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1980年代から急速に発展を遂げた通信技術。

外出先で電話する、メールする、動画を⾒ることを可能にしてきました。

そして現在、通信技術はさらなる発展を遂げ、あなたの未来の⽣活を

⼤きく変えようとしています。

情報のやりとりをするだけであった「情報の流通網」から、

あらゆる⼈・モノを双⽅向でつなぐ「社会の神経網」へ。

は“５G”（第5世代移動通信システム）の発展を

投資のチカラに変え、中⻑期的な成⻑を⽬指すファンドです。
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2最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

＊IoT（Internet of Things）とは
モノのインターネットと呼ばれ、世の中に存在する様々な物体（モノ）が通信機能を持ち、インターネット接続を通じて情報のやり取りが可能になることをいいます。

※上記はイメージ図です。



3最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

IoTの普及には⾶躍的に増⼤する通信量に対応するための

通信インフラである です。

2025年にはユーロ圏経済規模＊と同程度の市場を

創出するといわれるIoTの新たなビジネスが、

します。

IoTは、18世紀以降からの技術⾰新と産業構造の変化において、「第4次産業⾰命」
の引き⾦として、⼈々の⽣活や産業構造が根本から変わるほどのインパクトをもたらすとされ
ています。

2015年

2020年
（予測値）

2025年
（予測値）

※上記は産業⾰命の変遷のイメージ図であり、全ての特徴を網羅したものではありません。

3

*2017年現在。IMF（国際通貨基⾦）「世界経済⾒通し2018年4⽉」の⽶ドル建名⽬GDP（国内総⽣産）データを基に2017年12⽉末の為替で三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算した額で⽐較
※IoT分野の市場規模データは最⼤値。⽶ドルベース値を総務省の2025年の円換算（1⽶ドル＝120円）値に合わせ、2015年と2020年を三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算
（出所）Consultancy.uk and McKinsey＆Company、総務省「IoT時代に向けた移動通信政策の動向」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成



4最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

2025年にIoT分野が⽣み出す新たな市場

新たなビジネス領域の拡⼤
5Gが加わることで、IoT時代を

加速させるサービスが進展

※⾚字は各IoT分野における2025年の経済効果の予測（最⼤値）

※写真はイメージです。
※上記は5Gで加わる新たなビジネス領域の全てを表したものではありません。また、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。
(出所）総務省「IoT時代に向けた移動通信政策の動向」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

 5Gは中⻑期的な視点で様々な情報技術分野の新たなサービスやビジネスチャンスの拡⼤が期待でき、息の⻑い
投資機会を提供するものと考えます。



5最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

 5Gとは、第5世代(5th Generation)移動通信システムの略称で、通信量の増加に耐えうるネットワークの⼤容量化、
⾼速化を⽬指すシステムです。

 社会に劇的な変化をもたらすIoTの普及において不可⽋な通信技術とされています。

※上記は移動通信システムの変遷のイメージ図であり、全ての特徴を網羅したものではありません。また、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。
（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

移動通信システムの変遷
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※1エクサバイト＝１兆メガバイト
※2021年はシスコ予測値
（出所）シスコ「Cisco Visual Networking Index（VNI）

全世界のIPトラフィック予測、2016〜2021年」のデー
タを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

全世界のモバイルデータ通信量の将来予測



6最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

 5Ｇでは移動通信量が膨⼤になり、そのスピードも上がる（⾼速・⼤容量）ことで、伝達の遅れを劇的に解消（超低遅延）
します。また、⼈を介するだけでなく、⼈・モノそのすべてがインターネットでつながります（多数同時接続）。

5Gの技術要件と5G実現で可能になるサービス例

※上記は5Gの特徴についてイメージ図を使い概要を説明したものであり、その全てを網羅したものではありません。また、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。
（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

移動通信量は

現在の1,000倍

⾃動運転

AR（拡張現実）/
VR（仮想現実）

4K/8K
ストリーミング

スマートハウス

映像や⾳声等の送信速度の
遅れが劇的に解消

現在の10分の１
多数端末との

同時接続が⾶躍的に拡⼤

現在の100倍

通信速度は

現在の100倍 医療⽤ウェアラブル



7最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は5Gの実現により変化する未来⽣活のイメージであり、全ての特徴を網羅したものではありません。また、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。



8最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は5Gの実現により変化する未来⽣活のイメージであり、全ての特徴を網羅したものではありません。また、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。



9最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は5Gの実現により変化する未来⽣活のイメージであり、全ての特徴を網羅したものではありません。また、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。



10最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は5Gの実現により変化する未来⽣活のイメージであり、全ての特徴を網羅したものではありません。また、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。



11最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は5Gの実現により変化する未来⽣活のイメージであり、全ての特徴を網羅したものではありません。また、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。



12最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

 当ファンドはIoTの実現に必須となる5G関連ビジネスの中で、インフラ構築および通信サービス・商品分野において先進的な
技術を持ち、新たに⽣まれるビジネスを展開する企業を中⼼に投資します。

通信鉄塔・アンテナ さまざまなモノ通信ネットワーク

通信サービス関連通信インフラ関連 IoT機器・装置関連

※上記はIoT通信ネットワーク網のイメージ図です。将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。

内蔵されたセンサー
を通じあらゆるモノか
ら情報を収集

集積されたビッグデータ

AI、ビッグデータ

膨 ⼤ な デ ジ タ ル
データをスピーディー
に処理、伝送

AIがビッグデータを解析

通信を⾼速・⼤容量
化するため広い周波
数帯域を活⽤

（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

、



13最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。
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⼤・中型規模の通
信基地局のみでエ
リア全域をカバー

⼤・中規模および
スモールセルを組
み合わせてカバー

スモールセル中⼼
でカバー

通信インフラ関連

 ネットワークの⾼密度化による通信量や速度を向上させるための通信基地局（スモールセルなど）、
通信設備（⾼度化アンテナ、光ファイバー網など）整備が進展する⾒込みです。

※上記はイメージ図です。
（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

世界のスモールセル出荷⾦額の推移および予測

通信鉄塔

低周波数帯
⼤・中型規模の
電波範囲

⾼周波数帯
スモールセルの
電波範囲

※2018年以降は予測値
（出所）総務省「平成30年版情報通信⽩書」のデータを基に三井住友トラスト・

アセットマネジメント作成

予測値

（2014年〜2020年、年次）

広範囲をカバーする基地局（低周波数帯を利⽤）と⾼密度に配置された⼩型の基地局（スモールセル：⾼周波数帯を利⽤）を重ね
て配置し、広い周波数帯域を活⽤可能にすることで電波利⽤の混雑を緩和します。

