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中国経済の悪化を背景に世界的に株式が急落したことを受け、市況の概況と今後の見通しについて、当ファンドが投
資する「リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド（適格機関投資家向け私募）」（以下「投資先ファンド」といいます）の実
質的な運用を行っているリクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ・エス（以下「リクソー・アセット・マネジメント」といいま
す）のコメントをもとにレポートを作成いたしましたのでご覧ください。

8月24日、世界的な株式相場の急落により、市場での投
資家心理は著しく悪化しました。同日、中国上海A株指数は
-8.5％、日経平均株価は-4.6％となり、S&P500指数も、日
中 大で約5％下落し、終値でも-3.9％となりました。このパ
ニック的な動きは、特段何かの情報によって引き起こされた
ものではなく、むしろ、8月17日の週からの下落トレンドの延
長といえます。S&P500指数の8月25日までの6営業日にお
ける下落率は約11％となり、これだけ短期間に10％を超え
て下落したのは2011年以来のこととなります。

8月17日の週の市場は、中国景気の急激な減退を示唆す
るともいえる中国人民元の切り下げを受けて、すでに市場
センチメント（市場心理）が弱気となっていました。またコモ
ディティ価格の下落はデフレ懸念に拍車をかける結果とな
りました。

今回の市場の価格変動性（ボラティリティ）の急激な上昇
は、各資産間の相関を高めたため、国債などの資産をポー
トフォリオに組み込む事によって享受できる投資リスクの低
減効果を低下させる結果をもたらしました。事実、株式市場
が大幅な下落となったにもかかわらず、8月24日の週で見る
と、米国国債の価格は、0.5％の上昇にとどまり、ドイツ国債
に至っては0.8％の下落となりました。

＜運用会社からのコメント（2015年8月31日現在）＞

グローバル・ナビゲーター（限定追加型）
世界同時株安を受けた今後の見通し
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8月の市況概況について

8月28日時点における当ファンドの各資産配分の合計は
約113％であり、4月下旬までの200％を超えた水準よりも
かなり低い状況となっています。

資産別にみますと、株式の資産配分比率については、6月
以降引き下げており、現時点では30％を下回る水準となっ
ています。コモディティの同比率は、6月後半の約20％から
大きく削減し、現時点では約4％となっています。一方、先進
国国債（米国、ドイツ、英国）の同比率は、6月末の約37％を
底に徐々に増加させており、現時点では約69％となってい
ます。

運用概況について

【基準価額と市況＊動向】
（2015年7月31日～8月28日、日次）

※7月31日を100として指数化

【資産配分比率の推移】
（2015年4月10日～8月28日、週次）

出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・
マネジメントにて作成

出所：リクソー・アセット・マネジメントのデータをもとに
新生インベストメント・マネジメントにて作成

＊米国およびドイツ国債は各10年債先物、米国株式はS&P500指数、
日本株式は日経平均先物、欧州株式はユーロ・ストックス指数
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＜運用会社からのコメント（2015年8月31日現在）＞
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＊1 各2資産間の相関係数（2つのデータ間の相関（類似性の度合い）を示す統計学的指標。−1 から 1 の間をとり、1 に近いときは正の相関（類似した動
き）、−1 に近ければ負の相関（反対の動き））の推移。データの期間を2015年4月1日から8月28日までとする日次騰落率の20日間の相関係数の推移

＊2 「リスク・パリティ（等価性）戦略」とは、リターンよりも投資リスクに軸足を置いたリスク・コントロール型の資産運用戦略。各組入資産クラスにリスクを
均等配分することで（リスクが一部の資産に偏らず）、特定の資産クラスの価格変動に左右されにくいポートフォリオの構築を目指すもの。

今回の下落局面では、各資産間の相関が高まりつつ
あり、国債も安全資産としての機能が低下しています。
このため、分散投資による恩恵は非常に限られています。
リスク・パリティ戦略＊2を採用する他のファンドの状況と
同様に、当ファンドにとっても、市場環境は引き続き困難
な状況にあります。

直近の投資行動においては、市場のボラティリティが
急上昇したことから、8月28日において株式と債券を中心
に組入比率を引き下げました。

しかし、我々は引き続き、マクロ経済に対して強気であ
り、今後大きな調整が起こる可能性は低いと考えていま
す。中国経済の減速が米国景気に影響を与えたとしても、
米国がリセッション（景気後退局面）に陥ることは想定し
ていません。欧州では、主要な指標が経済成長を示唆し
ており、企業収益の好転が現実味を帯びてきています。
このため、テクニカル面、ファンダメンタルズ面の両方か
ら見ても、株式などのリスク資産は売られ過ぎの状態に
あるといえます。

