
【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

ファンド設定⽇：2016年09⽉09⽇ ⽇経新聞掲載名：グロバルＡＩ

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 800 合計 -1,031 +1 -1,102 

－
第6期 2022/09/26 0 その他 -41 － －
第5期 2021/09/27 350 ※ 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 0 －

※ 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4期 2020/09/25 200 合計 100.0 0.0 為替 +111 
第3期 2019/09/25 0 現⾦等 0.8 -0.0 先物等 0 0 

－ －

インカム キャピタル
第2期 2018/09/25 150 組⼊マザーファンド 99.2 +0.0 株式等 -1,101 

期 決算⽇ 分配⾦ 当⽉末 前⽉⽐ 計
+1 -1,102 

設定来 2016/09/09 180.9 
 ■
 

 ■
 

■

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 2022/04/28 -12.4 
３年 2020/04/30 61.4 

３カ⽉ 2023/01/31 1.6 
６カ⽉ 2022/10/31 -10.6 

■

基準⽇ ファンド
１カ⽉ 2023/03/31 -3.7 

基準価額（円） 27,153 -1,031 
純資産総額（百万円） 310,707 -9,685 

 
マンスリー・レポート
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 15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：2023年04⽉28⽇

ファンド設定⽇：2017年02⽉10⽇ ⽇経新聞掲載名：グロバＡＩ有

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5期 2021/09/27 300 分配⾦ 0 － －

 

+1 -721 
※ 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 -27 － －
設定来累計 700 ※

※

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 -822 
第6期 2022/09/26 0 為替ヘッジ⽐率 98.8 +2.3 

0 
第4期 2020/09/25 200 合計 100.0 0.0 為替 -75 － －
第3期 2019/09/25 0 現⾦等 -1.8 -4.0 先物等 0 0 

インカム キャピタル
第2期 2018/09/25 100 組⼊マザーファンド 101.8 +4.0 株式等 -720 

期 決算⽇ 分配⾦ 当⽉末 前⽉⽐ 計
+1 -721 

設定来 2017/02/10 79.1 
 ■
 

 ■
 

■

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 2022/04/28 -21.2 
３年 2020/04/30 18.8 

３カ⽉ 2023/01/31 -2.5 
６カ⽉ 2022/10/31 -4.1 

■

基準⽇ ファンド
１カ⽉ 2023/03/31 -4.5 

基準価額（円） 17,299 -822 
純資産総額（百万円） 32,466 -1,326 

 
マンスリー・レポート
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当⽉末
前⽉⽐

0
200
400
600
800

純資産総額

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2017/02/09 2018/05/09 2019/08/09 2020/11/09 2022/02/09

基準価額 税引前分配⾦再投資基準価額

 15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：2023年04⽉28⽇

当⽉騰落率：1.5% 当⽉末：134.1　　前⽉末：133.5　　騰落率：0.4%

当⽉末：5.37%　　前⽉末：5.20%　　変化幅：0.17%

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　／　グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
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 15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：2023年04⽉28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。

 
 

6 資本財・サービス 2.2 +0.6 
 

4 ヘルスケア 8.5 +2.3 
5 ⾦融 2.5 +0.2 

2 コミュニケーション・サービス 15.2 -0.4 
3 一般消費財・サービス 11.3 -1.5 

当⽉末 前⽉⽐
1 情報技術 54.4 -2.9 

 

2 香港ドル 2.5 -2.4 
3 ⽇本円 0.8 +0.1 

当⽉末 前⽉⽐
1 アメリカドル 90.6 +0.8 

5

4 韓国ウォン 0.1 -0.0 

フランス 1.4 -0.1 

-2.5 
その他 3.8 +0.1 4 台湾 2.3 -0.1 
小型株式 4.0 +0.3 3 中国 2.6 

※

※

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 63.9 -1.3 1 アメリカ 82.9 +0.7 
中型株式 22.3 -0.9 2 カナダ 3.1 +0.1 

マンスリー・レポート

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）

※ 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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 15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：2023年04⽉28⽇

組⼊上位10銘柄（％） （組⼊銘柄数　64）
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
モンゴDB

