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当ファンドは、主として有価証券等の値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
したがって、元本が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が生じ、投資元本を割り込むことがあります。
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運用資産残高

1,760
億ユーロ

（約22.23兆円）

従業員数

930名

1929年にオランダのロッテルダムで設立され、88年の伝統を持つロベコ。1990年代は、クオンツ投資とサステ

ナビリティ投資を他に先駆けて手掛け、ロベコの発展においても重要な時期となりました。今日では、ロベコ

は両分野で世界をリードする運用会社となっています。

2013年、オリックス株式会社がロベコグループを買収。2016年にはオリックス株式会社は全ての株式を取得

し、ロベコ･グループ（2018年1月1日付でオリックス・コーポレーション・ヨーロッパN.V.に改称）は持株会社へ

と移行しました。ロベコは、持株会社の傘下で、自立した資産運用会社として業務を行っています。
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ロベコでは、お客さまのニーズに最大限お応えするためには、革新的かつ実証に基づく投資が非常

に重要であると確信しています。

「投資エンジニア」であるロベコは、知識の収集・蓄積を事業活動の核に据えてきました。ファンダ

メンタル、サステナビリティ、クオンツという３つの分野のリサーチを独自の方法で融合させることにより、

お客さまに革新的な運用戦略を提供しています。

すべての運用戦略は
リサーチ主導であるべき

ロベコ初代取締役 ヴィム・ラウウエンホフ氏（1933〜1960年）

ロベコについて

オリックス・コーポレーション・ヨーロッパN.V. （オリックス・ヨーロッパ）は、ロベコ、ボストン・パートナーズ、

ハーバー・キャピタル・アドバイザーズ、トランストレンド、ロベコ・スイス※1、カナラ・ロベコなどの子会社、

合弁会社を傘下に置く持株会社です。オリックス・ヨーロッパは、親会社であるオリックス株式会社の

資産運用業務の牽引役を担っています。

オリックス・コーポレーション・ヨーロッパN.V .について

ロベコのＤＮＡ

ロベコの主な強み：最重要分野で培った専門知識

４つの主要分野にフォーカス

クオンツ

数十年に及ぶ応用研究を
実質的なソリューションに適用

クレジット

常に最前線の
クレジット運用を提供

新興国市場

革新的なアプローチが
もたらす優れた商品群

サステナビリティ
投資

トップクラスの
ソートリーダー

1995
ロべコSAM※1

創設

2004
世界初のサステナブル・
プライベート・エクイティFoFと
クリーンテック・プライベート・
エクイティFoFを設定

2006
初期メンバーとして
UN PRIに署名

2013
スマート
ESGスコア
導入

2016
ロベコ、オランダ
のSDG投資ア
ジェンダに署名

2018
SDG株式と
SDGクレジッ
ト戦略設定

2020
SAM CSAをS&Pグローバルの下で実施、
グリーンボンド戦略設定、
ロベコSAM、ロベコのサステナビリティに
おける構成要素を表すブランドに

1999
ロベコ・サステナブル
株式ファンド設定、
ダウ・ジョーンズとの協業

2001
世界初のサステナ
ブル・ウォーター・
ファンドの1つを設定

2009
ロベコ全社的に
運用プロセスにESG
ファクターを統合

2005
ロベコSAM※1がロベコ・
グループ傘下に、
議決権行使とエンゲージメント
のサービス開始

2015
UN PRIで最高
評価（A+）を
獲得

2019
シェアアクション
による責任投資
ランキング調査で1位

2017
サステナブル・
グローバル・インパクト
株式ファンド設定

拠点

17拠点

2020年12月末時点、
１ユーロ＝126.33円で計算

  

・  ロベコ・スイス・エージーは、スイス・チューリッヒを本拠地に、サステナビリティ投資に特化した運用会社として1995年に設立された
ロベコの姉妹会社で、サステナビリティ投資に特化した投資のスペシャリストです。

・ ESG投資を世界に先駆けて始め、地球環境・社会問題にフォーカスした数多くのテーマ型株式戦略等も運用しています。

ロベコ・スイス・エージー※1とは？ ロベコ・スイス・エージーの運用資産総額:約113.3億米ドル※2

※1 ロベコSAMは2020年11月1日よりロベコ・スイス・エージ―に商号変更しました。
※2 2020年12月末時点。 21
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当ファンドの投資先ファンドと同じ運用を行う「Robeco QI Global Dynamic Duration」は、1994年

