サ イバ ーセ キュリティー技術
サイバー攻撃とそれを防御する
サイバーセキュリティ技術を動画で解説！
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2019年8月16日（金） 於 日本工業倶楽部会館 開催

「サイバーセキュリティ株式オープン」セミナー レポート

Agenda
第一部：上杉 謙二氏
「サイバーセキュリティの最新動向」
第二部：ウォルター・プライス氏
「サイバーセキュリティ株式オープンの運用状況と見通し」

・本資料内ではファンドの名称について、サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）を「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）を「為替ヘッジなし」という略称で記載する場合があります。また、これらを総称して「当ファンド」という場合があります。

日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会の
上杉 謙二氏が語る「サイバーセキュリティの3つのＩ 」
現在、社会課題の解決にはデジタル技術によるテクノロジーが不可欠となっており、テクノロジー産業も成長傾向にあります。それに
伴い、従来にはなかったサイバーリスクが新たに発生しています。そのリスクに対処するために、サイバーセキュリティ産業は不可欠
な産業です。テクノロジーは今や社会的インフラとなっているため、サイバーセキュリティ産業は景気に左右されることなく、中長期的
な成長が期待される産業であるといえるでしょう。

上杉 謙二
Kenji Uesugi
一般社団法人 日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会（ＪＣＩＣ）主任研究員
コンサルティング会社において、官公庁や民間企業に対するサイバーセキュリティ
戦略立案、サイバー演習、インシデント対応支援、M&A戦略策定に従事。また、
サイバーセキュリティの国際会議やイベントの企画にも携わる。前職の国内通信会社
や外資系セキュリティ会社においても、セキュリティサービスの製品責任者として
製品開発やプリセールス活動に従事。 現在の主な研究テーマは、海外のサイバー
セキュリティ法規制、官民連携の動向、五輪におけるセキュリティ体制等。

※Ｐ1～2は上杉氏の講演内容を基に作成しています。

Ｉ ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

（国際情勢）

サイバー攻撃は、今、国際的に複雑化しており、

加えて、企業内での顧客情報の持ち出しなど、「内

企業のみならず国家もその対応に迫られています。

部関係者」もサイバー攻撃者となり得ます。「働き方

サイバー攻撃の担い手は、「国家組織」、「犯罪組織」、

改革」によって、テレワークで自宅やカフェなどから

「主義主張者」、「内部関係者」の４つに分類されます。

クラウドサービスを利用して仕事を行う機会が増える
ため、今まで以上に内部不正が行われやすくなって

「国家組織」は、武力に替わる戦争の手法としてサイ

おり、企業は対応する必要性があります。

バー攻撃を行っている場合があります。「今やイン
ターネットなどサイバー空間における戦いが８割」とも
いわれているほどです。
４種類の攻撃者の例

「犯罪組織」による金融機関に対するサイバー攻撃
が度々発生しており、2019年1月に開催された世界
経済フォーラムでも取り上げられ、各国のリーダー達

攻撃者

実例

国家組織

イランに対する米国のサイバー攻撃など

犯罪組織

仮想通貨取引所へのサイバー攻撃など

主義主張者

五輪へのサイバー攻撃など

内部関係者

自社の顧客情報不正持ち出しなど

はサイバー攻撃による金融危機が発生することを懸
念しています。

また、「主義主張者」も、権力への抵抗や世論操作、
愉快犯のような承認欲求を満たすなどのために、サイ

（出所）一般社団法人 日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会の
資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

