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●当ファンドは、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旨を定めています。運用

報告書（全体版）は、右記ホームページの「基準価額

一覧」より当ファンドの名称を選択し、ファンドの詳

細ページの「運用報告書（全体版）」を選択すること

により、閲覧およびダウンロードすることができま

す。

●運用報告書（全体版）は、受益者からご請求いただい

た場合には交付いたします。交付をご請求される方

は、販売会社までお問い合わせください。

本報告書に関するお問い合わせ先は、以下の通りです。

コ ー ル セ ン タ ー

受付時間は営業日の午前９時～午後５時

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

ホームページ http://www.kokusai-am.co.jp

第3期末（2015年1月26日）

基 準 価 額 11,848円

純 資 産 総 額 31,788百万円

第3期
（2014年1月28日～2015年1月26日）

騰 落 率 ＋7.8％

分配金合計（税込み） 0円

（注1）基準価額、分配金は1万口当たりです。以下、本報告書にお

いて同じ。

（注2）騰落率は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したも

のとみなして計算したものです。

＜受益者のみなさまへ＞
　平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申
し上げます。
　さて、このたび「トレンド・アロケー
ション・オープン」は、第3期の決算を
行いました。
　当ファンドは、世界各国の株式・債
券・リート等の幅広い資産へ実質的に投
資し、市場環境に応じて機動的な資産配
分を行い、信託財産の成長を目指して運
用することを目的としています。為替変
動リスクの低減をはかるため、外貨建資
産については、原則として対円で為替
ヘッジを行います。当期につきましても
それに沿った運用を行いました。ここ
に、その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。

追加型投信／内外／資産複合

トレンド・アロケーション・オープン
作成対象期間：2014年1月28日～2015年1月26日

第3期（決算日　2015年1月26日）
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トレンド・アロケーション・オープン

ファンドマネージャーのコメント

　おかげさまで、トレンド・アロケーション・オープンは2015年1月26日に第3期の決算を迎えました。日ご

ろより私どもの運用に信頼をお寄せいただいております皆さま方に心より感謝申し上げます。

　当期（過去1年間）は、先進国を中心に高リスク資産への配分比率を高位で維持する戦略が奏功し、当

ファンドの基準価額は7.8％の上昇となりました。この結果、設定来の運用成績は18.5％となっています。

中長期投資を実践していただくファンドとして、こうした良好な運用成果を皆さまに報告できたことは、

我々にとって大きな喜びです。

　当期におきましては、作成対象期間中、ロシアとクリミアを巡る地政学リスクの上昇や、中国経済の減速

懸念、国際通貨基金（IMF）の世界経済成長予測の下方修正などにより、一時的に投資家のリスク回避姿勢

が強まる局面もみられました。しかし、米国で好調な企業業績の発表が相次いだことや主要中央銀行の金融

政策が投資家心理を改善するなど、当ファンドが投資対象とする多くの資産クラスがおおむね堅調となりま

した。なかでも、先進国株式などの高リスク資産は相対的に高いリターンをもたらし、当ファンドのパ

フォーマンスの上昇要因となりました。

　当ファンドは、資産価格のトレンド分析を中心に資産配分の変更を実践します。当期におきましては、

「基本的に高リスク資産優位は変わらず」との判断のもと資産配分を調整してまいりました。しかしながら、

2014年9月半ばから10月にかけて金融市場が不安定化した局面

では、高リスク資産への配分比率を引き下げ、その後、11月に

はその配分比率を再び引き上げて、株式市場など高リスク資産

の反発局面を捉えるなど、市場環境に対応しながら丁寧な運用

を行ってまいりました。

　今後も運用品質の維持・向上に励み、金融市場の変動に適切

に対応し、長期投資のコアとなるよう安定した運用成果の実現

を目指してまいります。引き続き、トレンド・アロケーショ

ン・オープンを資産形成の基盤としてご活用いただけますよう、

心よりお願い申し上げます。

上記は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパ・ゲーエム

ベーハーの資料を基に、国際投信投資顧問が作成したものです。

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパ・ゲーエムベーハー

マルチ・アセット／アクティブ・アロケーション・ストラテジー、

ポートフォリオ・マネージャー：Dr.ミハエル・スタモス

Dr.Michael Stamos
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2

トレンド・アロケーション・オープン

１ 運用経過

基準価額等の推移について （作成対象期間：2014年1月28日～2015年1月26日）１
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（注）騰落率は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