電波利⽤の混雑を緩和するための通信ネットワーク網例 スモールセル
※写真はイメージです。



14最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

通信サービス関連

 通信ネットワーク上で膨⼤なデジタルデータをスピーディーに処理・伝送するための、様々な技術
（クラウドサービスなど）が採⽤される⾒込みです。

世界のクラウドサービスの売上⾼の推移および予測
クラウドサービス

※上記は例を挙げてクラウドサービスのしくみを表したイメージ図です。全てのサービスを網羅したものではありません。
（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

クラウドサービスのしくみ（イメージ図）

オフィス環境

モバイル環境

家庭環境

インターネット

⼯場

発電所
 遠隔診断
 健康管理
 電⼒使⽤量の⾒える化 など

（2014年〜2020年、年次）

※2018年以降は予測値
（出所）総務省「平成30年版情報通信⽩書」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

膨⼤なデジタルデータをネットワーク上に蓄積・保管し、⾼速な処理を可能にする技術を⽤いたデータセンターサービスです。
通信量の増加に伴いニーズが拡⼤しています。世界で利⽤が拡⼤している動画などのコンテンツサービスにおいての提供・配信基盤であり、

またフィンテックなどの⾦融サービスにおいてもインフラとして位置づけられ、今後IoTの実現において重要な基盤システムとされています。

⼤量で質的にも異なる通信を柔軟に収容する技術
※写真はイメージです。

例 クラウドサービス
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15最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

IoT機器・装置関連

 多種多様な⼤量の情報を、低コストで効率良く収集･分析する必要があるため、
⾰新的で、競争⼒の⾼い技術が発展する⾒込みです。

超⼩型・軽量センサーを活⽤する技術例 V2X（⾞⾞間・路⾞間通信）技術例

V2Xは⾃動⾞と⾃動⾞、または⾃動⾞と信号機や道路標識な
どのインフラがクラウドを通さず直接に相互通信し、効率的な交通
システムの構築と⾃動⾞事故の未然防⽌を⽬的とするしくみで、
⾃動運転実現に重要な技術です。

将来的な⾃動運転⾞の実⽤化に向けて、市場の拡⼤が期待さ
れます。

ウェアラブル ⾃動運転

⾃動運転⾞のしくみ

路⾞間通信

⾞⾞間通信

歩⾏者⽤端末
表⽰装置

前⽅注意！⾞両接近

カメラ

レーダーレーダー＊

対象物の⽅向と距離を計
測する装置や暗視装置

カメラによるイメージング技
術やセンサーから得た情報
を統合・分析する技術

認知する（センサー）技術 判断する（AI）技術

＊電波による測定技術

※上記はイメージ図です。（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

ウェアラブル端末は、アップルウォッチ、フィットビットに代表される
機器で、腕や頭部など⾝体に装着して利⽤します。

内蔵された超⼩型かつ軽量化されたセンサーを通じて、取り込ま
れる⽣体情報が⽇々蓄積され、個⼈の健康管理に役⽴つ情報
が提供されるだけでなく、医療機関にて病気の解明や医薬品の
開発に役⽴てることができ、関連市場の拡⼤が⾒込まれています。

世界のウェアラブル端末市場の予測

（出所）総務省「平成28年版情報通信⽩書」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※写真はイメージです。



16最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

 各所に設置された監視カメラなどのIoT機器で撮影された⼤量の4K⾼精細映像をクラウドサービスにつなぎ、その情報を解析
することにより異常⾏動を検知し、未然に犯罪を防ぐことができます。

 将来的にはAIの活⽤により⼈の⽬を使わなくても異常⾏動を検知することができるようになります。

ご参考

⾼所
カメラ

警備員
ウェアラブルカメラ

4K⾼精細映像で
異常⾏動を検知

都市空間の様々な監視情報
を監視センターに集約

通信鉄塔

ビル屋上カメラ

AI活⽤により⾃動化
⾼精細映像から切り出した
異常⾏動を近隣の警備員に
通知し、現場に急⾏させる

⾼度化
アンテナ

※上記はイメージ図であり、全ての製品やサービスを表しているものではありません。（出所）各種情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成



17最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

モバイル回線全体に
占める割合（右軸）

（2020年〜2025年、年次）

世界の5G回線数の予測

 5G移⾏は⽶国や韓国、⽇本、中国が先⾏しており、世界の関連企業が2020年までの商⽤化に向けて開発投資を加速しています。
 5Gの導⼊・普及は先進国が牽引し、その後新興国へ拡がるという観点からも、5Gは⻑期的に期待できるテーマであるといえます。

主要国で研究開発や設備整備にかかる費⽤総額は2020年から35年まで （IHSマークイット予測＊）
＊44ページの「IＨSマークイットの情報に

関する留意事項」をご確認ください。

※上記は将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。

（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

5G導⼊推進ロードマップ（予定）

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ・・・・・

規格確定前 規格確定後（研究開発）開発フェーズ

トライアル/商⽤化

他国/地域

韓国

⽶国

トライアル 商⽤化

韓国・平昌
（ピョンチャン）五輪 東京五輪

ご参考
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※2017年2⽉時点のGSMAの予測値
（出所）総務省「平成29年版 情報通信⽩書」を基に三井住友トラスト・

アセットマネジメント作成

回線数（左軸）⽇本

中国



18最終ページの【ご留意事項】を必ずご確認ください。

世界の次世代通信関連企業の株式に投資を⾏います。
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として⽇本を含む世界各国の⾦融商品取引所等に上場（上場予定を含みま

す。）している次世代通信関連企業＊の株式（預託証書（DR）を含みます。）に投資を⾏い、投資信託財産の中⻑期的な
成⻑を⽬指します。

特に現在開発が進められ、AIやIoTなどの実現に必須となる５Gに着⽬し、５Gのインフラ構築および通信サービス・商品や新たに
⽣まれるビジネスを展開する企業に投資を⾏います。

1

実質的な運⽤は、株式リサーチ⼒に強みのある
ニューバーガー・バーマン・グループが⾏います。

2

※資⾦動向、市況動向、信託財産の規模などによっては、上記の運⽤ができない場合があります。

主要投資対象ファンドの運⽤にあたっては、株式リサーチ⼒に強みのあるニューバーガー・バーマン･グループのニューバーガー・
バーマン･インベストメント･アドバイザーズ・エル・エル・シーが⾏います。