7月29日に運用を開始し、26年超の運用実績を有しています。

出所:Bloomberg
期間:1994年7月末〜2021年5月末（日次）

※当ファンドが投資対象とする「IBH JPY シェアクラス（円建て、円ヘッジ）」は2017年7月に設定されたものであることから、投資先ファン
ドの長期運用をイメージいただく目的で、同じ運用を行う「Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR シェアクラス」の運用実
績を示しています。実績は、運用報酬等控除後のものです。

「Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR シェアクラス」の基準価額はユーロ建てであり、対ユーロで為替ヘッジされていま
す。ユーロ建てのデータを用いて計算しているため、円ヘッジした場合のデータとは動きが異なります。なお、ヘッジ・コストがかかるほか、
ヘッジ対象となる通貨の組み合わせによってヘッジコスト（またはプレミアム）が異なることにもご留意ください。為替ヘッジは、これにより
外貨建資産における為替変動の影響を全て排除できるものではありません。
上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドの将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証する
ものではありません。

「Robeco QI Global Dynamic Duration DH EURシェアクラス」の運用実績
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ロベコは、幅広い資産クラスにわたり、ファンダメンタル戦略、クオンツ戦略の双方において、投資プロセスに

環境・社会・ガバナンスの要素を統合しています。このアプローチは、より豊富な情報を適切に反映した

投資判断につながるものであり、お客様の付加価値を生み出すために不可欠であると考えます。

より豊富な情報を適切に反映した投資判断のために

ロベコは、投資リターン向上の方策として、1990年代にサステナビリティ投資の可能性を見出した資産運用

会社の1社です。この根本となる目的を念頭に、最先端のサステナビリティに関するリサーチにより得られた

環境・社会・ガバナンス（以下、「ESG」といいます）情報を投資プロセスに取り入れ、ポートフォリオで保有

する企業と積極的な対話を行っています。

サステナビリティ統合のパイオニアの一つ

ロベコでは、様々な投資戦略に合わせてESGへの取り組みを行っており、2017年には国連責任投資原則

（ＵＮＰＲＩ）により主要項目においてA+評価を獲得しました。ロベコの債券戦略は、主にリスク回避のために

ESGを取り入れるアプローチで、この資産クラスにおける取り組みをリードしています。またロベコのグローバル

株式戦略は、バリュエーションに対するESGの影響を定量化し、クオンツ株式ポートフォリオでは、最低限

満たすべきサステナビリティ水準を設け、保持しています。

様々な資産クラスで最高水準のESG統合を実現

サステナビリティ投資は急成長しています。現状では欧州が確実にリードしていますが、他の地域もこれに

追随しています。責任投資原則など、サステナビリティ投資に関する国際的な規範にコミットメントを表明

する投資家もますます増えています。ESG要因を考慮することが、投資判断に、定量化できるほどの重大な

影響を与えます。

拡大する市場の動きの最先端に

43
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特 色 1
世界の国債等に投資します。

■ 投資先ファンドを通じて、主としてOECD加
盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国に
より保証された債券（短期債等を含む）へ投
資します。

■ 具体的な投資対象は、主要先進国の投資適
格の国債等を中心に投資し、これら国債市場
と同等以上の収益を目指した運用を行います。

■ ポートフォリオのESGランキングの加重平均が
市場と同等以上となるように各国の国債組み
入れ比率を決定します。

「ESG」とはEnvironment（環境）、Social（社会）、Governance
（企業統治）のことをいいます。長期的に高い投資リターンとプラス
の社会的影響をめざすサステナビリティ投資（責任投資）において、
国や企業の環境・社会・ガバナンスに関する情報が投資判断に組
み入れられます。

■ 固定の利子がつく債券への投資は、毎年、安定した金利収入（インカム）が得られますが、
金利の変動に応じて債券価格が動くため、価格変動による損益（キャピタル・ゲインまたは
キャピタル・ロス）が発生します。

■ 金利低下局面では債券価格の上昇により利益が発生し、金利上昇局面では債券価格の
下落により損失が発生します。

■ 当ファンドの投資先ファンドは、金利が低下する（債券価格が上昇する）と予測した局面で
は、価格変動リスクを多く取ります。金利が上昇する（債券価格が下落する）と予測した局
面では、価格変動リスクを抑えることにより、収益確保を目指します。