※分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの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さま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るため、
お客さまの損益の状況を示すものではありません。

※分配金再投資基準価額は、期首の基準価額の値と等しくして指数化したものです。

基準価額の主な変動要因 （作成対象期間：2014年1月28日～2015年1月26日）２

先進国株式、先進国債券、リートが上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しまし
た。
➢主なプラス要因
先進国株式が大幅に上昇したこと
先進国国債が底堅く推移したこと
リートが底堅く推移したこと

➢マイナス要因
コモディティなどの価格が下落したこと
対円での為替ヘッジコスト

期首 ：10,986円
期末 ：11,848円（既払分配金0円（税込み））
騰落率： ＋7.8％（分配金再投資ベース）

当ファンドの作成対象期間中の騰落率は
プラス7.8％となりました。
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トレンド・アロケーション・オープン

1万口当たりの費用明細

項　　　　目
当期

(2014/1/28～2015/1/26) 項目の概要
金　　額 比　　率

円 ％

(a) 信 託 報 酬 78 0.679

(a)信託報酬＝作成対象期間の平均基準価額×

信託報酬率×
作成対象期間の日数

年間日数

作成対象期間の平均基準価額は11,439
円です。

(投 信 会 社) (37) (0.323)
・当ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見
書等の作成等の対価

(販 売 会 社) (37) (0.323)
・交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管
理、購入後の情報提供等の対価

(受 託 会 社) (4) (0.032)
・当ファンドの財産の保管および管理、投信会社から
の運用指図の実行等の対価

(b) そ の 他 費 用 1 0.011 (b)その他費用＝
作成対象期間のその他費用

作成対象期間の平均受益権口数

(監 査 費 用) (1) (0.011) ・監査法人に支払われる当ファンドの監査費用等

合　　　　計 79 0.690
（注1）作成対象期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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。

（注2）消費税は作成対象期間末の税率を採用しています。

（注3）各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

（注4）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成対象期間の平均基準価額（各月末の単純平均）で除して100を

乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

（注5）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

３
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トレンド・アロケーション・オープン

最近5年間の基準価額等の推移について （2012年3月30日～2015年1月26日）

※分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの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さま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るため、

お客さまの損益の状況を示すものではありません。

※設定時の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

※分配金再投資基準価額は、設定時（2012年3月30日）の当初設定価額の値と等しくして指数化したものです。

－ － －
2013年1月25日

決算日

2014年1月27日

決算日

2015年1月26日

決算日

基準価額 (円) － － － 10,351 10,986 11,848

期間分配金合計（税込み） (円) － － － 0 0 0

分配金再投資基準価額騰落率 (％) － － － － 6.1 7.8

純資産総額 (百万円) － － － 1,251 6,705 31,788

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

４
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トレンド・アロケーション・オープン

投資環境について （作成対象期間：2014年1月28日～2015年1月26日）５

●国債・株式市場の動向
国債市場
作成対象期間の初めから2014年8月にかけては、欧米におけるインフレ率が低位で推移したことや
欧州中央銀行（ECB）の金融緩和策の長期化見通しなどから、先進国国債の利回りは低下（債券価
格は上昇）しました。
9月には、米国の堅調な経済指標を背景に一時的に先進国国債の利回りは総じて上昇（価格は下
落）したものの、世界的に株式市場が軟調になると利回りは再び低下しました。
10月から作成対象期間末にかけては、日銀やECBの金融緩和姿勢に加え、原油価格が大幅に下落す
るなどインフレ観測が後退したことから、先進国国債の利回りは低下（債券価格は上昇）しまし
た。産油国などの一部の新興国国債は弱含みました。

株式市場
作成対象期間の初めから2014年8月にかけては、米国の主要な経済指標が好調だったことや日・
米・欧の中央銀行の金融緩和策などを受けて、世界の株式市場は上昇しました。
9月から10月にかけては、米国経済指標の改善などより米連邦準備理事会（FRB）による早期の利
上げ観測が高まったことや原油価格の急落を受けてエネルギー関連株の業績や産油国経済に対す
る懸念などから、世界の株式市場は下落しました。
11月から作成対象期間末にかけては、10月末の日銀による追加の金融緩和策の決定やECBによる追
加の金融緩和策を示唆する発言、中国の利下げ、米国の堅調な経済指標などを背景に先進国株式
は反発した後、持ち合いとなりました。一方、トルコや産油国のブラジル、ロシアなどが大幅に
下落しました。

