
当該ファンド 投資先ファンド

1 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 8,806 ○ △
豪ドル建て及びニュージーランドドル建ての
「AA」格相当以上の公社債等

同一銘柄の転換社債および転換社債型新
株予約権付社債への投資割合：10%以下

（―） 0.0% QUEENSLAND TREASURY CORP. 13.5%

2 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ（ブラジルレアル） 5,466 ○ ○ ○

「CCC-」格相当以上米ドル建ての新興国債
券（投資する債権の平均格付けは、ポート
フォリオ全体で原則として「B-」格相当以上
を維持）

― ― 21.6% RUSSIAN FEDERATION SR UNSEC REGS 4.3%

3 ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル） 3,001 ○ ○ ○
主に米ドル建てで発行されている新興国の
社債と国債（ファンドの平均格付けは原則
「BBB-」格以上を維持）

―
単一発行体の証券への投資割合：10%以下
（政府、政府関係機関等が発行する証券を
除く）

28.2% ロシア国債 3.6%

4 オ－ストラリア債券オ－プン 2,388 ○

「A-」格相当以上豪ドル建ての国債、州政府
債及び国際機関債等（組入債券の平均格
付けは、原則として「AA-」格相当以上を維
持）

同一銘柄の株式への投資割合：10%以下
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型
新株予約権付社債への投資割合：10%以下

0.0% クイーンズランド州政府債 14.1%

5 グローバル・ボンド・オープン 2,275 ○ △

世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ相
対的に利回りが高い国の債券（各国の国
債、政府保証債、豪州政府債および各国通
貨建ての国際機関債が対象）

同一銘柄の株式への実質投資割合：制限を
設けない

（―） 0.0% NZ GOVT 24.4%

6 豪ドル債券ファンド 2,252 ○ △

主に豪ドル建ての「A-」格相当以上の国債、
州政府債、機関債等（ファンド全体の加重平
均格付けは「AA-」格相当以上を基本とす
る）

一発行体当たりの投資割合：10%程度を上
限（政府・州政府、およびそれらの代理機
関、国際機関等が発行・保障する公社債を
除く）

（同一銘柄の株式、転換社債および転換社
債型新株予約権付社債、投資信託証券へ
の投資：5%以下）

0.0% クイーンズランド州 12.4%

7 豪ドル債ファンド 2,213 ○ ○

主として、「BBB-」格以上の豪ドル建ての債
券、ニュージーランドドル建ての債券、また
はその関連派生商品（先物取引、オプション
取引、各種スワップ取引）で運用（ポートフォ
リオの平均格付けは「A-」格以上とする）

―
同一銘柄または同一発行者にかかる証券
への投資：10%以下（政府系証券を除く）

0.3% ビクトリア州債 7.2%

8 ハイ・インカム毎月分配型ファンド 2,143 ○ ○

日本を除く世界各国の「B-」格相当以上の
高利回り債券社債等、および、投資適格債
券は、日本を除く世界各国の「BBB-」格相
当以上の国債、政府機関債、社債、MBS、
ABS（組入債券の平均格付けは、ファンド全
体で原則として「BBB-」格相当以上を維持）

同一の発行体が発行する銘柄への投資比
率：1.5%程度を上限 （国債や政府機関債等
を除く）

同一の発行体が発行する銘柄への投資比
率：3%以内 （国債や政府機関債等を除く）

44.3% FNMA TBA（モーゲージ証券） 9.0%

9 オ－ストラリア公社債ファンド 2,112 ○ ○
主として、「BBB-」格相当以上豪ドル建ての
国債・州政府債・国際機関債・社債・MBS・
ABS等の公社債等

同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
制限を設けない

一発行体の発行する証券の保有：10％以内
（国債、州政府債、又はこれらと同等の信用
を有する証券を除く）

0.0% オーストラリア国債 7.3%

10 グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 1,716 ○ 主に投資適格を下回る格付の証券に投資 ― 93.3% CIT GROUP INC 1.3%

