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投資商品：FDIC保険対象外 • 銀行保証なし • 投資元金損失のリスクあり

投資アプローチ
•  FTSEエマージング・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
• インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
•  ファンドは実質上、すべての資産をインデックスに含まれる株式に投資し 
ます。

ベンチマークについて
•  FTSEエマージング･インデックスは時価総額加重インデックスで、全世界の
新興国市場の大型株･中型株のパフォーマンスを表します。

•  インデックスはブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカを含み
ます。

パフォーマンス実績 
2013年12月31日までのトータルリターン2

VWO（設定2005年3月4日） 四半期 年初来 1年間 3年間 5年間 設定来

基準価額（NAV）リターン3 1.61% -5.00% -5.00% -2.81% 14.00% 8.12%

市場価格リターン4 3.05 -4.97 -4.97 -2.70 14.04 8.20

合成エマージング・ 
マーケット・インデックス 1.54 -4.28 -4.28 -2.63 14.39 8.30

2006年8月23日まではセレクト･エマージング･マーケット･インデックス、2013年1月9日までは 
MSCIエマージング･マーケッツ･インデックス、2013年6月27日まではFTSE エマージング･トランジ
ション･インデックス、その後はFTSE エマージング・インデックス。

上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではありません。 
投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初のコストを 
上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上回る、 
あるいは下回ることがあります。

インデックスに直接投資することはできません。

概要

ベンチマーク
FTSEエマージング・

インデックス

経費率1 0.18%

配当スケジュール 四半期毎

ETF純資産総額 465.54億米ドル

ファンド純資産総額 623.78億米ドル

設定日 2005年3月4日

取引情報
ティッカー・シンボル VWO

CUSIP番号 922042858

IIV（イントラデイ・ティッカー） VWO.IV

上場取引所 NYSE Arca

1  直近の目論見書の記載から（2013年2月28日付）。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
2  期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、
税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていないリ 
ターン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。

3  米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。
4  市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。 

5  最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガードETFのクリエーション･ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡しさ
れる証券価額は含まれません。

6  ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が 
高いことになります。過去のパフォーマンス実績が36ヵ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。

ETFの主なデータ   

バンガード・ 
FTSE・

エマージング・
マーケッツETF

FTSE  
エマージング・
インデックス

構成株式銘柄数 917 849

時価総額の中央値 175億米ドル 172億米ドル

株価収益率 12.7倍 12.3倍

株価純資産倍率 1.7倍 1.6倍

株主資本利益率 18.8% 18.8%

利益成長率 13.0% 13.4%

株式利回り 2.7% 2.8%

売買回転率5 26.0% ̶

標準偏差6 19.6% 19.4%



Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
As of September 30, 2013

1Represents the expense ratio for the Vanguard ETF as reported in the most recent prospectus. There are material differences between mutual funds and ETFs.
Unlike mutual funds, ETFs are priced continuously and bought and sold throughout the day in the secondary market (at a premium or discount to net asset value)
with the assistance of a stockbroker, which entails paying commissions. Sources: Lipper, a Thomson Reuters company, and Vanguard, December 31, 2012.

2The holdings listed exclude any temporary cash investments and equity index products.

Vanguard ETF Shares are not redeemable with the issuing fund other than in Creation Unit aggregations. Instead, investors must buy or sell Vanguard ETF Shares in
the secondary market with the assistance of a stockbroker. In doing so, the investor may incur brokerage commissions and may pay more than net asset value
when buying and receive less than net asset value when selling.
All ETF products are subject to risk, which may result in the loss of principal. International ETF products involve additional risks, including currency
fluctuations and the potential for adverse developments in specific countries or regions. ETF products that invest in emerging markets are generally more
risky than those that invest in developed countries.   

All rights in a FTSE index (the “Index”) vest in FTSE International Limited (“FTSE”).  “FTSE®” is a trademark of London Stock Exchange Group companies and is
used by FTSE under licence. The Vanguard Fund(s) (the “Product”) has been developed solely by Vanguard. The Index is calculated by FTSE or its agent. FTSE and
its licensors are not connected to and do not sponsor, advise, recommend, endorse or promote the Product and do not accept any liability whatsoever to any person
arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b )investment in or operation of the Product. FTSE makes no claim, prediction, warranty or
representation either as to the results to be obtained from the Product or the suitability of the Index for the purpose to which it is being put by Vanguard.

