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注目を集める「ロボティクス」

■ポートフォリオの構築にあたっては、日興アセットマネジメント独自の調査力を活用して、
銘柄の選定や投資比率の決定を行ないます。

（2016年6月末現在）

※上記はイメージ図です。

■現在、IoT（「モノのインターネット」化）によって収集・蓄積した膨大な量のデータを、AI（人工知能）が解析・
処理し、現場で活用するという産業システムの革新が進行しつつあります。

IoTやAIの活用によって飛躍的な進化を遂げる、ロボティクス関連事業

あらゆる“モノ”を
インターネットにつなぐことで、
膨大な量のデータを収集

人間と同じように学び、考え、
ロボットなどの頭脳となる

ロボティクス

考える
（知能系）

感じる
（センサー系）

動く
（駆動系）

人間の脳が行なう知的な作業
を、コンピュータで模倣した
ソフトウェアやシステム

AI：人工知能ビッグデータ

従来はパソコンやサーバーなどの
IT（情報技術）関連機器に接続されて
いたインターネットを、それ以外の
様々な“モノ”にも接続する技術

IoT：「モノのインターネット」化 ロボットなど

で、
集

ロロボボテボテ

考考
（知知（知（知知ーーなどどののな

続続されれさ てて
れ以以外以外のの

ット」化

DATA

■今後の成長が期待されるロボティクス関連企業の株式を中心に投資を行なうことにより、
中長期的な信託財産の成長をめざします。

■産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術である
AI（人工知能）やセンサーなどの開発に携わる企業や、ロボティクス関連技術を活用する
企業にも投資を行ないます。

■今後のロボティクス関連市場の拡大によって、より大きな成長が期待される中小型株式や
新興企業の株式も投資対象とします。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。
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日本の株式の中から、主にロボティクス関連企業の株式に投資を
行ないます。

銘柄選定は、日興アセットマネジメントが徹底した調査に基づいて
行ないます。

■1年決算型は、毎年1月24日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
■年2回決算型は、毎年1月24日、7月24日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により
分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

33
（１年決算型）　年１回、決算を行ないます。
（年２回決算型）年２回、決算を行ないます。基準価額水準が1万円
　　　　　　　（1万口当たり）を超えている場合には、分配対象額の
　　　　　　　範囲内で積極的に分配を行ないます。

ファンドの特色
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※上記はイメージ図です。

拡大するロボット需要

●労働力の減少

●介護需要の増大

需要面

先進国の
少子高齢化に伴なう
労働補完の必要性

●賃金上昇に伴なう
労働コストの増大

新興国の
高成長を背景とした
労働効率化の必要性

●需要拡大による
生産力増強の
必要性

部品価格の下落と技術進歩

●資金が限られる
新興企業も開発

　に参入
●身近なものにも
ロボット技術を
　導入可能に

供給面

スマートフォンの
普及等に伴なう
部品価格の下落

●世界の様々な
　課題に対して
　柔軟に対応可能に

テクノロジーの
進歩による
新たな可能性

●AI（人工知能）の
　活用でロボットに
　知能を

力強い成長が期待される
ロボティクス関連企業
力強い成長が期待される
ロボティクス関連企業

活躍の場が拡がるロボティクス関連技術

加速度的な成長が期待される世界のロボット業界

■ロボット業界は、少子高齢化や労働コストの増大などを背景とした需要面と、部品価格の下落や技術の進歩
を背景とした供給面からの後押しを受けて、新たな市場を切り開く成長産業として注目が集まっています。

※上記は例であり、写真および図はイメージです。また、関連企業の当ファンドへの組入れを約束するものではありません。

労働分野

ロボットが労働力の代替となり、
日本の産業界を支える

労働力の不足から、産業用
ロボットの果たす役割は
これまで以上に大きくな
ると予想されます。また、
工場の自動化が進む新興
国への輸出増加も見込
まれます。

危険分野

ロボットが
人の代替として活躍

災害対応や、人の立ち入り
が困難な場所でのインフ
ラ整備などにおいて、無人
システム型ロボットが導入
されており、今後も需要の
拡大が見込まれています。

介護・医療分野

高齢化問題への対応や、
医療の発展をサポート

厚生労働省などが介護
ロボットの開発・導入支援を
行なっており、新たな市場
の創出が期待されています。
また、医療分野では、技術
革新により、医療技術の
飛躍的な進歩につながって
います。