●国内短期金融市場の動向
無担保コール翌日物金利の推移
日銀による金融緩和策の強化を受けて、無担保コール翌日物金利はおおむね0.1％を下回る水準で
推移しました。

国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りの推移
2014年8月まで低位で推移していた国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは、9月以降、日銀による短
期国債の買入れや短期国債の需給の引き締まりなどから、マイナスに転じました。10月末の日銀
による追加の金融緩和策を受けて、日銀の短期国債の買入れが減少するとの見通しなどから、11
月初旬にかけて0％程度まで上昇しました。その後、一時的に0％程度まで上昇することはあった
ものの、おおむねマイナスで推移しました。
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トレンド・アロケーション・オープン

ポートフォリオについて （作成対象期間：2014年1月28日～2015年1月26日）

➢トレンド・アロケーション・オープン

➢ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド（ＪＰＹ）

➢マネー・プール マザーファンド

６

円建の外国投資信託であるダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド（ＪＰＹ）の受益証
券に投資を行いました。また、マネー・プール マザーファンド受益証券へも投資を行いました。

（当記載は、アリアンツ・グローバル・インベスターズの資料を基に、国際投信投資顧問が作成し
たものです。）

●作成対象期間末の資産クラス別構成比は高リスク資産60.7％、低リスク資産39.3％としました。
●トレンドを強気にみていた先進国株式の組入比率を高めに保ちました。

主として先進国の国債、世界各国のＥＴＦ等に投資を行うとともに、対円で為替ヘッジを行いまし
た。
ポートフォリオは、①基本資産配分を行う「トレンド・アロケーション」、②基本資産配分に対す
る微調整を行う「タクティカル・アセット・アロケーション」、③下落リスクへの対応を行う「ダ
ウンサイド・リスク・マネジメント」を活用して構築しました。
作成対象期間の初めから2014年3月末にかけては、低リスク資産の比率を引き下げ、先進国株式を高
めに維持しながらコモディティやリートなどの高リスク資産の比率を高めました。
4月から6月にかけては、トレンドが強くなった新興国国債券や新興国株式などの比率を引き上げる
一方、コモディティの比率を引き下げました。
7月から9月にかけては、高リスク資産の比率をさらに引き上げました。
10月には先進国株式や新興国株式などの比率を引き下げ、低リスク資産の比率を引き上げました。
11月から作成対象期間末にかけては、先進国株式の比率を引き上げる一方、コモディティや新興国
国債などの比率を引き下げました。

わが国の短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンへの投資を通じて、常時適正な
流動性を保持するように運用を行いました。
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トレンド・アロケーション・オープン

ベンチマークとの差異について （作成対象期間：2014年1月28日～2015年1月26日）

当ファンドは運用の目標となるベンチマーク等を設けておりません。そのため、記載すべき事項はあ
りません。

分配金について

分配原資の内訳 （1万口当たり、税込み）

第3期
2014年1月28日～

　2015年1月26日

当期分配金 －円

（対基準価額比率） －％

当期の収益 －円

当期の収益以外 －円

翌期繰越分配対象額 1,847円
（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損金補てん後の有価証券売買等損益（評価益を含む）」から

分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は、「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）対基準価額比率は当期分配金（税込み）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。

（注3）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

７

８

分配については、基準価額水準、市況動向等を勘案して、当期の分配は見送らせていただきまし
た。なお、分配金に充てなかった留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した
運用を行います。
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トレンド・アロケーション・オープン

２ 今後の運用方針

➢トレンド・アロケーション・オープン

➢ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド（ＪＰＹ）

➢マネー・プール マザーファンド

３ お知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律等の改正に伴い、2014年12月1日以降に作成期日（作成基準日となる
ファンドの決算日）を迎える運用報告書については、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項を
記載した「交付運用報告書」（本報告書）と「運用報告書（全体版）」に二段階化されることになりま
した。
「交付運用報告書」（本報告書）は作成の都度、従来の運用報告書と同様に販売会社を通じて受益者の
みなさまにお届けいたします。「運用報告書（全体版）」は弊社のホームページでご覧いただけますが、
ご請求いただいた場合には交付いたします。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。

■約款変更について （作成対象期間：2014年1月28日～2015年1月26日）

トレンド・アロケーション・オープン
●信託期間を無期限に変更するための、所要の約款変更を2014年10月23日に行いました。
●「運用報告書（全体版）」について電磁的方法により提供するための、所要の約款変更を2014年12
月1日に行いました。

