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1兆5,910億
2030年

米ドル

AI の進化により産業構造や
私たちの日常生活が大きく変わる
AI なしでは成り立たない世の中に

AI革命

 現在

IT革命

パソコンやインターネットの
爆発的な普及
今やインターネットは当たり前に

1990年代

歴史を振り返ると、技術革新により、社会や産業構造が大きく変化を遂げる局面がみられました。

いま、急速な進化を続ける AI( 人工知能 ) が、『AI 革命』とも呼ぶべき変革をもたらしつつあります。
メガトレンドとなっている AI 活用の進展により、従来にはなかった製品やサービスが普及し、
私たちは様々な分野で生産性・利便性の向上を当たり前のように享受しはじめています。
もはや、私たちの生活はAI なしには成り立たないといっても過言ではないでしょう。

“No AI, No Life”

1,198億
2022年

米ドル

産業革命

蒸気機関等の発明と応用
手工業的形態から機械制大工場へ発展
現代の生活の基礎となる

18      19世紀
後半 世紀～

出所）グローブニューズワイヤのデータをもとに
       ニッセイアセットマネジメント作成

世界のAI関連市場規模予想

技術革新の推移
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A r t i f i c i a l
I n t e l l i g e n c e

1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代～

ＩＢＭの「ディープ・ブルー」が
チェスの世界チャンピオンに勝利

1997年

ＩＢＭの「ワトソン」が米国クイズ番組で
クイズ王に勝利

2011年

将棋ソフトが「電王戦」で
日本将棋連盟会長に勝利

2012年

グーグル関連会社の「アルファ碁」が
囲碁の世界トップクラス棋士に勝利

2016年３月

マイクロソフト等のAIの画像
認識エラー率が人間を下回る

2015年

ＩＢＭの「ワトソン」が日本で
白血病のタイプを見抜き、
治療法助言

2016年８月
 「探索・推論の時代」 
“考えるのが早い人工知能”
例：数学の定理証明、パズルを解く等

第１次AIブーム
 「知識の時代」
“ものしりな人工知能”  
例：有機化合物の特定

第２次AIブーム

AI革命

「ディープラーニングの時代」
“データから学習する

人工知能”

第３次AIブーム 

技術革新と『AI革命』

チェス
将棋
囲碁

盤面
8×8
9×9
19×19

対局パターン
10 の120 乗程度
10の 220乗程度
10の 360乗以上

ご参考：ゲームの複雑性

3当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

AIはブームにとどまらずメガトレンドへ

出所）総務省等の資料をもとにニッセイアセットマネジメント作成　上記はイメージ図です。

■　AI(人工知能)とは、Artificial Intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能のもつ機能を備えたコンピュータ・
システムのことをさします。

■　現在は「第3次AIブーム」の到来と言われていますが、コンピュータの処理性能向上やビッグデータ、ディープラーニング
などに関する技術革新を背景に、AI 活用の進展は一過性のブームを超えたメガトレンドとよべるものになっています。



上記は各分野において、AIが活用されるイメージを示したものです。

A r t i f i c i a l
I n t e l l i g e n c e

A r t i f i c i a l
I n t e l l i g e n c e

メタバース(仮想空間)
AIが人間の動きを学習し
よりリアルなアバター作成

M e t a v e r s e
ビッグデータ

ビッグデータをAIが分析し
様々な分野で活用

b i g  d a t a

ロボティクス
生産工程だけでなく、在庫管理
から棚卸まで全てAIが管理

R o b o t i c s

自動運転
走行中の映像等をAI が瞬時に
分析、目的地へ自動で運転

a u t o n o m o u s  c a r

IoT (モノのインターネット)
様々なモノがインターネットと
つながりAIが最適に制御

フィンテック
資金管理・決済等のコスト削減

F i n t e c h

4当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

「AIの進化」が全ての鍵となる
■　近年、IoTやフィンテック、ロボティクス、ビッグデータ等について、関連市場の拡大が期待されています。
■　これらはAIと関連が深く、「AIの進化」が全ての鍵となっています。『AI革命』により、既存製品の品質向上だけでなく、
従来想像もできなかった全く新しい製品やサービスが誕生する可能性も多分に秘めています。



