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パワーシェアーズ DB コモディティ・ 

インデックス・トラッキング・ファンド 

 

ファンドの概要 

インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マ

ネジメント LLC3
は、ETF という非常に利点の多

い投資ビークルにおいて、インデックスを再現す

ることを目的にすることにより、可能な限り最高

品質の投資商品を提供するというゴールに向

かって邁進しています。 
インベスコ・パワーシェアーズは、インテリジェ

ント・インデックスを再現することを目的とする

ことにより、付加価値の高い商品を提供していま

す。これらのインデックスは、技術的に進んだ、

強固な機関投資家向け投資リサーチを具体化す

る方法論から投資決定を導き出しています。パ

ワーシェアーズ DB コモディティ・インデック

ス・トラッキング・ファンドは DBIQ オプティマ

ム・イールド・ダイバーシファイド・コモディ

ティ・インデックス・エクセス・リターン
TM

を

もとにしており、DBコモディティ・サービシズ

LLC が運用しています。このインデックスは規則

に基づく指数であり、世界で最も取引量のある重

要な現物コモディティ 14 種類の先物によって構

成されています。インデックスに直接投資するこ

とはできません。 

ファンドデータ 

銘柄ティッカー DBC 
価格

4 $26.85 
日中基準価額（NAV）（IIV）5 DBCIIV 
基準価額（NAV）4 $26.83 
オプション あり 

 

参照インデックス・データ
4
 

DB ﾘｷｯﾄﾞ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ - 
OY ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ DBLCDBCT 

インデックス提供会社 ドイツ銀行 AGロンドン 
目的 ポートフォリオの分散化 

コモディティ・セクターを反映する 
インデックスへの追従 

 

アルファ、ベータ、相関関係
1,2,5

 

下記データは各々ベンチマーク・インデックスに

対する参照インデックスのデータ 
 アルファ ベータ 相関関係 

S&P GSCI ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ 7.36 0.82 0.96 
DJ-UBS ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ 5.66 1.04 0.95 
S&P500 4.22 0.71 0.56 

 
1
インデックスの推移にはいくつかの特有の限界があり、

当ファンドの実際のトレーディング実績またはリターン

を表すものではありません。インデックスの推移は、実

際に実行されたトレードを表すものではなく、流動性に

乏しいなど、ある一定の市場要因がある場合などは、そ

の影響が過大になることもあれば過小になることもあり

ます。当ファンドは、将来的にインデックスの推移と同

様の損益をおさめる、もしくはその可能性が高いとの表

明は行いません。当ファンドに関するリスクの全内容に

ついては、目論見書をご覧ください。 
当ファンドは、上場日から 2006 年 5 月 24 日までは、ド

イチェバンク・リキッド・コモディティ・インデックス
TM

のノン・オプティマム・イールド・バージョンに追従

していました。 
2006 年 5 月 24 日から 2009 年 10 月 16 日までの間は、

ドイチェバンク・リキッド・コモディティ・インデック

ス
TM
のオプティマム・イールド・バージョンに追従して

いました。 
2009 年 10 月 19 日以降、当ファンドは DBIQ オプティマ

ム・イールド・ダイバーシファイド・コモディティ・イ

ンデックス・エクセス・リターン
TM
に追従しています。 

0 米ドル 

 

データはファンド設定月の月末 2006 年 2 月 28 日以降のもの 

1 万米ドルあたりの価額推移 1 

DB ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ DB ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 
DJ-UBS ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ 

S&P GSCI ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ 
S&P500 

3 万米ドル 

2 万米ドル 

1 万米ドル 

0 米ドル 

 
 

ファンドのパフォーマンスおよびインデックスの推移
1
（年率、％） 

 1 年 3 年 5 年 ファンド設定来
2
 

参照インデックス     
DB コモディティ -2.39 8.33 3.09 3.91 
ベンチマーク・インデックス     
S&P GSCI コモディティ -1.18 6.94 -2.79 -5.71 
DJ-UBS コモディティ -13.32 6.39 -2.07 -1.72 
S&P500 2.11 14.12 -0.25 1.84 
ファンド     
NAV4 -2.68 7.80 2.63 2.97 
市場価格