●投資信託の併合及び約款変更並びに投資信託契約の解約に関する書面決議に係る受益者数要件を廃
止するための、所要の約款変更を2014年12月1日に行いました。

●受益者の利益に及ぼす影響が軽微な投資信託の併合に関する書面決議を不要とするための、所要の
約款変更を2014年12月1日に行いました。

●反対受益者の受益権買取請求の規定を適用除外とするための、所要の約款変更を2014年12月1日に行
いました。

引き続き、円建の外国投資信託であるダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド（ＪＰＹ）
の受益証券に投資を行います。また、マネー・プール　マザーファンド受益証券へも投資を行いま
す。

（当記載は、アリアンツ・グローバル・インベスターズの資料を基に、国際投信投資顧問が作成した
ものです。）
引き続き、主として先進国の国債、世界各国のＥＴＦ等に投資を行うとともに、原則として対円で為
替ヘッジを行います。
ポートフォリオは、①基本資産配分を行う「トレンド・アロケーション」、②基本資産配分に対する
微調整を行う「タクティカル・アセット・アロケーション」、③下落リスクへの対応を行う「ダウン
サイド・リスク・マネジメント」を活用して構築します。

引き続き、わが国の短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンでの運用を行います。
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トレンド・アロケーション・オープン

４ 当ファンドの概要

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合

信 託 期 間 無期限（2012年3月30日設定）

運 用 方 針 ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド
ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド（ＪＰＹ）受益
証券、マネー・プール マザーファンド受益証券

ダイナミック・マルチ
アセット・プラス・
ファンド（ＪＰＹ）

先進国の国債、世界各国のＥＴＦ等

マネー・プール
マザーファンド

わが国の公社債

運 用 方 法

・世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産へ、実質的に投資します。
・安定的な資産成長のために、市場環境に応じて機動的な資産配分を行います。
・為替変動リスクの低減をはかるため、外貨建資産については、原則として対円で為替
ヘッジを行います。

主な投資制限
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・株式への直接投資は行いません。

分 配 方 針

毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配
を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の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。基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定しま
す。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）

CS5_15079257_04_os7国際_トレンドアロケーションO_交運_運用経過.indd   9 2015/03/12   10:38:46



10

トレンド・アロケーション・オープン

５ 当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

※当ファンドの年間騰落率は、2013年3月～2014年12月です。

（注）全ての代表的な資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記において年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

※当ファンドの年間騰落率は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、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。

※上記は、当ファンドについては2013年3月～2014年12月の、代表的な資産クラスについては2010年1月から2014年12月の5年間の、年間騰落率の平

均・最大・最小を表示したものです。

※上記の年間騰落率は直近前月末から60ヵ月遡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。

＜代表的な資産クラスの指数＞
日本株　：TOPIX®配当込み指数
先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
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：J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース）

（注）海外の指数は、為替ヘッジを行わない投資を想定して、円ベースまたは国際投信投資顧問が円換算した指数を採用しています。各指数の詳細は

後記「本報告書で使用している指数について」をご参照ください。
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トレンド・アロケーション・オープン

６ ファンドのデータ

当ファンドの組入資産の内容

（2015年1月26日現在）

●組入ファンド等
（組入銘柄数：2銘柄）

第3期末

2015年1月26日

ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド（ＪＰＹ） 99.0％

マネー・プール マザーファンド 0.0％

その他 1.0％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

純資産等

項　　　　　目
第3期末

2015年1月26日

純資産総額 31,788,581,834円

受益権総口数 26,831,412,865口

1万口当たり基準価額 11,848円

（注）当作成対象期間（第3期）中における追加設定元本額は24,641,827,280円、同解約元本額は3,914,156,734円です。

１

投資信託受益証券
99.0％

その他
1.0％

●資産別配分

日本円
100.0％

●通貨別配分●国別配分

ケイマン
99.0％

日本
1.0％

２
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トレンド・アロケーション・オープン

組入上位ファンドの概要

■ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド（ＪＰＹ）

３

（注1）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

（注2）資産別・国別・通貨別配分のデータは2014年3月31日現在のものです。

●1万口当たりの費用明細（2013年3月28日～2014年3月31日）

当該情報が取得できないため記載しておりません。

その他
4.5％リート

7.2％

コモディティ
7.4％

株式
51.7％

公社債
29.2％

●資産別配分
その他
2.0％

米ドル
50.0％

ユーロ
26.9％

日本円
10.5％

カナダ・ドル
5.6％

英ポンド
4.9％

●通貨別配分

その他
27.5％

米国
41.3％

英国
4.9％

カナダ
5.6％

欧州
10.1％

日本
10.5％

●国別配分

●課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格の推移 ●組入上位10銘柄（2014年3月31日現在）
（組入銘柄数：30銘柄）