A r t i f i c i a l
I n t e l l i g e n c e

出所)各種資料等をもとにニッ
セイアセットマネジメント作成
上記はイメージ図です。

スマートフォン
AIがユーザーの趣味嗜好に
合わせてネット広告を
効率的に配信

工　場
ロボットにAIを組み込むことで
効率的な生産が可能に

自動運転車
走行中の映像等を
AIが瞬時に分析、
目的地へ自動で運転

病　院
AIの画像認識を

活用し病気の早期発見に

スーパーマーケット
AIが需要を予測し

商品発注の業務効率化に

住　宅
AIが搭載されたスピーカーが
人間の音声を認識し自宅の

家電を操作

学　校
AIが生徒の成績等を分析し
レベルに応じた学習方法を

提供

オフィス
AIが手書き文字を
認識しデータ化、
事務処理を効率的に

5当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

私たちの生活に浸透しているAI
■　私たちの身近なところでも既にAIが活用されています。
　　今後も新しい製品やサービスが誕生し続けるでしょう。

ドローン
AIが画像認識・解析を

することで
自律航行が可能に

信　号
AIが渋滞を予測し
信号を制御することで
交通渋滞の解消に



6当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

AIを活用した非接触型社会

コロナ禍における非接触型社会 イメージ

 コロナ禍において、非接触型社会へのシフトが進みました。例えば遠隔教育や電子決済などの分野でも、AIを活用
したサービスが普及し、教育格差や経済格差などの是正に寄与することが期待されています。

 また、AIの活用により、2030年には世界の温室効果ガス排出量を最大4％削減できるとの予測もあります。現代の
様々な社会問題を解決して持続可能な社会を実現していくためには、AIの力が必要不可欠であると考えられます。

出所)各種資料等をもとにニッセイアセットマネジメント作成
上記の写真はイメージです。

【非接触型社会におけるAI活用例】

巣ごもり消費の
拡大

ソーシャルディスタンスの
一般化

オンライン授業 電子決済

AIを活用した技術を駆使して社会問題を解決 新たな投資機会の創出

環境問題の解決 イメージ

エネルギー管理 自動運転

ソーラーパネルなどの位置を
監視・調整し発電量を最大化

渋滞を回避し効率的にエネル
ギーを使用

【環境問題の解決が期待されるAI活用例】

遠隔地からでも授業が受けら
れる

銀行を介さずオンラインでサー
ビスを利用可能

2030年 世界の温室効果ガス排出量
最大4.0％削減* (CO2換算で2.4ギガトン)

「持続可能な社会」に不可欠なＡＩ

【AI活用によるGHG(温室効果ガス)削減の可能性】

*エネルギー、輸送、農業、水の4分野を対象に
したPwCの予測(基準値との比較)

2030年のオーストラリア、カナダ、日本を
合わせた排出量に相当



7当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
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出所)スタンフォード大学のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成 出所)スタティスタ等のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
2021年は1月から6月までの6ヵ月間の実績

世界の民間企業のAIに対する投資額の推移 AI関連スタートアップ企業の資金調達額の推移

継続的な資金流入により拡大するＡＩ関連市場

 AIの活用が進展するにつれて、民間企業のAIに対する投資が急拡大しています。5年間で投資額が約5倍になった
との統計もあり、今後も継続的な増加が見込まれます。

 また、AI関連のスタートアップ企業の資金調達額も急増しています。こうしたスタートアップ企業の中から、
例えばアップルのような巨大企業に成長する企業が現れる可能性も十分にあると考えられます。

(億米ドル) (億米ドル)

360億
米ドル

380億
米ドル

935億
米ドル

177億
米ドル

5年で

約5倍

2021年は6ヵ月で
2020年を上回る

上記は特定の銘柄を推奨するものではなく、また当該銘柄を組入れることを保証するものではありません。



8当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
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0
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(倍)

出所)ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
上記は、各銘柄の取得可能な最も古い月末株価と2022年10月末の株価を比較
したものです。上昇率の起点は以下の通りです。
マイクロソフト：1986年3月末、アマゾン・ドット・コム：1997年5月末、
アップル：1982年11月末、インテル：1982年11月末、IBM：1968年1月末