バー攻撃を行うことがあります。

・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

1

SEMINAR REPORT 2019.8

【本資料に関するご注意事項

Ｉ ｎｄｕｓｔｒｙ

（サイバーセキュリティ産業）

デジタル技術を活用したイノベーションの進展によ

平均で約１０％下落しました。また、純利益も被害発

り、今までに想定していなかった新しいリスクが生じ

生年度で約２１％下落しました。サイバー攻撃による

ています。インターネットによる経済効果は約500兆

被害は、単純な金銭的影響だけでなく、企業に関する

円ある一方で、サイバー犯罪による損失（金銭的損失、

評判に影響し、企業価値を低下させてしまうこともあ

事後対応費用、損害賠償、制裁金など）は約63兆円

ります。

もあるとされています。今後は、いかにサイバー犯罪
による損失を減らし、経済効果をあげていけるかが
重要となります。

こうしたデジタル化によるリスクが増大する中、世界
には3,000社を超えるサイバーセキュリティ企業が存
在しており、サイバーセキュリティ産業では企業の

実際に、日本国内でサイバー攻撃を受け、取引所で

Ｍ＆Ａ（合併・買収）やＩＰＯ（新規公開）が相次いでい

適時開示を行った18社の企業を調査した結果があり

ます。こうしたことも、サイバーセキュリティ市場の

ます。企業がサイバー攻撃の適時開示後、株価は

活性化につながっていると考えられます。

Ｉ ｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

（投資家の動向）

世界の投資家は、投資先企業に対してサイバー

日本でも、2019年6月に経済産業省がグループ

セキュリティを優先的に取り組ませる動きを強めてい

ガバナンスに着目した「グループ・ガバナンス・システ

ます。上述のように、企業がサイバー攻撃にあってし

ムに関する実務指針」を発行し、初めて「サイバー

まうと、株価や利益が下落してしまう恐れがあるから

セキュリティ」に関する事項が盛り込まれました。その

です。

中には、「親会社の取締役会レベルで、子会社も含め
たグループ全体、さらには関連するサプライチェーン

そうした中、米国証券取引委員会が、被害状況に関

も考慮に入れたセキュリティ対策の在り方について

する情報公開のポリシーを制定し、経営者が自社へ

検討されるべき」との記載もあり、サイバーセキュリ

のサイバー攻撃を知った場合、自社株の取引を控え

ティ強化を促しています。また、総務省でも、セキュリ

るなどの新たな指針を発表しました。

ティ対策に関する情報開示の促進を目的に、様々な
ステークホルダー（利害関係者）への適切な開示手法
に関する「サイバーセキュリティ対策情報開示の手引
き」を発行しました。

このように、今や企業がサイバーセキュリティ対策を
することは当然であり、ＥＳＧ投資（環境・社会・企業
統治に配慮する企業を重視・選別する投資手法）が
注目される中、今後は「サイバーセキュリティ経営」に
取り組む企業に注目が集まると考えています。
上杉 謙二氏による講演風景

ものではありません。

等】の内容を必ずご覧ください。
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サイバーセキュリティ株式オープン
運用者であるウォルター・プライス氏が語る！
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、多くのＩＴ（情報通信）企業が誕生するシリコンバ
レーに近いサンフランシスコに拠点を置いています。私たちは、その地の利を生かしＩＴ関連株式の運用に強みを持っ
ています。次々と新しい企業が誕生する中で、この地にいるからこそ集められる情報を活用することで、ＩＰＯ（新規公
開）企業への積極的な投資も可能にしています。サイバーセキュリティは、過去10年で社会にとってなくてはならない
＊アリアンツということがあります。
インフラになり、今後10年もその地位はゆるぎないと考えています。

Walter Price
ウォルター・プライス
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
シニア・ポートフォリオ・マネージャー マネージング・ディレクター
46年に及ぶ資産運用業界の経験を有する（2019年時点）。
マサチューセッツ工科大学にて電子工学の学位を、同大学の
スローン・スクールにてMBAを取得。

※Ｐ3～4はプライス氏の講演内容を基に作成しています。

世界を変えたＩＴの中で、高い成長性を有するサイバーセキュリティ
ＩＴ関連株式は、足下10年間で大きく上昇してきま
した。その背景には、ＩＴ産業が高い成長を遂げてきた

