
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 
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2018年5月末、シュローダーのロンドンオフィスからマルチ 

アセットのプロダクト担当者ガース・タルヤードが来日しました。 

そこで、ガースからYENターゲットの魅力についてQ&A方式 

でお伝えします。 
ガース・タルヤード 

マルチアセット・マネジメント ヘッド 

YENターゲットの特徴は何ですか？ Q 

まず、大きな特徴は「日本の短期金利を年率4％程度上回る収益の獲得を目指す」 
という中長期の収益目標を持つ点です。 

YENターゲットと同じ収益目標を持つ類似ファンドは2008年に設定され、約10年の運用 

実績があります。類似ファンドは、設定来で年率5.6％のリターンを獲得してきた実績を 

有しており、収益目標を上回っています。 

なお、類似ファンドのリスク（価格変動）は年率4.1％と、低リスク水準にあります。 

また、日本円ベースの収益目標を掲げていることもユニークな点です。足元では米国の金利
上昇に伴い、為替ヘッジコストが上昇していますが、ファンドマネジャーは、為替ヘッジコスト等 

も考慮し、日本の投資家の目線に立った運用を行っています。 

さらに、基準価額の下落を抑えつつ、安定的な運用成果を目指す点も特徴です。 

こういった点が他のバランスファンドと違うYENターゲットの特徴であると考えています。 

販売用資料 

2018年6月 

出所：シュローダー。※収益目標は、中長期（概ね3年～5年）を想定した場合の目標水準（年率、信託報酬控除前）であり、単年で達成することを保証する運用で
はありません。市場環境によっては損失が発生する可能性があります。※類似ファンド：Schroder International Selection Fund - Japan DGF I share class（ルクセン
ブルグ籍、運用報酬控除前、円ベース、運用開始日：2008年12月1日）、当ファンドと運用目標とリスク水準が同一で、投資対象が完全には一致しない戦略で運用する
ファンド、2008年11月末＝100として算出。運用実績は月次、円ベース、2008年11月末～2018年4月末。※上記の目標数値は、将来、見直されることがあります。上記
数値はあくまでも目標であり、常に一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。ファンドを保有した場合のトータルリターンを示唆
あるいは保証するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成果がマイナスとなる可能性があります。ファンドを保有した場合の収益率を示唆
あるいは保証するものではなく、投資者毎の購入・換金のタイミングおよび保有する期間に応じて収益率は異なります。上記は類似ファンドの運用実績であり、当ファンドの運
用実績ではありません。また、過去のものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。※当ファンドのマザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・イン
ベストメント・マネージメント（香港）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。マザーファンドの運用チームの概要は、ファンドの請求目論見書をご覧ください。 
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本資料のデータ、運用実績等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

なぜ収益目標が4％なのですか？ Q 

日本国内の法人投資家向けの類似ファンドを2008年に設定する際、数多くの年金基金 

などの法人投資家に収益の水準についてヒアリングしました。 

その回答を基に設定した収益目標が年率4％です。退職後の大事な年金に関わる運用で
すから、リスク（価格変動）が小さく、安定した収益が得られる運用ではなくては困ります。 

そうしたことから、許容できるリスク（価格変動）水準内で、長期的に安定した収益の獲得
の目標値として4％が適切だと考えました。 

また、この収益目標は、預金金利が低位に留まり、今後の年金や社会保障制度への不安
やインフレなどが予想されるなか、日本の個人投資家の皆さまの着実な資産形成に貢献で
きる水準であるとも考えています。 

ロンドンから担当者来日 YENターゲットを預金からの一歩に 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 
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ロンドンから担当者来日 YENターゲットを預金からの一歩に 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

本資料のデータ、運用実績等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

販売用資料 

2018年6月 

YENターゲットが市場下落時に強いのはなぜですか？ Q 

2018年2月の例でお話します。米国を中心に債券金利が上昇し、世界の株式市場が 

大幅に下落した市場環境でした。2月の月間騰落率をみると、米国リートがマイナス10％、 

世界株式がマイナス6％、日本株式がマイナス4％、世界国債がマイナス3％と、各資産が 

軒並み大きく下落するなか、YENターゲットの基準価額（分配金込み）＊はマイナス1.4％
と、他の資産よりも下落幅を抑えられました。この背景には、下落に対する備えの仕組みを 