データ期間：2002年10月末～2022年10月末(月次)

出所)ブルームバーグ等のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成

(年/月)

(米ドル)

2012年10月
iPad mini発表

2010年1月
iPad発表

2003年4月
iTunes Music Store開始

主要IT企業の株価上昇率 アップルの株価推移(過去20年間)

2,431倍

1,366倍

1,080倍

71倍
10倍

2007年1月
iPhone発表

 かつてのIT革命時には、IT関連企業の業績が劇的に拡大、株価も大幅に上昇するという例が数多くみられました。
 今まさに進行中の『AI革命』においても、かつてのマイクロソフトやアップル等と同様に、劇的な業績拡大を

とげるAI関連企業が多数生まれることが期待されます。

2014年9月
Apple Watch発表

2017年6月
HomePod発表

上記は特定の銘柄を推奨するものではなく、また当該銘柄を組入れることを保証するものではありません。

業績拡大が期待されるＡＩ関連企業



9当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
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(米ドル) (米ドル)

予想値

2020年
12月期

2021年
12月期

2022年
12月期

2023年
12月期

(米ドル) (米ドル)

予想値

2021年
6月期

2022年
6月期

2023年
6月期

出所)ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
株価は2020年1月末～2022年10月末(月次)、EPS(1株当り純利益)の予想値は2022年11月現在のブルームバーグ集計値。アルファベットの株価・EPSはクラスA(議決権あり)のもの。
上記は特定の銘柄を推奨するものではなく、また当該銘柄を組入れることを保証するものではありません。上記の写真はイメージです。

アルファベット
Googleなどの持ち株会社として設立された世界を代表する企業
の一つ。同社の最大部門であるGoogleは、事業のあらゆる側面
にAIを急速に統合しており、
検 索 、 地 図 、 メ ッ セ ー ジ 、
Google Playなどに機械学習
を実装した350件以上のサー
ビスを開始している。直近で
は、これまでのモバイル環境
優先からAI優先への戦略的変
更を打ち出しており、今後の
AI分野の成長が期待される。

マイクロソフト
1975年にビル・ゲイツ氏らが創業したソフトウェアメーカー。
世 界 を 代 表 す る オ ペ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム (OS) で あ る
「 Windows」が主力商品。
クラウド事業やAIによる音声
認識といった分野でも革新的
な製品を生み出し続けている。
同社は新型コロナウイルスへ
の医療対応を支援するAIサー
ビスの提供も実施。

ＡＩ関連銘柄のご紹介①

株価とEPS(1株当り純利益)の推移 株価とEPS(1株当り純利益)の推移
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世界的なクレジットカードのブランド。同社は詐欺防止のための
AI技術を自社で利用すると同時に、他社向けにAI技術を活用した
サービスを提供。同社のAI技術
はビジネスにおける決済を自
動かつ即時に行うことを可能
にする他、詐欺防止やアンチ
マネーローンダリングなどの
サイバーセキュリティ分野に
おいても活用されている。

米国の大手農業機械メーカー。同社はステレオカメラとAIを活用
し、完全自律走行型トラクターを開発。農家がトラクターに乗車
することなく、アプリを使う
だけで、トラクターは自力で
農地までたどり着き田畑を耕
す他、土壌に関するデータ収
集も可能に。完全自律走行型
トラクターは、農作業の自動
化や農地の最適な活用法の発
見に貢献することが見込まれ
る。

出所)ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
株価は2020年1月末～2022年10月末(月次)、EPS(1株当り純利益)の予想値は2022年11月現在のブルームバーグ集計値。
上記は特定の銘柄を推奨するものではなく、また当該銘柄を組入れることを保証するものではありません。上記の写真はイメージです。

(米ドル) (米ドル) (米ドル)(米ドル)

予想値

2020年
10月期

2021年
10月期

2022年
10月期

2023年
10月期

マスターカード ディア・アンド・カンパニー

ＡＩ関連銘柄のご紹介②

株価とEPS(1株当り純利益)の推移 株価とEPS(1株当り純利益)の推移

予想値

2020年
12月期

2021年
12月期

2022年
12月期

2023年
12月期
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3

2

1

 ファンドは、「TCWファンズⅡ－TCWグローバルAI株式ファンド」の各クラスおよび「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ※方式で運用を行います。

