
設定1周年を迎えて
〜インフラを取り巻く環境と今後の運⽤⽅針〜

世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成⻑型）
（愛称︓インフラX）

2022年1⽉24⽇

※当資料は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ（アリアンツGI）が提供するコメントを基に⼤和アセットマネジメントが作成し
たものです。

• 新型コロナウイルスや利上げ懸念等の逆境を乗り越え、安定した運⽤を実現
• 各国の政策的な後押しやDX化によって、インフラ投資はメガトレンドへ
• 2022年もダウンサイドを抑えながら、魅⼒的なリターンをめざす

お伝えしたいポイント

平素は当ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。おかげさまで、当ファンドは昨
年12⽉に設定から1周年を迎えることができました。今回は当ファンドを取り巻くインフラ
関連の環境と今後の運⽤⽅針などについてお伝えさせていただきます。

運⽤担当者から⽇本の投資家のみなさまへのメッセージ

ジョン・モーリー
NFJバリュー株式運⽤チーム

責任者(CIO)

平素よりインフラXをご愛顧いただきありがとうございます。当ファン
ドの実質的な運⽤を担当する運⽤責任者のジョン・モーリーです。当ファ
ンドの設定から1周年を迎え、運⽤チームを代表し、当ファンドへのご関
⼼、ご⽀援に感謝申し上げます。

私たちは投資家のみなさまに、当ファンドをポートフォリオのコア(中
核)資産と位置付けていただきたいとの信念のもと、⽇々運⽤を⾏っており、
設定来において安定的で良好な運⽤実績をご提供できたと考えております。

当ファンドは、新型コロナウイルスにより世界中が⼤きく変化する中、
DX（デジタルトランスフォーメーション）等のイノベーションの恩恵によ
り⽇々進化するインフラに着⽬して設計された独⾃の投資戦略です。この
投資テーマならびに戦略は、インフラ業界に⾰新的な変化をもたらすのみ
ならず、新たな投資機会としてのカテゴリー・クリエーターやファース
ト・ムーバーズ・アドバンテージ（先発優位性）になり得ると確信してい
ます。

今後も⽇本の投資家のみなさまに良好な運⽤パフォーマンスをご提供で
きるように臨んで参ります。引き続き、ご愛顧いただけますと幸いです。
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新型コロナウイルスや利上げ懸念等の逆境を乗り越え、安定した運⽤を実現
当ファンドの設定以降、新型コロナウイルスの感染拡⼤やインフレ圧⼒、各国中央銀⾏の利上げ観測な

どにより株式市場はボラティリティが⼤きい局⾯もありましたが、運⽤パフォーマンスはプラス約30％と、
ダウンサイドを抑制しながら安定的な運⽤実績を提供することができました（2021年12⽉末時点）。ま
た、2021年の株式市場は、ハイクオリティ企業が相対的に良好なパフォーマンスとなりました。2022年
もこうしたハイクオリティな優良銘柄が、株式市場を牽引すると考えています。

設定来の基準価額の推移
（ 2020年12⽉21⽇〜 2021年12⽉30⽇）

※上記は分配⾦再投資基準価額を使⽤。※分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）
を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算
において、実質的な運⽤管理費⽤（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの
費⽤をご覧ください）。

個別銘柄ベースでは、当ファンドで保有する複数の銘柄が買収され、パフォーマンスに貢献しました。
例えば、データセンター関連では、コアサイト・リアルティが、アメリカン・タワーにプレミアム価格で
買収されました。同じく、サイラスワンは、プライベート・エクイティ企業⼤⼿のKKRとインフラ投資会
社であるグローバル・インフラストラクチャーによって、プレミアム価格で買収されました。

当ファンドの特徴
当ファンドは、持続的に安定的かつ⾼い収益成⻑が期待されるハイクオリティなインフラ関連企業に投

資を⾏います。こうした企業に投資を⾏うことにより、値動き（ボラティリティ）やダウンサイドを抑え
ながら、⻑期的に安定的で魅⼒的なパフォーマンスを⽬指します。

具体的には、伝統的インフラと新世代インフラ
に投資を⾏います。伝統的インフラは、電気、ガ
ス、⽔道、鉄道、⾼速道路などの従前から存在す
る社会インフラであり、その安定的な需要から景
気悪化局⾯や株式市場の下落局⾯でも相対的に下
落幅が抑えられるといったダウンサイド耐性を有
します。新世代インフラは、ビッグデータ、AI、
5G、クラウド、IoT、ヘルスケアなど、イノベー
ションによって⼤きな成⻑性を有する最先端のイ
ンフラです。