販売実績の多い主要投資信託（販売チャンネル別：大手銀行窓販）

通貨選択

※　金融財政事情調査室の協力により当庁作成

投資信託名
純資産額

（億円）（注1）
FoF

（注2）
毎月分配 投資対象　(注3)

組込率
（注5）

組込率最大銘柄　（注5）

注5：組込比率は目論見書、マンスリーレポートに記載のあるものを通算し、最大のものを組込比率最大銘柄として記載

注4：「―」は目論見書、運用報告書等に記載がないもの

注3：目論見書、運用報告書等を基に、当庁にて要約

投資不適格（BB格以下）比率
一発行体当たりへの投資制限　（注3、注4）

注2：「△」はファミリーファンド方式

注1：10月9日時点（出典：投資信託協会HP（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞのみ8月末時点（出典：日本証券業協会HP））

参考資料２
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当該ファンド 投資先ファンド

1 グローバル・ソブリンオープン 14,854 ○ △
世界主要先進国（OECD加盟国）のうち、「A」
格以上の信用力の高い国のソブリン債券

同一銘柄の株式への取得時における投資
割合：5％以内
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型
新株予約権付社債への投資割合：5％以内

（同一銘柄の株式への取得時における投資
割合：5％以内
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型
新株予約権付社債への投資割合：5％以
内）

0.0% アメリカ国債 11.0%

2 短期豪ドル債オープン 10,381 ○ △
主として、長期格付けで「A」格以上、短期格
付けで「A1/P1」以上の豪ドル建ての公社債
および短期金融商品

同一銘柄の株式、新株引受権証券および新
株予約権証券への取得時における投資割
合：5%以内
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型
新株予約権付社債への取得時における投
資割合：10%以内

（同一銘柄の株式、新株引受権証券および
新株予約権証券への取得時における投資
割合：5%以内
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型
新株予約権付社債への取得時における投
資割合：10%以内）

0.0% WEST AUST TREAS CORP 4.4%

3 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 8,806 ○ △
豪ドル建て及びニュージーランドドル建ての
「AA」格相当以上の公社債等

同一銘柄の転換社債および転換社債型新
株予約権付社債への投資割合：10%以下

（―） 0.0% QUEENSLAND TREASURY CORP. 13.5%

4 ブラジル・ボンド・オープン 5,480 ○ △
ブラジルレアル建ての政府、政府関係機
関、国際機関等発行する債券

同一銘柄の転換社債および転換社債型新
株予約権付社債への投資割合：10%以下

（―） 0.0% ブラジル国債 83.8%

5 グローバル・インカム株式ファンド 5,180 ○ ○
公益サービスを提供する世界の公営企業は
発行する株式の中から、配当利回りの高い
銘柄

― ― ― チャイナモバイル 4.3%

6 グローバルREIT 5,081 ○ △ 主に世界各国の上場不動産投信
同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
30%以下（マザーファンドの受益証券を除く）

（同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
30%以下）

― サイモン・プロパティー・グループ 9.5%

7 財産３分法ファンド（不動産･債券･株式） 4,194 ○ ○

金融商品取引所に上場しており、かつ、時
価総額10億円以上の不動産投信、日経
225、バークレイズ・キャピタル・インターナ
ショナル・ハイインカム・ソブリン・インデック
ス、シティグループ世界国債インデックスに
連動するよう、それぞれ、国内金融商品取
引所上場株式、ソブリン債、内外の公社債
を主要投資対象とする

同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
50%以下（ただし、約款、または規約におい
て、FoFにのみ取得されることが定められて
いる投資信託証券については、制限を設け
ない）
同一銘柄の不動産投信への投資割合：30%
以下

― ―

8 高金利先進国債券オープン 3,075 ○ △
主要先進国（OECD加盟国）の中から、原則
として、「AA」格相当以上のソブリン債

― （―） 0.0% クイーンズランド州財務公社 11.2%

9 豪ドル債券インカムオープン 2,032 ○ 「AA-」格以上豪ドル建ての公社債

同一銘柄の株式への投資割合：5%以下
同一銘柄の新株引受権証券および新株予
約権証券への投資割合：5%以下
同一銘柄の転換社債および転換社債型新
株予約権付社債への投資割合：10%以下