活用したことや機動的に資産配分の変更を行ったことにあります。 

YENターゲットの2018年1月末の株式の組入比率は29％と、組入の上限（30％）に 

近い水準でしたが、2018年2月14日には21％まで引き下げました。市場が下落する前に 

準備しておいた備えの仕組み（株式市場が下落すると自動的に株式の比率を引き下げる 

仕組み）がプラスに働いたほか、株式や社債等の比率を機動的に引き下げました。 

また、金利上昇リスクにも備えていたことから、債券金利の上昇による基準価額の下落リスク 

を抑えられました。 

YENターゲットが預金からの一歩に向いているのはなぜですか？ Q 
「人生100年時代」がせまっているなか、お金の寿命を延ばすことの必要性が増してきています。 

運用した場合と運用しなかった場合では、お金の寿命が10年単位で変わってきます。 

YENターゲットは、リスク（価格変動）が小さく、収益目標を持つため、将来のプランも考え
やすく、運用初心者の方でも始めやすいファンドであると考えます。 

また、日本政府の応援や様々な技術の進化で健康寿命が伸びることも想定されます。 

ご高齢になっても趣味を楽しまれたりご旅行に行くなど、資産運用を通して豊かなセカンド 

ライフを過ごしていただきたいと願っています。 

シュローダーのマルチアセット・チームの強みは何ですか？ Q 

90人ものマルチアセット運用のスペシャリストを擁している点が大きな強みです。シュローダー
の本拠地であるロンドンのほか、香港、ニューヨークなどにも運用チームがあり、運用資産総額
は約10兆円に上ります。うち、約4割がアジアの投資家の資金によるもので、そのうち個人投
資家向けの商品は約半分におよびます。世界各地に運用拠点があることで、現地の投資家
のニーズに沿った運用を行うことができ、さらに、投資家のリクエストに迅速に対応できると 

いうメリットがある点も強みのひとつといえます。 

チームに90人ものスペシャリストがいるとなると、意見の集約が大変なのでは？と思われるかも 

しれませんが、規律だったプロセスが存在するため、市場急変時などの急を要する場面 

でも、迅速な投資判断が可能です。 

出所：シュローダー、ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。＊ シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型）の基準価額（分配金込み）、税
引前分配金を再投資した場合の基準価額です。基準価額は信託報酬控除後の値です。※日本株式：東証株価指数（TOPIX）、世界株式：MSCIワールド・インデ
ックス、世界国債：FTSE世界国債インデックス、米国リート：MSCI米国REITインデックス、すべてトータルリターン。※運用資産総額は680億英ポンド、1英ポンド＝
147.02円で円換算（2017年12月末現在）。 ※月間収益率は実際の投資家利回りとは異なります。※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。 

※市場動向によっては上記が機能しないことがあり、収益を保証するものではなく、また、基準価額の下落リスクを必ずしも抑制できるものではありません。 
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投資リスク 

カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引にして

新たな規制等が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合が

あります。

有価証券等の発行体等が債務不履行に陥った場合、またはその可能性が予想される場合等には、投資

元本が回収できなくなったり、有価証券等の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性がありま

す。ハイ・イールド債やエマージング・マーケット債等、相対的に格付が低い発行体等の有価証券等に投資

する場合には、マーケットによる評価の影響をより大きく受け、当該リスクがより大きくなることがあります。

基準価額の変動要因

・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンドの基準

価額が下落し、損失を被ることがあります。

したがって、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。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。

・分配金は、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。また、

必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。

株式の

価格変動リスク

株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがありま

す。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合も

あります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本

を割り込むことがあります。

債券の

価格変動リスク

債券の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落します。また、発行体が債務不履行に陥った場合、

またはその可能性が予想される場合には、債券の価格は下落します。それらにより組入債券の価格が下落

した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

為替ヘッジを行わない外貨建資産については、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基

準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

為替ヘッジを行う外貨建資産については、為替変動リスク低減のためにヘッジ対象通貨と対円での為替

ヘッジを行います。円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合には、通常、円金利とヘッジ対象通貨

の金利差相当分程度の為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が変動する要因となります。また、ヘッ

ジ対象通貨とヘッジ対象通貨以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまして、当

該為替ヘッジを行った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではありません。

デリバティブ

取引のリスク

デリバティブ（先物、オプション、スワップ等の金融派生商品）の価格は市場動向等の影響を受け、デリバ

ティブが参照する原資産（証券、金利、通貨、指数等）の価格変動に伴い変動しますが、原資産の価

格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク（清算ブローカーや取引

相手の倒産等により取引が実行されないこと）等により損失を被る可能性があります。デリバティブの価格

が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

ロンドンから担当者来日 YENターゲットを預金からの一歩に 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