約10％～15％成長しており、成長性の高さが注目さ
れています。

こと、ＩＴそのものが産業の中でなくてはならない存在
となったことがあります。例えば、アマゾン・ドット・コム

2019年初来から7月末まで、世界の株式市場全体

はＩＴ技術を取り入れることで小売業を大きく変えまし

は上昇しましたが、米中貿易摩擦の激化等を背景に、

たし、自動車業界では自動運転がでてきてその世界

世界株式は大きく下落し、サイバーセキュリティ関連

が大きく変わろうとしています。ＩＴ技術は、今までに

株式も調整を余儀なくされる局面もありました。しか

なかった世界を創り出しており、世界の産業がＩＴ

し、サイバーセキュリティ関連企業は高い成長が続い

技術なしでは成り立たないと考えています。加えて、

ていることから、こうした下落局面は良い投資機会と

ＩＴ産業の中でも、サイバーセキュリティ産業は年率

なると考えています。

また、株価の水準を考えるうえで重要な世界の投資
環境については、世界的に金利が一段と低下する局
面となっています。理論株価モデル * において は 、
企業の利益成長が続くならば、金利の低下は、株価
を押し上げる要因となります。こうしたことから、業績
が良好であるサイバーセキュリティ関連株式にとって、
金利低下は追い風になると期待されます。
ウォルター・プライス氏による講演風景

*全てにおいてあてはまるわけではありません。

・上記説明には、2019年7月31日時点における当ファンドの組入銘柄が含まれていますが、個別銘柄の推奨を目的とするものでは
なく変更されることがあります。・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
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良好な実績を支える運用戦略
当ファンドは、サイバーセキュリティ関連企業に特

ようになります。このエンドポイントを使用すれば、

化して運用しており、幅広い銘柄に投資せず、勝ち組

対応するのは1回目だけになりますので、業務の効率

と考えられる成長性の高い企業に絞って投資してお

化につながると考えられます。今後もこうした新しい

り、当ファンドの組入比率は上位10銘柄だけで、半分

技術を有する企業のＩＰＯは増加していくとみています。

強を占めています。このような戦略の結果、当ファン
ドのマザーファンドは設定（2017年7月13日）来、年

サイバーセキュリティ
の５分野(イメージ）

サイバー攻撃者
遠

ております。

サイバーセキュリティは5分野に分けられ、ペリメー

ユーザーからの距離

率で約28.9％上昇しており、良好な運用実績となっ

ター（境界）、ネットワーク、エンドポイント、アプリケー

近

ション、データになります。その中でも、ＡＩ（人工知

ユーザー

能）を活用するエンドポイントに注目し、2019年6月
に上場したクライドストライクを組入れました。同社は、
エンドポイントユーザーの行動分析を行うことで、サ
イバー攻撃を防御します。1回目に受けてしまった攻
撃を分析することで、2回目以降の攻撃を防御できる

【サイバーセキュリティの5分野の範囲】
ペリメーター（境界）：社内のネットワークに入るまでのセキュリティ
（ファイアウォールなど）
ネットワーク：社内ネットワークのセキュリティ
エンドポイント：端末を守るためのセキュリティ（パソコンなど）
アプリケーション：ソフトウェアやメールを守るためのセキュリティ
（パソコンの中のデータなど）
データ：情報を守るためのセキュリティ（パソコンの中のデータなど）

さらなる拡大が続くサイバーセキュリティ市場
クラウド、ＡＩ、自動運転など、ＩＴ技術を活用する動

のユーザー認証処理）やエンドポイントなどのセキュリ

きは拡大し続けており、今後も今は知られていない技

ティ製品に注目しており、今後支出を伸ばしていくと

術や活用方法が見いだされ、サイバーセキュリティ市

みています。今後、さらにクラウドへの移行が進展す

場は、さらに拡大していくことが見込まれており、

れば、企業はより高度なセキュリティ・ソリューション

2022年には約2,300億米ドルの市場になるとみら

が必要になるため、サイバーセキュリティへの投資を

れています。

強化していくことになると予想されます。

それに加えて、2018年にインドでは、11億件を超え
る大規模な情報漏えいが起こるなど世界的に情報漏
えいの問題などが深刻化しており、サイバーセキュリ
ティの必要性はますます高まることが見込まれます。