0.0% AUST GOVT 27.9%

10 世界銀行債券ファンド 1,335 ○ ○
相対的に利回りの高い新興国通貨建て世
界銀行債券及び信用力の高い世界銀行が
発行する短期債券

同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
50%以下（ただし、約款、または規約におい
て、FoFにのみ取得されることが定められて
いる投資信託証券については、制限を設け
ない）

― 0.0% 世界銀行債券 98.3%

販売実績の多い主要投資信託（販売チャンネル別：地方銀行窓販）

※　金融財政事情調査室の協力により当庁作成
注1：10月9日時点（出典：投資信託協会HP（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞのみ8月末時点（出典：日本証券業協会HP））

注2：「△」はファミリーファンド方式

（不動産）日本ビルファンド投資法人：13.1%
（株式）ファーストリテイリング：8.3%

（債券）アメリカ国債：4.3%

通貨選択

注5：組込比率は目論見書、マンスリーレポートに記載のあるものを通算し、最大のものを組込比率最大銘柄として記載

注3：目論見書、運用報告書等を基に、当庁にて要約

注4：「―」は目論見書、運用報告書等に記載がないもの

毎月分配
純資産額

（億円）（注1）
投資信託名

FoF
（注2）

投資対象　(注3)
一発行体当たりへの投資制限　（注3、注4）

組込率最大銘柄　（注5）
組込率
（注5）

投資不適格（BB格以下）比率
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当該ファンド 投資先ファンド

1 グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨） 6,043 ○ ○ ○

「BB+」格相当以下の世界のハイ・イールド
債券（先進国または新興国の政府、政府機
関もしくは企業が発行する債券、資産担保
証券、優先証券等を含む）

同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
制限を設けない

同一発行体の発行する有価証券への投資
割合：10%以内

73.1% UPC HOLDING BV 0.6%

2 米国ハイ・イールド債券投信（豪ドル） 3,526 ○ ○ ○
米ドル建ての高利回り事業債（「BB+」格以
下に格付されているハイ・イールド・ボンド）

同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
制限を設けない

同一発行体の発行するハイ・イールド・ボン
ドへの投資割合：5%以内

90.3% FIRST DATA CORPORATION 0.7%

3 米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアル） 3,432 ○ ○ ○
米ドル建ての高利回り事業債（「BB+」格以
下に格付されているハイ・イールド・ボンド）

同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
制限を設けない

同一発行体の発行するハイ・イールド・ボン
ドへの投資割合：5%以内

90.3% FIRST DATA CORPORATION 0.7%

4 豪ドル債オープン・プレミアム 3,245 ○ ○
信用力の高い、豪ドル建て公社債（国際機
関債、国債、政府機関債、準政府債（州政
府債）、社債等）

同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
制限を設けない

同一発行体の発行する社債への取得時に
おける投資割合：20%以内

0.0% EUROPEAN INVESTMENT BANK 23.0%

5 グローバル債券ファンド 3,230 ○ △
「AA」格相当以上外貨建て公社債（北米、欧
州、オセアニアの3つの通貨圏に通貨を分
散する）

同一銘柄の転換社債および転換社債型新
株予約権付社債への投資割合：10%以下

（―） 0.0% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 9.0%

6 ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル） 3,001 ○ ○ ○
主に米ドル米ドル建てで発行されている新
興国の社債と国債（ファンドの平均格付けは
原則「BBB-」格以上を維持）

―
単一発行体の証券への投資割合：10%以下
（政府、政府関係機関等が発行する証券を
除く）

28.2% ロシア国債 3.6%

7 マイストーリー分配型 2,775 （隔月） ○

主として、世界の債券を実質的な投資対象
とする投資信託証券、国内の株式を実質的
な投資対象とする投資信託証券および世界
の株式を実質的な投資対象とする投資信託
証券（国債、政府機関債、地方債、国際機
関債、社債など。世界の高利回り事業債(ハ
イ・イールド債)およびエマージング・カント
リーの政府、政府機関、もしくは企業の発行
する債券(エマージング・マーケット債)を含
む）