販売用資料 

2018年6月 
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その他の留意点

● ヘッジファンドに関する留意事項

投資対象とするヘッジファンドにおいて、現物有価証券、ならびにデリバティブ取引や為替予約取引等により、投資資金を上回る買建

て、売建てを行う場合があります。そのため、買い建てている対象が下落した場合、もしくは売り建てている対象が上昇した場合には、現

物有価証券への投資に比べて大幅に投資元本を割り込むことがあります。また、ヘッジファンドの運用は、当該ヘッジファンドの運用者の

能力に大きく依存するため、市場動向によらず、損失が発生する可能性があります。

ヘッジファンドにおいて、デリバティブ取引や為替予約取引等を行う場合、取引先（清算ブローカーや取引相手）の債務不履行等によ

り、取引先が保管する証拠金の相当額を失ったり、契約が履行されない可能性があります。これらにより、ヘッジファンドへの投資資金が

回収できなくなる場合もあります。

なお、ヘッジファンドに関するリスクは上記に限定されるものではありません。

● 収益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、投資信託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。

● クーリングオフ

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。

リスクの管理体制

運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスか

ら独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する

牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

REITの

価格変動リスク

不動産投資信託（REIT）の価格は、不動産市況、金利動向、社会情勢、関連法令・制度等の変更、火災・

自然災害等のほか、REITおよびREIT運用会社の運営状況等、様々な要因の影響を受け変動します。REITの

価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

MLPの

価格変動リスク

MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）の価格は、エネルギーや天然資源等の投資対象とする事業を取り巻く

環境、エネルギー市況、金利動向、関連法令・税制等、様々な要因の影響を受け変動します。MLPの価格が下

落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

流動性に

関するリスク

証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来

想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考え

られます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくな

ることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込む

ことがあります。

商品先物取引

にかかるリスク

商品先物取引の価格は、商品の需給関係等の市場動向、商品指数の値動き、金利動向、干ばつ・洪水等の天

候全般、家畜病、禁輸処置、関税、世界経済・政治の動向等特定の業種や商品に関わる様々な要因の影響を

受け変動します。また、商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入、政府の規制等の各種要因により、

値動きが一時的に偏向・混乱する場合も考えられます。商品先物取引の価格が下落した場合には、ファンドの基

準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

販売用資料 

2018年6月 

ロンドンから担当者来日 YENターゲットを預金からの一歩に 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 
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お申込みメモ 

ファンドの費用 

ロンドンから担当者来日 YENターゲットを預金からの一歩に 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

販売用資料 

2018年6月 
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委託会社：シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 ［設定・運用等］ 

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：販売会社については、下記ご参照（五十音順）。  ［募集の取扱い等］ 

（2018年5月末現在） 

お申込みに際してのご注意等 
本資料は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が設定した投資信託に関する商品説
明資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元金および利息が保証されている
商品ではありません。投資信託は、預金または保険契約ではなく、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。投資信託は、銀行等登録金融機関でお申込みいただいた場合は、投資者保護基金の支払対象ではありません。お申し込みの
際は、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 

本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。投
資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資
産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基
づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するものではありません。本資料中に記
載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測
の実現を保証するものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。シュローダー
/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー・グループに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。本資料を弊
社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。CMP00147 

●MSCIは、本資料に含まれるいかなるMSCIのデータについても、明示的・黙示的に保証せず、またいかなる責任も負いません。MSCIのデータを、他の指数やいかなる
有価証券、金融商品の根拠として使用する、あるいは再配布することは禁じられています。本資料はMSCIにより作成、審査、承認されたものではありません。いかなる
MSCIのデータも、投資助言や投資に関する意思決定を行う事（又は行わない事）の推奨の根拠として提供されるものではなく、また、そのようなものとして依拠される
べきものでもありません。●FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価
総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 

1

年

決

算

型

年

2

回

決

算

型

登録番号 日本証券業協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

○ ○ 池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○

○ ○ 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 ○ ○ ○

○ ○ 岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○

○ カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

○ ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○

○ ○ 株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号 ○ ○

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

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

○ ○ ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

金融商品取引業者等の名称

取扱いファンドおよび加入している金融商品取引業協会について○で記しております。

ロンドンから担当者来日 YENターゲットを預金からの一歩に 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

2018年6月 

販売用資料 