 「TCWファンズⅡ－TCWグローバルAI株式ファンド」各クラスの組入比率は、原則として高位を保ちます。

日本を含む世界各国の株式の中から、主にＡＩ(人工知能)関連企業の株式に投資を行います。
 当ファンドにおけるAI関連企業とは、AIに関する製品・サービスを開発・提供する企業やAIを活用して事業を展開する企業をさします。

※ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。

株式の運用は、TCWアセット・マネジメント・カンパニーが行います。

 「ＡＩ革命(為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジあり)」は、実質的な組入外貨建資産について、原則として対円での
為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
「ＡＩ革命(為替ヘッジなし)」「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジなし)」は、実質的な組入外貨建資産について、原則として対円での
為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。

決算頻度と為替ヘッジの有無が異なる、4つのファンドから選択いただけます。
ＡＩ革命（為替ヘッジあり) ＡＩ革命（為替ヘッジなし）

ＡＩ革命（年2・為替ヘッジあり) ＡＩ革命（年2・為替ヘッジなし）
 「ＡＩ革命(為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(為替ヘッジなし)」は、 毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。

「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジなし)」は、毎年4・10月の各25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、
分配金をお支払いすることをめざします。

• スイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に乗換えるファンドを購入する取引です。スイッチングの際には、換金時と同様に税金および
販売会社が定める購入時手数料・税金がかかります。なお、販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを
行わない場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

 「ＡＩ革命(為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(為替ヘッジなし)」「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジなし)」の4つのファンド間
でスイッチングが可能です。

AI(人工知能)とは、Artificial Intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能のもつ機能を備えたコンピュータ・システムの
ことをさします。

• 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

• 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

ファンドの特色

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。
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シリコンビーチに近くAI関連企業へのアクセスに優位性を持つTCW

AI関連企業へのアクセスに優位性を持つTCW

 TCWアセット・マネジメント・カンパニーは、1971年設立のTCWグループ傘下のグローバル資産運用会社。
ハイテク企業の拠点であるシリコンバレーと同じカリフォルニア州のロサンゼルスに本社を置き、2022年9月末現在の

運用資産額は、約2,060億米ドル(約29.8兆円、1米ドル＝144.81円で換算)となっています。

出所)TCWアセット・マネジメント・カンパニーの資料をもとにニッセイアセットマネジメント作成

ハイテク企業の拠点としてはサンフランシスコのシリコンバレーが有名ですが、新たに注目を集めているのがサンタ
モニカやベニス・ビーチなどのロサンゼルス沿岸部です。当エリアはシリコンバレーにちなんでシリコンビーチと
呼ばれています。TCWの本社はシリコンビーチの近くにあり、AI関連企業のアクセスに優位性を持っています。

TCWアセット・マネジメント・カンパニーとは

米ロサンゼルス本社の外観
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AI革命(為替ヘッジあり)

(円) データ期間：2016年11月30日～2022年10月31日(日次) (億円)

(設定日：2016年11月30日)

＜分配の推移(１万口当り、税引前)＞

＜基準価額等の推移＞

決算 第4期
(2020年10月)

第5期
(2021年10月)

第6期
(2022年10月)

設定来
累計額

分配金 0円 0円 0円 0円

AI革命(為替ヘッジなし)

(円) (億円)

＜分配の推移(１万口当り、税引前)＞

＜基準価額等の推移＞
データ期間：2016年11月30日～2022年10月31日(日次)

決算 第4期
(2020年10月)

第5期
(2021年10月)

第6期
(2022年10月)

設定来
累計額

分配金 0円 0円 0円 0円

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。基準価額は信託報酬控除後、1万口当りの値です。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は信託財産から支払いますので、基準価額が下がる要因となります。収益分配金には普通分配金に対して所得税および地
方税がかかります(個人受益者の場合)。

(設定日：2016年11月30日)

運用実績 － 2022年10月末現在 －

(年/月) (年/月)
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AI革命(年2・為替ヘッジあり)

(設定日：2018年1月10日)

＜基準価額等の推移＞

AI革命(年2・為替ヘッジなし)