5 -2.61 8.33 2.62 2.69 
パフォーマンス・データは過去の実績です。投資リターンおよび投資元本価額は変動します。そのためファ

ンドの受益権が償還される際には当初のコストを上回ることもあれば下回ることもあります。過去の運用

実績は将来の成果を示唆するものではありません。最新の月末時点でのパフォーマンスの数値について

は、インベスコ・パワーシェアーズのウェブサイトをご覧ください。 
 

インデックスの実績（ファンド設定来）
1,2,5

 

 運用利回り（％） ボラティリティ（％） シャープレシオ 

DB コモディティ 3.91 22.61 0.12 
S&P GSCI コモディティ -5.71 26.53 -0.22 
DJ-UBS コモディティ -1.72 20.79 -0.12 
S&P500 1.84 17.64 0.00 
 
すべてのインデックスの推移は前述のインデックス（「DB コ

モディティ・インデックス」）の実績の組み合わせたものを
反映しています。 
2
当ファンドの上場日は 2006 年 2 月 3 日。特に注記がない

限り、表示されているインデックスの実績の情報については

すべてこの上場日が基準となっています。 
3
インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメン

ト LLC は、当ファンドのスポンサーまたはプロモーターで

はなく、当ファンドの実績または当ファンド運用者であり、

所有者である DB コモディティ・サービシズ LLC の決定ま

たは行動について、一切の責任を負いません。 
4
現在の DBLCIX のレベル、日中の参考基準価額（NAV）お

よび最新の NAV 終値については、ウェブサイト 

http://dbfunds.db.com/dbc をご覧ください。 
当ファンドは DBIQ オプティマム・イールド・ダイバーシ

ファイド・コモディティ・インデックス・エクセス・リター

ン
TM
（ティッカー：DBLCIX）に連動することを目的として

います。3 ヶ月物の米国債のリターンをこれに加えたイン

デックスである DBIQオプティマム・イールド・ダイバーシ

ファイド・コモディティ・インデックス・トータル・リター

ン
TM
（ティッカー：DBLCDBCT）の実績が表示されていま

すが、これは、当ファンドが先物ポジションに対し 3 ヶ月物

の米国債を担保に入れているためです。S&P GSCIコモディ

ティ・インデックス・トータル・リターン
TM
（S&P GSCI

コモディティ）およびダウ・ジョーンズ-UBS コモディティ・

インデックス・トータル・リターン・インデックス
SM

（DJ-UBS コモディティ）は非運用型指数で、コモディティ

のバスケットのパフォーマンスをもとにコモディティ市場

の変動を測るために利用しているものです。 

S&P500®
インデックス（S&P500 ) は非運用型指数で、米

株式セクターを代表するものと考えています。S&P GSCI
コモディティ・インデックス・トータル・リターン

TM
は、

マグローヒル・カンパニーズ・インクの所有するスタン

ダード・アンド・プアーズの商標です。ダウ・ジョーンズ

―UBS コモディティ・インデックス・トータル・リターン・

インデックス
SM

は、ダウ・ジョーンズ＆カンパニー・イ

ンクおよび UBS セキュリティーズ LLCの商標です。イン

デックスに直接投資することはできません。 
重要事項については裏面をご覧ください。 

それぞれの受益権は個別に償還させることはできま

せん。受益権の所有者はこれらの受益権を、通常それ

ぞれ 20 万口単位の取得および償還ユニットで、当

ファンドから取得するもしくは当ファンドに対し償

還のための買い取り請求を行うことができます。 
 

http://dbfunds.db.com/dbc


 

当資料は情報提供を目的として、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント LLCが作成した参考資料の翻訳版です。当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありませ

ん。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するもの

ではありません。本文で詳述した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分

析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。当ファンドは、商品価格の変更をできる限り反映するよう設計していますので（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）、純資産価額

は大きく変動する可能性があります。ファンドの純資産価額は、基準通貨（米ドル）により算出されるため、投資リターンはファンドの運用実績だけではなく、円の米ドルに対する為替レー

トによっても影響を受けます。基準通貨では投資元本を割り込んでいない場合でも、為替レートの変動により円換算時には損失を被る場合があります。当ファンドは、1 口あたりの純資産価

額と同額で取引されるとは限らず、当ファンドの需給等の要因により、当該価額よりも高い価格、あるいは低い価格で取引されることがあります。したがって、投資元本が保証されているも

のではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、信用取引を行った場合には、差し入れた保証金以上の損失が生じる可能性があります。これらの運用による損益はすべてご投資家の

皆さまに帰属します。当ファンドを取引される場合には、あらかじめ取引金融機関等から交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただきますようお願い申し上げます。 

PDB000302 P-DBC-PC-1 10/11 Exp. 02/15/12   800 983 0903  invescopowershares.com  twitter: @PowerShares 
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パワーシェアーズ DB コモディティ・ 

インデックス・トラッキング・ファンド 

 

基準配分率 (%) 

DB コモディティ・インデックス採用 

コモディティ 

ライト原油 12.375 
ブレント原油 12.375 
灯油 12.375 
RBOB ガソリン 12.375 
天然ガス 5.500 
金 8.000 
銀 2.000 
アルミニウム 4.167 
亜鉛 4.167 
銅 A 級 4.167 
トウモロコシ 5.625 
小麦 5.625 
大豆 5.625 
砂糖 5.625 
インデックスは年に1度 11月に基準配分率にリバランス

されています。1 年を通してインデックス内のそれぞれ

のコモディティの厳密な配分率は、価格の変動により変

化しています。現在の配分率は

http://dbfunds.db.com/dbc/weights.aspx. で日々更新さ

れています。

 

ファンド詳細  
管理報酬 0.85% 

予想先物手数料 0.08% 
CUSIP 
（証券識別番号） 73935S105 
上場取引所 NYSE Arca 
 

インデックス ボラティリティ(%)
1,5

 

 
DB 

ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ 

S&P GSCI 

ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ DJ-UBS 

1 年 
3 年 
5 年 

20.34 
20.46 
23.87 

20.79 
22.32 
27.51 

19.45 
18.37 
21.62 

 

年間インデックス実績(%)
1,2

 

 
DB 

ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ 

S&P GSCI 

ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ DJ-UBS 

2007 年 32.62 32.67 16.23 
2008 年 -30.94 -46.49 -35.65 
2009 年 16.35 13.49 18.91 
2010 年 11.93 9.02 16.83 
2011 年 -2.39 -1.18 -13.32 

 

オプティマム・イールド
TM

 

当ファンドは従来のコモディティ・インデックスで見られるロールイールドのマイナス効果を最小限に抑え

ることを目的とするオプティマム・イールド
TM
・バージョンのインデックスに追従します。ドイチェ・バ

ンク・リキッド・コモディティ・インデックスは、決済日が近い期近物から期先物へ乗り換える（「ローリ

ング」として知られる）際に、最大の「インプライド・ロール・イールド」を得ることができる限月を選ぶ

オプティマム・イールド
TM

の公式を使用しています。これにより、市場がコンタンゴ（期近が期先より安

く取引されている）の状態の時に先物のロール効果のマイナス影響を最小限に抑え、バックワーデーション

（期近が期先より高く取引されている）の状態の時に、先物のロールのプラス効果を最大限に活用します。

オプティマム・イールド
TM

の公式に関する詳細は、http://dbfunds.db.com をご覧ください。 

ファンドの投資内容および見込まれるメリット 

当ファンドは規制取引所で取引されている流動性の高い先物に投資し、下記のメリットが見込まれます。 
エンハンスト・コモディテイ・インデックス：インデックスのオプティマム・イールド