― （各ファンドにそれぞれ異なる制限あり）
―

（ファンド平均格付：
BBB）

― ―

8 グローバルREITプレミアム(通貨セレクト) 1,997 ○ ○ ○
世界各国の金融商品取引所に上場（これに
準ずるものを含む）されているREIT（不動産
投資信託証券）等

同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
制限を設けない

同一銘柄の株式等への取得時における投
資割合：10%以内
同一銘柄のREIT（不動産投資信託証券）へ
の取得時における投資割合：30%以内

― SIMON PROPERTY GRP INC REIT 5.6%

9 グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 1,716 ○ 主に投資適格を下回る格付の証券に投資 ― 93.3% CIT GROUP INC 1.3%

10 新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアル） 1,528 ○ ○ ○
米ドル建ての高利回り事業債（「BB+」格以
下に格付されているハイ・イールド・ボンド）

同一銘柄の投資信託証券への投資割合：
制限を設けない

同一発行体の発行するハイ・イールド・ボン
ドへの投資割合：5%以内

88.8% SPRINT NEXTEL CORP 2.2%

投資信託名 投資不適格（BB格以下）比率

販売実績の多い主要投資信託（販売チャンネル別：大手証券）

※　金融財政事情調査室の協力により当庁作成
注1：10月9日時点（出典：投資信託協会HP（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞのみ8月末時点（出典：日本証券業協会HP））

注2：「△」はファミリーファンド方式

組込率
（注5）

投資対象　(注3)

注5：組込比率は目論見書、マンスリーレポートに記載のあるものを通算し、最大のものを組込比率最大銘柄として記載

一発行体当たりへの投資制限　（注3、注4）

注4：「―」は目論見書、運用報告書等に記載がないもの

注3：目論見書、運用報告書等を基に、当庁にて要約

毎月分配
純資産額

（億円）（注1）
組込率最大銘柄　（注5）通貨選択

FoF
（注2）
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当該ファンド 投資先ファンド

1 ワールド・リート・オープン 3,610 ○ △ 世界各国の様々な業種のリート
同一銘柄の投資信託証券（マザーファンドを
除く）への取得時における投資割合：10％以
内

（同一銘柄の投資信託証券への取得時にお
ける投資割合：10％以内）

― ＨＣＰ 6.9%

2 インデックスファンド225 1,922 △
マザーファンドにおいて、日経平均株価の特
性分析を行い、東京証券取引所第一部上
場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上

― （―） ― ファーストリテイリング 8.3%

3 日経225ノーロードオープン 1,088
原則として日経225採用銘柄の中から200銘
柄以上に等株数投資を行なう

― ― ファーストリテイリング 7.1%

4 USリート・トリプルエンジン（ブラジルレアル） 503 ○ ○

主として、米国の不動産投資信託指数に連
動する上場投資信託の投資信託証券なら
びに対円貨でのブラジル通貨のパフォーマ
ンスを反映するユーロ円債

同一銘柄の株式への取得時における投資
割合：10％以下
同一銘柄の新株引受権証券および新株予
約権証券への取得時における投資割合：
5％以下
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権
付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号
の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在しえないことをあら
かじめ明確にしているものへの取得時にお
ける投資割合：10％以下

―

9TH plus 2BD Roll IYR and BRL Linked
Notes due 16 September 2016
（発行元：バークレイズ・バンク・ピーエル
シー）