こうした状況下で、各企業の経営者は、ＩＴ関連技術
の中では、ソフトウェア・クラウドやセキュリティなど、

ウォルター・プライス氏

セキュリティ製品の中では、シングルサインオン（1度
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。・運用方針は作成時点のものであり、将来予告
状況・ 成果を示唆・保証するものではありません。

等】の内容を必ずご覧ください。

吉井 一人氏
アリアンツ・グローバル・
インベスターズ・ジャパン
株式会社
投資信託営業部長
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本セミナーでご紹介した個別銘柄【1】
ゼットスケーラー（米国）
ゼットスケーラーの株価推移
 2018年3月に上場。ゼットスケーラーは、ク
ラウドをベースとしたプラットフォームを提供

（米ドル）

（期間：2018年3月16日（上場日）～2019年7月31日）

100
80

する企業です。

60
40

 同社は世界でおよそ3,250の顧客と取引が
あり、提供するサービスは、公的機関をはじ
め、業界トップクラスの企業からも支持を得

20
0
2018年3月16日

2018年9月16日

2019年3月16日

売上高推移

ています。

（億米ドル）
2.0

 同社は世界100以上のデータセンターから
クラウド上で顧客にセキュリティサービスを

（期間：2015年度～2018年度）

1.5
1.0

提供する、クラウドセキュリティ分野の
リーディングカンパニーです。

0.5
0.0
2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

オクタ（米国）
オクタの株価推移
 2017年4月上場。オクタはID管理クラウド
サービスを提供するプロバイダで、代表的な
サービスに「シングルサインオン」があります。

（米ドル）

（期間：2017年4月7日（上場日） ～2019年7月31日）

150

100

50

 同社のサービスは、クラウド上で、
約6,000のアプリケーションを統合、1度の
認証で利用を可能にします。このサービスに
より、ログインからアプリケーション到達まで
の手間や管理者への問い合わせを軽減、
システム効率の向上に寄与するといわれて
います。

0
2017年4月7日

2018年4月7日

2019年4月7日

売上高推移
（億米ドル）

（期間：2015年度～2019年度）

5
サービス
4
3

サブスクリプション
（継続課金型のビジネスモデル）

2
1
0
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
・上記説明には、2019年7月31日時点における当ファンドの組入銘柄が含まれていますが、個別銘柄の推奨を目的とするものでは
・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
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本セミナーでご紹介した個別銘柄【2】
マイクロソフト（米国）
マイクロソフトの株価推移
（米ドル）

 マイクロソフトが提供するＡｚｕｒｅはクラウド
サービスを提供するプラットフォームです。

（期間：2004年3月31日～2019年7月31日）

150

100

同社の顧客には、米国の政府機関はじめ、
各国の教育機関、民間企業等があります。

 Ａｚｕｒｅではマイクロソフト独自のセキュリ

50

0
2004年3月31日

2012年3月31日

ティだけでなく、他社のセキュリティも利用で

Ａｚｕｒｅサービス提供前後の売上高

き、その数は800以上にも及びます。これら

（億米ドル）
1,500

の組み合わせにより利用者の利便性向上が

1,200

図られることから、売上高は同サービス提供

900

後、拡大傾向にあります。

600

（期間：2004年度～2019年度）

Ａｚｕｒｅサービス
提供前

Ａｚｕｒｅサービス
提供後

300

0
2004年度 2008年度 2012年度 2016年度
（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

