
【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

ファンド設定⽇：2019年10⽉07⽇ ⽇経新聞掲載名：グロバＡＩ分

基準価額・純資産総額の推移（円・億円） 基準価額・純資産総額

基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

最近の分配実績（税引前）（円） 資産構成⽐率（％） 基準価額の変動要因（円）

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

※
※

この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表⽰桁未満がある場合は四捨五⼊して表⽰しています。
この資料に記載されている構成⽐を⽰す⽐率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

設定来累計 7,350 合計 -910 +1 -248 

－
第21期 2021/07/26 500 その他 -24 － －
第20期 2021/06/25 500 ※ 組⼊マザーファンドの正式名称は「グロー

バルＡＩエクイティ・マザーファンド」です。
分配⾦ -500 －

※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去
の実績を⽰したものであり、将来の分配をお約
束するものではありません。

※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概算
値です。

0 
第19期 2021/05/25 500 合計 100.0 0.0 為替 -140 
第18期 2021/04/26 500 現⾦等 5.1 +0.1 先物等 0 0 

－ －

インカム キャピタル
第17期 2021/03/25 500 組⼊マザーファンド 94.9 -0.1 株式等 -247 

期 決算⽇ 分配⾦ 当⽉末 前⽉⽐ 計
+1 -248 

設定来 2019/10/07 143.1 
 ■
 

 ■
 

■

ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数
 値です。

ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の
 費⽤がかかる場合があります。

騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

■
■

グラフは過去の実績を⽰したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

１年 2020/07/31 63.1 
３年

３カ⽉ 2021/04/30 3.6 
６カ⽉ 2021/01/29 10.4 

■

基準⽇ ファンド
１カ⽉ 2021/06/30 -2.7 

基準価額（円） 14,441 -910 
純資産総額（百万円） 221,421 +20,872 

 
マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド（予想分配⾦提⽰型）
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 17枚組の1枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

ファンド設定⽇：2019年10⽉07⽇ ⽇経新聞掲載名：グロＡＩ有分

基準価額・純資産総額の推移（円・億円） 基準価額・純資産総額

基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

最近の分配実績（税引前）（円） 資産構成⽐率（％） 基準価額の変動要因（円）

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

第20期 2021/06/25 500 分配⾦ -500 － －

 

+1 -247 
※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去

の実績を⽰したものであり、将来の分配をお約
束するものではありません。

※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概算
値です。

その他 -23 － －
設定来累計 7,500 ※

※

組⼊マザーファンドの正式名称は「グロー
バルＡＩエクイティ・マザーファンド」です。
為替ヘッジ⽐率は為替予約の邦貨換算
を外貨建資産の邦貨換算額で除して算
出しています。

合計 -770 
第21期 2021/07/26 500 為替ヘッジ⽐率 98.9 +3.5 

0 
第19期 2021/05/25 500 合計 100.0 0.0 為替 -1 － －
第18期 2021/04/26 500 現⾦等 6.1 +1.4 先物等 0 0 

インカム キャピタル
第17期 2021/03/25 500 組⼊マザーファンド 93.9 -1.4 株式等 -246 

期 決算⽇ 分配⾦ 当⽉末 前⽉⽐ 計
+1 -247 

設定来 2019/10/07 142.3 
 ■
 

 ■
 

■

ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数
 値です。

ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の
 費⽤がかかる場合があります。

騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

■
■

グラフは過去の実績を⽰したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

１年 2020/07/31 56.4 
３年

３カ⽉ 2021/04/30 3.3 
６カ⽉ 2021/01/29 6.0 

■

基準⽇ ファンド
１カ⽉ 2021/06/30 -1.8 

基準価額（円） 14,366 -770 
純資産総額（百万円） 84,889 +6,042 

 
マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
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 17枚組の2枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

当⽉騰落率：0.7% 当⽉末：109.5　　前⽉末：110.6　　騰落率：-1.0%

当⽉末：0.32%　　前⽉末：0.43%　　変化幅：-0.12%

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

市場動向
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（アメリカドル建て） 円/アメリカドル（円）

アメリカドル ヘッジコスト（％）

※
※
※

DataStream等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
為替レートは一般社団法人　投資信託協会が発表する仲値（TTM）です。
ヘッジコストは該当通貨の対円のスポットレートと1ヵ⽉物フォワードレートを⽤いて算出し年率換算した値です。