なお、主なリスク要因としては、(1)株価の下落が投資
家心理や投資家の消費行動に悪影響を与えることなど
によって引き起こされる、売りが売りを呼ぶ展開や、
(2)新興国危機、などを想定していますが、現時点ではこ
れらが発生する可能性は非常に低いと見ています。

今後の見通し

【資産間の相関性＊1の推移】
（2015年4月28日～8月28日、日次）

【資産配分比率の変更】

出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・
マネジメントにて作成

出所：リクソー・アセット・マネジメントのデータをもとに
新生インベストメント・マネジメントにて作成

資　産　ク　ラ　ス 8月28日 8月21日 前週末比

米 国 10 年 国 債 28.7%

英 国 10 年 国 債 17.4%

ド イ ツ 10 年 国 債 23.3%

コ モ デ ィ テ ィ 4 .2%

合 計 113 .0%

新 興 国 株 式 0.0%

株 式 29 .7%

新 興 国 債 券 0.0%

英 国 株 式 1.8%

日 本 株 式 6.1%

79 .2%

米 国 株 式 9.0%

欧 州 株 式 12.8%

米 国 ハ イ イ ー ル ド 債 券 0.0%

欧 州 ハ イ イ ー ル ド 債 券 9.7%

27.1%

16.5%

33.3%

0.0%

9.9%

債 券

131 .2%

0.0%

86 .8%

12.4%

13.4%

2.0%

10.8%

38 .6%

5 .8%

0.0%

-18 .2%

-3.5%

-0.5%

1.6%

0.9%

-10.0%

0.0%

-0.2%

0.0%

-7 .7%

-0.2%

-4.8%

0.0%

-8 .9%

-1 .6%
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当ファンドの主な手数料・費用について

●当ファンドでは、当初お申込時の購入手数料はかかりません。
●受益者様には、購入手数料に相当する費用を、当ファンドの保有期間中に投資先ファンドで発生す

る「販売管理報酬」および当ファンドの途中換金時にかかる「信託財産留保額」をもって、実質的にご
負担いただきます。
※当ファンドの設定額に応じた投資先ファンドの買付金額に2.5％を乗じた額が、投資先ファンドの関係者から販売会社に支払われま
すが、当ファンドまたは投資先ファンドの資産から支払われるわけではありません。

※ 保有期間や基準価額の水準によっては、購入手数料2.5％を支払った場合と比較して、受益者様の費用負担の総
額が相対的に高くなることがあります。

＊1 保有期間とは、設定日または購入約定日から換金約定日までの期間をいいます。
＊2 実質的な運用管理費用（信託報酬）については、実質的な運用管理費用（信託報酬）の他に、「その他の費用・手数料」がかかります。詳し

くは、投資信託説明書（交付目論見書）8ページの「その他の費用・手数料」をご確認ください。
＊3 当ファンドで繰上償還が決定した場合でも、投資先ファンドにおいて「条件付後払申込手数料」の支払いが生じる期間中は当ファンドでも

「信託財産留保額」が差し引かれます。ただし、投資先ファンドを全額売却した後は、その売却時に投資先ファンドにおける「条件付後払申
込手数料」を負担することとなるため、その後の換金時には、「信託財産留保額」を差し引かないことがあります。

3

＜当ファンドを2021年3月2日以降に途中換金した場合、および償還まで保有した場合＞
保有期間＊1における「実質的な運用管理費用（信託報酬）」（投資先ファンドの運用管理費用（信託報酬）を含む）等*2をご負担い
ただきます。当初設定日以降2021年3月1日以前における投資先ファンドの運用管理費用（信託報酬）のうち委託会社報酬には、
投資先ファンドの運用の委託先（リクソー・アセット・マネジメント）への運用報酬0.87％が含まれています。また、リクソー・アセッ
ト・マネジメントへの運用報酬には、販売管理報酬0.5％が含まれています。
「販売管理報酬」とは、投資先ファンドのスキーム運営に対する報酬であり、受益者様には、購入手数料に相当する費用を、当
ファンドの保有期間中に投資先ファンドで発生する「販売管理報酬」をもって、実質的にご負担いただきます。

＜当ファンドを2021年3月1日以前に途中換金した場合＞
保有期間における「実質的な運用管理費用（信託報酬）
2.0412％（税込）」に加え、換金申込受付日に応じた「信託
財産留保額」がかかります。
原則として、「信託財産留保額」は、投資先ファンドの「換
金手数料」に充当し＊3、基準価額に信託財産留保額の料
率を乗じて得た金額です。
「換金手数料」は、投資先ファンドの途中換金時に発生す
る手数料です。
受益者様には、購入手数料に相当する費用を、当ファンド
の保有期間中に投資先ファンドで発生する「販売管理報
酬」および当ファンドの途中換金時にかかる「信託財産留
保額」をもって、実質的にご負担いただきます。