⾼度な専⾨性と豊富な運⽤経験を有するグローバル株式調査部⾨が徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、投資銘柄を
厳選します。

＊次世代通信関連企業とは
当ファンドにおいては、通信技術の発展によって業績⾯で恩恵を受けることが期待される企業をいいます。

※移動通信システムの進化等により、将来５G関連以外の企業に投資する可能性があります。
※主要投資対象ファンドを通じた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。
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＜5Gの推進段階に応じた成⻑産業分野のイメージ＞

5G推進ロードマップ（予定）

通信インフラ関連

通信サービス関連

IoT機器・装置関連 IoT機器・装置関連

通信サービス関連

通信インフラ関連

IoT機器・装置関連

5Gによる新ビジネス関連

通信インフラ関連

通信サービス関連

5G普及のための設備・
システムの設置

5Gを活⽤したサービス・製品 5Gを活⽤した新たなビジネス1 2 3

※2018年7⽉末現在。上記は５Gの推進段階に応じて着⽬される成⻑産業分野であり、今後変更となる場合があります。

データ通信分野の
基礎性能のトライアル

モノとモノ、人とモノをつなぐ
通信ネットワークに変革

本格的な通信ネットワーク
時代に突入

1 2 3
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主要投資対象ファンドの運⽤プロセス

⽇本を含む世界各国の上場企業の中から、時価総額等を勘案した上で、
次世代通信関連企業の株式を選定。

●個別企業のファンダメンタルズ分析（財務分析、企業経営陣との⾯
談、技術動向調査等）を通じて、企業の成⻑性や株価の割安度を
検証し、銘柄を選定。

●流動性やポートフォリオの地域分散を考慮してポートフォリオを構築。

世界の株式

ポートフォリオ

投資候補銘柄群

※2018年7⽉末現在。上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

 主要投資対象ファンドの運⽤にあたっては、株式リサーチ⼒に強みのあるニューバーガー・バーマン･グループのニューバーガー・
バーマン･インベストメント･アドバイザーズ・エル・エル・シーが⾏います。

 ⾼度な専⾨性と豊富な運⽤経験を有するグローバル株式調査部⾨が徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、投資銘柄
を厳選します。
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※2018年6⽉末現在。運⽤総資産残⾼は、2018年6⽉末の為替データを基に三井住友トラスト・ア
セットマネジメントが円換算しています。

（出所）ニューバーガー・バーマンのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

本社オフィスビル（⽶国ニューヨーク）

 1939年創業の資産運⽤会社で、⽶国ニューヨークに本社を置き、
世界の運⽤拠点にて約580名の運⽤担当者が、世界中の機関投
資家や個⼈投資家向けに、様々な資産運⽤サービスを提供してい
ます。

運⽤総資産残⾼は約3,045億⽶ドル（約34兆円）、従業員数
は約2,000名を有する独⽴系の資産運⽤会社です。

ニューバーガー・バーマン・グループ・エル・エル・シー

 ニューバーガー・バーマン・グループ・エル・エル・シーの100％⼦会社で
あり、グループ内における株式、リート、債券、オルタナティブにかかわる
運⽤部⾨です。

 ニューヨークを拠点に世界各地のネットワークを駆使してグローバル株
式についての綿密なリサーチを実施し、機動的かつ効率的なポート
フォリオ運営を⾏っています。

ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー

運⽤体制

グローバル株式調査部⾨

セクター別アナリスト
41名

※平均業界経験年数17年
債券部⾨、

マルチアセット部⾨
と協働

専任のポートフォリオ
マネジャー

 1,000社以上のグローバル
企業を調査

 年間1,589回の企業経営
陣取材（2017年）

主要投資対象ファンドは、41名の経験豊富なアナリストを擁するグ
ローバル株式調査部⾨が銘柄選択を担当し、専任のポートフォリ
オマネジャーがファンドを構築する運⽤体制となっています。
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 世界中の無線通信関連企業を顧客に持つ
電⼦計測機器メーカー。

 通信ネットワークの品質管理に⽋かせないテ
スト機器に強みを有し、同市場で20％強の
⾼い市場シェアを持つ。

 5G通信の規格整備、通信ネットワーク構築
といったインフラ投資の初期段階に⽋かせな
い品質テストでの恩恵享受が期待される。

世界有数の電⼦計測機器メーカー

〈株価とEPSの推移〉

〈事業内容と着⽬ポイント〉

本社所在国 ⽶国

時価総額 約1.2兆円

通信インフラ関連

※写真はイメージです。
※時価総額は⽶ドルベースのデータを2018年6⽉末時点の為替データを基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算。キーサイト・テクノロジーズの株価とEPS（1株当たり利益）の推移は、2014年10⽉末〜2018年6⽉末、⽉次、サイ

バーアーク・ソフトウェアの株価とEPSの推移は、株価：2014年9⽉末〜2018年6⽉末、EPS：2013年6⽉末〜2018年6⽉末、⽉次。2018年〜2020年のEPS予測値は当資料作成時点のBloomberg予測値（会計年次ベース）。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。過去のデータであり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するもので

はありません。
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 世界的認知度の⾼いセキュリティソフトウェア
企業。セキュリティチェックを強化する⼿法で
ある「特権アカウント管理（PAM）」という
分野に強みを持つ。

 5Gの商⽤化に向け、信頼性の⾼い通信
ネットワークの構築に必要となるセキュリティソ
フトへの需要は今後拡⼤する⾒込み。

〈株価とEPSの推移〉

〈事業内容と着⽬ポイント〉

サイバーセキュリティの強化に不可⽋なPAMのリーダー企業

本社所在国 イスラエル

時価総額 約2,510億円
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通信サービス関連

〈株価とEPSの推移〉

〈事業内容と着⽬ポイント〉

本社所在国 中国

時価総額 約2.2兆円
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 中国版ツイッターやフェイスブックともいわれる
中国圏最⼤級のSNSサービスを展開。⽉
間アクティブユーザー数は4億⼈超（2018
年3⽉末現在）を擁する。

 通信インフラが依然未整備である中国で、
今後通信インフラ整備が進展し5Gが普及
することで、SNSの利⽤者増加が期待でき
る。また、オンライン広告プラットフォームの魅
⼒が⾼まることで、広告収⼊の増加にも貢
献すると考える。
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 欧州でデータセンターを展開。クラウドサービ
ス企業や⾦融機関、メディア等、様々な業
種にサービスを提供。