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
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 17枚組の3枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

規模別構成⽐率（％） 組⼊上位5カ国・地域（％）

組⼊上位5通貨（％）

組⼊上位10業種（％）

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

※ このページに記載されている構成⽐を⽰す⽐率は、注記がある場合を除き全て組⼊マザーファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

 
※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

8 不動産 0.9 -0.1 
9 ⾦融 0.1 -0.1 

6 素材 3.1 +0.2 
7 エネルギー 3.0 -0.2 

4 資本財・サービス 6.9 +0.2 
5 ヘルスケア 6.1 -0.4 

2 コミュニケーション・サービス 20.2 -1.1 
3 一般消費財・サービス 7.7 +0.7 

当⽉末 前⽉⽐
1 情報技術 46.2 -0.9 

 

2 ⽇本円 0.6 -0.1 
3 韓国ウォン 0.3 -0.0 

当⽉末 前⽉⽐
1 アメリカドル 93.1 -1.7 

5

4 ユーロ 0.1 +0.0 

フランス 1.0 -0.1 

-0.0 
その他 4.1 -0.5 4 イスラエル 1.4 +0.8 
小型株式 12.4 -0.1 3 中国 1.4 

※

※

MSCI AC World　のLarge Cap、Mid Cap、
Small Cap　インデックスに基づく分類です。
その他はいずれのインデックスにも含まれない銘柄で
す。

大型株式 62.5 -1.1 1 アメリカ 86.4 -1.5 
中型株式 15.3 -0.1 2 カナダ 2.3 -0.6 

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の情報を記載しています。
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 17枚組の4枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

組⼊上位10銘柄（％） （組⼊銘柄数　79）
銘柄

国・地域/業種

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

※
※

このページに記載されている構成⽐を⽰す⽐率は、注記がある場合を除き全て組⼊マザーファンドの純資産総額を100％として計算した値です。
組⼊銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を⾏うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

10
マーベル・テクノロジー

2.9
米国の半導体メーカー。様々な機器に組み込まれる制御装置⽤の半導体製品を開発。
最先端のデータ･インフラストラクチャ半導体が評価され、ドイツの⾃動⾞部品メーカーである
ボッシュ社のグローバル･サプライヤー･アワード（直接購⼊部門）を受賞した。

アメリカ
情報技術

9
シュルンベルジェ

3.0
油⽥探査、および開発を⾏う油⽥サービス企業。データをクラウドに蓄積、AIが分析するこ
とで、採油の効率化や⾃動化、コスト削減、故障予知など差別化されたサービスを提供。
ワークフローデータを一元化するデータ管理ソリューションをIBMと共同で発表。

アメリカ
エネルギー

8
ズームインフォ・テクノロジーズ

3.0
営業、マーケティング、顧客開拓に必要な⽀援ツールを提供するマーケティング･ソフトウエア
企業。特定の顧客層をターゲットにした営業に必要なデータベースをクラウドで提供。業界
最先端技術を持つ会話インテリジェンス企業であるコーラス社買収を発表した。

アメリカ
コミュニケーション・サービス

7
フリーポート・マクモラン

3.1
世界最大級の銅⽣産、開発会社。⾦の⽣産も⾏う。AIの活⽤により、⽣産性の向上、コ
スト削減、また不純物の排除などを実現。市場予想通り好調な四半期決算を発表。銅と
⾦の⽣産量を大幅に増産する目標を維持。純負債目標額を数か⽉前倒しで達成した。

アメリカ
素材

6
トゥイリオ

3.2
開発者がリアルタイム・コミュニケーションを設計、調整、運⽤することが可能なクラウド・プラッ
トフォームを提供。企業が⾃社アプリケーションに音声・動画ストリーミングを組み込めるクラウ
ドベースのプラットフォーム「トゥイリオ･ライブ」を発表した。

アメリカ
情報技術

5
ゼネラル・エレクトリック

3.2
グローバルに展開する技術・メディア・⾦融サービス会社。航空機エンジン、発電機、⽔処理
設備、電気製品、医療映像機器、⾦融、⼯業製品等を⼿掛ける。GEヘルスケアはより精
緻ながん治療計画のための、深層学習を利⽤したAIソリューションを発表した。

