
 三菱UFJ国際投信では、投信ブロガーの方をお招きして、 2020年11月5日にブロガーミーティングを開催いたしました。今
回は、昨年10月の開催時にも好評を博した「インデックスファンドに関するパフォーマンスの要因のご紹介」をテーマに、現役の
ファンドマネージャーも登壇し、パフォーマンスの向上のための運用面での工夫などをご紹介いたしました。 
本レポートでは、この内容を余すところなくお伝えするほか、その他プログラムについても当日の内容を一部ご紹介していきます。 

開催概要 

三菱ＵＦＪ国際投信 
ブロガーミーティング（2020年11月5日） 

を開催しました！ 

日時：2020/11/5（木）19:00～20:00 
場所：オンライン開催 
 
1.開催の挨拶 
2.インデックスファンドに関するパフォーマンス要因のご紹介 
3. 事前に頂いたご質問への回答 

当日お配りした資料はコチラ 

インデックス運用に関するパフォーマンス要因のご紹介 
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開催の挨拶 

 まず始めに弊社常務取締役の代田より、つみたてNISA制度開始以降、投信保有者の裾野が拡大しているこ

とや足元のeMAXIS Slimシリーズの状況についてご説明させていただきました。主な内容は以下の通りです。 

私たち資産運用業の役割は、投資家の皆様の有価証券市場への投資を容易に

することで、投資を通じて皆様の人生が豊かになることに貢献することであります。 

昨今の資産形成の状況はつみたてNISA制度開始により、投信保有人口の増加

という形で大きな変化を迎えております。eMAXIS Slimシリーズは2017年にス

タートし、つみたてNISA制度開始と同じ2018年にはシリーズ全体で739億円の

純流入がありました。その後、おかげさまで流入ペースは加速し、翌年の2019年は

1,302億円の純流入、今年2020年は11月4日時点で既に昨年の2倍を超える

2,930億円の純流入となっております。 

私たち三菱UFJ国際投信は、資産運用を通じて少しでも多くの人の人生が豊かに

なることのお手伝いが出来ることを切に願っております。また、皆様の資産形成の伴

走者として、今後もお客様に寄り添っていきたいと考えております。 
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ちなみに運用しているファンドの本数と金額はどれぐらいなんですか？ 

インデックスファンドに関するパフォーマンス要因のご紹介 

↑冒頭の撮影シーン 

スピーカー 

三菱UFJ国際投信インデックス運用部 ファンドマネージャー 村松 

三菱UFJ国際投信デジタル・マーケティング部 野尻 

※2020年11月5日時点 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
まず、最初に簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。 

よろしくお願いします。インデックス運用部で内外株式の運用を担当しています村松と申します。 
加えまして日本株チームのマネジメントも行っております。 

本数は合計で約100本、金額にして8兆円程度※の内外株式のインデックス運用をチームで協力し
て行っています。 

野尻 

村松 

野尻 

村松 
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挨拶に続いて、「インデックスファンドに関するパフォーマンス要因のご紹介」について、対談形式にてご説明しました。 



パフォーマンスに影響を与える要因例 ①対象ベンチマークの違い 

早速ですが、パフォーマンスに影響を与える要因について紹介していきたいと思います。 
 
1つ目は対象ベンチマークの違いによるものがあります。 
例えば、ベンチマークによって組み入れ銘柄数が違う場合、組み入れ銘柄数が多いほうが運用面で
のきめ細やかな調整が必要となり、一般的にはファンドとベンチマークの連動率は低下傾向にありま
す。 
また、投資規制国の銘柄を構成銘柄としているか等もパフォーマンスに影響を与える要因になります。 

なるほど。MSCI All Country World Indexはいかがでしょうか？ 

様々な点で違いはありますが、一番大きな違いはカバレッジの広さで、FTSE Global All Cap 
Indexは非常に組入銘柄数が多くなっています。そのため、FTSE Global All Cap Indexのほうが、
世界の株式市場全体の値動きをより表しているという見方もできそうです。 
 
ただ、FTSE Global All Cap Indexには流動性の低い小型株も含まれており、例えば買いたいとき
に買えないというリスクが大きくなります。他にも小型株を含めたコーポレートアクションのチェックなどのオ
ペレーションが煩雑になる傾向があります。 