 通信頻度が活発になりやすい都市部で、⾼
品質かつ安定した通信環境を提供するため
には、中⼼部にデータセンターを配備すること
が重要とされ、5Gが普及する局⾯では、同
社が提供するデータセンターサービスの需要
拡⼤が期待される。

〈株価とEPSの推移〉

〈事業内容と着⽬ポイント〉

中国圏最⼤級のSNS（交流サイト）企業欧州の都市部でデータセンターを展開

本社所在国 オランダ

時価総額 約4,929億円

※写真はイメージです。
※時価総額は⽶ドルベースのデータを2018年6⽉末時点の為替データを基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算。インターシオン・ホールディングスの株価とEPSの推移は、2013年6⽉末〜2018年6⽉末、⽉次、ウェイ

ボーの株価とEPSの推移は、株価：2014年4⽉末〜2018年6⽉末、EPS：2014年12⽉末〜2018年6⽉末、⽉次。2018年〜2020年のEPS予測値は当資料作成時点のBloomberg予測値（会計年次ベース）。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。過去のデータであり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するもの

ではありません。
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 IoT機器・装置に不可⽋なMEMS（微⼩
電気機械システム）センサーに強みを持つ
世界的リーダー企業。

 先進の薄膜技術やMEMS技術を駆使した
気圧センサーなど各種⾼性能センサーを開
発、提供。

 IoT時代にはセンサー部品の需要が増加す
る⾒込みで、中でもMEMSセンサーの微細
化技術が多くのIoT機器・装置の⾼性能化
を⽀えると⾒られている。

〈株価とEPSの推移〉

〈事業内容と着⽬ポイント〉

IoT時代の次世代センサーに強みを持つ電⼦部品メーカー

本社所在国 ⽇本

時価総額 約1.5兆円

IoT機器・装置関連

 台湾の半導体メーカー。モバイル向けチップ
事業に強みを持ち、5Gに対応したモバイル
向けソリューションを提供。

 ⾼度な⾃動運転⾞向けの事業にも⼒を⼊
れており、⾃動運転⾞をインターネットに接
続し「⾃動⾞のスマホ化」を進めるために必
要なテレマティクス（通信機能を備える⾞載
装置）技術も提供。V2X（⾞⾞間・路⾞
間通信）向けのソリューションとして今後注
⽬される可能性。

〈株価とEPSの推移〉

〈事業内容と着⽬ポイント〉

モバイル向けなどチップに強みを持つ世界的な半導体メーカー

本社所在国 台湾

時価総額 約1.7兆円
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※写真はイメージです。
※メディアテックの時価総額は台湾ドルベースのデータを2018年6⽉末時点の為替データを基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算。TDKの株価とEPSの推移は、2013年6⽉末〜2018年6⽉末、⽉次、2019年

〜2020年のEPS予測値は当資料作成時点のBloomberg予測値（会計年次ベース）、メディアテックの株価とEPSの推移は、2013年6⽉末〜2018年6⽉末、⽉次、2018年〜2020年のEPS予測値は当資料作成時
点のBloomberg予測値（会計年次ベース）。（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。過去のデータであり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証する
ものではありません。
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 当ファンド設定から2018年9⽉末までの世界株式市場は上昇しました。⽶国の⾦利上昇に対する警戒感や⽶政権の
保護主義姿勢を巡る緊張感の⾼まりなどの懸念から⼀時的に弱含む場⾯もありましたが、⾜元では世界的な貿易摩擦
に対する懸念の緩和期待などを背景に投資家⼼理が改善したことにより、当ファンドの基準価額は設定来で3.8％の上
昇（2018年9⽉末現在）となりました。

当ファンドの基準価額および純資産総額の推移

（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト･アセットマネジメント作成
※上記は過去のデータであり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。

純資産総額

約2,176億円

（2018年9月28日現在）

基準価額 10,375円

3.8％ 上昇

（設定来騰落率）

純資産総額（右軸）

※基準価額は信託報酬控除後です。世界株式（MSCIオールカント
リー･ワールド･インデックス（配当込み、円換算ベース*）は当初設定
⽇を10,000として指数化しています。（＊⽶ドルベース指数を基に
当社が独⾃に円換算）

（億円）
基準価額（左軸、円）（ご参考）世界株式（左軸）

⽶国⾦利の急上昇

⽶中間の貿易摩擦に
対する懸念

（2017年12月15日（設定日）～2018年9月28日、日次）
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テクノロジー･ハードウェアおよ
び機器

ソフトウェア･サービス

半導体・半導体製造装置

※上記は過去のデータであり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。

※THE 5Gは当ファンドの主要投資対象ファンド「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」、世界株式（ITセクター）はMSCIオールカントリー・ワールド･
インフォメーション･テクノロジー・インデックスを使⽤。

※THE 5Gの地域別構成⽐は対純資産総額⽐、業種別構成⽐ならびに情報技術セクター内の構成⽐は対現物株式構成⽐、端数処理の関係で合計値が100％とならない場合が
あります。

（出所）ニューバーガー・バーマンおよびMSCIのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

 当ファンドは、主に情報技術（IT)セクターに投資を⾏います。現在はインフラ整備時期の恩恵が期待されるインフラ関連
企業の構成⽐が⾼いため、世界株式（ITセクター）と⽐べるとソフトウェアの⽐率が低く、半導体やハードウェアの⽐率が
⾼くなっています。また、地域別の構成⽐率でみると、世界株式（ITセクター）と⽐べ、アジアのウェイトが⾼くなっていま
す。

THE 5Gと世界株式（ITセクター）の地域別構成⽐および業種別構成⽐ （2018年9⽉末現在）

⼀般消費財・
サービス 4.7％

情報技術
81.9％

電気通信
サービス
13.5％

THE 5G

THE 5GTHE 5G

3.1％（％） （％）
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 世界経済の⾒通し
⽶国をはじめ世界の中央銀⾏が徐々に⾦融緩和策を引き締め⽅向に調整する中で、変動性が⾼い状況が続く可能性があるといえます。しかしなが
ら、世界経済の先⾏き⾒通しは底堅い推移が予想されているほか、企業業績も良好でありファンダメンタルズに⼤きな変化は⾒られないため、中⻑期
的には当ファンドにとって良好な投資環境が継続すると⾒込んでいます。
 5G関連市場の⾒通し
世界では北⽶やアジアを中⼼に2020年前後を⽬途に5Gサービスの開始が予定されており、当⾯はサービス開始前のインフラ整備期との位置づけと
なっています。また、5G向けの周波数帯のオークションや割り当てに向けた動きが世界各国で進むことで、5G導⼊に際した技術的要件がより具体的
に固まっていくことになり、関連銘柄は中期的な業績成⻑が期待できると考えます。