アメリカ
資本財・サービス

4
スクエア

3.3
モバイル決済ソリューションを提供。電⼦領収書、在庫、販売報告のPOSソフトウエア開
発、分析、フィードバックも提供。中小企業経営者向けに、スクエア･セービング、スクエア･
チェッキング、スクエア･ローンから成るスクエア･バンキングを発表した。

アメリカ
情報技術

3
スナップ

3.5
ソーシャルメディア・サービス会社。写真や動画などを送受信できるモバイルカメラアプリ等を
販売・開発。第2四半期決算では、幅広い分野での強さを反映して、売上⾼は前年同期
⽐で倍以上、デイリーアクティブユーザーも23％増と過去4年間で最も増加した。

アメリカ
コミュニケーション・サービス

2
テスラ

4.7
AI技術を活⽤した⾃動運転機能を持つ電気⾃動⾞の開発・販売を⾏う。売上⾼、特に
営業利益とEPSが市場予想を上回る好調な決算内容を発表。100万台を超えるテスラ
⾞のデータを利⽤した、カメラベースの運転⽀援システム「テスラビジョン」をローンチ。

アメリカ
一般消費財・サービス

⽐率 コメント

1
ロク

4.8
TVストリーミング・プラットフォームを運営。視聴者は「ロクTV」、「ロク・ストリーミングプレー
ヤー」を購⼊、会員登録してTV番組、ビデオを視聴。NBCユニバーサルとの提携を発表、
東京オリンピック関連番組のロクTVなどでの視聴が可能になった。

アメリカ
コミュニケーション・サービス

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」について、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCから提供を受けたデータおよび情報を基に
記載しています。

 17枚組の5枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

ファンドマネージャーコメント
＜市場動向＞
7⽉の世界の株式相場は⼩幅上昇しました。FRB（⽶連邦準備制度理事会）が利上げサイクルを開始する際の⽶
国⾦利の上昇幅が限定的になるのでは、との期待が株価を下⽀えする形になりました。⼀⽅、感染⼒の強いデル
タ型による感染者数が増加したことにより、世界経済の先⾏きに対するセンチメント（投資家⼼理）が低下しま
した。
情報技術セクターは、市場全体をアウトパフォームしました。超大型テクノロジー関連株は、全般的に堅調な業
績を受けて上昇しました。また、ソフトウェア企業は強い需要を背景に引き続き好調に推移しました。インター
ネット関連企業は良好な業績を上げましたが、経済再開に伴いオフライン活動への回帰が逆風になる可能性が上
値を抑えました。半導体は供給に制約があり、短期的には市場予想の引き上げが限定的となる⾒通しであること
から低調に推移しました。

＜運用経過＞
7⽉のマザーファンドの基準価額は下落しました。
マーケット環境に鑑みて、⾼い成⻑が期待出来るオクタ、エアービーアンドビー、ファイバーインターナショナ
ルなどのウェイトを引き上げました。⼀⽅、株価が堅調に推移してきたロクのウェイトを少し引き下げました。

（寄与度上位銘柄）
バイオテクノロジー企業であるモデルナが7⽉の寄与度上位銘柄となりました。同社はAIを活用して治療法の開
発ペースを上げ、新型コロナウイルスに対して効果の⾼いワクチンを作成したことで知られています。感染⼒の
強いデルタ型変異株を原因とする新型コロナウイルスの感染率が世界中で上昇したため、株価が急騰しました。
ワクチンの追加接種の可能性に関する議論が活発化する中で、同社のワクチンがウイルスに対する最良の防御策
の⼀つであることを示す新たなデータが得られました。同社のAIを活用したコア･テクノロジー･プラットフォー
ムは、競合他社よりも早く、⾼い有効性を持つ医薬品を市場に投入することを可能にする、独自の価値あるもの
であると考えており、同社に対して前向きな⾒⽅を持っています。
ソーシャルネットワークのプラットフォームを運営するスナップも7⽉の寄与度上位銘柄となりました。同社が
発表した決算内容はほぼすべての指標で市場予想を上回り、トレンドの加速を示しました。経営陣は、経済の再
開に伴い、ストーリーズなどのエンゲージメント（ユーザーが投稿に対して反応した割合を示す値）の⾼いコン
テンツフォーマットに回復が⾒られることを示しており、ユーザーの滞在時間が⻑くなり、収益化が進む可能性