2.4
オープンソースデータベースであるモンゴDBを開発し、クラウドベースで企業向けサービス・パッ
ケージ、データベース・サービスを提供。AIの進歩や利⽤拡大等からクラウド市場の成⻑が
再加速すると予想されており、同社はアナリストから再評価されている。

アメリカ
情報技術

9
エンフェーズ・エナジー

2.4
太陽光発電向けにマイクロインバーター、バッテリー、関連製品の設計・製造を⾏う。同社は
新型「IQ8マイクロインバーター」をスペインとポルトガルでも販売すると発表。同製品は多くの
太陽電池モジュールと組み合わせ可能でエネルギー生産を最大化させる。

アメリカ
情報技術

8
エヌビディア

2.8
GPU（画像処理装置）世界最大⼿で設計・開発・販売を⼿掛ける。同社はゲーム⽤の
RTXプラットフォームの発売を発表。同プラットフォームはレイトレーシングとAI技術を活⽤し
ており、リアルなグラフィックの実現等ゲーム業界に革命を起こしている。

アメリカ
情報技術

7
エレバンスヘルス

2.9
医療保険大⼿。JUST Capitalは5年連続でエレバンスヘルスを⽶国の最も公正な企業の
一つに認定。同社は951社中ヘルスケア業界では2位、全体では30位と高い評価を獲
得。ガバナンス体制への取り組みや顧客対応等が特に高く評価されている。

アメリカ
ヘルスケア

6
マーベル・テクノロジー

3.1
⽶半導体メーカー。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。同社
は業界初となる3ナノメートルのデータ・インフラ⽤シリコンを発表。同社はデータ・インフラの性
能やエネルギー効率を根本的に向上させる半導体の開発に取り組んでいる。

アメリカ
情報技術

5
オン・セミコンダクター

4.0
⽶半導体メーカー。電⼒や信号管理などに⽤いられるパワー半導体を主に扱う。同社は6
年連続でバロンズ誌の「⽶国で最も持続可能な企業100社」に選出されたと発表。これは
同社が持続可能性とESG目標達成のためにリーダシップを発揮していることを⽰す。

アメリカ
情報技術

4
テスラ

4.2
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。利益率を下げ
てでも市場シェア拡大を優先する経営⽅針に移⾏。同社の利益率は相対的に高く、シェア
拡大に伴い⾃動運転等の付加サービス需要増加から再び利益率向上が期待される。

アメリカ
一般消費財・サービス

3
メタ・プラットフォームズ

4.6
世界中で20億人以上の⽉間アクティブユーザーを有する最大のソーシャルネットワーキング
ウェブサイトを運営。同社は保護機能が刷新されたVRメタバースアプリ「HorizonWorlds」
を若年層にも公開すると発表し、同アプリの利⽤者増加を狙う。

アメリカ
コミュニケーション・サービス

2
アマゾン･ドット･コム

4.6
オンライン小売世界最大⼿企業。小売店、運送、クラウド・コンピュータ・インフラ、広告、革
新的なハードウェア・プラットフォームを提供。同社は⾜もとの経済の不確実性やコストを考
慮し、近年増やしていた人員の削減を発表しており、経営の合理化を進める。

アメリカ
一般消費財・サービス

⽐率 コメント

1
マイクロソフト

5.0
世界最大⼿のソフトウエア開発、販売会社。同社等の大⼿ソフトウェア企業が支援する技
術支援団体BSAは、⽶国政府にAIの利⽤を管理する規制をプライバシー保護法に導⼊
するよう求めたと発表。AIの進歩・利⽤拡大が進む中さらなる規制整備が期待される。

アメリカ
情報技術

マンスリー・レポート

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）

※ 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、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー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。