銘柄名 国・地域 資産 組入比率(％)

１ SPDR S&P 500 ETF TRUST  ETF 米国 先進国株式 12.8

２ FUTURE CONTRACT ON S&P500 EMINI FUT  JUN14 米国 先進国株式 12.4

３ UNITED STATES TREASURY BOND 米国 先進国国債 10.2

４ VANGUARD REIT ETF  ETF 米国 リート 7.2

５ LYXOR ETF COMMODITIES THOMSON REUTERS/ JEFFERIES CRB TR /EUR/ ETF その他 コモディティ 6.8

６ ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  ETF その他 先進国債券 5.8

７ FUTURE CONTRACT ON EURO STOXX 50 JUN14 /EUR/ 欧州 先進国株式 5.7

８ FUTURE CONTRACT ON S&P/TSX 60 IX FUT JUN14 /CAD/ カナダ 先進国株式 5.3

９ NOMURA TOPIX EXCHANGE TRADED FUND /JPY/ ETF 日本 先進国株式 4.6

10 JAPAN- 318 (10 YR ISSUE) /JPY/ REGD SER 318 日本 先進国国債 4.3

（注1）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

（注2）組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全

体版）でご覧いただけます。

1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

1.12

1.14

1.16

'13/3 4 6 8 10 125 7 9 11 '14/1 2 3
(年月)

(円) （2013年3月28日～2014年3月31日）

※組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、アリアンツ・グローバル・インベスターズの資料を基に、国際投信投資顧問が作成したもの

です。
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トレンド・アロケーション・オープン

組入上位ファンドの概要

■マネー・プール マザーファンド

４

（注）比率は当マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

（注）資産別・国別・通貨別配分のデータは2015年1月14日現在のものです。

●1万口当たりの費用明細（2014年7月15日～2015年1月14日）

当期間に発生した費用はありません。

その他
15.2％

公社債
84.8％

●資産別配分

日本円
100.0％

●通貨別配分

日本
100.0％

●国別配分

●基準価額の推移（2014年7月15日～2015年1月14日） ●組入上位銘柄（2015年1月14日現在）
（組入銘柄数：2銘柄）

国／地域 種類 銘柄名 比率（％）

１ 日本 国債証券 第503回国庫短期証券※ 72.9

２ 日本 国債証券 第491回国庫短期証券※ 11.9

（注1）比率は当マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

（注2）※印は現先で保有している債券です。

10,042

10,044

10,046

10,048

10,050
(円)

'14/7 8 9 10 11 12 '15/1
(年月)
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トレンド・アロケーション・オープン

＜当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較に用いた指数＞
●TOPIX®配当込み指数

TOPIX®配当込み指数は、東京証券取引所市場第一部に上場している全ての日本企業（内国普通株式全銘柄）を対象とした株価指数であり、配

当を考慮して算出しています。TOPIX®配当込み指数は、（株）東京証券取引所およびそのグループ会社（以下、「東証等」という。）の知的

財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、当ファンド

は、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任

を有しません。

●MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
●MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）

MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）は、MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、米ドルベース）を国際投

信投資顧問が円換算したものであり、日本を除く世界主要先進国の大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考慮した株価指数です（出

所：MSCI）。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後

配当込み、米ドルベース）を国際投信投資顧問が円換算したものであり、世界主要新興国の大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考

慮した株価指数です（出所：MSCI）。

ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIは何ら保証するものではあ

りません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、ま

たはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられていま

す。

●NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、日本で発行されている公募の固定利付国債を対象とした債券指数です。「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が公表

している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼

性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる国際投信投資顧問の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。

●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）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックス

で、1984年12月末を100とする日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。

●J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース）
J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース）は、新興国政府が発行する現地通貨建て国債を対象とした債券指数です。情報は、信頼性があると

信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用

しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, 

J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

本報告書で使用している指数について

CS5_15079257_05_os7国際_トレンドアロケーションO_交運_ファンドデータ.indd   14 2015/03/12   10:38:49