インカム
による
安定性

インカム
による
安定性

ダウンサイド
耐性

ダウンサイド
耐性

成長性成長性

伝統的
インフラ

新世代
インフラ

（出所）アリアンツ・グローバル・インベスターズ

特徴のイメージ

2021年は特に、新世代インフラの
組み⼊れを増やしました。例えば、
データセンター、パソコン、スマー
トフォンから⾃動⾞、家電、AI・機
械学習まで、最先端のテクノロジー
に必要不可⽋な半導体の検査製品⼤
⼿であるテラダインのポジションを
割安な局⾯を捉え積み増しました。
同社は⽬覚ましい収益成⻑を遂げ、
強固なバランスシートを維持し、近
年は⾃社株買いと強固な配当増額で
株主に報いています。

（円）
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各国の政策的な後押しやDX化によって、インフラ投資はメガトレンドへ

⽶国では、景気刺激策として今後約５〜8年間で約1.2兆⽶ドル投資するインフラ投資計画が2021年11
⽉5⽇に可決されました。同計画は、伝統的インフラ（道路、橋、⽔道等）だけではなく、新世代インフ
ラ（ブロードバンド、再⽣可能エネルギー、電気⾃動⾞など）にも重点を置いています。

※2021年11⽉公表。
※上記はインフラ投資計画の全てを網羅しているわけではありません。

約1.2兆⽶ドル
のインフラ投資計画可決

橋・道路
約1,100億⽶ドル

災害対策
約500億⽶ドル

鉄道
約660億⽶ドル

ブロードバンド網
約650億⽶ドル

⽔道
約550億⽶ドル

公共交通
約899億⽶ドル

空港
約250億⽶ドル

港湾等
約170億⽶ドル

電⼒グリッド網
約650億⽶ドル

（出所）各種資料よりアリアンツ・グローバル・インベスターズ作成

インフラへの投資は、⼈々の⽣活の質の向上を推進するため、政党に関係なく⽀持を得られやすく、⼤
規模投資による恩恵を受けやすいといった特徴があります。

世界におけるインフラ投資動向

• ⽶国の約1.2兆⽶ドルのインフラ法案の可決や、DX等のメガトレンドによる追い⾵を受けて、
短期的なカタリスト（相場を動かすきっかけとなる材料やイベント）として既に多くのインフ
ラ関連銘柄が恩恵を受けています。

• 中国の約1兆ドル超のインフラ投資計画「⼀帯⼀路」は、グリーンエネルギーとデジタルシルク
ロードを推進し、デジタルインフラとAI、ロボット、IoT、ブロックチェーンなどの次世代技術
の重要性を訴求しています。

• 欧州連合(EU)は、デジタル経済を発展させ、インターネット通信網へのアクセスを強化する等
の「グローバルゲートウェイ」のために、今後、最⼤で約3,000億ユーロの投資を⾏うと発表
しました。

公的な政策の後押しのみならず、今般のパンデミックを受けてインフラのDX化が加速しはじめています。
新型コロナウイルスが収束しても今後、デジタルインフラのような最先端のインフラに対するニーズが消
えてなくなることはなく、今後数⼗年にわたって継続するメガトレンドであると確信しており、インフラ
関連銘柄への投資に適した環境であると考えています。

⽶バイデン政権インフラ投資計画案
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注⽬銘柄のご紹介

伝統的インフラ オールド・ドミニオン・フレイト・ライン

銘柄概要
同社は、全⽶における貨物輸送のリーディング・

カンパニーであり、全⽶に強⼒なネットワークを持
つ企業です。同社は2011年以来、サービスセン
ターの増設・拡張に積極的で約18億⽶ドルの投資
を⾏っています。また、拡張現実（AR）などの最
新テクノロジーを活⽤することで、最も安全かつ効
率的な⽅法で荷物の詰め込み作業などを⾏っており、
99％という⾼い定時運⾏率を実現し、⾼い顧客満
⾜度を獲得しています。

ハイクオリティ銘柄としてのポイント
予測可能で持続的な収益源︓5つの異なる地域で相応のマーケットシェアを確保しており、収益源の地域
分散やインフレ率に応じた価格設定が可能。
⾼い参⼊障壁︓初期投資がかかる積載量の⼩さい貨物輸送事業（トラック貨物未満）で、最新テクノロ
ジーの活⽤により、⾼い定時運⾏率を実現するなど、品質の⾼いサービスを提供。
財務の安全性︓2021年9⽉末時点の総有利⼦負債⽐率は約2.8％と低⽔準。2012年以降、10億⽶ドル以上
の⾃社株買いを実施。

新世代インフラ テラダイン

銘柄概要
同社は、アップル、サムスン、台湾セミコンダク

ター(TSMC)等の業界⼤⼿を顧客に有し、半導体の
検査製品や産業⽤オートメーション設備等を提供し
ています。⽶バイデン政権のインフラ投資計画に
よって電気⾃動⾞（EV）の普及が進むことが⾒込
まれ、世界の⾃動⾞⽤半導体の市場規模は今後10
年で倍増するといわれています。EVのみならずAI
や5Gなどが進化する中、半導体はますます複雑化
しており、引き続き同社は成⻑すると考えています。