 15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：2023年04⽉28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＞
4月の世界株式は小幅な上昇となり、最も上昇したのは欧州株式および日本株式となりました。MSCI ACWI指
数をセクター別にみると、生活必需品関連企業が需要を大きく減らさずに値上げに成功しており、同セクターが
大きな上昇となりました。また、OPEC（石油輸出国機構）や他の産油国が減産を決定したことで原油価格の上
昇からエネルギー関連銘柄も相対的に堅調でした。世界的な⾦融危機に対する懸念が和らいだことから⾦融セク
ターの株価も回復しました。⼀⽅、情報技術、⼀般消費財・サービス、素材セクターの株価は相対的に軟調に推
移しました。インフレ率は引き続き低下し、主要中央銀⾏がよりハト派（景気を重視する⽴場）的な姿勢を強め
るとの期待が⾼まりました。しかし、⽶国の⾦利はピークに近づいているものの、欧州の中央銀⾏は利上げの停
⽌にはほど遠いことを⽰唆しました。⽶国の1-3月期GDP（国内総生産）は、市場予想を下回り、前期⽐年率
1.1％増へ低下し、ユーロ圏のGDPも予想を下回る前期⽐0.1％増となりました。⼀⽅、中国の1-3月期GDPは事
前予想を上回る前年同期⽐4.5％増となりました。コモディティ（商品）市場において、原油価格はOPECや他
の産油国が予想外の減産を決定したことから4月初めに急上昇しましたが、月末にかけて世界的に供給がひっ迫
する⾒通し以上に景気後退懸念が台頭したことで下落し、月間ではほぼ横ばいとなりました。
4月のMSCI World IT指数やS&P500種株価指数の情報技術セクターなどの情報技術関連銘柄のリターンは、ほ
ぼ横ばいとなりました。各指数に組み入れられている超大型株の株価の上昇が牽引しましたが、それ以外の株価
は軟調でした。また、両指数はS&P500種株価指数をアンダーパフォームしました。

＜運用経過＞
4月のマザーファンドの基準価額は下落しました。
4月は、アカウント共有の有料化や広告付きプランなどにより収益性改善を進めるネットフリックスや、年初来
からの株価下落で魅⼒度が⾼まったユナイテッドヘルス・グループなどを買い増しました。⼀⽅、今年株価が大
幅上昇したエヌビディアを⼀部利益確定売りしたほか、中国の景気回復速度が期待よりも緩やかであることなど
からアリババを⼀部売却しました。

（寄与度上位銘柄）
メタ・プラットフォームズは3ヵ月連続で月間の寄与度上位銘柄となりました。同社の株価は年初来から約
99.7％上昇しました。同社の株価は第1四半期に良好に推移し、発表された同期決算のEPS（⼀株当たり純利
益）、売上⾼、利益率が市場予想を上回ったことから、その後も堅調なパフォーマンスとなりました。また、同

※ 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　／　グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

※ 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、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー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。

 15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：2023年04⽉28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
社は⼒強い業績⾒通しを発表し、AIによる推奨機能と広告の最適化により、インスタグラムにおけるエンゲージ
メントの向上を⽰しました。
ドキシミティも4月の寄与度上位銘柄になりました。同社は、患者の治療を向上させるため医療従事者間での連
携を可能にするクラウドベースのオンライン医療プラットフォームを開発しています。当戦略における組入⽐率
は低位であるものの、ヘルスケア関連ソフトウェアへのポジティブなモメンタム（勢い）と同社によるAIの活用
によって実現している効率化が評価され、同社株価は4月に約13％上昇しました。

（寄与度下位銘柄）
電気⾃動⾞メーカーのテスラが4月の寄与度下位銘柄となりました。同社は第1四半期も過去最⾼の⾞両生産台
数と納⾞台数を記録したものの、利幅を下げてでも市場シェアの拡大に取り組んでいる経営⽅針が短期的に投資
家から嫌気されたと考えています。しかし、⾞両生産台数が増加すれば、特にFSD（⾃動運転ソフトウェア）等
の付加サービスに対する需要が拡大し、同社の利益率と収益に大きく寄与すると⾒込んでいます。⼀部の投資家
は懐疑的な⾒⽅をしていますが、私たちは現時点で賢明な⻑期的戦略であると捉えていることに加えて、同社の
利益率は他の⾃動⾞メーカーを上回っている点も評価しています。
エンフェーズ・エナジーも4月の寄与度下位銘柄となりました。同社は四半期決算で良好なEPSと売上⾼を⽰し
たものの、バッテリー事業の⾒通しが弱く、⽶国における太陽光発電設備事業の減速が予想されたことから株価
は下落しました。世界の太陽光発電設備の需要が堅調に推移する中、同社は最先端のマイクロインバータ（出荷
数は前年同期⽐90％増）を有していることから、同社は引き続き優位な位置づけにいると考えています。