指数名 MSCI All Country World Index   FTSE Global All Cap Index 

概要 
全世界（先進国と新興国）の株式市場
（大型から中型まで）の動向を表す指数 

全世界（先進国と新興国）の株式市場
（大型から小型まで）の動向を表す指数 

時価総額カバー率 約85% 約95% 

銘柄数 2,994 9,049 

2020年9月末時点 
代表的な全世界株式指数における違い 

ここで村松さんに一つ質問です、例えば全世界株式を対象とする指数には代表的なものとして、
MSCI All Country World IndexとFTSE Global All Cap Indexがあると思うのですが、運用
面でどのような違いがあるのでしょうか？ 

※上記はあくまで一例であり、上記以外にも影響を与える要因は様々あります。また、上記は当社の主な考え方であり、全て
のインデックスファンドに当てはまるものではありません 

（注）つみたてNISA適格指数のうち、特性の違いが大きいと考えられる全世界株カテゴリーにおいて、代表的な指数を掲載。 
各指数に対する著作権およびその他知的財産権は各指数提供会社に帰属します。次ページ以降記載の指数についても同様です。 
時価総額カバー率は世界の投資可能な株式の時価総額と指数に組み入れられた株式の時価総額から三菱UFJ国際投信が算出。 
（出所） 各指数の公開情報から三菱UFJ国際投信作成 

野尻 

野尻 

野尻 

村松 
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MSCI All Country World Indexの場合は大型株や中型株が対象なので流動性も相応にあり、
銘柄数もFTSE Global All Cap Indexに比べて少ないのでウォッチもしやすいです。 

またパフォーマンスの面ではどちらも時価総額加重型株式指数※なので、小型株の全体への影響は
小さく、両者の差異はそこまで大きくはありません。 

※時価総額加重型株価指数：株価指数の算出の際に株価を単純に平均せず、時価総額の大小を考慮して算出する 
株価指数。そのため、指数への影響の大きさは時価総額の大きな大型株の値動きの方が、
時価総額の小さな小型株の値動きより大きくなります。 

そうなんですね！ 
全世界株式では様々な国が投資対象になりますが、運用していて大変な国とかはありますか？ 

通貨規制が厳しい国は大変ですね。 
例えば、実需での為替取引しか認められていない国などです。関連して、口座開設が大変だったのは
サウジアラビアです。五月雨式に色々な情報の提出を当局から要求されて、口座開設に1年ぐらいの
期間がかかりました。 

口座開設に苦労とは、、、運用に関する苦労と言っても色々あるんですね。 

※上記はあくまで一例であり、上記以外にも影響を与える要因は様々あります。また、上記は当社の主な考え方であり、全て
のインデックスファンドに当てはまるものではありません 

野尻 

野尻 

村松 

村松 
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3つ目として（投資先）ファンドの運用規模があります。 
こちらは、ファンドの規模が小さいと、取引金額の制限等により対象ベンチマークにあわせた銘柄購入
が難しかったり、取引コストが全体に与える影響が大きくなったりすること等の要因があります。 

Aファンド 
Aマザー 

ファンド 

株式 

株式 

【直接株式等に投資する形式のイメージ図】 【ファンドに投資する形式のイメージ図】 

Bファンド 
Cファンド 
（ETF） 

株式 

株式 

マザーファンドを通じて直接株式を購入する形式を採用する場合が多いです。ETF等のファンドに投
資する形式の場合はファンドマネージャーによる運用以外の要因が増加してしまうからです。 
 
例えば、ETF等のファンドを通じて間接的に株式等に投資する場合、ファンドにおけるETFの評価額
は市場価格を元に計算されるので、マーケットが調整している時など、本来のETFの価値から乖離し
た価格で評価される可能性が生じます。そのよう場合は、結果として運用しているファンドがベンチ
マークから乖離する要因になります。 

パフォーマンスに影響を与える要因について、対象ベンチマークの違いのほかには、ファンドスキームの
違いがあります。 
ファンドスキームには、ベビーファンドからマザーファンドを経由して直接株式等に投資する形式と、
ETF等のファンドを通じて間接的に株式等に投資する形式などがあります。 
ファンドスキームについては現状どちらを採用しているファンドが多くて、なぜそのようになっているので
しょうか？ 

※上記はあくまで一例であり、上記以外にも影響を与える要因は様々あります。また、上記は当社の主な考え方であり、全て
のインデックスファンドに当てはまるものではありません 

A.取引に係るコストは主に次の2つに大別されます。 
 
Ⅰ売買手数料：売買手数料には証券会社に約定価格と別に支払う売買委託手数料と、約定価格と約定

ターゲット価格の差異が取引によって生じるコストになります。 
Ⅱタイミングコスト：お客様の約定とファンドでの有価証券の取引は、手続きなどによりタイムラグが生じるため、 