今後の市場⾒通し

今後、リスクシナリオが意識される局⾯では、下記のテーマについて市場の過剰反応を想定しておく必要があります。
 ⽶中貿易摩擦
報復関税の応酬は⽶国、中国双⽅の景気、経済にとってマイナス要因ですが、先⾏きは⼀定の妥協に向かうとの⾒⽅が⼤勢で、世界経済に与える
影響は限定的との予想です。しかし、予想以上に⻑引く場合は株式市場や消費などへの悪影響が顕在化する可能性があります。
 ⽶国中間選挙
11⽉の中間選挙を⾒据えての、トランプ⽶政権の財政・通商・外交等の政策の不透明感が強い状況です。しかし、⼤型減税など財政刺激策の効
果から当⾯は⽶国の成⻑が続くとの⾒通しです。
 新興国市場
⽶国の⾦利動向によって、新興国全体の資⾦流出⼊の影響度は変わってくるとの⾒通しです。ただし、国によって経済の安定性や健全性、⽶国⾦
利上昇への反応には⼤きな差が⾒られます。

市場が注⽬するテーマ

（出所）ニューバーガー・バーマン
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ＴモバイルＵＳ （米国）メラノックス・テクノロジーズ（イスラエル）

通信インフラ関連

（年/月）

（米ドル） （米ドル）

株価（左軸）

EPS（右軸）

EPS予測値
（右軸）

イスラエルの電⼦機器
メーカー。

5Gの商⽤化に向けた
準備が進む中、⼤規
模なデータの送受信が
必要となり、⾼速・⼤
容量通信に対応した
通信接続機器の需要
は増加する⾒込み。

加⼊者ベースで⽶国3
位のモバイル通信事業
者。ネットワーク投資が
奏功し、⽶国における
シェアが拡⼤。

2019年に⽶国の⼀部
都市で5Gのサービスを
開始する⾒込みで、
2020年までに全⽶へ
の展開を計画。

通信サービス関連

（年/月）

（米ドル） （米ドル）

株価（左軸）

EPS（右軸）

EPS予測値
（右軸）

注⽬銘柄

〈株価とEPSの推移〉 〈株価とEPSの推移〉

 5G関連企業の業績拡⼤について
⾜元では、5Gの実証実験が世界各地で⾏われており、通信の繋がりを計測するために必要不可⽋なテスト機器に対する需要が⾼まっています。こう
したことを背景にテスト機器関連企業の業績は堅調に推移しています。
 銘柄選定⽅針
組⼊銘柄の業績⾒通しなどからは、5Gに関わるインフラ投資やサービスの拡充を成⻑機会と捉える企業のスタンスが読み取れ、今後業績への本格
的な寄与が期待されています。引き続き、5Gの成⻑機会がもたらす業績成⻑性に注⽬しつつ、株価バリュエーションにも注意を払った銘柄選定を⾏
う⽅針です。

今後の運⽤⽅針

※メラノックスの株価とEPS（1株当たり利益）の推移は、2015年6⽉末〜2018年6⽉末、⽉次、2018年〜2019年のEPS予測値は当資料作成時点のBloomberg予測値（会計年次ベース）、TモバイルUSの株価とEPSの推
移は、2015年6⽉末〜2018年6⽉末、⽉次、2018年〜2020年のEPS予測値は当資料作成時点のBloomberg予測値（会計年次ベース）。（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。過去のデータであり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するもの
ではありません。

（出所）ニューバーガー・バーマン
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⽶国ドル
73.0％

⾹港ドル
6.4％

台湾ドル
5.2％

⽇本円
5.2％

韓国ウォン
4.8％

短期⾦融資産等
5.3％

⽶国
59.9％

イスラエル
6.0％

フィンランド
1.8％

中国
9.4％

台湾
5.2％

⽇本
5.2％

韓国
4.8％

⾹港
2.3％

短期⾦融資産等
5.3％

北⽶
59.9％

欧州
7.8％

アジア
27.0％

銘柄名 構成⽐率 国 通貨 業種 産業分野 事業内容
1 アナログ・デバイセズ 3.9% ⽶国 ⽶国ドル 情報技術 IoT機器・装置関連 集積回路（IC）の設計、製造、販売
2 ＰＴＣ 3.5% ⽶国 ⽶国ドル 情報技術 通信インフラ関連 IoT向け総合電⼦通信機器メーカー
3 アリババ・グループ・ホールディング 3.4% 中国 ⽶国ドル 情報技術 通信サービス関連 中国を代表するインターネット企業
4 ＴモバイルＵＳ 3.4% ⽶国 ⽶国ドル 電気通信サービス 通信サービス関連 ⽶国の4⼤携帯電話サービス会社の1社
5 ＴＤＫ 3.3% ⽇本 ⽇本円 情報技術 IoT機器・装置関連 電⼦部品の製造、半導体・センサーの販売
6 ＳＫハイニックス 3.3% 韓国 韓国ウォン 情報技術 IoT機器・装置関連 半導体メモリーなどに強みを持つ韓国の半導体メーカー
7 ネットアップ 3.2% ⽶国 ⽶国ドル 情報技術 通信インフラ関連 データ管理ソリューションを提供する⽶国企業
8 キーサイト・テクノロジーズ 3.2% ⽶国 ⽶国ドル 情報技術 通信インフラ関連 電⼦計測器メーカー
9 モトローラ・ソリューションズ 3.1% ⽶国 ⽶国ドル 情報技術 通信インフラ関連 総合電⼦通信機器メーカー

10 メディアテック 3.1% 台湾 台湾ドル 情報技術 IoT機器・装置関連 モバイル向けチップに強みをもつ台湾の半導体メーカー

国別・地域別構成⽐率

※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。過去のデータであり、
将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。

（出所）ニューバーガー・バーマンのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

特性値 通貨別構成⽐率規模別・業種別・産業分野別構成⽐率

組⼊銘柄（上位10銘柄）

※当ファンドの主要投資対象ファンドである「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」の状況です。