ＩｏＴ、ＡＩ分野

IoTとAIが産業構造の
変革をもたらす

あらゆるモノがインター
ネットにつながり、膨大な
データを活用することで、
産業構造が大きく変わる
とともに、サービスや安全
性の向上、業務の効率化
などが期待されます。
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急速な少子高齢化に伴ない、日本では生産性の向上が急務

ロボティクスによる課題解決が日本の成長戦略に

Society5.0の実現に向けた戦略的な取組み

【日本の生産年齢人口の推移】
（1980年～2050年予想）

1980年 1995年 2010年 2025年 2040年

9,0009,000

8,000

7,000

6,000

5,000

（万人）

【生産年齢人口の変化率予想】
（2020年と2050年の比較）

日本
▲27％

先進国
▲11％

■日本では、平均寿命の伸びや、出生率の低下などから、先進国の中でも急速に少子高齢化が進んでおり、国を
挙げての対策が求められています。

出所： 国連「World Population Prospects 2022」
※生産年齢人口は15～64歳としています。

■「未来投資戦略2018」では、あらゆる産業や社会生活に第4次産業革命＊のイノベーションを取り入れる
「Society（ソサエティ）5.0」の実現と「データ駆動型社会」への変革がメインテーマとなっています。

＊IoTやAI、ロボットなどを活用して産業活動を自動化・効率化すること。

内閣府、首相官邸などの情報をもとに日興アセットマネジメントが作成

重点分野の例

世界で「デジタル革命」が進行する中、日本の持つ強みを活かした重点分野とフラッグシップ・プロジェクトを選定。

次世代モビリティ･システムの構築 次世代ヘルスケア･システムの構築 農林水産業のスマート化

※写真はイメージです。また、関連企業の当ファンドへの組入れを約束するものではありません。

生産年齢人口の減少による
労働力の減少

生産者の高齢化による
生産性の低下

高齢者人口の増加による
介護・医療負担の増加

など

少子高齢化に伴なう主な課題

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

日本は先進国の中でも急速に少子高齢化が進む

予想
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急速な拡大が期待される日本のロボティクス関連市場

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

国内AI市場は運輸を中心に飛躍的な成長が予想される急拡大が見込まれる日本のロボット市場

【日本のロボット市場規模（国内生産量）の予想】
（2015年予想～2035年予想）

2020年 2025年 2035年2015年

10

8

６

４

２

0

（兆円）

出所：NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）

サービス分野
農林水産分野
ロボットテクノロジー製品分野
製造分野

【人工知能関連産業の国内市場規模予想】
（2015年予想～2030年予想）

2020年 2030年2015年

100

80

６0

４0

２0

0

（兆円）

出所：EY総合研究所

その他
運輸分野
金融・保険分野
卸売・小売分野
建設・土木分野
製造分野

■日本が抱える社会の構造的な問題に対し、ロボティクス関連技術を活用した早急な取り組みが必要と
されており、今後日本のロボティクス関連市場は急速に拡大するものとみられます。
■世界で最も深刻な少子高齢化に直面する日本では、ロボティクス関連技術のさらなる発展や関連事業の
裾野の拡がりなどが期待されます。

ロボティクス関連分野における日本企業の優位性

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

2016年 2017年 2020年 2021年2019年2018年
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【産業用ロボット出荷台数の推移】
（2016年～2021年）（万台）

2019年2017年 2018年 2022年
（予想）

2021年
（見込み）

2020年
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（兆円）
【電子部品の世界生産額】
（2017年～2022年予想）

日本（輸出）
日本（国内出荷）
世界全体

■日本はこれまで、高い技術力によって世界の産業用ロボット市場をリードしてきました。
■ロボティクス関連技術の活躍の場やニーズが日々変化・多様化するなか、独自の差別化された技術やブランド力
といった国際的な競争力を日本企業は維持していると考えられます。

世界市場で存在感を示す日本の産業用ロボット 電子部品でも高い競争力を維持

出所：日本ロボット工業会、IFR and national robot associations ※日系企業は、海外生産分を含む。
出所：JEITA（電子情報技術産業協会）「電子情報産業の世界生産見通し」