マーケットの状況にも差異が生まれ、実質的なコストの増加要因となります。 

Q.取引コストって具体的には何があるのですか？ 

パフォーマンスに影響を与える要因例 ②ファンドスキームの違い 

パフォーマンスに影響を与える要因例 ③（投資先）ファンドの運用規模 

野尻 

野尻 

村松 

6 



ちなみに村松さんが運用を担当されるファンドで、一番大きなファンドはどれくらいの大きさですか？ 

TOPIXへの連動を目指すETFで、約1.9兆円※の規模になります。 

1.9兆円！それって運用していて怖くないんですか？ 

最初は怖かったです。 
普通に生活していたら、せいぜい扱う金額って大きくて数百万円とかですよね。 
それがインデックスのファンドマネージャーをやっていると一日で売り買い合計で2兆円という日もあるの
で。扱う金額の規模が違いますね。 
 
私は証券会社出身なので、まだそれでも多少大きい金額とかの扱いは慣れていますが、新入社員
等は、もっと怖く感じるでしょうね。 
ただ、そういった恐怖心はミスの元でもあるので、当社インデックス運用部では、売買するときは3人の
担当者で確認して、売買案を突合し、検算した上で発注しています。 
また、可能な限りルーティンの業務は自動化する等で、集中すべき仕事に集中できるような体制も
整えています。 

A.株式のインデックス運用では完全法※でポートフォリオを構築しているものに関しては、売買案の作成の自動
化を行っています。また、ベンチマーク情報といった運用に必要なデータ取得の自動化等の取り組みも行って
おります。 

Q.インデックス運用の自動化って？ 

※2020年11月12日時点 

※完全法：インデックス運用の運用手法の一つ。指数と同じ銘柄を同じ構成比率で購入することで、指数
への連動を目指す運用手法。 

野尻 

野尻 

村松 

村松 
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パフォーマンスに影響を与える要因例 その他 

他にもファンドの資金動向や信託報酬、監査費用、取引コスト等※もパフォーマンスに影響を与える
要因となります。 
ファンドマネージャーとしてこれらに関連して、取り組んでいることはありますか？ 

例えば、取引コストについては、売買銘柄数の制限、回数の制限、先物の利用、バスケット取引※の
利用によるトレーディングコスト圧縮を行っています。 
他にも、証券保管コスト抑制のためカストディとのコスト引き下げの交渉を行ったり、コストをまかなう施
策として貸株を行ったりしています。 

現物株を売買する場合、売買代金の大小に係らず売買委託手数料は一定程度かかってしまいます。その
ため売買代金が少額の場合は、先物を売買する手数料の方が安いことがあり、先物を利用してポジション
を構築したほうが有利なことがあります。一方で、先物は市場の需給によって価格形成されるため、先物の
値動きが指数と連動せず、ファンドの連動性を低下させてしまうことがあります。 

他にもインデックスファンドの運用で先物を利用する場合があります。配当の支払いに関連して、支払いが
確定してから実際に配当が手元に入金されるまで手続きの関係上時差が生じますが、この手元に無い 
資金もベンチマークに連動させるため、先物を活用することがあります。 

Q.先物を使うとコストが抑制できることがあるの？ 

※バスケット取引：複数の銘柄を１つにまとめて売買する取引。 

※上記はあくまで一例であり、上記以外にも影響を与える要因は様々あります。また、上記は当社の主な考え方であり、全て
のインデックスファンドに当てはまるものではありません 

※詳しくお知りになりたい場合は、下記の過去のブロガーミーティング資料をご参照ください 

「ファンドマネジャーが語る、インデックス運用のあれこれ」 

野尻 

村松 
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ここからは、足元のパフォーマンスのご紹介に入りたいと思います。 

まず、全般的な話として、インデックスファンドのファンドマネージャーとして、足元の運用の状況はどう
でしたか？ 

あわせて足元新型コロナウィルス感染拡大の影響によりマーケットが調整した局面ありましたが、その
時はいかがでしたか？ 

パフォーマンスのご紹介 

ご参考：足元の全世界株式指数 MSCI All Country World Index(配当込み、円換算ベース)の推移 

2017年11月～2020年10月末 

野尻 

運用成果は、外国株、日本株ともに他社含む同一ベンチマークのファンド間で、超過収益とベンチ
マークとの乖離、短期長期それぞれの数値をランキング化し、パフォーマンスの良し悪しをモニタリングし
ています。次のページからカテゴリーごとにご紹介したいと思います。 

村松 
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※MSCI All County World Index(配当込み、円換算ベース)は、MSCI All County World Index （配当込み、米ドルベー
ス）をもとに、三菱UFJ国際投信が計算したものです。 
※上図は過去の実績であり、将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。 