※投資先ファンドにおいて、外貨建て資産に対して原則として対円で為替ヘッジ取引を行います。

･資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの特色

2特 色

主要国の国債先物を活用し、市場を上回る収益を目指します。
■ 国債等への投資に加え、主要国（米国、ドイツ、日本）の国

債先物を活用することで、主要先進国の国債市場を上回る
収益を目指します。運用は、ロベコ社のクオンツデュレーション
モデルを使用します。

（2021年5月末現在）

カナダ日本
スウェーデン

スイス
ドイツオランダ

英国

ベルギー

スペイン

フランス
イタリア

米国

オーストラリア

デンマーク

［投資対象国］

Environment
（環境）

Social
（社会）

Governance
（企業統治）

E S G

5 6
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市場が下落すると予想している時1

債券の金利が上昇することにより債券

の価格が下落すると、デュレーション 

モデルが予想している時は、債券先物を

売り建てること等により、デュレーションを

市場より短くし、金利上昇による債券価

格の下落の影響を市場より抑えるポジ

ションを構築します。

金利の上昇

デュレーション短い 長い 債券の金利が低下することにより債券

の価格が上昇すると、デュレーション 

モデルが予想している時は、債券先物を

買い建てること等により、デュレーション

を市場より長くし、金利低下による債券

価格の上昇を市場以上に享受するポジ

ションを構築します。

市場が上昇すると予想している時2

金利の低下

デュレーション短い 長い

市場を上回る収益を目指して金利リスクをコントロール　 します。デュレーション※を機動的に調整し、収益を追求。特 色 3

･資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
･上記は2021年5月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
･上記は、イメージ図です。

※デュレーションとは、債券金利が一定の割合で変動した場合に
債券価格がどの程度変化するかを示す感応度を示しています。

■ 当ファンドの投資先ファンドの運用は、
　 ロベコ社のクオンツデュレーションモデルを使用します。

■ 当クオンツデュレーションモデルの活用により、
　 米国、ドイツ、日本の3カ国の金利動向をそれぞれ予測します。

■ 投資先ファンドのデュレーション　を機動的に調整します。

■ 予測の見直しは日次で行います。（2021年5月末現在）

※

金利上昇局面 金利低下局面

債券価格の下落

債券価格の上昇

87
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1  経済成長率
2  インフレーション
3  金融政策

4  価値評価

5  トレンド
6  季節性
7  低リスク株式

■ 当ファンドの投資先ファンドの運用会社であるロベコ社のクオンツデュレーションモデルを通じて、債券市場の方向性を予　　　測します。

■ 債券市場の方向性に影響を与えるものとしては、経済動向（マクロ）、割安割高（バリュエーション）、値動きの特徴 （テク　　　ニカル）を示す7つの変数を設定しており、それらを使って金利の方向性を予測します。

■ 予測に当たっては、金融市場のデータを使用することにより、将来予測をタイムリーに行うことを目指します。

･資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
･上記のクオンツデュレーションモデル（2021年5月現在）は、逐次見直しが行われるため、内容が変更になる場合があります。
･上記は、イメージ図です。

1  経済成長率が上昇する局面では債券
利回りは上昇、低下する局面では債券 
利回りは低下する傾向があります。
2  インフレーションが進行する局面では
債券利回りは上昇、後退する局面では 
債券利回りは低下する傾向があります。
債券利回りは、国の 3  金融政策の影響
を受けます。

経済動向（マクロ）

ロベコの分析では、債券市場の金利の変動は、5  方向性（トレンド）を持っており、かつ、世界の債券市場が同方向に動
く傾向にあります。
債券利回りの変動は 6  季節性があり、ロベコの分析では、上昇しやすい月、低下しやすい月が存在します。また、月末の
数日間に債券のパフォーマンスは高くなるという「月替わり効果」※1を採用しています。
7  低リスク株式※2は債券と同じような性質を持っているため、低リスク株式の需要は債券の需要と関係があります。し

たがって、株式市場全体に対する低リスク株式の相対的なパフォーマンスを見ることで、債券のリターンを予測すること
ができます。

値動きの特徴
（テクニカル）

経済成長率 インフレー
ション 金融政策 価値評価 トレンド 低リスク

株式 季節性 スコア シグナル

ドイツ -0.12 -0.14 -0.08 -0.03 0.07 -0.14 0.03 -0.41 短期化

日本 -0.14 -0.14 -0.06 0.10 0.07 -0.14 0.03 -0.28 短期化

アメリカ -0.14 -0.14 0.14 -0.08 0.07 -0.14 0.03 -0.25 短期化

スコアは3段階の
シグナルに置換

長期債の金利と短期債の金利
の金利差が大きい市場の方が、
長期債の投資魅力度が増し

（割安）、逆に金利差が小さい
と長期債の魅力度が減少する
（割高）と考えます。

7つの変数

※1  債券のインデックスは月末にリバランスを行い（残存期間が１年未満の債券を除外し新発債を組み入れる）デュレーションを長くしますが、これに伴い投資家も残存期
間の長い債券を購入するため、月末に債券の需要が高まり、パフォーマンスが高くなります。