（2018年9⽉末現在）

業種 構成⽐率(%)
情報技術 77.6
電気通信サービス 12.7
⼀般消費財･サービス 4.4

産業分野*2 構成⽐率(%)
通信インフラ関連 51.2
通信サービス関連 18.2
IoT機器・装置関連 25.3

規模*1 構成⽐率(%)
⼤型株式 50.2
中型株式 39.8
⼩型株式 4.8

現物株式組⼊⽐率 94.7%

組⼊銘柄数 42銘柄

予想PER 23.6倍

EPS成⻑率 18.7％
※予想PER、EPS成⻑率については組⼊銘柄の時価総

額で加重平均して算出。EPS成⻑率は予想EPS⻑期
成⻑率（3年）を使⽤。

＊1：ニューバーガー・バーマンの以下の基準により分類。
⼤型株式：時価総額200億⽶ドル以上、中型株
式：時価総額50億⽶ドル以上200億⽶ドル未満、
⼩型株式：時価総額50億⽶ドル未満

＊2：ニューバーガー・バーマンの基準により分類
※構成⽐率は対純資産総額⽐、端数処理の関係で

合計値が100％とならない場合があります。
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投
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者

受
益
者

年1回、毎決算時に分配⾦額を決定します。
 分配⾦額については、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。

分配⽅針

マネープールマザーファンド わが国の
公社債等

世界の次世
代通信関連
企業の株式次世代通信関連

世界株式戦略ファンド
〈愛称：THE ５G〉

Next Generation Connectivity Fund
JPY Unhedged Class

主要投資対象ファンド

運⽤会社：ニューバーガー・バーマン・インベストメント・
アドバイザーズ・エル・エル・シー

運⽤会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

申込⾦

分配⾦
解約⾦等

投資

損益

当ファンド

投資対象ファンド

投資

損益

投資

損益

外国投資信託証券（円建）



未来テーマ型インデックスシリーズ

⻑期資産形成に
未来のチカラをプラス
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■SMTインデックスシリーズの豊富なラインナップ

 SMTインデックスシリーズは、株式・債券・REIT等の資産と、国内・先進国・新興国の地域を投資対象とす
る豊富なラインナップでお客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。

※上記はSMTインデックスシリーズ全てを網羅しているわけではありません。
※SMTインデックスシリーズを構成する各ファンドは、ファンド毎に設定された購⼊時⼿数料（上限3.24％（税抜3.0％））および運⽤管理費⽤（信託報酬）等の諸費⽤をご負担

いただく場合があります。また、各ファンドは価格の変動等により損失が⽣じるおそれがあります。

SMT ⽇経アジア300インベスタブル
インデックス・オープン

SMT 欧州株配当貴族
インデックス・オープン

SMT グローバル債券
インデックス・オープン

SMT グローバル株式
インデックス・オープン

SMT ダウ・ジョーンズ
インデックス・オープン

SMT ⽶国株配当貴族
インデックス・オープン

SMT グローバル債券
インデックス・オープン
（為替ヘッジあり）

SMT ⽶ドル建新興国債券
インデックス・オープン
（為替ヘッジあり）

SMT 新興国債券
インデックス・オープン

SMT 国内債券
インデックス・オープン

SMT J-REIT
インデックス・オープン

SMT グローバルREIT
インデックス・オープン

SMT ⽶国REIT
インデックス・オープン

SMT 新興国REIT
インデックス・オープン

SMT アジア新興国株式
インデックス・オープン

SMT 新興国株式
インデックス・オープン

SMT ⽇本株配当貴族
インデックス・オープン

SMT JPX⽇経中⼩型株
インデックス・オープン

SMT JPX⽇経インデックス
400・オープン

SMT TOPIX
インデックス・オープン

SMT ⽇経225
インデックス・オープン

株
式

債
券

R
E
I
T

新興国先進国国内

投資対象地域

投
資
対
象
資
産
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 SMTインデックスシリーズは国内初のインデックスファンドシリーズとして2008年にスタートしました。
 2018年9⽉末時点でシリーズ合計2,200億円を超える純資産総額となっています。

※当資料のSMTインデックスシリーズは「i-SMTインデックスシリーズ」を含みます。

SMTインデックスシリーズの純資産総額の推移

■国内で初めてインデックスファンドをシリーズ化

国内初！
インデックスファンドを

シリーズ化
（2008年1⽉）

ノーロード「i-SMTインデックスシリーズ」
がスタート（2017年11⽉）

2,292億円
（2018年9⽉末現在）

「スマートベータファンド」
を追加（2014年1⽉）

1,000億円突破
（2014年8⽉）

2,000億円突破
「つみたてNISA」スタート

（2018年1⽉）
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■リターン向上とコスト抑制を図る“次世代型インデックス”

メガトレンドとなりうる

未来テーマ
国内最⼤級の

運⽤資産規模を⽀える

運⽤⼒
インデックスによる

低コスト運⽤

ロボット

宇宙

遺伝⼦

セキュリティ Eコマース

フィンテック

テーマ候補*2

国内株式 ： 1.370%
先進国株式 ： 1.616%
新興国株式 ： 1.751%

業界平均の信託報酬

MIRAIndex ロボの
信託報酬：0.756％

＊1 2018年10⽉1⽇現在の三井住友トラスト・アセットマネジメントと三井住友信託銀⾏運⽤部⾨の統合時の資産運⽤残⾼等の合算額
＊2 メガトレンドになると考えるテーマ候補のイメージであり、今後変更となる可能性があります。
※業界平均の信託報酬（年率）は、モーニングスターが2018年9⽉末現在のアクティブファンドを含む国内公募追加型株式投資信託（確定拠出年⾦専⽤、ラップ⼝座専⽤、ETF等は除く）を対象に、同社の資産分類基準に沿っ

て算出したものです。
※投資信託に係るコストとしては、信託報酬の他にも販売会社により購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、⼀部のファンドについては換⾦時に信託財産留保額がかかります。なお、その他にも、信託財産を通じて間接的にご負担

いただく費⽤・⼿数料等があります。詳しくは、41〜42ページのお申込みメモ、ファンドの費⽤をご覧ください。

運用資産規模
約66兆円*1

（全て年率、税込）

（出所）モーニングスターのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
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さらに厳選！

■金融情報会社FactSetと独自のロボインデックスを開発

 世界のロボット関連企業を⼀定の基準で絞り込みます。
 絞り込んだ企業から利益性指標を⽤いてさらに厳選してインデックスを構築します。

■FactSet（ファクトセット・リサーチ・システムズ）とは？
1978年の創⽴以来、世界中で、投資プロフェッショナルの成功を⽀える情報、テクノロジー、そして⼈材を
提供。インデックス作成に特化した専⾨チームを有し、市場のアクセス困難なテーマに対応します。