クラウドストライク（米国）
 2019年6月に上場。クラウドストライクは、
クラウドサービスを活用し、エンドポイントで
のデータの収集や検知、監視を一括して行

クラウドストライクの売上高の推移
（期間：2017年度～2022年度）

い、サイバー攻撃に対しリアルタイムで対処

9

するサービスを提供しています。

8
7

売上高（億米ドル）
予想売上高（億米ドル）

6

 同社の顧客である企業がサイバー攻撃を

5

受けた場合、その他の顧客にもただちに

4

情報が共有され、同様のサイバー攻撃を防

3
2

ぐことができるようになっています。また、

1

同社のエンドポイントセキュリティは、実際に

0

受けたサイバー攻撃をＡＩ（人工知能）が経
験として学習し、その後のセキュリティ対策

2017年度
2019年度
2021年度
・予想売上高は、2019年8月20日時点のBloomberg予想値を記載して
います。
（出所）Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

に役立てることができます。

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。
ものではありません。

等】の内容を必ずご覧ください。
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）の運用状況
基準価額と純資産総額の推移

（為替ヘッジあり）
（期間：2017年7月13日（設定日）～2019年7月31日）

18,000
純資産総額（億円）【右軸】

400

基準価額(円)【左軸】

16,000

320

14,000

240

12,000

160

10,000

80

8,000
2017年7月13日

0
2019年7月13日

2018年7月13日

（為替ヘッジなし）
（期間：2017年7月13日（設定日）～2019年7月31日）

18,000
純資産総額（億円）【右軸】

1,250

基準価額(円)【左軸】

16,000

1,000

14,000

750

12,000

500

10,000

250

8,000
2017年7月13日

2018年7月13日

0
2019年7月13日

・基準価額（1万口当たり）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。
・表示期間において分配金のお支払いはありませんでした。

・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
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【本資料に関するご注意事項

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）の運用状況
（2019年7月31日時点）

組入上位１０銘柄
組入銘柄数：39銘柄

組入順位

銘柄名

国・地域名

業種名

組入比率

1

ゼットスケーラー

米国

ソフトウェア・サービス

8.9％

2

マイクロソフト

米国

ソフトウェア・サービス

8.2％

3

オクタ

米国

ソフトウェア・サービス

7.2％

4

サービスナウ

米国

ソフトウェア・サービス

6.5％

5

プルーフポイント

米国

ソフトウェア・サービス

4.7％

6

アカマイ・テクノロジーズ

米国

ソフトウェア・サービス

3.8％

7

マイムキャスト

米国

ソフトウェア・サービス

3.8％

8

ベリサイン

米国

ソフトウェア・サービス

3.5％

9

シスコシステムズ

米国

テクノロジ・ハードウェア・機器

3.1％

10

フォーティネット

米国

ソフトウェア・サービス

3.0％

国・地域別比率

中国
日本 韓国
1.0% コールローン他
1.0%
1.3%
3.2%
英国
2.5%
イスラエル
2.6%

通貨別比率

英ポンド 韓国ウォン
1.0%
2.6%
日本円
2.9%

米国
88.4%

業種別比率
メディア・娯楽
小売
2.5%
3.7%

コールローン他
3.2%

テクノロジ・
ハードウェア・
機器
6.8%

米ドル
93.5%

時価総額別
組入比率

小型株
4.1%

コールローン他
3.2%

中型株
26.9%

ソフトウェア・
サービス
83.7%

大型株
65.7%

（出所）Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。・通貨別比率は為替予約等を含めた
実質的な比率です。・上記は、当ファンドの代表的なファンドのデータとして「為替ヘッジなし」のデータを掲載しています。「為替ヘッジあり」のデータについては、
月次レポートをご覧ください。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。【ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）について】をご覧ください。・コールローン等に
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。・組入銘柄の時価総額100億米ドル以上を大型株、20億米ドル以上100億米ドル未満を中
型株、20億米ドル未満を小型株として算出しております。
【ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）について】 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。
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。

等】の内容を必ずご覧ください。
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【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。
※運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

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。なお、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。
・ （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。
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。