For more information about Vanguard ETF Shares, visit vanguard.com, call 866-499-8473, or contact your broker to obtain a prospectus. Investment
objectives, risks, charges, expenses, and other important information are contained in the prospectus; read and consider it carefully before investing.
© 2013 The Vanguard Group, Inc. All rights reserved. U.S. Patent Nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.

Vanguard Marketing Corporation, Distributor. FA0964_0913
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Expense ratio comparison1

Ten largest holdings and % of total net assets2

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2.5%

Petroleo Brasileiro SA 2.0
China Mobile Ltd. 1.8
China Construction Bank Corp. 1.7
Gazprom OAO 1.6
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1.6
Vale SA 1.6
Tencent Holdings Ltd. 1.5
Banco Bradesco SA 1.3
Itau Unibanco Holding SA 1.2

Top ten as % of total net assets 16.8%

Ten largest countries as % of common stock

China 21.5%

Brazil 14.5
Taiwan 13.1
South Africa 9.5
India 8.4
Russia 7.1
Mexico 5.5
Malaysia 4.7
Thailand 2.9
Indonesia 2.6

バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF
2013年12月31日現在 

VWO

1  直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、
流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム／ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては
手数料が支払われます。出所：Lipper, a Thomson Reuters company、およびVanguard、2012年12月31日

2  記載された保有銘柄は一時的な現金投資および株式インデックス商品を含みません。

バンガードETFにおける受益証券の設定または交換は、クリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引渡しによってのみ行われます。投資家は、流通市場に
おいて証券ブローカーの仲介により、バンガードETFの受益証券の売買を行わなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課されます。また、ETF購入の際には基準価額を 
上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。

すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。世界各国への投資を行うETF商品には、通貨の変動、特定の国々や地域における混乱などの
リスクが加わります。新興国市場に投資するETF商品のリスクは、一般的に先進国市場に投資するETF商品よりも高くなります。

FTSEインデックス（以下「インデックス」）にかかるすべての権利はFTSEインターナショナル・リミテッド（以下「FTSE」）に帰属します。「FTSE®」はロンドン証券取
引所グループ系列会社の商標で、FTSEがライセンスを得て使用しています。バンガード・ファンド（以下「プロダクト」）はバンガードが単独で開発したものです。イン 
デックスはFTSEまたはその代理人によって算出されます。FTSEとそのライセンサーはプロダクトと何ら関係がなく、またプロダクトのスポンサーではなく、プロダクトに対
して助言せず、プロダクトを推奨せず、保証せず、販売促進しません。FTSEとそのライセンサーは、何人に対しても、(a)インデックスの使用、インデックスへの依拠、または 
インデックスにおけるエラー、または(b)プロダクトへの投資あるいはプロダクトの運用、から発生する何らの責任を負うものではありません。FTSEは、プロダクトから得ら
れるべき結果、またはバンガードが設定した目的に対するインデックスの適切性、のいずれに関しても、申し立て、予測、保証あるいは表明を行いません。

バンガードETFについての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。

© 2014 The Vanguard Group, Inc. 無断転載を禁じます。米国特許番号6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623. FA0964_1213  

経費率の比較1

保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)2

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2.6%

Tencent Holdings Ltd. 1.8

Petroleo Brasileiro SA 1.8

China Construction Bank Corp. 1.7

China Mobile Ltd. 1.7

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1.5

Gazprom OAO 1.5

Vale SA 1.5

Naspers Ltd. 1.3

MTN Group Ltd. 1.2

純資産総額に占める上位10銘柄の割合 16.6%

国別構成比率　上位10カ国 (%)

中国 22.1%

台湾 13.6

ブラジル 13.2

南アフリカ 9.5

インド 9.3

ロシア 7.1

メキシコ 5.8

マレーシア 4.9

インドネシア 2.5

タイ 2.5

バンガード・
FTSE・

エマージング・
マーケッツETF

米国籍
新興国 
市場株ETF
平均値

米国籍 
新興国市場株
ミューチュアル
ファンド平均値

Vanguard ETFTMは、
インデックス運用で他を 

リードするバンガードの
専門知識を活かした
低コストの上場投資信託
です。