26.6%

5 日経225インデックスファンド 320 △
国内の証券取引所上場株式のうち、日経平
均株価（225 種・東証）に採用されている銘
柄

― （―） ― ファーストリテイリング 8.3%

6 豪ドル建MMF 239
短期格付けで「A-2」格相当以上、長期格付
けで「BBB」格相当以上の日本国債や信用
力の高い有価証券・短期金融商品等

同一法人などが発行する有価証券などに上
限を設ける

― 日本政策投資銀行債 4.2%

6 米ドル建MMF 239
短期格付けで「A-2」格相当以上、長期格付
けで「BBB」格相当以上の日本国債や信用
力の高い有価証券・短期金融商品等

同一法人などが発行する有価証券などに上
限を設ける

― 日本政策投資銀行債 4.2%

8 日本株トリプル・ブル 57
流動性、効率性等を勘案し、わが国の株価
指数先物取引およびわが国の短期公社債
（わが国の株式を組入れる場合もある）

同一銘柄の株式への取得時における投資
割合：10％以下
同一銘柄の新株引受権証券および新株予
約権証券への取得時における投資割合：
5％以下
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権
付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号
の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在しえないことをあら
かじめ明確にしているものへの取得時にお
ける投資割合：10％以下

― ― ―

注4：「―」は目論見書、運用報告書等に記載がないもの

注5：組込比率は目論見書、マンスリーレポートに記載のあるものを通算し、最大のものを組込比率最大銘柄として記載

※　金融財政事情調査室の協力により当庁作成
注1：10月9日時点（出典：投資信託協会HP（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞのみ8月末時点（出典：日本証券業協会HP））

注2：「△」はファミリーファンド方式

注3：目論見書、運用報告書等を基に、当庁にて要約

投資信託名 通貨選択
純資産額

（億円）（注1）
毎月分配

FoF
（注2）

投資対象　(注3)
組込率
（注5）

組込率最大銘柄　（注5）投資不適格（BB格以下）比率
一発行体当たりへの投資制限　（注3、注4）

販売実績の多い主要投資信託（販売チャンネル別：ネット証券）
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コード 銘柄名 一発行体当たりへの投資制限 組込率最大銘柄 組込率（%）

1 1306/T TOPIX連動型上場投資信託 40,918,390 (2,153,599) ― トヨタ自動車 3.8

2 1308/T 上場インデックスファンドTOPIX 22,411,400 (1,179,547) ― トヨタ自動車 3.9

3 1570/O 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投資信託 15,916,271 (837,698) 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合：10%以内

4 1615/T 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 13,147,500 (691,974) ― 三菱UFJフィナンシャルグループ 26.8

5 1321/O 日経225連動型上場投資信託 5,504,569 (289,714) ― ファーストリテイリング 8.0

6 1330/T 上場インデックスファンド225 4,277,170 (225,114) ― ファーストリテイリング 7.4

7 1689/T 天然ガス上場投資信託　（注） 2,607,900 (137,258) ― （２社） 50以上

8 1348/T トピックス上場投信 2,510,690 (132,142) 同一銘柄の株式への投資割合：制限を設けない トヨタ自動車 3.8

9 1678/T インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投資信託 2,355,300 (123,963) （一発行体の公社債へ投資が集中する場合がある） Aktiebolaget Svensk Exportkredit 64.3

10 1325/T ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投資信託 2,292,400 (120,653)
（複数の発行体が発行する公社債に投資するよう努める。（ただ
し、純資産総額が少ない場合等には、複数の発行体が発行する
公社債へは投資しない場合がある））

Kommunalbanken AS 46.1

（注）外国投資法人の発行する投資法人債券に類する証券（外国投資証券。投信法220条） ※ ３の銘柄は大証の日経平均先物取引の買建てを行うことで対象指標に連動させる

※ ７の銘柄はデリバティブ契約（天然ガス商品契約）、９、１０の銘柄は仕組債を用いて、指数に連動させている

※ ７の銘柄の投資対象たる天然ガス商品契約について、締結相手方毎の契約額は開示されていない

※　月間相場表（東証および大証）、有価証券届出書等を基に作成

※　2012年9月の立会い日数は19日

売買高の多い上場投資信託（2012年9月）

売買高（口） （一日平均）
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純資産額5,000億円未満 投資対象資産 純資産額（億円） 組込率最大銘柄 組込率（%） 一発行体当たりへの投資制限（注）