※2 予測可能な債券のキャッシュ・フローと似たようなリターンを創出する安定した企業の株式。

  価値評価
（ 割安割高（バリュエーション））

4
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2021年5月末現在

2021年5月31日

基準価額・純資産総額の推移 格付別配分

基準価額騰落率 分配金実績　＊1万口当たり、課税前

国別配分　2021年4月30日基準

（現物債ポートフォリオを100％とした構成比）

9,983円基準価額

（%）
-40 -20 0 20 40 60
現物債券のみ 現物債券+債券先物
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（円） （億円）純資産総額（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 基準価額（左軸）

AAA
51.7%

AA
21.5%
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BAA
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現金等
0.6%

（年）
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3.1

0.9

0.5

0.1
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＊基準価額は、信託報酬控除後の値です。
＊投資先ファンドの運用管理費用を含めた実質的な信託報酬率は、純資産総額に対して年率0.911％程度（概算、税込）です。詳細は、お申込みメモの［お客さまが

間接的にご負担いただく費用］の項目をご覧ください。
＊分配金再投資基準価額とは、基準価額に収益分配金（課税前）を、その分配が行われる日に全額再投資したと仮定して算出したものです。
＊上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

＊ 各構成比は、投資先ファンドの純資産総額に対する割合を示しています。債券ポートフォリオの評価額合計が純資産総額を上回る場合には債券ポートフォリオの評
価額合計に対する割合を表示しています。

＊ 各構成比の合計は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります。

（ご注意） 上 記 の 内 容は、投 資 先ファンドである「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」の 運 用 状 況 に 関し、Robeco Institutional Asset 
Management B.V.の情報をもとに新生インベストメント・マネジメントが作成したものです。上記の実績は、当ファンドまたは投資先ファンドにおける将来の運
用成果等を保証するものではありません。また、上記の内容は、予告なく変更されることがあります。

＊ 国別配分は、月次レポートの基準日に比べて1ヵ月前の情報になります。
＊ 国別配分は、現物債券の時価総額に対する割合を示しています。

※ 投資先ファンドである「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」の運用状況に関し、Robeco Institutional Asset Management B.V. の情報をもと
に新生インベストメント・マネジメントが作成。

＊運用実績を算出する基準価額は、信託報酬控除後、分配金再投資基準価額です。
＊設定来はファンド設定日2018年7月27日からの騰落率を示しています。

＊ 分配金は過去の実績であり、将来の分配金の水準を示唆
あるいは保証するものではありません。

＊ 分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託
会社の判断により分配を行わない場合もあります。

＊ 分配金が支払われた場合、その一部またはすべてが元本の
一部払い戻しに相当する場合があります。

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来

0.07% -0.45% -2.24% -3.23% ― ― 4.11%
支払分配金

（直近5期分）

決算日 分配金

2019/4/22 200円

2020/4/20 200円

2021/4/20 34円

--- ---

--- ---

設定日からの分配金累計額 434円

投資対象先ファンドの運用状況

参考

・投資先ファンドのポートフォリオは、現物債券を組み入れているほか、
国債先物取引等を通じてデュレーションを機動的に調整します。

・左図において、「現物債券＋債券先物」が「現物債券のみ」より大き
くなっている場合には、国債先物を買い建てて国別配分を大きくし、
デュレーションを長期化させていることを意味します。

・一方、「現物債券＋債券先物」が「現物債券のみ」より小さくなって
いる場合には、国債先物を売り建てて国別配分を小さくし、デュレー
ションを短期化させていることを意味します。

・「現物債券のみ」と「現物債券＋債券先物」の配分が等しい場合に
は、国債先物取引を行っておらず、デュレーションも現物債券の場合
と変わっていないことを意味します。
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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）

0.561％
（0.51％）

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額が日々計上され、
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末（休業日の場合は
翌営業日）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） 0.220％
（0.20％） 委託した資金の運用の対価です。

（販売会社） 0.308％
（0.28％）

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です。

（受託会社） 0.033％
（0.03％） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

投資対象とする
投資信託証券・年率 0.35% 管理・投資運用等の対価です。

実質的な負担・年率 0.911％程度（税込）

お申込みメモ/当ファンドに係る費用/税金他

お申込みメモ

ファンド名 オリックス　世界国債ファンド（グローバル・ダイナミック・デュレーション）（為替ヘッジあり）

商品分類 追加型投信／内外／債券

当初設定日 2018年7月27日（金）

信託期間 2025年4月18日までとします。（2018年7月27日設定）
※受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。