TM
・バージョンに

追従し、従来のコモディティ・インデックスでは成し得なかった、より洗練されたコモディティ投資戦略を

提供することを目的としています。 
コストの節約：取引所での先物取引より通常コスト高である現物コモディティを保管するコストや、

ディーラーとのコモディティ・リンク・ノート取引にかかわるコストが当ファンドでは発生しません。 
金利収益：現物のコモディティを保有しても、金利収益は発生しません。当ファンドでは、3 ヶ月物の米

財務省短期証券（T ビル）を先物取引の担保として差し出しており、これらの証券から金利収益が得られま

す。この金利収益は投資家のものとなります。 
透明性と流動性：規制先物取引所における取引により決定される公然と入手できる価格で、活発に取引が

行われている先物に投資を行います。これにより、価格が公開されていないコモディティ・リンク・ノート

や流動性が低い先物を取引するのに比べ、全般的により有利な価格、直接的でコスト効果のあるコモディ

ティに対するエクスポージャを取ることができると考えています。 

 

重要事項 

コモディティおよび先物は、通常値動きが激し

く、すべての投資家に適しているわけではあり

ません。当ファンドは、重大な損失を回避する

ことができた場合に限り、成果を挙げることが

できます。当ファンドに関する損益分岐点の数

値に関しては目論見書を再度ご確認ください。 

当ファンドは投機的であり、高レベルのリスク

を伴います。投資家は投資金額の全てもしくは

その大部分を失うことがあります。 

当ファンドは、米国 1940 年投資会社法（改訂）

におけるミューチュアル・ファンドもしくは、

その他のタイプの投資会社ではなく、そのため

この法律による規制を受けません。 

当ファンドの受益権はFDICによる保証を受け

ておらず、価値が失われることがあり、かつ銀

行保証もありません。 

この資料は目論見書とともに提供されなくて

はなりません。投資の前に再度目論見書のご確

認をお願いいたします。 

インテリジェント ETF レボリューション
®
の先駆者 

5
日中 NAV は参照資産の最新の日中価格をもとに、予想

される公正価値を表象しています。 
 市場リターンは当ファンドの NAV を算出する時点（通

常は東部時間午後 4 時頃）での最も高いビッドおよび最

も低いオファーの中間点をもとにしており、投資家がそ

れ以外の時間で取引した場合に得る可能性があるリター

ンを表したものではありません。 
 ボラティリティはインデックス・リターンの年率の標

準偏差です。 
 ベータはレラティブ・リスクおよび回帰の勾配の値です。 
 シャープレシオは、標準偏差および超過リターンを使

用してリスクのユニットあたりの収益を求めて計算され

たリスク調整後の値です。シャープレシオが高いことは

リスク調整後のリターンが高いことを示しています。 

 相関関係は、過去の実績において二つの投資対象の値

動きが同じ方向、大きさとなる度合いを示すものです。 
 アルファはリスク調整後のパフォーマンスを測る指標

です。 
ALPS ディストリビューターズ・インクはパワーシェ

アーズ DBコモディティ・インデックス・トラッキング・

ファンドの販売会社です。 

インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメ

ント LLCは ALPS ディストリビューターズ・インクの関

係会社ではありません。 

インベスコ・ディストリビューターズ・インクもしくは

その関係会社であるインベスコ・パワーシェアーズ・キャ

ピタル・マネジメント LLC が当ファンドに関するマーケ

ティング・サービスを提供することがあります。インベ

スコ・ディストリビューターズ・インクは、ドイツ銀行

もしくはその関係会社からこのマーケティング・サービ

スに対する報酬を得ています。インベスコ・ディストリ

ビューターズ・インクおよびインベスコ・パワーシェアー

ズ・キャピタル・マネジメント LLC はドイツ銀行の関係

会社ではありません。 
注：すべての商品がこれらすべての会社から購入するこ

とができるわけではありません。 

http://dbfunds.db.com/dbc/weights.aspx

