
当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全
体版）を電磁的方法によりご提供することを定めており
ます。運用報告書（全体版）は、委託会社のホームペー
ジから下記の手順で閲覧、ダウンロードできます。
なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問い合
わせください。

＜閲覧方法＞
上記ＵＲＬにアクセス⇒「サイトマップ」より「運用報告書一覧」

を選択⇒当ファンドを選択⇒「運用報告書（全体版）」を選択

〈お問合せ先〉

フィデリティ投信株式会社
カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目７番７号　TRI-SEVEN ROPPONGI

0120-00-8051（無料）

受付時間：営業日の午前９時～午後５時

http://www.fidelity.co.jp/fij/
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みさ
れた販売会社にお尋ねください。

基準価額をご確認
いただけます。

http://www.fidelity.co.jp/fij/
フィデリティ投信株式会社

受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し
上げます。
さて、「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド」は、
第155期から第160期までの決算を行いました。当
ファンドは、米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イー
ルド・ボンド）を主要な投資対象とし、信託財産の成
長を図ることを目標に積極的な運用を行いました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し
上げます。

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
追加型投信／海外／債券

交付運用報告書
第155期（決算日 2017年 ６ 月22日）
第156期（決算日 2017年 ７ 月24日）
第157期（決算日 2017年 ８ 月22日）
第158期（決算日 2017年 ９ 月22日）
第159期（決算日 2017年10月23日）
第160期（決算日 2017年11月22日）

作成対象期間（2017年５月23日～2017年11月22日）

第160期末
（決算日　2017年11月22日）

基準価額 3,714円

純資産総額 970,210百万円

第155期～第160期
（2017年５月23日～2017年11月22日）

騰落率 3.3％

分配金合計 280円

（注）騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したもの
とみなして計算しています。
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１ ．運用経過の説明

①基準価額等の推移

第155期首：3,871円

第160期末：3,714円（既払分配金280円）

騰 落 率：3.3％（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2017年５月22日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。

＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※ベンチマークは「バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）」です。

※ベンチマークの詳細は、後述の「指数に関して」をご参照ください。

②基準価額の主な変動要因

当作成期の当ファンドの騰落率は、＋3.30％でした。

当ファンドは、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を組み入れることにより実質的な運用

を当該マザーファンドにおいて行っております。

当作成期は、米国長期金利が上昇したことが、当ファンドの基準価額にマイナスに寄与しました。米国ハイ・

イールド債券のスプレッド（上乗せ利回り）は、期を通してみると、小幅な変化に留まったことから、基準価額へ

の寄与は限定的となりました。また、米国ハイ・イールド債券からの高いクーポン収入は、基準価額にプラス

に寄与しました。なお、当ファンドは、為替ヘッジを行っておりませんので、為替相場の変動が基準価額に反

映されます。為替相場は、円安米ドル高となったため、当ファンドの基準価額にプラスに寄与しました。
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③ １ 万口当たりの費用明細

項目

第155期～第160期

項目の概要2017年５月23日～2017年11月22日

金額 比率

（a）信託報酬 33円 0.858％ （a）信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率

当作成期中の平均基準価額は3,806円です。

（投信会社） （16） （0.411） 委託した資金の運用の対価

（販売会社） （15） （0.394） 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

管理及び事務手続き等の対価

（受託会社） （2） （0.054） 運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b）売買委託手数料 0 0.000
（b）売買委託手数料＝

当作成期中の売買委託手数料

当作成期中の平均受益権口数

売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式） （0） （0.000）

（c）有価証券取引税 － －
（c）有価証券取引税＝

当作成期中の有価証券取引税

当作成期中の平均受益権口数

有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（d）その他費用 0 0.011
（d）その他費用＝

当作成期中のその他費用

当作成期中の平均受益権口数

（保管費用） （0） （0.008） 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外

における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。

（監査費用） （0） （0.000） 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用

（その他） （0） （0.003） その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、

印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま

れます。

合計 33 0.869

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により

算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが

支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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④最近 ５年間の基準価額等の推移

2012年11月22日
期首

2013年11月22日
決算日

2014年11月25日
決算日

2015年11月24日
決算日

2016年11月22日
決算日

2017年11月22日
決算日

基準価額 （円） 4,815 5,429 5,651 4,866 3,875 3,714

期間分配金合計（税引前） （円） － 840 840 840 820 580

分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 31.4 21.6 0.8 △2.3 11.2

ベンチマーク騰落率 （％） － 33.9 22.6 △0.0 1.0 11.2

純資産総額 （百万円） 445,728 1,062,525 1,278,775 1,036,492 855,660 970,210

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2012年11月22日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。

＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※ベンチマークは「バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）」です。

※ベンチマークの詳細は、後述の「指数に関して」をご参照ください。
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組入上位５業種
前作成期末

業種 比率
１ エネルギー 11.7％
２ 通信 11.5
３ 金融／投資 9.5
４ 支援－サービス 7.4
５ 健康サービス 6.7

当作成期末

業種 比率
１ エネルギー 12.6％
２ 通信 9.8
３ 金融／投資 8.3
４ 公益 7.2
５ 健康サービス 6.9

（注）「比率」欄は、マザーファンドの投資資産に対する割合です。

⑤投資環境

当作成期の米国ハイ・イールド債券相場の騰落率は、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コ
ンストレインド・インデックスで＋2.40％となりました。また、米10年国債は＋0.30％、米投資適格社債は
＋2.67％となりました。当作成期末時点の米国ハイ・イールド債券の利回り（上記インデックス・ベース）は、前
作成期末の5.99％から6.15％に上昇し、米10年国債利回りは同2.26％から2.34％へ上昇し、両者の利回り格
差は小幅に拡大しました。
米国債券市場では、米国の利上げや米国の量的緩和の縮小見通しなどに注目が集まりました。米国は、景
気拡大に対する過度な期待が見直される過程として、６月後半まで金利低下傾向となりました。トランプ米大
統領周辺とロシアとの不透明な関係を巡る疑惑の高まりも、米政権の政策実行の足かせになるとの見方につ
ながり、金利低下圧力となりました。2017年６月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、利上げが実施され
ましたが、事前に市場への織り込みが進んでおり、サプライズとはなりませんでした。欧州では、欧州中央銀
行（ＥＣＢ）の量的緩和縮小が大きなテーマとなり、６月末に向け、金利先高観を織り込む動きが強まったこと
から、米国金利もつられる形で大きく上昇しました。７月後半からは、米政権の政策運営の混乱が強まったこ
とや、地政学リスクの高まりなどから、リスク回避的な動きにつながり、再び金利低下基調となりました。しか
しながら、９月中旬以降、当作成期末に向けては、量的緩和縮小の影響などを考慮した金利先高観や、イン
フレ期待の調整の一巡、景況感の改善などが投資家心理の回復につながり、金利上昇基調となりました。当
作成期を通してみると、米国10年国債利回りは上昇しました。
米国ハイ・イールド債券市場は、米国景気回復継続を背景に、投資家心理が良好であったことや、良好な企
業景況感などの下支えもあり、総じて良好な推移となりました。この間、米国株式市場が堅調であったことな
ども、市場の安心感につながりました。一方で、地政学リスクや様々な不確実性を背景に、市場のボラティリ
ティが短期的に高まった局面などでは、調整する動きも見られました。当作成期を通してみると、米国ハイ・
イールド社債のスプレッドは小幅な拡大に留まりました。

※文中の騰落率は、米ドル、現地作成期末ベースです。また、リターン、利回りの数値はバンクオブアメリカ・メリルリンチのインデックス

によるものです。

⑥ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を通じて投資を行っております。マザー
ファンドは、主として米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を中心に分散投資を行い、高水準の
利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指し運用を行いました。徹底した企業分析に基づき、
個別銘柄の選択を重視した運用を行いました。
当作成期においては、価格変動などにより組み入れ上位の順番の入れ替わりが見られましたが、市場での
相対価値を考慮し、概ね前作成期末と同様の見通しを反映しました。
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⑦ベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドの基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

（注）基準価額の騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。

※ベンチマークは「バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）」です。

※ベンチマークの詳細は、後述の「指数に関して」をご参照ください。

当作成期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の＋3.17％を上回りました。

なお、当ファンドは、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を組み入れることにより実質的な

運用を当該マザーファンドにおいて行っております。

以下、当作成期の運用経過については、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンドについて記載してい

ます。

当作成期のファンドの対ベンチマークでの運用実績には、主に以下の要因が寄与しました。

プラス要因：

・ 公益セクターの銘柄選択と保有比率をベンチマーク対比高くしたこと。

・ 銀行セクターの銘柄選択と保有比率をベンチマーク対比高くしたこと。

・ 通信セクターの銘柄選択と保有比率をベンチマーク対比低くしたこと。

・ Ｂ格債券の銘柄選択。

マイナス要因：

・ 食品・医薬品小売セクターの銘柄選択と保有比率をベンチマーク対比高くしたこと。

・ ヘルスケアセクターの銘柄選択。

・ 金属セクターの銘柄選択と保有比率をベンチマーク対比低くしたこと。

・ トリプルＣ格債券の銘柄選択。
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⑧分配金

第155期から第160期の１万口当たり分配金（税引前）は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていた

だきました。また、収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基

づいて運用します。

●分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）

項目

第155期 第156期 第157期 第158期 第159期 第160期

2017年５月23日
～2017年６月22日

2017年６月23日
～2017年７月24日

2017年７月25日
～2017年８月22日

2017年８月23日
～2017年９月22日

2017年９月23日
～2017年10月23日

2017年10月24日
～2017年11月22日

当期分配金 50 50 50 50 50 30

（対基準価額比率） 1.30％ 1.30％ 1.34％ 1.31％ 1.30％ 0.80％

当期の収益 13 17 12 18 17 13

当期の収益以外 36 32 37 31 32 16

翌期繰越分配対象額 1,375 1,343 1,306 1,275 1,242 1,226

＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

＊当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは

異なります。

＊投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超

えて分配金が支払われることはありません。

２ ．今後の運用方針
当ファンドにつきましては、引き続きフィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を組み入れること

により、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。

米国経済は、引き続き穏やかな回復が想定されます。米政権による税制改革案が示されるなど、米国経済活

性化策の進展がみられていますが、政策実行力は依然不透明で、米国債券市場にとって大きなリスク要因と

はなっていません。次期米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長にイエレン議長と政策姿勢が近いパウエル理事

が指名されることが発表され、年内の利上げも織り込みが進んでいることから、金融政策面に関しては総じて

うまく消化されている状況です。米国の労働市場は総じて堅調さを維持していますが、インフレ圧力は弱く、地

政学リスクといった外部環境は悪化傾向です。このような背景から、今後、米国の中長期金利が、大きく上昇

するリスクはそれほど高くないとみています。

米国ハイ・イールド債券市場のファンダメンタルズは、米国の企業収益がしっかりとした基調で推移しているこ

とやレバレッジ指標の改善により、総じて堅調です。この様な企業環境を背景に、企業のデフォルト率は低位

で推移する見込みです。よって、当市場は中長期的な投資妙味が残る市場ですが、一方で、旺盛な需要にも

支えられ、良好な投資環境の織り込みが進んだことから、社債のスプレッド縮小余地は減少しています。今後

は、米政権の政策実行力、米国経済の回復度合い、金融政策動向、米国外のリスクイベント、地政学リスク

などを勘案しながら、金利や社債のスプレッド水準の調整が進むものと思われます。米国外の動向にも左右

される形で、短期的にボラティリティが高まる局面も想定されることから、市場流動性を考慮し、慎重な銘柄選

択を進めていく必要があると考えています。
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３ ．お知らせ
該当事項はありません。

４ ．当ファンドの概要
商品分類 追加型投信／海外／債券

信託期間 原則無期限です。

運用方針 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

主要投資対象

ベビー・ファンド フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・

マザーファンド
米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要な投資対象とします。

運用方法

●フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債（ハイ・

イールド・ボンド）を主要な投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

●格付けに関しては、主に、Ｂａ格（ムーディーズ社）以下またはＢＢ格（スタンダード＆プアーズ社）以下の格付け

の事業債に投資を行い、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れ

ることもあります。

●フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託します。

分配方針

毎決算時（原則毎月22日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の収益分配方針に基づき分

配を行います。

●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

●収益分配金額は、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、必ず分配を行うも

のではありません。

●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
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５ ．代表的な資産クラスとの騰落率の比較
当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（注１）2012年11月～2017年10月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の 大値・ 小値・平均値を、当ファンドおよび他の代

表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

（注２）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

（注３）当ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計

算した年間騰落率とは異なる場合があります。

（注４）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月 った算出結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

※各資産クラスの指数

日 本 株・・・ＴＯＰＩＸ（配当金込）

先進国株・・・ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（税引前配当金込/円ベース）

新興国株・・・ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（税引前配当金込/円ベース）

日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債

先進国債・・・シティ世界国債インデックス（除く日本/円ベース）

新興国債・・・ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）

＊海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しています。

＊詳細は後述の「指数に関して」をご参照下さい。



9

６ ．当ファンドのデータ

①組入資産の内容

組入上位ファンド （2017年11月22日現在）

ファンド名
組入比率

第160期末

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド 99.9％

組入ファンド数 1ファンド

（注１）各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

（注２）国別配分は、発行国を表示しています。

（注３）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

＊詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

②純資産等

項目
第155期末 第156期末 第157期末 第158期末 第159期末 第160期末

2017年６月22日 2017年７月24日 2017年８月22日 2017年９月22日 2017年10月23日 2017年11月22日

純資産総額 956,003,693,916円 969,844,747,812円 959,888,740,185円 995,539,321,973円 997,410,519,448円 970,210,811,755円