※2017年11月2日＝100として指数化しています。 



全世界株式カテゴリーパフォーマンスのご紹介 

では、実際に各カテゴリーごとに詳しく見ていきたいと思います。まずは全世界株式カテゴリーです。年
率超過リターンを見ると、実質信託報酬が上がるにつれて低下する傾向にありますね。 

ファンドマネージャーから見て、全世界株式カテゴリーの状況はいかがでしょうか？また、一部のファンド
で配当込みでの年率超過リターンがプラスになっているファンドがありますが、この要因にはどういったも
のがあるのでしょうか？ 

年率超過

リターン

年率超過

リターン
投資国 純資産総額 基準日 1年 3年

先進国 6,323 '20/10/28

日本 19 '20/4/27

新興国 1,479 '20/10/28

先進国 3,497 '19/2/15

日本 3 '19/10/15

新興国 615 '19/4/18

先進国 1,725 '19/12/2

日本 71 '19/11/20

新興国 70 '19/11/15

先進国 6,323 '20/10/28

新興国 1,479 '20/10/28

先進国 5,560 '20/3/31

新興国 370 '20/5/11

先進国 2,324 '19/12/2

新興国 84 '19/12/2

先進国 6,323 '20/10/28

新興国 1,479 '20/10/28

米国※ 15,659 '19/9/30

先進国※ 5,027 '19/9/30

新興国※ 2,792 '19/9/30

楽天・全世界株式インデックスＦ 楽天投信 -0.30 -0.94 0.12 ◯ 全世界※ 12,499 '19/9/30 201 462

野村つみたて外国株投信 野村アセット 0.15
MSCI AC

（除く日本・

ヘッジなし）

0.19

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全

世界株式（除く日本）
三菱ＵＦＪ国際 0.12 ---

---

三井住友ＤＳ

54 ---

134 248

4 12

◯0.062

0.6

161 ---

88 ---

0.25

直近資金動向

（億円、9月末）

9 20

2020年9末時点 投資先ファンド

純資産総額（億円）

0.48

ETF

に投資

実質信報

（%、税

抜）

0.104 375 ---

2

0.104

-0.22

-0.50

---

ＳＢＩ・全世界株式インデック

スＦ《雪だるま（全世界株

式）》

ＳＢＩアセット

-0.02

-0.46

-0.52

ｅＭＡＸＩＳ全世界株式イン

デックス
三菱ＵＦＪ国際

三井住友・ＤＣつみたてＮＩ

ＳＡ・全海外株インデックスＦ

FTSE

グローバル

（ヘッジなし）

1Yr(%) 3Yr(%)

ファンド名 運用会社 対象BM

-0.26-0.22全世界株式インデックスＦ ステート・ストリート

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全

世界株式（オール・カントリー）
三菱ＵＦＪ国際 0.01

MSCI AC

（ヘッジなし）

---

---たわらノーロード全世界株式 アセットマネジメントOne 0.12-0.21 ---

19年10月-20年9月 17年10月-20年9月

（注） 海外ETFに投資するファンドは投資先ETF（※）の残高を1ドル105円にて計算し記載。 
（対象） 上記はつみたてＮＩＳＡ適格のうち指定インデックス投資信託であり、全世界株式の適格指数単一に連動する
 設定後1年経過しているファンドが対象 
（出所） 上記の年率超過リターンに関して、ＭＳＣＩの各指数は各指数の米ドルベースの配当込み指数をもとに当社が円
 換算した指数を使用しています。そのため、各社が公表する各ファンドのベンチマークに対する超過リターンとは一致し
 ない場合があります。上記以外の指数は各社のファンド毎の公表データを基に作成しています。ファンドが別に定める
 投資対象ファンドに投資する場合は投資対象ファンドの信託報酬を加味した信託報酬を表示しています。 

上記は、様々な要因がパフォーマンスに影響を与えることをご理解いただくために示したものであり、ファンドの優劣を意図したものではあり
ません。また、過去の実績・状況または作成時点での分析であり、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。上記は、ある一時点のものであり、計測期間や時点によって数値は異なります。税金・手数料等は考慮しておりません。 

全世界株式カテゴリー                                    ※2020年9月末時点 

野尻 

10 



まず大切なのが、「対象のベンチマークがどんなものなのか？」を理解することです。 

今回の場合は「税引き後」配当込みのベンチマーク、つまりファンドとベンチマークで税金の取り扱いが
違うことが1つ大きな要因として考えられます。 

 