Step 1 投資対象の絞り込み 「ロボット関連企業」
①売上⾼の50％超がロボ関連 ②時価総額5億⽶ドル以上など

投資対象の絞り込み 「収益性指標」
③企業の収益性（GPA＊1）に着⽬して銘柄を選定
Step 2

株式売買の流動性を確保しながら、
ロボット関連を本業としている企業を抽出

＊1 GPA（Gross Profit Asset）とは、総資産に対する売上総利益（粗利益）の割
合。売上総利益に着⽬し、商品・サービスでの収益創出能⼒が⾼く、効率的に資
産を使⽤している企業を選別します。

＊2 売上総利益（粗利益）＝売上⾼－売上原価

単純な時価総額等ではなく、収益性指標を⽤いて企業を絞り込み

完成

⼀般的なインデックスにはないアクティブファンドの要素をプラス

当指数に連動する
インデックスファンドが

独⾃開発の
インデックス

GPA
売上総利益（粗利益）*2

総資産
＝

＊3 ベンチマークの概要については43ページの「SMT MIRAIndex ロボのベンチマークの概要」をご確認下さい。
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インデックス構築の
効果

■独自インデックスによる相対的に高いリターン

※FactSet Global Robotics & Automation Index、ロボット関連株式：ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index、世界株式：MSCIオールカントリー・ワールド・イ
ンデックス、全て税引き後配当込み、⽶ドルベースのデータを当該⽇の為替データを基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算しています。

※上記は端数処理の関係で合計値が合わない場合があります。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は過去のデータであり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。

 FactSet Global Robotics & Automation Indexの過去3年間のパフォーマンスは「投資テーマ」により
世界株式を、さらに「インデックス構築」の⼯夫により⼀般的なロボット関連株式指数を⼤きく上回ってること
がわかります。

FactSet Global Robotics & Automation Indexと各指数の累積収益率の推移（過去3年間）
（2015年9月30日～2018年9月28日、日次）

(年/月)

38.1％

84.2％

ロボットを投資
対象とした効果

投資テーマの効果

収益性指標の効果

インデックスの⼯夫で
リターン向上

+64.6％

+46.1％

148.7％

（2016年9⽉末時点）

世界株式
-5.6％

ロボット関連株式
7.5％

FactSet Global Robotics & 
Automation Index

19.6％

（2017年9⽉末時点）

24.8％

67.1％

82.7％

(％）
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■ロボット関連市場を捉えたインデックスファンドを新規設定

 SMT MIRAIndexシリーズとして、世界のロボット関連市場の成⻑を捉えるインデックスファンドを新規設定し
ます。

 ロボット関連市場は少⼦⾼齢化に伴う労働⼒不⾜などにより拡⼤が予測されます。

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

主要先進国*の⽣産年齢⼈⼝（15〜64歳）の推移

(億人）

(年）

*⽶国・欧州・⽇本の合計
※2020年以降は国連予測値。
（出所）国連「World Population Prospects:The 2017 Revision」のデータを基に

三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

約10％減少

（2015年～2050年）

世界のロボット関連企業を対象に独⾃開発のインデックスで
リターン向上とコスト抑制の実現を図るインデックスファンド
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■市場規模の拡大が見込まれるロボット市場

世界の多⽬的産業⽤ロボット出荷台数の推移

(年)

(万台） （2010年～2020年、5年毎）

※2020年はIFRの予測値。
（出所）IFR 「Executive Summary World Robotics 2017 Industrial Robots」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

 多⽬的産業⽤ロボット市場の規模は10年間で4倍超の成⻑が⾒込まれています。
 これをはじめ、ロボット市場全体のさらなる拡⼤が期待されています。

12

52
4倍超
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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

15/5 15/11 16/5 16/11 17/5 17/11 18/5 (年/月)

銘柄名 国・地域 業種 構成⽐率
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD） ⽶国 半導体・半導体製造装置 5.7%
インテュイティブサージカル ⽶国 ヘルスケア機器・サービス 5.6%
アマゾン・ドット・コム ⽶国 ⼩売 5.5%
セールスフォース・ドットコム ⽶国 ソフトウェア・サービス 5.5%
オートデスク ⽶国 ソフトウェア・サービス 5.2%
エヌビディア ⽶国 半導体・半導体製造装置 5.0%
アルファベット ⽶国 ソフトウェア・サービス 5.0%
エマソン・エレクトリック ⽶国 資本財 4.7%
ロックウェル・オートメーション ⽶国 資本財 4.7%
ザイリンクス ⽶国 半導体・半導体製造装置 4.7%

＊ ベンチマークの概要については43ページの「SMT MIRAIndex ロボのベンチマークの概要」をご確認下さい。
※2015年5⽉25⽇を10,000として指数化。
（出所）FactSet、Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は過去のベンチマークデータを基に作成したものであり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運⽤状況を表したものではありません。

■ベンチマークの概要（2018年9月末現在）

特性値 組⼊銘柄（上位10銘柄）

国・地域 11
構成銘柄数 50

国・地域 構成⽐率
⽶国 76.5%

フランス 4.3%
中国 3.7%
韓国 3.3%

アルゼンチン 3.1%

国・地域別構成⽐上位5カ国

算出開始以来のベンチマークの推移（FactSet Global Robotics & Automation Index、税引後配当込み、円換算ベース）*

（2015年5月25日～2018年9月28日、日次）
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株 価 変 動 リ ス ク 株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により
変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

● ●

為 替 変 動 リ ス ク 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合
には、基準価額の下落要因となります。

● ●

信 用 リ ス ク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条
件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落
要因となる可能性があります。

● ●

テ ー マ 型 運 用 に

係 る リ ス ク

ファンドは、特定のテーマに関連する銘柄で構成される指数に連動する投資成果を目標として運用を行うため、市場全
体の値動きと⽐較して、基準価額の変動が⼤きくなる可能性があります。

●

ファンドは、特定のテーマに関連する企業の株式を選別して組み入れますので、市場全体の値動きと比較して、基準価
額の変動が大きくなる可能性があります。

●

流 動 性 リ ス ク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市
場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下
落要因となる可能性があります。

● ●

カ ン ト リ ー リ ス ク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、
またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。
また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

● ●

金 利 変 動 リ ス ク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等
およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準
価額の下落要因となります。

●

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資

元本は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。信

託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因となるリスクには主に次のようなものがあります。

各ファンドに該当するリスク要因は●印でご確認ください。

■各ファンドの投資リスク

S
M
T

M
I
R
A
I
n
d
e
x

ロ
ボ

次
世
代
通
信
関
連

世
界
株
式
戦
略

フ
ァ
ン
ド

※基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。
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お申込みメモ