USハイ･イールド･ファンド 債券 4,456 エナジー・フューチャー（３銘柄） 3.3 △

ニューワールド債券ファンド 債券 4,363 ロシア国債 3.6 ○（10%以内（政府・政府関係機関等が発行する証券を除く））

高格付インカム･オープン 債券 3,949 （豪）ニューサウスウェールズ州債 3.0 △

豪ドル債オープン･プレミアム 債券 3,587 EUROPEAN INVESTMENT BANK（３銘柄） 23.0 ○（20%以内）

世界公共インフラ債券投信 債券 3,519 アメリカ国債（２銘柄） 2.5 ○（制限を設けない）

純資産額1,000億円未満 投資対象資産 純資産額（億円） 組込率最大銘柄 組込率（%） 一発行体当たりへの投資制限

ニューワールドインカム 債券 990 RUSSIAN FEDERATION SR UNSEC REGS 3.1 ―

エマージング債券投信 債券 980 REPUBLIC OF TURKEY（３銘柄） 8.5 ○（５%（国債・政府機関債を除く））

グローバル･ハイイールド債券ファンド 債券 967 MERRILL LYNCH & CO 1.4 ○（５%）

アジアハイ・イールド債券 債券 964 REP OF PHILIPPINES（3銘柄） 11.8 ○（10%以内（ただし、国債、ソブリン債、準ソブリン債等については、この限りではい））

米国ハイ･イールド債オープン 債券 881 スプリント・キャピタル・コーポレーション 2.1 ―

純資産額500億円未満 投資対象資産 純資産額（億円） 組込率最大銘柄 組込率（%） 一発行体当たりへの投資制限

アジア･ハイ･イールド債券ファンド 債券 497 Woori Bank Co Ltd 2.9 ―

ブラジル･レアル債券ファンド 債券 486 ブラジル国債（８銘柄） 38.9 ○（10%を超えないものとする）

エマージング通貨債券ファンド 債券 484 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL（２銘柄） 4.6 ○（10%を超えないものとする）

資源国ソブリン･ファンド 債券 481 ブラジル国債（３銘柄） 11.8 ―

ブラジル･レアル債券投信 債券 457 ブラジル国債（全９銘柄） 100.0 ○（10％以内（国債もしくは政府機関債またはこれらと同等の信用を有する有価証券を除く。））

純資産額100億円未満 投資対象資産 純資産額（億円） 組込率最大銘柄 組込率（%） 一発行体当たりへの投資制限

欧州ハイ･イールド債券 債券 98 ABNアムロ銀行 2.5 ―

米国投資適格債券ファンド 債券 97 米国国債（３銘柄） 21.5 △

ワールド･CB･オープン 転換社債 97 ＫＤＤＩ 0% CB 4.1 ○（10%以下）

世界国債インカムオープン 債券 96 US TREASURY N/B（３銘柄） 25.9 △

トヨタグループ世界債券ファンド 債券 96 トヨタモータークレジット（７銘柄） 60.4 △

純資産額50億円未満 投資対象資産 純資産額（億円） 組込率最大銘柄 組込率（%） 一発行体当たりへの投資制限

ストラテジック･インカム・ファンド 債券 49 米国国債（３銘柄） 4.2 ○（10％以下（米国政府、米国政府が出資する機関および米国政府機関が発行する証券を除く。））

上場インデックスファンド海外債券 債券 49 INTL BK RECON  & DEVELOP 17.9 ―

ブラジル国債レアル債ファンド 債券 47 （伯）Letras Financeiras do Tesouro （LFT）（２銘柄） 52.2 ―

ブラックロック･ワールド･インカム･ストラテジー 債券 45 （豪）New South Wales Treasury Corp 2.75% 20 Nov 2025 4.0 ○（10％以下）

エマージングCBファンド 債券 45 （露）Lukoil 2.625% 2015 4.9 ○（10％以下）

※ モーニングスターHP、目論見書、運用報告書等を基に作成

（注）　ファンド・オブ・ファンズやファミリーファンド方式において、実質的に投資を行なっているファンドの主要投資対象資産に関する「一発行体当たりへの投資制限」を記載

　　　　　　　　   △：主要投資対象資産でない資産（株式、新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債型新株予約権付社債等）についてのみ制限あり、―：記載なし

純資産額規模別に見る国際債券型投資信託
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