ハイクオリティ銘柄としてのポイント
予測可能で持続的な収益源︓半導体の複雑化や、電気⾃動⾞、5G、AI市場の成⻑等から半導体試験の需要
は拡⼤する⾒込み。地域別売上⾼も分散されている。
⾼い参⼊障壁︓質の⾼いサービス・製品が評価され、さまざまな業界⼤⼿を顧客として有する。2021年は、
研究開発費に約5億⽶ドルの投資を⾏っている。
財務の安全性︓潤沢な流動性を有しており、相対的に⾼い営業利益率を誇る。

株価の推移
（ 2018年12⽉末〜 2021年12⽉末）

（出所）ブルームバーグ
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2022年もダウンサイドを抑えながら、魅⼒的なリターンをめざす
今後の市場⾒通しと運⽤⽅針

新型コロナウイルスによる不確実性はあるものの、ワクチン接種や飲み薬の開発の進展などから、2020
年のような株式市場の急落が起きるまでには⾄らないと⾒ています。また、⼒強い経済指標やインフレ率
の上昇から、中央銀⾏は⾦融政策の正常化に舵を切っており、⾜もとの株式市場はこれにより⾮常にボラ
ティリティの⾼い状況が継続しております。⾦利の急激な上昇は、株式市場で過熱気味に過⼤評価されて
きた銘柄に悪影響を与える可能性があると考えています。但し、中央銀⾏は過熱する景気を減速させると
いう意図はなく、あくまで⾦融政策正常化を意図したものであるため、景気回復は今後⼒強さを増してい
くと考えられます。

とりわけ当ファンドは、成⻑性と配当実績等に着⽬し、ハイクオリティ銘柄に選別・分散投資すること
から、それらの懸念に対する影響は限定的であると考えています。持続可能で成⻑性を有し、安定的な収
益を⽣み出すハイクオリティなインフラ関連企業は、特定のマクロ環境（⾦利、商品価格など）の影響を
受けにくく、ダウンサイド耐性を有するといった特徴があります。⾜元では、中央銀⾏が利上げに向かう
姿勢を⽰す中、これまで買われてきたテクノロジー銘柄等が⼤きく下落しましたが、当ファンドはそれら
の影響によるダウンサイドを相対的に抑制できると考えています。また、将来にわたって⾃社株買いや配
当を増やす能⼒を持つことから、⻑期的にインフレ率を上回る配当成⻑率を持つポートフォリオが実現で
きると考えています。

運⽤チームでは、新世代インフラやDXというテーマは、⻑期で継続するメガトレンドであると考えてい
ます。新世代インフラへの投資はまだ始まったばかりであり、新型コロナウイルスの流⾏や、国、企業が
そのダメージから再び回復の軌道へ戻るための取り組みが、このトレンドを加速させています。私たちは、
これらのトレンドを捉えて、受益者の皆さまに⻑期的な利益をもたらすことを⽬標に、この投資戦略を運
⽤しています。引き続き、⻑期で安定的なリターンを投資家のみなさまに提供できるよう、チーム⼀丸と
なって取り組んで参ります。
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※「分配⾦再投資基準価額」は、分配⾦（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、実質的な運⽤管理費⽤（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費⽤をご覧ください）。
※過去の実績を⽰したものであり、将来の成果を⽰唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

当初設定⽇（2020年12⽉21⽇）〜2021年12⽉30⽇
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分配金再投資基準価額
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2021年12⽉30⽇現在
基準価額 13,077 円
純資産総額 85億円

※ アリアンツ・グローバル・インベスターズが提供するデータ等を基に⼤和アセットマネジメントが作成したものです。

アリアンツ・ＮＦＪ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー（クラスB）
の運⽤状況（2021年12⽉30⽇時点）

※⽐率は、株式ポートフォリオ（現⾦含む）に対するものです。
※上記データは、基準価額への反映を考慮して、現地前営業⽇のデータに基づきます。
※上記データは、四捨五⼊の関係で合計の数値と⼀致しない場合があります。
※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。