例えば、米国株式の配当課税がベンチマークでは30％ですが、ファンドでは10％となっており、20％
の差異が生じています※（2020年9月末時点）。これにより、ファンドのリターンがベンチマークを上
回る可能性がでてきます。 

また、ベンチマークとファンドでは日本株の時価の取り扱いが異なる場合があります。 
具体的に2020年9月末基準の数値を例にとって説明すると、ベンチマークの値は29日の世界中の
株価と30日の為替で計算されています。一方、ファンドでは、出来る限り直近時価を用いて計算す
ることになっていますので、多くのファンドが日本株のみ30日の価格でもって計算されています※。 

※ETFへ投資を行う他社ファンドについては、投資したETFにおける評価基準日の取り扱いが上記と異なる場合があります。 

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

9月

ベンチマークの日本株基準日 

ファンドの日本株基準日 

他にも、信託報酬や取引コストなどもベンチマークとファンドの間でパフォーマンスの乖離が生まれる要
因となります。なお、ファンドマネージャーはこれらの要因もしっかり把握しながら、ベンチマークと乖離が
生じないように日々運用を頑張っています。 

※他社ファンドについては、ベンチマークにおける配当に係る税金の取り扱いが上記と異なる場合があります。 

村松 

村松 

村松 
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続いて先進国株式カテゴリーです。こちらでも数bps※の違いが生まれてますね。 

（注） 海外ETFに投資するファンドは投資先ETF（※）の残高を1ドル105円にて計算し記載。 
（対象） 上記はつみたてＮＩＳＡ適格のうち指定インデックス投資信託であり、先進国株式の適格指数単一に連動する
 設定後1年経過しているファンドが対象 
（出所） 上記の年率超過リターンに関して、ＭＳＣＩの各指数は各指数の米ドルベースの配当込み指数をもとに当社が円
 換算した指数を使用しています。そのため、各社が公表する各ファンドのベンチマークに対する超過リターンとは一致し
 ない場合があります。上記以外の指数は各社のファンド毎の公表データを基に作成しています。ファンドが別に定める
 投資対象ファンドに投資する場合は投資対象ファンドの信託報酬を加味した信託報酬を表示しています。 

上記は、様々な要因がパフォーマンスに影響を与えることをご理解いただくために示したものであり、ファンドの優劣を意図したものではあり
ません。また、過去の実績・状況または作成時点での分析であり、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。上記は、ある一時点のものであり、計測期間や時点によって数値は異なります。税金・手数料等は考慮しておりません。 

年率超過

リターン

年率超過

リターン
投資国 純資産総額 基準日 1年 3年

eMAXIS Slim 先進国株式イン

デックス
三菱UFJ国際 0.23 0.19 0.093 先進国 6,323 '20/10/28 565 1,106

<購入・換金手数料なし>ニッセイ

外国株式インデックスファンド
ニッセイアセット 0.24 0.14 0.093 先進国 2,110 '19/11/20 453 1,068

たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 0.20 0.10 0.0999 先進国 3,497 '19/2/15 229 451

i-SMT グローバル株式インデックス

(ノーロード)
三井住友トラストAM 0.05 --- 0.19 先進国 3,451 '19/5/29 1 ---

iFree 外国株式インデックス(為替

ヘッジなし)
大和ＡＭ 0.09 0.06 0.19 先進国 1,340 '19/12/2 21 39

つみたて先進国株式 三菱UFJ国際 0.10 0.08 0.2 先進国 6,323 '20/10/28 104 164

Smart-i 先進国株式インデックス りそなアセット 0.16 -0.08 0.2 先進国 573 '20/1/27 30 44

外国株式指数ファンド 三井住友DS -0.09 -0.22 0.5 先進国 2,324 '19/12/2 2 5

SMT グローバル株式インデックス・

オープン
三井住友トラストAM -0.31 -0.33 0.5 先進国 3,451 '19/5/29 25 50

野村インデックスファンド・外国株式 野村アセット -0.25 -0.38 0.55 先進国 5,560 '20/3/31 33 74

eMAXIS 先進国株式インデックス 三菱UFJ国際 -0.39 -0.44 0.6 先進国 6,323 '20/10/28 8 29

米国※ 15,659 '19/9/30

先進国※ 5,027 '19/9/30

SBI・先進国株式インデックス・ファ

ンド
----1.20

FTSE

Developed

All Cap Index

ＳＢＩアセット ◯0.062 12 ---

ファンド名 運用会社 対象BM

1Yr(%) 3Yr(%)

MSCIコクサ

イ・インデック

ス

(ヘッジなし)