注1： ファンドの運用、受託会社
への運用指図、法定書面等
の作成、基準価額の算出等

注2： 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

注3： 投資信託財産の保管・管
理、委託会社からの指図の
実行等

信託財産留保額の料率

換金申込受付日に応じて逓減、
2021年3月2日以降はゼロに

保有期間における実質的な運用管理費用（信託報酬） 年率2.0412％（税込）

※2021年3月2日以降は、販売管理報酬の実質的なご負担はありません。

＋

当ファンドの途中換金時にかかる信託財産留保額

信託財産留保額 充当
投資先ファンドに
おける換金手数料

当初設定日以降
2021年3月1日以前

2021年3月2日以降
償還まで

0.7884％（税抜0.73％） 0.7884％（税抜0.73％）

1.2528％（税抜1.16％） 0.7128％（税抜0.66％）

委託会社　注1 1.2096％（税抜1.12％） 　 0.6696％※（税抜0.62％）
販売会社　注2 0.0108％（税抜0.01％） 0.0108％（税抜0.01％）
受託会社　注3 0.0324％（税抜0.03％） 0.0324％（税抜0.03％）

2.0412％（税抜1.89％） 1.5012％（税抜1.39％）

当ファンドの運用管理費用
（信託報酬）

投資先ファンドの運用管理費用
（信託報酬）

実質的な運用管理費用（信託報酬）
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ファンド名 グローバル・ナビゲーター（限定追加型） 【愛称：ボン・ボヤージュ】

商品分類 追加型／内外／資産複合

当初設定日 2015年3月27日（金）

継続申込期間 2015年3月27日（金）から2016年2月29日（月）

信託期間
（償還条項）

当初設定日から10年程度
（信託終了日：2025年3月26日（水））
＊以下の場合、信託を終了します。
・「 リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド（適格機関投資家向け私募）」が償還となった場合
＊以下のいずれかの場合、信託を終了させることがあります。
・残存口数が10億口を下回った場合
・信託を終了することが受益者のために有利であると認めるとき
・その他やむを得ない事情が発生した場合

購入・換金単位 販売会社が定める単位とします。

購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して、8営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。

決算日 年1回（11月20日）
当該日が休業日の場合は翌営業日
初回は2015年11月20日（金）

収益分配 年1回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
ただし委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

購入・換金申込
受付不可日

販売会社の営業日であっても、下記のいずれか（半休日を含む）に該当する場合は購入・
換金のお申込はできません。
● ルクセンブルグの銀行休業日 ● ニューヨークの銀行休業日
● パリの銀行休業日 ● ロンドンの銀行休業日
● 欧州自動即時グロス決済システム（TARGET2）の休業日
● その他委託会社が定める日

課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税制上、少額投資非課税制度の適用対象です。
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

購入時手数料 かかりません。

信託財産留保額

換金時には換金申込受付日の翌営業日の基準価額に応じた以下の信託財産留保額の料率を乗じて得た金額がファンド内に留保さ
れ、実質的には投資先ファンドの換金時に発生する換金手数料に充当されます。

当ファンドで繰上償還が決定した場合でも、投資先ファンドにおいて「換金手数料」の支払いが生じる期間中は当ファンドでも「信託財
産留保額」が差し引かれます。ただし､繰上償還が決定し投資先ファンドを全額売却した場合、その売却時に投資先ファンドにおける
換金手数料を負担することとなるため、その後の換金時には、信託財産留保額を差し引かないことがあります。

【お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他】

4

お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

●お客さまが直接的にご負担いただく費用（消費税率が 8％の場合）

換金申込受付日 信託財産留保額の料率

設定日から2017年3月1日まで 2.70%

2017年3月2日から2018年3月1日まで 2.16%

2018年3月2日から2019年3月1日まで 1.62%

2019年3月2日から2020年3月1日まで 1.08%

2020年3月2日から2021年3月1日まで 0.54%

2021年3月2日以降償還日まで 0%
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※「その他の費用・手数料」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※手数料および費用等の合計額については、ファンドの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。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続き・手数料等」をご覧ください。

その他の
費用・手数料

当 フ ァ ン ド 信託事務の処理に要す
る 諸費用等

法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等
日々計上され毎計算期間の 初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終
了の時にファンドから支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対
して年率0.10％（税込）を上限とします。

財務諸表監査に
関する費用

監査に係る手数料等（年額105万円および消費税）
監査費用が日々計上され毎計算期間の 初の6ヵ月終了日、毎計算期末
または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。