(設定日：2018年1月10日)

＜基準価額等の推移＞
データ期間：2018年1月10日～2022年10月31日(日次) データ期間：2018年1月10日～2022年10月31日(日次)(円) (億円)

＜分配の推移(１万口当り、税引前)＞

決算 第7期
(2021年4月)

第8期
(2021年10月)

第9期
(2022年4月)

第10期
(2022年10月)

設定来
累計額

分配金 2,300円 1,400円 0円 0円 6,800円

(円) (億円)

＜分配の推移(１万口当り、税引前)＞

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。基準価額は信託報酬控除後、1万口当りの値です。税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を
再投資したものとして計算しております。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は信託財産から支払いますので、
基準価額が下がる要因となります。収益分配金には普通分配金に対して所得税および地方税がかかります(個人受益者の場合)。

運用実績 － 2022年10月末現在 －

(年/月) (年/月)

決算 第7期
(2021年4月)

第8期
(2021年10月)

第9期
(2022年4月)

第10期
(2022年10月)

設定来
累計額

分配金 2,500円 1,700円 300円 0円 7,700円
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アメリカ

78.5%

オランダ

4.4%

イスラエル

4.2%

中国

2.5%

その他

10.4%

情報技術

72.9%

コミュニケーション・

サービス

9.9%

一般消費財・サービス

9.7%

資本財・サービス

5.3%
生活必需品

2.3%

カテゴリー別組入比率

業種別組入比率

※上記は、当ファンドが主に投資対象とする「TCWファンズⅡ－TCWグローバルAI株式ファンド」の状況を表示しており、TCWアセット・マネジメント・カンパニーの
資料(現地月末前営業日基準)に基づきニッセイアセットマネジメントが作成しています。比率は対組入株式等評価額比。業種はGICS分類(セクター)によるものです。なお、
GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

通貨別組入比率

国・地域別組入比率

AIに関する
製品・サービスを

開発・提供する企業
42.2％

AIを活用して事業
を展開する企業

57.8％
米ドル
96.3％

ポートフォリオの概要 － 2022年10月末現在 －

韓国ウォン
2.2％

日本円
1.5％
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銘柄名 業種 国 比率 概要

パロアルト
ネットワークス 情報技術 アメリカ 4.4%

＜AIを活用したセキュリティ製品を提供＞
ネットワーク・セキュリティの主要サプライヤー。AI技術の進展に伴い重要な役割を果たすサイ
バー・セキュリティ分野に関わる製品の効果改善を目的にAIを利用。

マイクロソフト 情報技術 アメリカ 4.2%
＜革新的クラウドの提供＞
クラウドコンピューティング、音声対話、パーソナルアシスタント、チャットプラットフォームの
分野で革新的な製品を提供。

アルファベット
（Ａ）

コミュニケーション・
サービス アメリカ 4.1%

＜AI事業を幅広く展開＞
同社の最大部門であるGoogleは、収入源の多様化を図るため事業のあらゆる側面にAIを急速に統
合している。

アリスタ・
ネットワークス 情報技術 アメリカ 4.1%

＜高い拡張性を実現するクラウド・ネットワーク・ソリューションを提供＞
顧客に対して安全かつ効率的にデータを保存・転送できるようなネットワーク・ソリューションや
クラウドサービスを提供。

モトローラ・
ソリューションズ 情報技術 アメリカ 3.5%

＜安全な街づくりに貢献＞
政府や警察、消防等を顧客に持つ通信機器企業。業務遂行に必要不可欠なソリューションを提供。
顧客の定着率も高くAIを活用した映像分析サービスも提供。

テスラ 一般消費財・サービス アメリカ 3.5%
＜自動運転分野における技術革新の先駆者＞
同社が製造するすべての自動車に自動運転を可能とするカメラや機械学習で自動運転機能を高めた
テスラ・プロセッサーを搭載。完全な自動運転機能の実現を目標に掲げる。