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」について、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCから提供を受けたデータおよび情報を基に
記載しています。

 17枚組の6枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

ファンドマネージャーコメント
があるとみています。主要なブランドは同社向けのマーケティング費用を増加させましたが、これは同社アプリ
が18〜34歳の購買意欲が⾼い年齢層に対してリーチする⼒を持っているためです。全般的に、スナップはユー
ザー・エクスペリエンス（体験）を引き続き改善し、収益化の機会につながる形でユーザーを獲得していくと考
えています。
（寄与度下位銘柄）
ソーシャルネットワークサイトを運営するピンタレストが7⽉の寄与度下位銘柄となりました。ピンタレストを
使って、ユーザーは画像や動画を投稿すること（“ピン”）によってビジュアルに訴え、新たな興味をシェアした
り発⾒したりすることができます。直近四半期において、⽉間アクティブユーザー数が減少したとの報告を受
け、同社株は下落しました。特に減少は⽶国に集中しており、ユーザーが屋外で活動する機会が増えたことか
ら、家庭を中⼼として使用されているピンタレストとは相容れなかったと経営陣は考えています。ユーザー数
以外では、広告収入が引き続き堅調であったことから売上⾼は好調でした。同社はプラットフォームの革新を続
けており、顧客⼀人当たりの売上⾼指標が堅調に推移していることは⼼強く考えています。
プラグパワーも7⽉の寄与度下位銘柄となりました。同社は、⽔素燃料電池システムを中⼼とした代替エネル
ギー技術を提供しており、その技術は産業用オフロード市場や定置用電⼒市場で使用されています。他のクリー
ン･エネルギー関連銘柄と同様に、競合他社が欧州輸送会社との提携を発表したことに反応して、同社株価は下
落しました。同社は、AIを活用して原材料の取扱いや物流ネットワーク、メンテナンスのスケジュールなどを管
理することで、優れた顧客サービスと⾼い業務効率を実現しています。⽔素燃料電池市場における⻑期的な成⻑
機会と、拡張性のある技術ソリューションを反映した同社事業の⻑期的な収益⼒に引き続き前向きな⾒⽅をして
います。

＜市場⾒通し及び今後の運用⽅針＞
過去⼀年以上の間、新型コロナウイルス感染拡大の中で、政府や中央銀⾏は積極的に動き、消費者や影響を受け
る産業に対して流動性と⾦融⽀援を提供することで、経済的な影響を⾷い⽌めてきました。製薬会社は非常に短
期間でワクチンを開発し、接種が進んでいることから、2021年末から2022年までには正常な状態への回帰に道
筋をつけることができると考えています。これらの要因により市場は大きく上昇し、出遅れていたバリュー（割
安）株式も幅広く上昇する形となりました。
⽶国や世界の経済再開に向けた動きが進む中、⽶国⾦利は上昇してきましたが、⾜元ではインフレ圧⼒は⼀時的
なものであると市場で受け⽌められ、⾦利上昇は落ち着いています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」について、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCから提供を受けたデータおよび情報を基に
記載しています。