投 資 先 フ ァ ン ド 信託事務の処理
に要する諸費用等

法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等
日々計上され毎計算期末または信託終了の時に投資先ファン
ドから支払われます。ただし、投資先ファンドの純資産総額に
対して年率0.10％（税抜）を上限とします。

組入有価証券等の売買の際
に発生する取引手数料、
保管費用等

組入有価証券等の売買の際、ブローカーに支払う
手数料、外貨建て資産の保管に関する費用等

財務諸表監査に
関する費用

投資先ファンドの監査に関して監査法人に支払う手数料

【お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他】

●お客さまが信託財産で間接的にご負担いただく費用（消費税率が 8％の場合）

.
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委託会社 商号等 新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等）

登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第340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

受託会社 三井住友信託銀行株式会社（信託財産の管理等）

販売会社 下記参照（募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）

運用管理費用
（信託報酬）

（括弧内数字は税抜）

当ファンドの
運用管理費用・年率

（信託報酬）

0.7884％
（0.73％）

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
日々のファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とし、毎計
算期間の 初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営
業日とします。）、毎計算期末または信託終了のときに
ファンドから支払われます。

（委託会社） 0.3240％
（0.30％）

委託した資金の運用の対価

（販売会社） 0.4320％
（0.40％）

購入後の情報提供、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等の対価

（受託会社） 0.0324％
（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
投資信託証券の
運用管理費用

（信託報酬）・年率

【設定日～2021年3月1日まで】
1.2528％（1.16％）

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
日々の投資先ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とし、
毎計算期末または信託終了のときに投資先ファンドから支払われます。
（詳しくは2ページでご確認ください。）

【2021年3月2日～償還時まで】
0.7128％（0.66％）

実質的な負担・年率
【設定日～2021年3月1日まで】

2.0412％（1.89％）

【2021年3月2日～償還時まで】
1.5012％（1.39％）

【委託会社、その他関係法人】

（2015年9月1日現在）

ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第138号 ○

松阪証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第19号 ○ ○

○

○

○ ○

中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6号 ○

一般社団法人

第二種金融商

品

取引業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

日本投資顧問業

協会

日本証券業

協会

○

○

登録番号金融商品取引業者名（五十音順）

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号

岩井コスモ証券株式会社

株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○

○ ○

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号

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

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○



巻末の「投資リスク」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

販売用資料

2015年9月1日

【投資リスク】※詳細につきましては必ず投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による
損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって
、ファンドにおける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
本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

※当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に限定されるものではありません。

《主な基準価額の変動要因》

■価格変動リスク（金利変動リスク）

● 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的には世界各国の株価指数、債券指数、コモディティ指数等に係る上場先

物取引のポジションを持ちます。先物取引の買いポジションは、先物価格が下落した場合、売りポジションは、先物価格が

上昇した場合損失が発生します。それらの損失は、当ファンドの基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込む

ことがあります。

● 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的には世界各国の株価指数、債券指数、コモディティ指数等に連動した上

場投資信託（ETF）等に投資を行います。そのため、株式、債券、コモディティ等の価格の下落は、当ファンドの基準価額の

下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。

■為替変動リスク

当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、

当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込むことがあり

ます。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。当ファンドで

は、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジは、為替変動リスクを完全に排除できる

わけではありません。また、為替ヘッジに伴うヘッジ・コストは、基準価額の下落要因となります。

■カントリーリスク

当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投

資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。

特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済状況等の悪化の影響が大きくなり、その

ため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。また政治不安などが金融商品市場や外国為

替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪

化や経済危機等が起りやすいリスクもあります。さらに大きな政策転換、規制の強化、政治体制の大きな変化、テロ事件な

どの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、

より大きなカントリー・リスクを伴います。

■信用リスク

当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等

により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・財務状況

の急激な悪化や経営不安・破綻が起りやすいリスクがあります。

■その他の留意点

●当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。

●金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、注文の受付を

中止することやあるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。

巻末の「投資リスク」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 6



巻末の「投資リスク」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

販売用資料

2015年9月1日

巻末の「投資リスク」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

ご留意いただきたい事項

□当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社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資料ではありま

せん。

□当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資

料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資

料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。

□ファンドは、実質的に株式、債券、コモディティにかかる上場先物取引や上場投資信託（ETF）など値動きのある資産（また外貨建て資

産の場合、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、市場環境等により基準価額は変動します。したがって、元金保証

および利回り保証のいずれもなく、運用実績によっては投資元本を割込むおそれがあります。

□ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。

□お申込みの際には、あらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）をお受取りいただき、必ず内容をご理解のうえ、お客

さまご自身でご判断ください。

□投資信託は預金や保険とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの

保証はありません。

□販売会社が銀行等の登録金融機関の場合、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

□投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）、ならびに換金時に換金申込受付日に応じた信託財産留保額等がかかります。
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