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。

投資リスク
基準価額の変動要因： 基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動、為替相場の変動等により上下します。また、組入有価
証券の発行者等 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、価格変動リスク、特定のテーマに沿った銘柄に
投資するリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・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等
■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。■本資料は、ＪＣＩＣの上杉 謙二氏、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーのウォルター・プライス氏の
講演内容を基に三菱UFJ国際投信が作成しています。

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3.24％（税抜 3.00％）
※消費税率が10％となった場合は、上限3.30％（税抜 3.00％） となります。
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。
信託財産留保額 ありません。

◎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1.836％（税抜 年率1.700％）をかけた額
※消費税率が10％となった場合は、年率1.870％（税抜 年率1.700％）となります。
その他の費用・手数料
以下の費用・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。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。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。
＜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。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。

設定・運用は
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販売会社一覧
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
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）
商号

登録番号等

２０１９年8月１日時点
日本証券業
協会

一般社団法人
日本
投資顧問業
協会
○

藍澤證券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第6号

○

株式会社愛知銀行

登録金融機関

東海財務局長（登金）第12号

○

阿波証券株式会社

金融商品取引業者

四国財務局長（金商）第1号

○

今村証券株式会社

金融商品取引業者

北陸財務局長（金商）第3号

○

岩井コスモ証券株式会社

金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第15号

○

エース証券株式会社

金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第6号

○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第2251号

○

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

○

岡三にいがた証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第169号

○

岡地証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第5号

○

おきぎん証券株式会社

金融商品取引業者

沖縄総合事務局長（金商）第1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

○

極東証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第65号

○

ぐんぎん証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第2938号

○

ごうぎん証券株式会社

金融商品取引業者

中国財務局長（金商）第43号

○

篠山証券株式会社

金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第16号

○

ＧＭＯクリック証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第77号

○

静岡東海証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第8号

○

静銀ティーエム証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第10号

○

七十七証券株式会社

金融商品取引業者

東北財務局長（金商）第37号

○

株式会社ジャパンネット銀行（為替ヘッジなしのみ取扱）

登録金融機関

関東財務局長（登金）第624号

○

十六ＴＴ証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第188号

○

新大垣証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第11号

○

大和証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第1０８号

○

髙木証券株式会社

金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第20号

○

ちばぎん証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第114号

○

中銀証券株式会社

金融商品取引業者

中国財務局長（金商）第6号

○

株式会社筑波銀行

登録金融機関

関東財務局長（登金）第44号

○

東海東京証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第140号

○

東洋証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第121号

○

とちぎんＴＴ証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第32号

○

株式会社トマト銀行

登録金融機関

中国財務局長（登金）第11号

○

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

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

株式会社富山第一銀行

登録金融機関

北陸財務局長（登金）第7号

○

株式会社長野銀行（為替ヘッジなしのみ取扱）

登録金融機関

関東財務局長（登金）第63号

○

南都まほろば証券株式会社

金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第25号

○

八十二証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第21号

○

ひろぎん証券株式会社

金融商品取引業者

中国財務局長（金商）第20号

○

廣田証券株式会社

金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第33号

○

フィデリティ証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第152号

○

ほくほくＴＴ証券株式会社

金融商品取引業者

北陸財務局長（金商）第24号

○

松阪証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第19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

○

○

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

登録金融機関

関東財務局長（登金）第5号

○

○

○

株式会社三菱ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）

登録金融機関

関東財務局長（登金）第5号

○

○

○

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

関東財務局長（金商）第2336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

○

○

むさし証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第105号

○

めぶき証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第1771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

○

リテラ・クレア証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第199号

○

○

○

○

○

○
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○
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Morningstar Award

“Fund of the Year 2018”
追加型投信/内外/株式

国際株式型（グローバル・除く日本） 部門

優秀ファンド賞受賞
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2018年において各部門別に総合的に優秀
であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型（グローバル・除く日本） 部門は、2018年12月末において当該部門に属
するファンド926本の中から選考されました。
Morningstar Award “Fund of the Year 2018”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、
モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有
権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
※当該評価は過去の一定期間の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