信 託 期 間
2017年12月15日から2028年1月7日までとします。

（2017年12月15日設定）

決 算 日 毎年1月7日（休業日の場合は翌営業日）※初回決算日は2019年1月7日

収 益 分 配

年1回、毎決算時に分配金額を決定します。

分配金額については、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。

購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。

購 入 ・ 換 金
申 込 受 付
不 可 日

申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。
（休業日については、委託会社または販売会社にお問い合わせください。）

・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・香港証券取引所の休業日

・ニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日

課 税 関 係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税
制度の適用対象です。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を
事前に示すことができません。

ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■次世代通信関連 世界株式戦略ファンド：お申込みメモ・ファンドの費用

ファンドの費用

▼お客様が直接的にご負担いただく費用

購 入 時 手 数 料
購入価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

（上限 3.24％（税抜 3.0％））

信託財産留保額 ありません。

▼お客様が間接的にご負担いただく費用

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

純資産総額に対して年率1.1664％（税抜1.08％）

＜運用管理費用の配分と主な役務＞

委託会社 年率0.324％（税抜0.3％）

◇委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価

販売会社 年率0.81％（税抜0.75％）

◇運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
後の情報提供等の対価

受託会社 年率0.0324％（税抜0.03％）

◇運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

投 資 対 象 と す る
投 資 信 託 証 券

純資産総額に対して年率0.66％程度（税抜0.66％程度）

実 質 的 な 負 担
純資産総額に対して年率1.8264％程度（税抜1.74％程度）

※この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況により変動
します。

そ の 他 の 費 用 ・
手 数 料

監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都
度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況
等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことがで
きません。
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■ お申込みメモ・ファンドの費用②

お申込みメモ

信 託 期 間 無期限（2018年10月19日設定）

決 算 日 毎年3月15日（休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日は2019年3月15日

収 益 分 配

年1回、毎決算時に分配金額を決定します。

分配金額については、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。

購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。

購 入 ・ 換 金
申 込 受 付
不 可 日

申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。
（休業日については、委託会社または販売会社にお問い合わせください。）

・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ロンドン証券取引所の休業日

課 税 関 係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税
制度の適用対象です。

ファンドの費用

▼お客様が直接的にご負担いただく費用

購 入 時 手 数 料
購入価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

（上限 3.24％（税抜 3.0％））

信託財産留保額 ありません。

▼お客様が間接的にご負担いただく費用

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

純資産総額に対して年率0.756％（税抜0.7％）

＜運用管理費用の配分と主な役務＞

委託会社 年率0.378％（税抜0.35％）

◇委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価

販売会社 年率0.3456％（税抜0.32％）

◇運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購

入後の情報提供等の対価

受託会社 年率0.0324％（税抜0.03％）

◇運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

そ の 他 の 費 用 ・
手 数 料

監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都
度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況
等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことが
できません。

ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■SMT MIRAIndex ロボ：お申込みメモ・ファンドの費用

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を
事前に示すことができません。
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■ その他の留意点、委託会社および各ファンドの関係法人

その他の留意点

■ SMT MIRAIndex ロボは、FactSet Global Robotics & Automation Index（税引後配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用
を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上
記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。

■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がり
ます。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その
場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、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
益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には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。

■ 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。

■その他の留意点、ベンチマークの概要・著作権等について

SMT MIRAIndex ロボのベンチマークで使用するインデックスの著作権等について

■ 「FactSet」および「FactSet Global Robotics & Automation Index」は、FactSet UK Limitedおよびその関連会社の商標であり、三井住友トラスト・ア
セットマネジメント株式会社による使用が許諾されています。 FactSet UK Limitedは、当ファンドの支援、保証、販売もしくは販売促進をしているわ
けでなく、また、当ファンドへの投資の妥当性については一切表明しません。 FactSet UK Limitedは、当インデックスまたはそこに含まれるデータ
の正確性および、または完全性を保証するものではなく、FactSet UK Limitedはその中のいかなる誤り、欠落または中断について一切の責任を
負わないものとします。

SMT MIRAIndex ロボのベンチマークの概要

■ FactSet Global Robotics & Automation Indexとは、FactSet UK Limited が開発したカスタム指数で、世界のロボット関連企業*の中から売上総利
益÷総資産の原則上位50銘柄で構成される指数です。
「税引後配当込み」指数は、税引後の配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに当社が独自に円換
算した指数です。

・構成銘柄の入替えは年1回、ウェイトのリバランスは年2回行います。
・構成銘柄のウェイトは浮動株調整後の時価総額基準とし、リバランス時の1銘柄のウェイトは 大5％とします。
・構成銘柄のコーポレートアクションややむをえない事情により50銘柄を下回る場合があります。
＊ ロボット関連企業とは、売上の50％超がロボット関連事業（オートメーション関連事業を含みます。）から得ている企業をいいます。
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■ 委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ［ファンドの運用の指図］
ホームページアドレス http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル 0120-668001 （受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

■ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 ［ファンドの財産の保管および管理］

■ 販売会社 株式会社SBI証券 ［募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等］

委託会社および各ファンドの関係法人

■ その他の留意点、委託会社および各ファンドの関係法人■委託会社および各ファンドの関係法人

【IＨSマークイットの情報に関する留意事項】
IHSマークイット、テクノロジーグループの“The 5G Economy: How 5G technology 
will contribute to the global economy”という⽩書を基にした情報です。この情報は
三井住友トラスト・アセットマネジメントを保証するものではありません。この情報に基づいて
被ったいかなる損害も、ご⾃⾝の責任となります。詳細については、technology.ihs.com
をご覧ください。

5Ｇマスコットキャラクター「メル」
※「メル」は三井住友トラスト・アセットマネジメントの5Gマスコット

キャラクターです。

「THE 5G」特設サイトのご案内

5Gに関する情報を
随時配信しています

「SMT MIRAIndexシリーズ」特設サイトのご案内



memo



memo



【ご留意事項】
当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。
ご購⼊のお申込みの際は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。
投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものでは

ありません。ファンドの運⽤による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
投資信託は預貯⾦や保険契約とは異なり預⾦保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購⼊いただいた場合は、投資者保護

基⾦の保護の対象ではありません。
当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等

により運⽤⽅針等が変更される場合があります。
当資料で使⽤している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の⼀切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。
ご契約の当事者は販売会社であり、三井住友トラスト・アセットマネジメントは契約の当事者とはなりません。