マイクロン・
テクノロジー 情報技術 アメリカ 3.5%

＜半導体メモリの世界的リーダー＞
AIシステムに必要不可欠なメモリー半導体で世界トップシェア。積極的な開発拠点拡大や買収で量
産体制・新技術開発に磨きをかける。

クラウドストライク・
ホールディングス 情報技術 アメリカ 3.5%

＜エンドポイント保護のプラットフォーマー＞
セキュリティ侵害やハッキングから保護するためのサイバー・セキュリティの製品やサービスを世界
中の顧客に提供。また、クラウド保護サービス、脅威の特定およびその対応を専門としている。

アップル 情報技術 アメリカ 3.3%
＜AI機能搭載のモバイル機器を提供＞
iPhone等を提供する世界最大級のIT企業。自社のコアプロセッサーにAIを組み込んでいる他、AIを
活用した自社製の電気自動車の開発にも取り組んでいる。

サービスナウ 情報技術 アメリカ 3.2%
＜AIのヘルプデスク＞
企業向けにクラウド型サービス管理プラットフォームを提供。機械学習の活用を可能にするインテ
リジェント・オートメーション・エンジンを発表。

※上記は、当ファンドが主に投資対象とする「TCWファンズⅡ－TCWグローバルAI株式ファンド」の状況を表示しており、TCWアセット・マネジメント・カンパニーの資料(現地月末
前営業日基準)に基づきニッセイアセットマネジメントが作成しています。比率は対組入株式等評価額比。業種はGICS分類(セクター)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所
有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

組入上位10銘柄 (銘柄数：45) － 2022年10月末現在 －
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基準価額の変動要因
 ファンド(指定投資信託証券を含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資します
ので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。

 ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のもの
となりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。

投資信託は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、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)

の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象には

なりません。
ファンドは、特定のテーマに絞った株式への投資を行います。したがって、株式市場全体の値動きとファンドの基準価額の値動きが大きく異なる場合、また、より幅広いテーマで株式に分

散投資するファンドに比べ基準価額の変動が大きくなる場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財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。受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻
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。

ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。
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。
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特

定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８
号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されてい
ます。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

＜ご留意いただきたい事項＞

主な変動要因
株式投資リスク 株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落

することがあります。

為替変動リスク

＜為替ヘッジあり＞ 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為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替
ヘッジを完全に行うことができるとは限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替ヘッジを
行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
＜為替ヘッジなし＞ 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わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。
一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。

カントリーリスク 外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可
能性があります。

流動性リスク 市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。
・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。

投資リスク ※ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
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購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。

申込不可日 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、購入・換金・スイッチングの
申込みの受付けを行いません。

信託期間
2026年10月26日まで
「ＡＩ革命(為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(為替ヘッジなし)」(設定日：2016年11月30日)
「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジなし)」(設定日：2018年１月10日)

繰上償還 委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。

決算日

「ＡＩ革命(為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(為替ヘッジなし)」
：10月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジなし)」
：４・10月の各25日(該当日が休業日の場合は翌営業日)

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の適用対象です。

スイッチング
「ＡＩ革命(為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジあり)」「ＡＩ革命(為替ヘッジなし)」「ＡＩ革命(年2・為替ヘッジなし)」の

4つのファンド間でスイッチングが可能です。
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ

ください。

ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

お申込みメモ
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当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社(ファンドの運用の指図を行います)
ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369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
コールセンター：0120-762-506(9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ：https://www.nam.co.jp/

受託会社(ファンドの財産の保管および管理を行います)
三菱UFJ信託銀行株式会社

投資者が直接的に負担する費用

購入時 購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3％(税抜3.0％)を上限として販売会社が独自に定める率を
かけた額とします。
料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

換金時 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

毎日

運用管理費用
(信託報酬)

ファンドの純資産総額に年率1.2925％(税抜1.175％)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。

投資対象とする
外国投資信託証券

年率0.6％程度
年間最低報酬額等がかかる場合、純資産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることが

あります。

実質的な負担
ファンドの純資産総額に年率1.8925％(税込)程度をかけた額となります。
上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する

実質的な運用管理費用(信託報酬)は変動します。また、投資対象とする外国投資信託証券に年間最低
報酬額等がかかる場合、純資産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることがあります。

監査費用 ファンドの純資産総額に年率0.011％(税抜0.01％)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただき
ます。

随時 その他の費用・
手数料

組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

2022-SA58

ファンドの費用
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