＜市場⾒通し及び今後の運用⽅針＞
4月、株式市場は上昇したものの、それは超大型株が株式市場全体を牽引したことによります。例えば、
S&P500種株価指数の構成⽐率上位10 銘柄は全時価総額の約3割を占めますが、それらの4月の平均リターン
は、5％をやや上回りました（指数全体のリターンは約1.6％）。しかし、このように株式市場を大きく牽引し
た銘柄はわずかでしたが、均等加重のS&P500種株価指数のリターンはプラスとなり、上昇した銘柄数が下落し
た銘柄数を上回るなど、多くの株式のリターンはプラスとなりました。
3月は⾦融システムに大きなストレスがかかり、その後、事業を多角化している大型銀⾏が堅調な業績を発し、
地⽅銀⾏からの預⾦流出が大幅に鈍化したことから⾦融セクターの安定性に対する懸念は後退したものの、マク
ロ経済環境は強弱感が交錯しました。⾦融システムに対する懸念が和らぐとともに、⽶コア・インフレ率は市場

※ 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。
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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
予想を上回る結果となり、FRB（⽶連邦準備制度理事会）は5月3日に0.25％の利上げを決定しました。しか
し、景気後退が「ソフトランディング（軟着陸）」か「ハードランディング（急激な景気後退）」となるかにつ
いては、引き続き⾒⽅が分かれています。インフレ率が目標の2％を上回り、全体的に健全であるものの減速が
みられる経済状況を受けて、FRB は利上げを継続した⼀⽅、利上げの⼀時休⽌の可能性も⽰唆しました。FRB
は⾦融政策の⽅向転換をしておらず、今後の⽅針については各種経済データを考慮したものになるとみていま
す。
経済指標については、⽶小売売上⾼やISM（全⽶供給管理協会） 製造業景況感が鈍化した⼀⽅、労働市場は非常
にひっ迫し、住宅市場が好転の兆しをみせ、総合PMI（購買担当者景気指数）や消費者信頼感が改善するなど、
まちまちとなりました。このため、⽶国が景気後退に陥る時期や、その深刻さは⼀段と不透明となりました。
株式市場では、引き続き銘柄によってリターンに大きな違いがみられました。例えば、4月のS&P500種株価指
数のセクター別リターンには＋3.6％から－1.2％まで幅がありました。より質の⾼い超大型銘柄やディフェンシ
ブ銘柄への逃避が、株式市場全体のバリュエーション（投資価値評価）を年初来の⾼さまで押し上げている傾向
がみられます。4月には、多くの企業が保守的な業績⾒通しを⽰したものの、S&P500種株価指数の構成企業の
80％以上が事前予想を上回る業績を発表しました。ボトムアップのファンダメンタルの観点から、株式市場の
ボラティリティ（価格変動性）は⾼い状態が継続すると考えています。予想以上にコア・インフレ率が⾼⽌まり
した場合やマクロ経済状況が悪化した場合、株式市場は再び下落する可能性があると慎重に⾒ていますが、株式
市場が底打ちのプロセスにあることを期待しています。
ChatGPT の実装導入によって、多くの企業が評価されている点に注目しています。企業は独⾃のシステムにこ
れら技術を実装する事で、データの分析、予約システム等の効率化、コード作成等が可能となりました。また、
企業は⾃社独⾃のデータベースでAIを学習させることができ、各顧客に最適化されたサービスの提供が可能とな
ります。
生成AIとGPTの技術について、複雑なAIモデルのトレーニングや継続的にアプリケーションの推論を⽀えるコン
ピューティング要件を考えると、特にAIインフラストラクチャー分野の企業は⻑期的に需要の増加から恩恵を享
受すると考えています。AI開発分野は、これらの新しいツールの機能を最適化するために必要です。また、AI活
用分野の企業は顧客エンゲージメントと体験を強化するためのサービスにGPT関連機能を追加することを既に発
表しています。私たちは生成AIの活用はまだ⼀部でしかみられず、ソフトウェアの進化によってさらに活用が広
まると考えています。
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、

※ 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　／　グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