通貨別構成 国・地域別構成

伝統的インフラ関連株式 米ドル 米国

新世代インフラ関連株式 ユーロ カナダ

現金等 カナダドル 中国

合計 香港ドル イタリア

日本円 スペイン

業種別構成 英ポンド 日本

オーストラリアドル 英国

シンガポールドル ロシア

オーストラリア

台湾

シンガポール

オランダ

規模別構成

配当利回り（課税前）

大型株

中型株

小型株

組入上位10銘柄

アメリカン・タワー 新世代インフラ 米国 不動産

ネクステラ・エナジー 伝統的インフラ 米国 公益事業

テラダイン 新世代インフラ 米国 半導体・半導体製造装置

ブロードコム 新世代インフラ 米国 半導体・半導体製造装置

ヴィーヴァ・システムズ 新世代インフラ 米国 ヘルスケア機器・サービス

オールド・ドミニオン・フレイト・ライン 伝統的インフラ 米国 運輸

ベントレー・システムズ 新世代インフラ 米国 ソフトウェア・サービス

ユニオン・パシフィック 伝統的インフラ 米国 運輸

アメリカン・ウォーター・ワークス 伝統的インフラ 米国 公益事業

マスターカード 新世代インフラ 米国 ソフトウェア・サービス

3.8%

資産別構成

国・地域名

5.5%
81.9%

合計98.2%
通貨名 比率比率

合計98.2%
資産 比率

34 38.2%

1.2%

1.4%1.4%
1.2%

0.8%

銘柄数

公益事業

8.0%

業種名

61 60.0%

4.1%

14.4%

3.3% 2.6%1.8%
95 2.6%

10.9%

1.4%

合計98.2%

19.1%

規模 比率

1.4%

92.7%

2.6%

10.3%

100.0%

5.4%

業種名

2.1%
1.9%

4.4%

0.9%

2.6%

79.8%

1.4%

合計24.4%

0.9%
1.4%

1.2%
1.1%

2.3%

3.5%

1.6%

1.9%
1.9%

2.0%
1.9%

2.5%
2.8%

比率

3.9%
国・地域名インフラ区分

大型株：時価総額100億米ドル以上

中型株：時価総額100億米ドル未満、50億米ドル以上

小型株：時価総額50億米ドル未満

6.3%

合計98.2%
比率

4.2%

1.7%

銘柄名

1.4%
1.4%
1.3%

耐久消費財・アパレル

保険

電気通信サービス

銀行 0.5%

商業・専門サービス

小売

エネルギー

ヘルスケア機器・サービス

テクノロジー・ハードウェア・機器

半導体・半導体製造装置

不動産

資本財

2.3%

メディア・娯楽

ソフトウェア・サービス

ポートフォリオ特性値

1.6%

※配当利回りは、課税前の数値を年率換算し算出してい

ます。

運輸

各種金融

医薬品・バイオテクノロジー
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ファンドの⽬的・特⾊

投資リスク
 

● 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、投資元本が保証さ
れているものではなく、これを割込むことがあります。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は異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 

 
「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、リートの価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その
他（解約申込みに伴うリスク等）」 
※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。 
※ 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。 
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。 
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ファンドの費⽤
 

（注）「その他の費用・手数料」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。 

※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。 
※ 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。また、上場不動

産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 
※ くわしくは「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。 

 

投資者が直接的に負担する費用 
 料率等 費用の内容 

購 入 時 手 数 料 
販売会社が別に定める率 

〈上限〉2.2％（税抜 2.0％） 

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、
取引執行等の対価です。 

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 
 料率等 費用の内容 

運 用 管 理 費 用 
（ 信 託 報 酬 ） 

年率 1.0175％ 
（税抜 0.925％） 

運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対
して左記の率を乗じて得た額とします。 

 
 

投資対象とする 
投 資 信 託 証 券 

 投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。 

年率 0.66％程度 
（ 低報酬額が定められているため、純資産総額によっては、上回る場合があります。） 

実質的に負担する 
運 用 管 理 費 用 

 

年率 1.6775％（税込）程度（純資産総額によっては、上回る場合があります。） 

そ の 他 の 費 用 ・ 
手 数 料 

（注） 
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ
プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合
の費用等を信託財産でご負担いただきます。 
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URL https://www.daiwa-am.co.jp/   お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

当資料のお取扱いにおけるご注意
当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和アセットマネジメント株式会
社が作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」
の内容を必ずご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、
投資元本が保証されているものではありません。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は異なります。
投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
せん。証券会社以外でご購⼊いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から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。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を⽰唆・保証するもの
ではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許
諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投
資成果を⽰すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されること
があります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものでは
ありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業
の推奨を⽬的とするものではありません。また、ファンドに今後組み⼊れることを、⽰唆・保証する
ものではありません。
分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するも
のではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。
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2021年12月30日　現在

日本証券業
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

株式会社愛媛銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第6号 ○  

株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第117号 ○ ○  

株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第12号 ○ ○  

株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第6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 ○ ○ ○ 

ＯＫＢ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第191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 ○  

世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）　取扱い販売会社

販売会社名　（業態別、５０音順）

（金融商品取引業者名）
登録番号

加入協会

一般社団法人
日本投資

顧問業協会

 
上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販
売会社にご確認ください。 10/10




