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コロナショックにおける投信市場の資金流出入動向を確認する。 

『ポイント』 
 2019年に年間で流出超となった投信市場の資金流出入は、2020年以降回復傾向にあり、

2020年3月の月間流出入額は約4,700億円の流入超と1年5ヵ月ぶりの水準となった。 
 

 株式ファンドを中心に資金が流入したが、コロナショックによる相場の下落局面を捉え
た押し目買いによる資金流入が中心となっている。 
 

 コロナショックにおいては複合資産型ファンドでもパフォーマンスが悪化しており、低
リスクのファンドでは投資初心者などを中心に解約も発生した。 
 

 低リスクのファンドの一部では相応に下落率を抑制したファンドもみられ、パフォーマ
ンスの良し悪しは異なる結果となった。 
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図１：投信市場の資金流出入額推移（過去２年・月次） 
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※分析対象ファンドは、ＥＴＦ、ＤＣ専用、ＳＭＡ専用、公社債投信等を除く公募投信 
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図２：投信市場の資金流出入額推移（過去6ヵ月・週次） 
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表１：流入上位ファンド 

順位 ファンド名 投信会社 分類 設定日 

流出入額 
2020/3 

（百万円） 

1 
ＧＳ社債／国際分散投資戦略ファンド
２０２０－０３ 

ＡＭ－ 
Ｏｎｅ 

外国債券型 2020/3/19 37,145  

2 ＴＲプライス米国成長株式ファンド 
Ｔロウ 
プライス 

外国株式型 2019/12/27 32,417  

3 日経２２５ノーロードオープン 
ＡＭ－ 
Ｏｎｅ 

国内株式型 1998/8/21 29,636  

4 
シティグループ社債／円建て償還時
ターゲットＦ２０２０－０３ 

三井住友 
ＤＳ 

外国債券型 2020/3/2 28,250  

5 次世代通信関連世界株式戦略ファンド 
三井住友 
トラスト 

外国株式型 2017/12/15 22,789  

6 ＧＳ・ネットウィン Ｂ Ｇ Ｓ 外国株式型 1999/11/29 22,748  

7 
りそな・リスクコントロールファンド
２０２０－０３ 

りそな 
ＡＭ 

複合資産型 2020/3/31 22,474  

8 
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ
＆Ｐ５００） 

三菱ＵＦＪ 
国際 

外国株式型 2018/7/3 20,105  

9 日興・インデックスファンド２２５ 日 興 国内株式型 1988/6/17 15,863  

10 楽天日本株４．３倍ブル 楽 天 その他 2015/10/7 15,662  

順位 ファンド名 投信会社 分類 設定日 

流出入額 
2020/3 

（百万円） 

1 ＳＢＩ日本株３．７ベアⅢ ＳＢＩ その他 2018/5/9 -13,097  

2 アムンディ・ダブルウォッチ アムンディ 複合資産型 2016/1/29 -13,037  

3 東京海上・円資産バランスＦ（毎月） 東京海上 複合資産型 2012/11/9 -11,276  

4 中国人民元ソブリンオープン 岡 三 
エマージン
グ債券型 

2018/10/12 -8,843  

5 
ラサール・グローバルＲＥＩＴファン
ド（毎月分配型） 

日 興 
不動産投信
型 

2004/3/26 -7,792  

6 
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略
ファンド Ａ 

野 村 外国債券型 2016/4/22 -7,630  

7 
ＢＮＹメロン・米国株式ダイナミック
戦略ファンド 

ＢＮＹメロ
ン 

外国株式型 2018/5/17 -6,972  

8 野村インド株投資 野 村 
エマージン
グ株式型 

2005/6/22 -6,846  

9 
深セン・イノベーション株式ファンド
（１年決算型） 

日 興 
エマージン
グ株式型 

2017/11/30 -6,391  

10 
ＳＭＢＣ・アムンディプロテクト＆ス
イッチファンド 

アムンディ 複合資産型 2017/7/28 -6,164  

表２：流出上位ファンド 
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【照会先】 

三菱アセット・ブレインズ株式会社 

アナリストグループ 

標（しめぎ）・澤井 

03-6721-1039 

analyst@mab.co.jp 

〒107-0062 

東京都港区南青山1丁目1番1号 新青山ビル西館8階 

TEL：03-6721-1010 FAX：03-6721-1020 

URL https://www.mab.jp/ 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1085号 

                            助言・代理業、投資運用業 

加入協会名 一般社団法人 日本投資顧問業協会 

 本レポートに関する著作権、知的財産権等一切の権利は三菱ア

セット・ブレインズ株式会社（以下、ＭＡＢ）に帰属し、許可なく複製、

転載、引用することを禁じます。 

 本レポートは、ＭＡＢが信頼できると判断した情報源から入手した

本レポート作成基準日現在における情報をもとに作成しておりま

すが、当該情報の真実性・正確性をＭＡＢにて調査・確認したもの

ではなく保証するものではありません。 

 ＭＡＢは、本レポートの利用に関連して発生した一切の損害につ

いて何らの責任も負いません。  

 本レポート中のグラフ・数値等は、あくまでも本レポート作成基準

日までの過去の実績を示すものであり、将来の運用成果を保証す

るものではありません。 

 本レポートは、情報提供を目的としたものであり、投資信託の勧誘

のために作成されたものではありません。   

 MAB投信指数「MAB-FPI」（以下、本指数）に関する著作権、知的

財産権等一切の権利はＭＡＢに帰属し、許可なく複製、転載、引

用することを禁じます。また、本指数を商業的に利用する場合には

ＭＡＢの利用許諾が必要です。  
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