海外企業 　　日系企業

日系企業のシェア
約34％



トピックス：日本の「働き方改革」とロボティクス関連技術

【ご参考】 参考指数＊の推移について

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

日本のロボティクス関連企業は、今後も拡大が予想される世界の莫大な需要を取り込むと
みられ、また社会の構造問題に向き合う先駆者として、引き続き高い優位性を発揮するものと
考えられます。当ファンドではこうしたロボティクス関連企業に注目します。

参考指数と日本株式の推移（配当込み）

05年12月 08年12月 11年12月 14年12月 20年12月17年12月

400

300

200

100

0

（2005年12月末～2023年2月末）
＊当ファンドの参考指数である「ROBO Japan 
Robotics and Automation UCITS指数」は、
ロボットに関連する事業や開発を行なう日本企業
の株価を基にして算出・公表される指数です。
当該指数を構成する銘柄は、当ファンドが投資
対象とする「ロボティクス関連企業」と同一のもの
ではありません。また、当該指数は、当ファンドが
投資対象とする「ロボティクス関連企業」全体の
株価の動きを表すものではありません。
参考指数：ROBO Japan Robot i c s and  

Automation UCITS指数
日本株式：TOPIX（東証株価指数）
※上記はいずれも当ファンドのベンチマークでは
ありません。
※信頼できると判断した情報をもとに日興アセット
マネジメントが作成※グラフ起点を100として指数化

2017年3月に政府が取りまとめた「働き方改革」の重要テーマである、長時間労働の是正や生産性の向上を
実現する手段として、さまざまなロボティクス関連技術の活用が期待されています。

【働き方改革の影響が期待されるロボティクス関連技術の例】

※上記は例であり、写真はイメージです。また、関連企業の当ファンドへの組入れを約束するものではありません。

労働時間の管理
適切な勤怠管理に向けた
システムの導入が進む

長時間労働の是正に向け、
勤怠管理などのシステム導入
が急速に進むと期待されます。

柔軟な働き方の導入
ICT（情報通信技術）を活用
した柔軟な働き方

テレワーク（在宅勤務）の導入
に際し、リモートアクセスや
認証セキュリティ製品などの
需要が高まるとみられます。

物流現場の作業効率化
拡大する物流市場に対し
ソリューションの見直しが急務

Eコマース市場の成長を背景
に、自動ピッキングシステム
の導入や、物流ソリューション
の見直しが進むとみられます。

建設業の人手不足対応
人の代替としての
ロボット活用が進む

人手不足が深刻化する建設
業界では、ドローンによる無人
測量や建機の自動化などが
進められています。

参考指数
日本株式
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※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません

（2016年1月29日（設定日）～2023年2月28日）

※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、分配金は税引前の1万口当たりの値です。
※税引前分配金再投資ベースとは、分配金（税引前）を再投資したものとして算出した理論上のものである点にご留意ください。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

基準価額
（税引前分配金再投資ベース：左軸）

基準価額（税引前分配金控除後：左軸）

基準価額（税引前分配金
控除後：左軸）

基準価額と純資産総額の推移

基準価額、純資産総額、分配金は2023年2月28日現在の情報です。

2017年1月

0円

2018年1月

0円

2019年1月

0円

2020年1月

0円

2022年1月

0円

2023年1月

0円

2021年1月

0円

設定来合計額

0円

分配金
実績

2016年7月

1,000円

2017年1月

1,000円

2017年7月

150円

2018年1月

300円

2020年1月

1,500円

2021年1月

0円

2022年1月

0円 0円

2022年7月 2023年1月

200円

2021年7月

250円

2020年7月

2,300円

設定来合計額

6,700円

分配金
実績 0円

2018年7月

0円

2019年1月

0円

2019年7月

＜基準価額＞
15,823円
税引前分配金
控除後

＜純資産総額＞
387億円

＜基準価額＞
15,797円
税引前分配金
再投資ベース

8,717円
税引前分配金
控除後

＜純資産総額＞
114億円

1年決算型20,000

18,000

22,000

16,000

14,000

12,000

8,000

6,000

10,000 (億円)
1,250
1,000
750
500
250
0

2016年1月 2017年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月2018年1月

(円)

年2回決算型

22,000

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

8,000

6,000

10,000
(億円)
400

200
100

300

0
2016年1月 2017年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月2018年1月

(円)