 17枚組の7枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

ファンドマネージャーコメント
景気回復の初期段階を通じて、マクロ経済要因が市場の動きに大きな影響を与えてきましたが、このマクロ経済
主導の時期を通じた投資戦略の1つは、グロース（成⻑）銘柄のポジションと、進⾏している⻑期的な変化を捉
えるシクリカル（景気変動の影響を受けやすい）銘柄のポジションとのバランスをとることであると考えていま
す。
より多くの企業がイノベーション･カルチャーを取り入れ、AIを活用することによって、旧態依然とした状況を
打破しようとしています。グローバルAIファンドは、設定来よりこうした展開を予測し、伝統的なテクノロ
ジー･セクターにとどまらない、より広範にわたる革新的な企業を反映すべく、ポートフォリオ構築を⾏ってき
ました。これらの企業は魅⼒的な利益を上げながら、非常に早いペースで成⻑しています。我々はこうした持続
的、かつ複利的な成⻑は⾼い株主価値を⻑期にわたって⽣み出していくことができると確信しています。
AIインフラストラクチャーでは、今後数年間、基盤となるAIインフラストラクチャーの構築に対する堅調な需要
が⾒込まれています。AIの学習トレーニングがパイロット段階（テストの最終段階）を終え、次のフェーズへと
移っています。この段階では、AIをクラウドから数十億のデバイスに展開するために、新しいタイプのデータ処
理機能とストレージ（補助記憶装置）が必要となるでしょう。今後、グローバルで本格的に5Gサービスが開始
されることにより、超⾼速ブロードバンドを利用して数十億のモバイル端末やIoT（モノのインターネット）デ
バイスから、より多くのデータ収集を⾏うことが可能になると考えています。そうした中、半導体については引
き続き前向きにみています。
AI開発分野では、より⾼度な意思決定を⽀援するために、AIがますます多くのソフトウェア･アプリケーション
やシステムに組み込まれています。これによって、より⾼いレベルの自動化、より良い推奨機能、より迅速な意
思決定、および大幅なコスト削減が可能となります。また、利用者の動向と検索パターンへの解析がより⾼度に
なったことで、より個人向けに特化したサービスを提供するソフトウェアやアプリケーションが増えてきました
が、今後AIが進歩し続けることで、企業はリアルタイムでさらに人間中⼼の⾼度なユーザー･エクスペリエンス
を提供できるようになるとみています。また、スマート･アシスタントは、より積極的な対話型のものへと移⾏
し始めるでしょう。AIと機械学習は日常の業務や複雑な分析の自動化を推進し続け、従業員はより多くの時間を
創造的、戦略的な業務に集中できるようになるとみています。最近では量⼦クラウドコンピューティングの導入
により、指数関数的に処理速度が向上した計算能⼒を活用して新しいアルゴリズム（算法）が設計されることが
考えられ、今後数年間でAIや機械学習の分野で大きな躍進が⾒られる可能性があります。AIが日常的に使用され
る多くのアプリケーションの⼀部になれば、過去のIT革命よりもさらに大きな市場を作り出すと我々は考えてい
ます。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」について、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCから提供を受けたデータおよび情報を基に
記載しています。

 17枚組の8枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

ファンドマネージャーコメント
AI活用分野では、新たなイノベーションを⽣み出すためにAIを活用し始める企業が増えています。これにより、
ユニークな製品やサービスを発表することで、同業他社の業績を上回ることができます。デジタル･トランス
フォーメーション（デジタル技術の活用によって新たな価値を⽣み出すこと）を加速させるために、より多くの
業界におけるさまざまな事業においてAIに関するプロジェクトが展開されることを予想しています。個人の特定
や不正検出の為の顔認証システム、自動運転⾞や輸送･物流の為のロボット、反復的な業務を自動化するための
ロボット･プロセス･オートメーション（RPA）やバーチャル･デジタル･ワーカー、設備のメンテナンスに掛かる
費用や故障時の費用を抑制すべくIoTで強化された予知保全、魅⼒的な体験とエンターテイメントを創造する拡
張現実と仮想現実（AR/VR）といったAI技術を企業が引き続き採用するものと考えています。
全体として、私たちはAIの進歩と開発によってもたらされた大規模な破壊的変化のごく初期の段階にあると考え
ています。これらの変化は、それぞれの産業においてAIを活用することが出来る企業に大きな成⻑を促進し、
ディスラプション（創造的破壊）を引き起こすと考えています。また、AIがもたらすディスラプションからの成
⻑の複合的な効果は、より大きく⻑期的な株主価値の創造をもたらすとも考えています。現在のようなディスラ
プションと変化により特徴づけられる投資環境において、こうした投資機会を捉えるためには、銘柄選択が非常
に重要な鍵となると考えています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」について、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCから提供を受けたデータおよび情報を基に
記載しています。

 17枚組の9枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

ファンドの特色

※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにいうことがあります。
グローバルAIファンド（予想分配⾦提⽰型）                 ：（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）
グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）：（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

1. グローバルAIエクイティ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、世界の上場株式＊の中から、AI（人⼯知
能）の進化、応⽤により⾼い成⻑が期待される企業の株式に投資を⾏います。
●AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活⽤したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を⾏う
   企業や、AIを活⽤したサービスを駆使して⾃社ビジネスを成⻑させる企業等に投資を⾏います。
●AI（人⼯知能）とは、Artificial Intelligenceの略です。人間のように⾃ら学び発達していくコンピューター・プログラムをさします。
＊上場株式には、不動産投資信託（REIT）も含みます。

2. AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCが実質的な運⽤を⾏います。
●マザーファンドの運⽤にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ）に運⽤の
   指図に関する権限の一部を委託します。同社は、ドイツのアリアンツ・グループ傘下の運⽤会社です。

3. 対円での為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）と（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）の2つのファンドからご選
択いただけます。
●（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）
　 実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
●（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
　 実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活⽤し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動
　 リスクを回避することはできません。
　※一部の通貨については、他の通貨を⽤いた為替ヘッジを⾏う場合があります。直物為替先渡取引（NDF）を利⽤することもあります。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

4. 毎⽉の決算時に分配方針に基づき分配を⾏います。
●原則として、毎⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配方針に基づき分配を⾏います。
●各計算期末の前営業⽇の基準価額（⽀払済み分配⾦（1万⼝当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、原則として、
   以下の⾦額の分配を目指します。
　　　　
        各計算期末の前営業日の基準価額　　　　　　　分配⾦額（1万⼝当たり、税引前）
　　　　11,000円未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準価額の⽔準等を勘案して決定
　　　　11,000円以上12,000円未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200円
　　　　12,000円以上13,000円未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300円
        13,000円以上14,000円未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400円
        14,000円以上                                                          500円

※分配対象額が少額な場合、各計算期末の前営業⽇から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を
   ⾏わないことがあります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の10枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

ファンドの特色
＜ご留意いただきたい事項＞
●基準価額に応じて、毎⽉の分配⾦額は変動します。
●基準価額があらかじめ決められた⽔準に一度でも到達すれば、その⽔準に応じた分配を継続するというものではありません。
●分配を⾏うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配⾦額は変動する場合があります。
●あらかじめ一定の分配⾦額を保証するものではありません。

※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。

投資リスク
基準価額の変動要因

●当ファンドは、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。
●運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式
の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因と
なります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因とな
ります。

■ 信⽤リスク
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品に債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合に、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がった
り、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資
産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円⾼）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動（円⾼）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）については、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを⾏うため、為替の変動による影
響は限定的と考えられます（ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。）。なお、一部の実質外貨建資産の通貨に対し他
の通貨による為替ヘッジを⾏う場合があります。その際、通貨間の値動きが異なる場合には⼗分な為替ヘッジの効果が得られないことや円と他
の通貨との為替変動の影響を受けることがあります。

■ カントリーリスク
海外に投資を⾏う場合には、投資する有価証券の発⾏者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱
などによって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落
する要因となります。

■ 市場流動性リスク
ファンドの資⾦流出⼊に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、
市場規模の縮小や市場の混乱が⽣じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点
● ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を⾏いますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがありま

す。また、市場環境、⾦利および経済・法制度・⾦融⾯の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の11枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

投資リスク
その他の留意点

種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を⽰すことがあります。
● （為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）為替取引を⾏う場合、直物為替先渡取引（NDF）を利⽤する場合があります。NDFの取引価格

は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、⾦利差から理論上期待される⽔準とは大きく異なる場合があります。したがって、実際の
為替市場や⾦利市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、当該取引において、取引先
リスク（取引の相⼿方の倒産等により取引が実⾏されないこと）が⽣じる可能性があります。

● ファンドが活⽤する店頭デリバティブ取引（NDF）を⾏うために担保または証拠⾦として現⾦等の差⼊れがさらに必要となる場合があります。そ
の場合、ファンドは追加的に現⾦等を保有するため、ファンドが実質的な投資対象とする資産等の組⼊⽐率が低下することがあります。その結
果として、⾼位に組み⼊れた場合に⽐べて期待される投資効果が得られず、運⽤成果が劣後する可能性があります。

● 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌すること、およ
び既に受け付けた換⾦申込みを取り消すことがあります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の12枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

分配⾦に関する留意事項

■分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンド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。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積⽴⾦および④収益調整⾦です。
分配⾦は、分配方針に基づき、分配対象額から⽀払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配⾦額や基準価額を⽰唆するものではありませんのでご留意ください。