投資先ファンド 直近資金動向

19年10月-20年9月 17年10月-20年9月 ETF

に投資

純資産総額（億円） （億円、9月末）

2020年9末時点

実質信報

（%、税抜）

※ベーシスポイント。1%の100分の１の単位。 

そうですね。信託報酬の水準が同じでも年率超過リターンがわずかに異なっていますよね？ 
まさにこの差が、インデックス運用のファンドマネージャーの取引コスト削減等の努力により、指数への
連動や超過収益を追求した結果だと思います。 
そして、皆さんご存知のとおりインデックスファンドへの投資では、この数bpsの差異の長期での蓄積が
最終的な受益者の皆様の投資成果に影響します。 

※2020年9月末時点 
先進国株式カテゴリー                                    

野尻 

村松 
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米国株式カテゴリーを見てみましょう。 

全カテゴリーの中でも信託報酬はかなり低い水準であり、信託報酬以外のコスト面の影響が大きな
影響を及ぼすと思うのですがいかがでしょうか？ 

そうですね。当社のファンドでも、直近多くのご愛顧を頂戴して、投資先ファンド（マザーファンド）の
純資産総額は約2,000億円となり、この1年で約2倍になりました。そのため、取引コストがファンドに
与える影響が大きくなる懸念がありましたが、満足のいく結果となったと考えています。 

                                    ※2020年9月末時点 

年率超過

リターン

年率超過

リターン
投資国 純資産総額 基準日 1年 3年

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際 0.19 --- 0.088 米国 1,980 '20/10/28 1,166 ---

iFree S&P500インデックス 大和ＡＭ 0.15 0.09 0.225 米国 81 '19/9/9 46 109

SBI・バンガード・S&P500イン

デックス・ファンド

ＳＢＩアセッ

トマネジメント
-0.08 --- 0.058 ◯ 米国※ 16,532 '20/10/30 668 ---

米国株式インデックス・ファンド ステート･ストリート -0.05 -0.11 0.45 米国 204 '20/3/10 28 42

農林中金<パートナーズ>つみた

てNISA米国株式 S&P500
農林中金全共連AM -0.31 --- 0.45 米国 35 '19/11/15 2 ---

楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天投信

CRSP U.S.

Total

Market

-0.50 -0.84 0.12 ◯ 米国※ 12,840 19/9/30 655 1,201

S&P500

投資先ファンド 直近資金動向

19年10月-20年9月 17年10月-20年9月
ETF

に投資

純資産総額（億円） （億円、9月末）

2020年9末時点

実質信報

（%、税抜）

ファンド名 運用会社 対象BM

1Yr(%) 3Yr(%)

（注） 海外ETFに投資するファンドは投資先ETF（※）の残高を1ドル105円にて計算し記載。 
（対象） 上記はつみたてＮＩＳＡ適格のうち指定インデックス投資信託であり、米国株式の適格指数単一に連動する設
 定後1年経過しているファンドが対象 
（出所） 上記の年率超過リターンに関して、Ｓ＆Ｐ500指数はＳ＆Ｐ500指数（配当込み）をもとに当社が円換算した
 指数を使用しています。そのため、各社が公表する各ファンドのベンチマークに対する超過リターンとは一致しない場
 合があります。上記以外の指数は各社のファンド毎の公表データを基に作成しています。ファンドが別に定める投資
 対象ファンドに投資する場合は投資対象ファンドの信託報酬を加味した信託報酬を表示しています。 

上記は、様々な要因がパフォーマンスに影響を与えることをご理解いただくために示したものであり、ファンドの優劣を意図したものではあり
ません。また、過去の実績・状況または作成時点での分析であり、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。上記は、ある一時点のものであり、計測期間や時点によって数値は異なります。税金・手数料等は考慮しておりません。 

野尻 

村松 
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米国株式カテゴリーパフォーマンスのご紹介 

米国株式カテゴリー                                    



国内株式の場合は海外株式と比べてどのような特徴があるのでしょうか？ 

為替の影響が無いことや、取引コスト等の影響も海外株式に比べて小さいことが主な違いになります。 

                                    ※2020年9月末時点 

（対象） 上記はつみたてＮＩＳＡ適格のうち指定インデックス投資信託であり、国内株式の適格指数単一に連動する設
 定後1年経過しているファンドが対象 
（出所） 上記の年率超過リターンは各指数の配当込み指数に対して計算しています。そのため、各社が公表する各ファンド
 のベンチマークに対する超過リターンとは一致しない場合があります。 