純資産総額（右軸）

純資産総額（右軸）

基準価額（税引前分配金控除後：左軸）

1年決算型

基準価額
（税引前分配金再投資ベース：左軸）

年2回決算型

基準価額（税引前分配金
控除後：左軸）
基準価額（税引前分配金
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キーエンス

ソニーグループ

日立製作所

村田製作所

野村総合研究所

ルネサスエレクトロニクス

オリンパス

ネットワンシステムズ

アドバンテスト

トレンドマイクロ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

情報・通信業

電気機器

精密機器

情報・通信業

電気機器

情報・通信業

143,225

144,141

64,633

49,469

18,585

34,547

29,498

2,589

20,705

9,025

5.90%

5.72%

3.59%

3.52%

3.47%

3.36%

3.08%

3.05%

3.03%

2.95%

銘柄 業種 時価総額（億円） 比率

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

※上記はマザーファンドの状況であり、比率は純資産総額比です。
※業種は東証33業種分類にて表示しています。
※時価総額は個別銘柄の時価総額です。
※「組入上位10銘柄」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。

組入上位10銘柄（組入銘柄数：54銘柄）

ポートフォリオの概要

業種別構成比 時価総額別構成比

電気機器
41.5%

サービス業
7.7%

情報・通信業
30.8%

輸送用機器 4.1%
精密機器 3.4%

現金その他
3.1%

卸売業 1.3% 2,000億円
未満
13.6%

1兆円以上
66.6%

2,000億円
以上

5,000億円
未満
6.2%

5,000億円以上
1兆円未満
10.6%

現金その他
3.1%

機械 8.2%

※端数処理の関係で合計が100％とならない場合があります。

（2023年2月末現在）
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お申込みに際しての留意事項①

投資者の皆様の投資元金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
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務
状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建
資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】
・株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、
株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向が
あり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。

【流動性リスク】
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の
大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおり
に売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その
結果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて市場規模や取引量が少ない
ため、流動性リスクが高いと考えられます。

【信用リスク】
・投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な
損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式など
の価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする
要因となります。

【為替変動リスク】
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

※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。

【有価証券の貸付などにおけるリスク】
・有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付
契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被る
リスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を
用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達
コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンド
に損害が発生する恐れがあります。

リスク情報
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●当資料は、投資者の皆様に「ジャパン・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」への
ご理解を高めていただくことを目的として日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

●当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。

●投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構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。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの
対象とはなりません。

●分配金は、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運用収益を超えて支払われる場合があります。
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。

●投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、
投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、
お客様ご自身でご判断ください。

その他の留意事項

お申込みに際しての留意事項②
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お申込みメモ
●商品分類 追加型投信／国内／株式
●購入単位 1万円以上1円単位
●購入価額 購入申込受付日の基準価額
●信託期間 2026年1月26日まで（2016年1月29日設定）
●決算日 【1年決算型】毎年1月24日（休業日の場合は翌営業日）

【年2回決算型】毎年1月24日、7月24日（休業日の場合は翌営業日）
●収益分配 【1年決算型】毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。

ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
【年2回決算型】毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
基準価額水準が1万円（1万口当たり）を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行ないます。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

●換金価額 換金申込受付日の基準価額
●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。
●課税関係 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。

※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
※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。
※配当控除の適用があります。
※益金不算入制度は適用されません。

委託会社、その他関係法人
●委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
●受託会社 三井住友信託銀行株式会社
●販売会社 販売会社については下記にお問い合わせください。

日興アセットマネジメント株式会社
〔ホームページ〕www.nikkoam.com/
〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）

手数料等の概要

＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
●運用管理費用（信託報酬） ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.705％（税抜1.55％）
●その他の費用・手数料 目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、

監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を
通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の
貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税抜0.5）を乗じて得た額）などがその都度、
信託財産から支払われます。
※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞
●購入時手数料 三井住友信託銀行における購入時手数料率は、お申込金額に応じて、以下のように変わります。

1,000万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3.3％（税抜3.0％）
1,000万円以上1億円未満・・・・・・・・2.75％（税抜2.5％）
1億円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.2％（税抜2.0％）
※分配金再投資コースの場合、収益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。

●換金手数料 ありません。
●信託財産留保額 ありません。
●スイッチング手数料 ありません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示
することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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