■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。

普通分配⾦：個別元本（投資者のファンド購⼊価額）を上回る部分からの分配⾦です。
元本払戻⾦（特別分配⾦）：個別元本を下回る部分からの分配⾦です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻⾦（特別分配⾦）の額だけ減少します。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

(注)

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の13枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

お申込みメモ
購⼊単位

お申込みの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
購⼊代⾦

販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位

お申込みの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
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。
信託期間

2026年9⽉25⽇まで（2019年10⽉7⽇設定）
決算⽇

毎⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配

決算⽇に、分配方針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇目までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

課税関係
●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。

お申込不可⽇
以下のいずれかに当たる場合には、購⼊・換⾦のお申込みを受け付けません。
●ニューヨークの取引所の休業⽇
●ニューヨークの銀⾏の休業⽇

スイッチング
販売会社によっては、以下のファンドの間でスイッチングを取り扱う場合があります。
●グローバルAIファンド
●グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
●グローバルAIファンド（予想分配⾦提⽰型）
●グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
※グローバルAIファンドおよびグローバルAIファンド（為替ヘッジあり）については、当該ファンドの投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧くだ
　 さい。また、販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の14枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤
〇 購⼊時⼿数料

購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。

〇 信託財産留保額
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
〇 運⽤管理費⽤（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年1.925％（税抜き1.75％）の率を乗じた額です。
〇 その他の費⽤・⼿数料

以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法人等に⽀払われるファンドの監査費⽤
●有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料
●資産を外国で保管する場合の費⽤　　　等
※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。
※監査費⽤の料率等につきましては請求目論⾒書をご参照ください。

※ 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、表⽰することができません。

税⾦
分配時

所得税及び地方税　配当所得として課税　普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時

所得税及び地方税　譲渡所得として課税　換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることを

お勧めします。

委託会社・その他の関係法人等
委託会社 ファンドの運⽤の指図等を⾏います。

　三井住友DSアセットマネジメント株式会社　　　⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第399号
　加⼊協会　　 ：　一般社団法人投資信託協会、一般社団法人⽇本投資顧問業協会、
　　　　　　　　　　　　一般社団法人第⼆種⾦融商品取引業協会
　ホームページ　：　https://www.smd-am.co.jp
　コールセンター ：　0120－88－2976　［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
　株式会社りそな銀⾏

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。
投資顧問会社 マザーファンドの運⽤指図に関する権限の一部の委託を受け、投資信託財産の運⽤を⾏います。

　アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の15枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

販売会社

備考欄について

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

※1：「グローバルAIファンド（予想分配⾦提⽰型）」のみのお取扱いとなります。

○

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第624号 ○ ○

株式会社百五銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第10号 ○

株式会社南都銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第15号 ○

株式会社富⼭銀⾏ 登録⾦融機関 北陸財務局⻑（登⾦）第1号 ○

○

株式会社東京スター銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第579号 ○ ○

株式会社中国銀⾏ 登録⾦融機関 中国財務局⻑（登⾦）第2号 ○

株式会社愛知銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第12号 ○

楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○

⽔⼾証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第181号 ○ ○

マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○ ○

松井証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号 ○ ○

フィデリティ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第152号 ○ ○

百五証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第134号 ○

ＰＷＭ⽇本証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第50号 ○ ○

八⼗⼆証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第21号 ○ ○

※1
⻄⽇本シティＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 福岡財務⽀局⻑（⾦商）第75号 ○

とちぎんＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第32号 ○

東洋証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第121号 ○ ○

東海東京証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第140号 ○ ○ ○

大和証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第108号 ○ ○ ○ ○

大熊本証券株式会社 ⾦融商品取引業者 九州財務局⻑（⾦商）第1号 ○

スターツ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第99号 ○

岡三オンライン証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第52号 ○ ○ ○

○

株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○

ａｕカブコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○ ○

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
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 17枚組の16枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年07⽉30⽇

 当資料のご利⽤にあたっての注意事項
● 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。
● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運⽤方針・市場⾒通し

も変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼い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・完全性を保証するものではありません。

● 当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
● 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場

環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関

でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
● 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、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）および契約締結前交付書⾯

等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）、契約締結前交付書⾯等は販売会社にご請求くだ
さい。また、当資料に投資信託説明書（交付目論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）が
優先します。

■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の17枚目です。