受益権総口数 2,510,297,123,723口 2,546,897,202,585口 2,609,998,594,890口 2,634,772,448,452口 2,618,842,633,967口 2,612,208,732,550口

１万口当たり基準価額 3,808円 3,808円 3,678円 3,778円 3,809円 3,714円

（注）当作成期中における追加設定元本額は523,998,513,106円、同解約元本額は349,927,775,660円です。
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③組入上位ファンドの概要

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド （別途記載がない限り2017年11月22日現在）

基準価額の推移 １ 万口当たりの費用明細
（2017年５月23日～2017年11月22日）

項目 金額
（a）売買委託手数料 0円

（株式） （0）
（b）有価証券取引税 －
（c）その他費用 2

（保管費用） （2）
合計 3

組入上位10銘柄
銘柄 クーポン 償還日 業種 格付 比率

１ エナジー・フューチャー 11.75％ 2022/3/1 公益 格付なし 1.5％
２ アリー LLC 8 2031/11/1 自動車ローン ＢＢ／Ｂａ 1.5
３ APXグループ 8.75 2020/12/1 支援－サービス ＣＣＣ／Ｃａａ 1.3
４ CCO 5.125 2027/5/1 メディア－ケーブル ＢＢ／Ｂａ 1.1
５ シティグループ 5.35 2049/12/31 金融／投資 ＢＢ／Ｂａ 1.0
６ プライム・セキュリティ・サービス 9.25 2023/5/15 支援－サービス Ｂ 1.0
７ アルティス 7.75 2022/5/15 メディア－放送 Ｂ 1.0
８ スプリント・キャピタル・コーポレーション 6.9 2019/5/1 通信 Ｂ 0.9
９ APXグループ 7.875 2022/12/1 支援－サービス Ｂ 0.9
10 ベリタスUS／バミューダ 10.5 2024/2/1 テクノロジー／エレクトロニクス ＣＣＣ／Ｃａａ 0.9

組入銘柄数 563銘柄

（注１）１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。２ページ（１万口当たりの費用明細）の項目の概要および
注記をご参照ください。

（注２）各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。
（注３）銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。
（注４）クーポンは、銘柄属性として発行時に定められたものを表示しております。
（注５）2049/12/31は、永久債を表示しております。
（注６）格付は、Ｓ＆Ｐ社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、Ｓ＆Ｐ社の格付を優先して採用しています。（「プラス／マイナス」の

符号は省略しています。）なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。
（注７）外国債券等には、金銭債権が含まれます。
（注８）国別配分は、発行国を表示しています。
（注９）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

＊組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。
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指数に関して

●ベンチマークについて
・ バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックスとは、メリルリンチ社が算

出・公表するハイ・イールド・ボンド市場の動きを示す指数です。

※バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）の値は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が発

表する換算レートをもとに委託会社が算出し、調整を加えたものです。

●「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に記載の指数について

日本株 ＴＯＰＩＸ（配当金込）

ＴＯＰＩＸ（配当金込）とは株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算出・公

表する株価指数です。東証の知的財産であり、ＴＯＰＩＸ等の算出、数値の公表、利用な

どＴＯＰＩＸ等に関する権利は東証が所有しています。

先進国株
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス

（税引前配当金込/円ベース）

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.が開発した、日本を除く先進国の株式市場

のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、

およびその他知的所有権はＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.に帰属しております。

新興国株

ＭＳＣＩ エマージング・マーケッ

ト・インデックス（税引前配当金

込/円ベース）

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.が開発した、エマージング

諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指

数です。著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.に帰属しております。

日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利

付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構

成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 

国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属します。なお、野村證券

株式会社はＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品

性および適合性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債を用いて運用される当

ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

先進国債
シティ世界国債インデックス（除

く日本/円ベース）

シティ世界国債インデックス（除く日本/円ベース）とは、Citigroup Index LLCにより開発、

算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時

価総額で加重平均した債券インデックスです。

新興国債

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグロー

バル・ダイバーシファイド（円

ベース）

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリ

ティーズ・エルエルシー．が算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債

市場の代表的なインデックスです。当指数の著作権はジェー・ピー・モルガン・チェース・

アンド・カンパニーに帰属しております。