上記は、様々な要因がパフォーマンスに影響を与えることをご理解いただくために示したものであり、ファンドの優劣を意図したものではあり
ません。また、過去の実績・状況または作成時点での分析であり、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。上記は、ある一時点のものであり、計測期間や時点によって数値は異なります。税金・手数料等は考慮しておりません。 

他のカテゴリーについては当日資料をご参照ください 

野尻 

村松 

国内株式カテゴリー（日経平均株価）パフォーマンスのご紹介 

国内株式カテゴリー（日経平均株価）                                    

年率超過

リターン

年率超過

リターン
投資国純資産総額 基準日 1年 3年

eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 三菱UFJ国際 -0.12 --- 0.14 日本 2,318 '20/10/28 19 ---

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド ニッセイアセット -0.12 -0.17 0.14 日本 1,704 '20/2/17 50 106

iFree 日経225インデックス 大和AM 0.01 -0.11 0.14 日本 1,782 '19/9/19 43 100

野村つみたて日本株投信 野村アセット -0.16 --- 0.17 日本 680 '19/11/7 20 ---

たわらノーロード 日経225 アセットマネジメントOne -0.24 -0.32 0.17 日本 211 '20/4/15 83 206

i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 三井住友トラストAM -0.18 --- 0.17 日本 1,141 '19/5/20 ▲ 0 ---

Smart-i 日経225インデックス りそなアセット -0.19 -0.28 0.17 日本 16 '20/5/25 ▲ 0 8

つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ国際 -0.16 -0.21 0.18 日本 2,318 '20/10/28 82 151

ニッセイ日経225インデックスファンド ニッセイアセット -0.26 -0.29 0.25 日本 1,704 '20/2/17 ▲ 80 120

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 農林中金全共連AM -0.32 --- 0.35 日本 33 '19/11/15 1 ---

SMT 日経225インデックス・オープン 三井住友トラストAM -0.43 -0.48 0.37 日本 1,141 '19/5/20 ▲ 87 86

しんきんノーロード日経225 しんきんアセット -0.19 --- 0.39 日本 77 '19/9/10 0.3 ---

野村インデックスファンド・日経225 野村アセット -0.43 -0.49 0.40 日本 680 '19/11/7 ▲ 70 53

eMAXIS 日経225インデックス 三菱UFJ国際 -0.42 -0.50 0.40 日本 2,318 '20/10/28 ▲ 75 31

朝日ライフ 日経平均ファンド 朝日ライフAM -0.69 -0.71 0.50 日本 33 '19/11/15 ▲ 2 ▲ 17

日経平

均

株価

投資先ファンド 直近資金動向

19年10月-20年9月 17年10月-20年9月

ETF

に投

資

純資産総額（億円） （億円、9月末）

2020年9末時点

実質信

報

（%、税

抜）

ファンド名 運用会社 対象BM

1Yr(%) 3Yr(%)
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事前に頂いたご質問の一部をご紹介 

ミーティングの開催にあたって、事前にブロガーの皆様からたくさんのご意見、ご質問を頂きま
した。当日はミーティング中に頂いた質問も併せてご回答させていただきましたが、ここではそ
の一部をご紹介いたします。 

ご認識のとおり、運用では設定、解約資金をネッティングして運用資金として充当しております。 

インデックス運用では、1日の購入と売却の注文処理は、例えば設定注文が3億円で、解約注文が1億
円なら、そのまま1億円分は解約の支払いに充てて、残り2億円分だけ株式等の購入処理するものなの
でしょうか？ 

Ｑ 

Ａ 

運用面では、各ファンドのベンチマークにもよりますが、投資先マザーファンドベースで、例えばJ-REITや
MSCI JAPANなど国内上場の銘柄数の少ないものであれば数億円程度、先進国株式など銘柄数の
多いものになると1,000億円程度の純資産総額があれば、ベンチマークとの十分といえる連動性を維持
できるものと考えます。 

eMAXIS Slimシリーズなどインデックスファンドの適正な純資産総額はどの程度の金額ですか？ Ｑ 

Ａ 

15 

ETFの収益分配金は信託の計算期間毎に、配当等収益から費用等を控除した金額を分配するものと
約款で定められています。したがって、意図的に分配金を減らす等はできません。なお、差が生じる要因
としては、一般的に残高拡大（発行済口数増加）による、希薄化の影響等が挙げられます。なお、希
薄化が発生した場合には分配金利回りが低下いたします（分配金利回りの低下した分だけ、分配金
支払い時の基準価額の下落幅が小さくなります）。 
また、ＭＡＸＩＳ米国株式(Ｓ＆Ｐ５００)上場投信については 設定が2020年1月で初回決算が
2020年6月のため、初回の分配金の対象は5ヵ月間のみとなり通常よりも短いサイクルになったことも影
響していると考えられます。 