購入単位 1万円以上1円単位

購入価額 申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

購入代金 購入代金は、ご購入のお申込みと同時にお客様のeダイレクト普通預金口座から引き落とされます。

換金単位 1口以上1口単位

換金価額 換金申込受付日の翌々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、8営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。

申込締切時間 原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

換金制限 大口の換金には制限を行う場合があります。

購入・換金申込受付の
中止及び取消し

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、購入・換金
のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。

繰上償還

次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認（書面決議）し、受託会社と合意のうえ 
信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。
・ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco  QI  Global  Dynamic  Duration  IBH  JPY」が償還と
なった場合（書面決議なし）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき

決算日 原則として、毎年4月20日（休業日の場合は翌営業日）とします。

収益分配
年1回の決算時に、原則として収益の分配を行います。
※ 分配金を受け取る「受取コース」と、自動的に再投資される「再投資コース」があります。なお、どちらか一方の

コースのみのお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。

信託金の限度額 1,000億円を上限とします。

購入・換金申込不可日

販売会社の営業日であっても、購入・換金申込日から起算して4日以内（土日を除きます。）に下記のいずれかに
該当する日を含む場合は、購入・換金のお申込みはできません。
● ルクセンブルグの銀行休業日
● 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。
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

⃝お客さまが直接的にご負担いただく費用
お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

購入時手数料 インターネットでのお取引は0% 当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、
購入に関する事務手続き等の対価です。

信託財産留保額 かかりません。

⃝お客さまが間接的にご負担いただく費用
お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

委託会社:新生インベストメント･マネジメント株式会社（ファンドの運用指図を行う者）
受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）

※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・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です。当該費用が
日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または
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682,000円（税込））です。当該費用が日々
計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および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
サービス報酬として、管理事務代行報酬、監査報酬、保管受託銀行報酬、法定書類作成費
用等が別途投資先ファンドから支払われます。また、租税、組入有価証券等の売買の際に発
生する売買委託手数料等についても別途投資先ファンドより支払われます。

＊「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、一部を除き、事前に料率、上限額等を表示することができません。

⃝税金
・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は、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。

※上記は2021年4月末現在のものですので、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。

時期 項目 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）時及び
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％
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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）をお読みください。

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、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクと留意点

●カントリーリスク

●デリバティブ取引に関するリスク

主な基準価額の変動要因

当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に債券（公社債等）に投資します。債券（公社債等）の価格は、一般的には 

金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します。これら債券（公社債等）の価格の下落は基準価額

が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。

●為替変動リスク

●信用リスク

●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外貨建て資産に投資するため、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変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、その結果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 な々要因で変動します。

また、当ファンドでは投資先ファンドにおいて、原則として対円で為替ヘッジ取引を行い、為替変動リスクの軽減を図り 

ますが、為替ヘッジ取引は、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。為替ヘッジ取引を行うにあたり、 

円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。

当ファンドが実質的に組み入れた債券（公社債等）の価格は、発行体の経営･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影響を受け、発行体が財政難や経営不安となった場合などには大きく下落し、倒産等に陥った 

場合などには無価値となる場合もあります。これらは基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込むことが 

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、税制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、その結果投資元本を割り込む 

ことがあります。

●流動性リスク

当ファンドで実質的に組入れている債券（公社債等）の中には、市場における流動性が低く、市場環境等によっては、 

希望する価格、希望する数量の取引が行えないものが含まれている可能性があります。これら流動性の低い債券 

（公社債等）を売却する場合に、想定した取引が行えない、あるいは不利な価格で取引を行わなければならないことが

あります。この影響を受けて基準価額が下落することがあり、その結果投資元本を割り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デリバティブ取引を行います。買い建てたデリバティブ取引等（ロング・ 

ポジション）の価格が下落した場合、もしくは売り建てたデリバティブ取引等（ショート・ポジション）の価格が上昇した場合、

これらは基準価額が下がる要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、デリバティブ取引は、取引の相手方

（カウンターパーティー）の決済不履行などにより、当初の契約通りの取引を実行できず損失を被る可能性や、原資産の

価格変動以上に価格が変動する可能性、理論価格よりも大幅に不利な条件での売買しかできなくなる可能性や売買

そのものができなくなる可能性等があります。これらは基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込む 

ことがあります。

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。

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。
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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ファンドの仕組み等を
ご理解いただくために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、実質的に債券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り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。

▪投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理
費用（信託報酬）等がかかります。

ORIX
World Government

Bond Fund
(Global  Dynamic  Durat ion)

(JPY-hedged)
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