けます。 

信用リスク 
株式の発行企業の経営、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、株式の価格が下落すること、配当金が減額あるいは支払いが停止される
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。 

流動性リスク 
株式を売買しようとする際に、その株式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、新興国の株式に投資することがあります。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・為替変動・信用・流動性のリスクが大きくなる
可能性があります。 

■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。 

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。 



22 ※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 

投資リスク  
 

■■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。 

■リスクの管理体制 
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を
行っています。 
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。 
なお、運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社においても運用委託先の投資リスクに対する管理体制や管理状況等をモニタリ
ングしています。 



23 ※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 

お申込みメモ  

購購入単位 
購入価額 
換金単位 
換金価額 
換金代金 

申込不可日 

申込締切時間 
換金制限 

購入・換金申込受付 
の中止および取消し 

スイッチング 

信託期間 
繰上償還 
決算日 

収益分配 

課税関係 

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。 
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。 
販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。 

換金申込受付日の翌営業日の基準価額 
原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。 
次に該当する日には、購入・換金はできません。 
・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日 

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。 
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。 

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（投資対象国・地域における非常事態（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）による市場の閉鎖もしくは流動性の極
端な減少等）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。また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、購入の申込
みの受付を中止することがあります。 
各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合
があります。手続・手数料等は、販売会社にご確認ください。なお、換金時の譲渡益に対して課税されます。 

2022年6月6日まで（2017年7月13日設定） 
各ファンドについて、受益権の口数が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。 

毎年6月6日（休業日の場合は翌営業日）※初回決算日は2018年6月6日 
年1回の決算時に分配金額を決定します。（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。） 
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。 

■お申込みメモ 

※くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 



24 ※「本資料で使用した指数について」 および「本資料でご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。 

費用など  

■■ファンドの費用 

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 

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 

購入価額に対して、上限3.24％（税抜 3.00％）（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。 

ありません。 

日々の純資産総額に対して、年率1.836％（税抜 年率1.700％）をかけた額 

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についても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、毎計算期間の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。なお、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。 

委託会社   三菱UFJ国際投信株式会社                                                       
  
 
 
 
      ●ホームページアドレス ： https://www.am.mufg.jp/ 
 
受託会社  三菱UFJ信託銀行株式会社 
 
販売会社  販売会社は、上記の三菱UFJ国際投信の照会先でご確認いただけます。 

0120-151034 
（ 受付時間／営業日の9：00～17：00） 

お 客 さ ま 専 用 
 

フリーダイヤル 

■委託会社およびファンドの関係法人 
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※今後、上記の販売会社については変更となる場合があります。 

販売会社 （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。) 平成30年6月1日現在 

販売会社  
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本資料でご留意いただきたい事項など  

【本資料で使用した指数について】 
世界情報技術株式…MSCI オールカントリー・ワールド 情報技術 インデックス 
世界株式…MSCI オールカントリー・ワールド インデックス 
 
・MSCI オールカントリー・ワールド 情報技術 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・新興国の情報技術関連株式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。 
・MSCI オールカントリー・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・新興国の株式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。 
 
【本資料でご留意いただきたい事項】 
■本資料は、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。 
■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。 