※ 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、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー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。

 15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：2023年04⽉28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。
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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。
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【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28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                          ：（為替ヘッジなし）
グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）   ：（為替ヘッジあり）

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、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー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、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運⽤の指図に関する権限の一部を委託
   します。

3. 対円での為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジなし）と（為替ヘッジあり）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）
　 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）
　 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。

※ 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。

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
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【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

投資リスク
■ 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）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
〔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。

○ 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。

● 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
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）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。

● ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等
に、一時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込みが取り消し
となる可能性、換⾦代⾦のお支払いが遅延する可能性等があります。

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　／　グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

 15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：2023年04⽉28⽇

お申込みメモ
購⼊単位

【分配⾦受取りコース】 （新規申込）10万⼝以上1万⼝単位　　　（追加申込）1万⼝以上1万⼝単位
【分配⾦再投資コース】（新規申込）10万円以上1円単位　 　　　（追加申込）1万円以上1円単位
　　　　　　　　　　　　　  （スイッチングの場合）1万円以上1円単位 （全額スイッチングを⾏う場合）1円以上1円単位

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
【分配⾦受取りコース】 1万⼝単位
【分配⾦再投資コース】1万円以上1円単位または1⼝単位

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
（為替ヘッジなし）
2026年9⽉25⽇まで（2016年9⽉9⽇設定）
（為替ヘッジあり）
2026年9⽉25⽇まで（2017年2⽉10⽇設定）

決算⽇
毎年9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。
【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、SMBC⽇興証券が定める所定の⽇よりお支払いいたします。
【分配⾦再投資コース】原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で⾃動的に再投資されます。再投資を停⽌し、分配⾦の受取り
を希望される場合はお申し出ください。分配⾦の受取りを希望される場合、SMBC⽇興証券が定める所定の⽇よりお支払いいたします。
※なお、委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。

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
分配⾦再投資コースのみ、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）およびグ
ローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）の間でスイッチングのご利⽤が可能です。

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　／　グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

 15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：2023年04⽉28⽇

ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤
○ 購⼊時⼿数料

購⼊時⼿数料は、分配⾦受取りコース①はお申込代⾦に応じて、分配⾦再投資コース②はお申込⾦額に応じて、以下の⼿数料がかかりま
す。
（お申込代⾦または⾦額）　　　（⼿数料率）
1億円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3.30％（税抜き3.00％）
1億円以上5億円未満・・・・・・・・・・1.65％（税抜き1.50％）
5億円以上10億円未満・・・・・・・・・0.825％（税抜き0.75％）
10億円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.55％（税抜き0.50％）
①購⼊時⼿数料は、お申込代⾦（購⼊価額×購⼊申込⼝数）に、⼿数料率（税込み）を乗じて次のように計算されます。
　 購⼊時⼿数料＝購⼊価額×購⼊申込⼝数×購⼊時⼿数料率（税込み）。例えば、購⼊価額10,000円（1万⼝当たり）の
 　時に100万⼝をご購⼊いただく場合は、購⼊時⼿数料＝10,000円/10,000⼝×100万⼝×3.30％＝33,000円となり、お申
　 込代⾦と合わせて、合計1,033,000円をお支払いいただくことになります。
②購⼊時⼿数料は、お申込⾦額に応じて、次のように計算されます。お申込⾦額＝（購⼊価額×購⼊申込⼝数）＋購⼊時⼿数
 　料（税込み）。
　 例えば、お支払いいただく⾦額が100万円の場合、100万円の中から購⼊時⼿数料（税込み）をいただきますので、100万円全
 　額が当該投資信託のご購⼊⾦額となるものではありません。
※分配⾦再投資コースの場合、分配⾦の再投資により取得する⼝数については、購⼊時⼿数料はかかりません。

○ スイッチング⼿数料
ありません。

○ 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。
※ 購⼊・換⾦単位および購⼊時⼿数料については、SMBC⽇興証券が別に定める場合はこの限りではありません。

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　／　グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

 15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：2023年04⽉28⽇

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。

　ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

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　／　グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

 15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：2023年04⽉28⽇

販売会社

 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
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マンスリー・レポート

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）

 15枚組の15枚目です。