MAXIS米国株式(S＆P500)上場投信は同じベンチマークを採用するETFと比べて分配金が低いよう
に見えます。意図的に分配金を減らし、資金流出を抑えることは可能なのでしょうか？ Ｑ 

Ａ 



インド株式やNASDAQ100のインデックスファンドなど新ファンドについて多数のご要望頂いており大変嬉
しい限りです。eMAXIS Slimシリーズにおいては基本的な商品は揃ってると認識しておりますが、皆様
のご期待に応えられるよう、皆さまのニーズ等を踏まえつつ、新ファンドについては可能性を検討をしていき
たいと思います。 

新しいファンドが出る予定はありますか？ Ｑ 

Ａ 

16 

運用サイドではスケールメリットという点に関しては、eMAIXIS Slimシリーズも含めベンチマークが同じベ
ビーファンドについては、共通のマザーファンドを通じて現物株に投資している場合がほとんどであり、相応
のスケールメリットは享受できていると考えております。また、同じ投資方針のマザーファンドが複数ある場
合もありますが、その点については、マザーファンドの入替えによる集約化といった取り組みを既に着手して
おり、引き続き一層運用効率の向上を目指していきます。 

なお、ベビーファンドに関しては、法律上ファンドの併合は可能ですが、実施するにあたっては、運用会社、
受託会社、販売会社でのシステム面等に大きな制約があり、実行するのはなかなか難しいというのが現
状です。ただ、そういった大きなハードルはあるものの、投信併合は運用効率を高めるために純資産総額
を大きくするという手段としては有用で、お客さまのお役に立てるものと考えておりますので、その解決に向
けてファンドの関係法人と共に引き続き積極的に検討して参ります。 

投信の併合について、同じベンチマークを使用する複数のファンドについて、eMAXIS Slimシリーズに併
合して、スケールメリットをより活かせる形にしていくつもりはありますか? Ｑ 

Ａ 

ちょうどここ最近だと、アメリカの大統領・上下院選挙は注視してました。インデックスなので相場イベントは
関係ない、と思われがちなのですが、関係あるんです。 
例えば、為替の適用基準の時間が変更※とならないか気にしておりました。もし、大口の申込があった場
合にどう対応するのか、頭の体操をメンバーでしていましたね。 
 
他にもインデックス運用を担当しているファンドマネージャーもアクティブ運用のシミュレーションを行うことで、
日々新たなアルファの源泉を見つける取り組みを行っております。 

運用面での知られざる苦労または笑い話があればお願いします。 Ｑ 

Ａ 

※為替は、対顧客電信売買相場の仲値を使っていますが、対顧客電信売買相場では通常日本時間の10時の値を使
用。ただし、その後大きな値動きがあった場合には、値が変更となる場合があります。 

他にもeMAXIS LINEサービスや月報に関するものなど、たくさんご意見、ご質問をいただき
ました。ありがとうございました。 
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ご参加頂いたブロガーの皆様、ありがとうございました。 

編集を担当しました新入社員の小河原です。初めてのブロガーミーティングの参加でしたが、ブロガーの皆様の
知識と熱量に圧倒されました。 

参加できなかった方のために開催レポートを作成いたしました。ご参考になりましたら、ぜひ拡散にご協力頂けま
すと幸いです！ 

みなさまに資産運用の現場を、少しでも身近に感じて頂けましたら嬉しく思います。 

編 集 後 記 

当社では、今後もブロガーミーティングなどの開催を予定しております。詳細は追って当社HPでご案内いたします。 

【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。 
・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。 

■ｅＭＡＸＩＳ （イーマクシス）のURL：https://emaxis.jp/ 
■ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ（イーマクシス スリム）のURL：https://emaxis.jp/lp/slim/pr1/index.html 
■ｅＭＡＸＩＳシリーズのリスクとお客さまにご負担いただく費用について 
■MAXIS （マクシス）のURL：https://maxis.mukam.jp/ 
■MAXIS シリーズのリスクとお客さまにご負担いただく費用について 

https://emaxis.jp/
https://emaxis.jp/lp/slim/pr1/index.html
https://portstation.emaxis.jp/other/risk.html
https://portstation.emaxis.jp/other/risk.html
https://maxis.mukam.jp/
https://maxis.mukam.jp/
https://maxis.mukam.jp/etf_disclaimer/risk.html
https://maxis.mukam.jp/etf_disclaimer/risk.html

