
２０２０年６月 今月のトピック 

2020年6月24日作成 

『投信ランキング～コロナショック編～ （速報） 』 
                 アナリスト 瀬山 太郎  



2 

コロナショック前後において際立ったリターンとなったファンドを確認する。 

『ポイント』 
l 新型コロナウィルスの影響により金融市場が大きく変動した4ヵ月間（2月～5月）につ

いて、以下の視点でランキングを行い、上位ファンドを抽出した。 
 ・最も下落の大きかったファンド、小さかったファンド 
 ・下落からの戻りが大きかったファンド 
 ・4ヵ月間で最も上昇したファンド 
 
l 国内債券や先進国債券などの比較的ディフェンシブな資産に投資するファンドでは、保

有する債券種別の違いによってリターンの格差が大きいことが確認された。 
 
l 一方で、リスク性資産や複合資産などでは、独自の商品性によって際立った上昇（下

落）となったファンドも多くみられた。 
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国内債券 
先進国債券 

国内株式 
先進国株式 
新興国株式 

国内ＲＥＩＴ 
外国ＲＥＩＴ 
新興国債券 

ハイイールド債券 

複合資産 
その他 

①ディフェンシブ
資産 ②リスク性資産 ③複合資産ほか 

※対象ファンドは、ＥＴＦ、ＤＣ専用、ＳＭＡ専用、公社債投信、単位型、ブルベア型、通貨選択型、コモディティ等を除く公募投信 

※分配コース違いや実質的な投資対象が同一のファンドは残高の大きい方、ヘッジ有無違いは順位の高い方のみを抽出 

分析方法（１） 



4 

※例示は「ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド」 
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1月末から最も下落した
日までのリターン 

戻り 
最大下落率の絶対値＋ネッ
トリターン 

ネットリターン 
1月末から5月末のリターン 

分析方法（２） 
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ファンド名 運用会社名 カテゴリ 最大下落率 戻り ネット 
リターン 

パインブリッジ米国優先証券ファンド（ラストリゾート（最後の楽
園）） パインブリッジ 先進国債券 -26.8% 20.6% -6.2% 

パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし） パインブリッジ 先進国債券 -26.4% 18.7% -7.7% 

グローバルＣｏＣｏ債ファンド円ヘッジコース 日興 先進国債券 -22.9% 18.7% -4.2% 

欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 三井住友ＤＳ 先進国債券 -22.8% 10.7% -12.1% 

ノルディック社債ファンド為替ヘッジなし 野村 先進国債券 -22.0% 9.0% -13.0% 

          

ダイワ米国国債ファンド－ラダー１０－（為替ヘッジあり） 大和 先進国債券 -0.4% 4.4% 3.9% 

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド（円パワーズ） ＡＭ-Ｏｎｅ 国内債券 -0.3% 1.0% 0.8% 

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド（円クルーズ） ＡＭ-Ｏｎｅ 先進国債券 -0.2% 1.8% 1.6% 

リビング・アース戦略ファンド（年２回決算コース） Ｔ＆Ｄ 先進国債券 -0.1% 0.5% 0.4% 

日本公共債ファンド２０２０（ふるさと紀行） 日興 国内債券 -0.1% 0.0% -0.1% 

①ディフェンシブ資産（１） 
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ファンド名 運用会社名 カテゴリ 最大下落率 戻り ネット 
リターン 

パインブリッジ米国優先証券ファンド（ラストリゾート（最後の楽
園）） パインブリッジ 先進国債券 -26.8% 20.6% -6.2% 

パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり） パインブリッジ 先進国債券 -25.5% 19.1% -6.4% 

グローバルＣｏＣｏ債ファンド円ヘッジコース 日興 先進国債券 -22.9% 18.7% -4.2% 
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッ
ジあり＞（毎月決算型）（世界のいしずえ） 三菱ＵＦＪ国際 先進国債券 -17.7% 15.2% -2.4% 

野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村 先進国債券 -17.1% 15.0% -2.1% 

①ディフェンシブ資産（２） 
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ファンド名 運用会社名 カテゴリ 最大下落率 戻り ネット 
リターン 

ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあ
り）－ＵＳトライアングル－ 大和 先進国債券 -0.5% 6.9% 6.4% 

米国国債ファンド為替ヘッジあり（年１回決算型） 大和 先進国債券 -0.6% 6.5% 5.8% 
三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（花こよ
み） 三菱ＵＦＪ国際 先進国債券 -2.3% 7.0% 4.7% 

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型 ＡＭ-Ｏｎｅ 先進国債券 -4.0% 8.3% 4.2% 

三菱ＵＦＪ米国債券オープン（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際 先進国債券 -1.0% 5.2% 4.1% 

①ディフェンシブ資産（３） 
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ファンド名 運用会社名 カテゴリ 最大下落率 戻り ネット 
リターン 

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（エネ
ルギー・ラッシュ） 三菱ＵＦＪ国際 先進国株式 -64.0% 38.1% -26.0% 

米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）（ＴＨ
Ｅ ＭＬＰ Ｂ） ドイチェ 先進国株式 -63.7% 32.9% -30.9% 

米国エネルギー・ハイインカム・ファンド（エネハイ） リクソー 先進国株式 -62.4% 32.2% -30.2% 
米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（エネ
ルギーレボリューション） 野村 先進国株式 -61.4% 34.9% -26.5% 

インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型） 日興 先進国株式 -58.6% 34.0% -24.5% 

          
ＢＮＹメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（風神雷
神） ＢＮＹメロン 国内株式 -5.0% 18.8% 13.8% 

ＢＮＹメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（臨機応変） ＢＮＹメロン 国内株式 -4.3% 13.4% 9.1% 

中国人民元ソブリンオープン（夢元） 岡三 新興国債券 -4.1% 1.5% -2.6% 

ＢＮＹメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（亜米利加） ＢＮＹメロン 先進国株式 -3.1% 8.5% 5.4% 

テトラ・エクイティ 三井住友ＤＳ 先進国株式 -1.6% 35.4% 33.7% 

②リスク性資産（１） 
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ファンド名 運用会社名 カデゴリ 最大下落率 戻り ネット 
リターン 

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド ＡＭ-Ｏｎｅ 国内株式 -27.6% 54.0% 26.4% 
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・
フューチャー） 日興 先進国株式 -34.5% 48.0% 13.5% 

厳選ジャパン ＡＭ-Ｏｎｅ 国内株式 -33.7% 47.2% 13.5% 
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成
長型） 三菱ＵＦＪ国際 先進国株式 -35.2% 46.7% 11.4% 

企業価値成長小型株ファンド（眼力） ＡＭ-Ｏｎｅ 国内株式 -29.6% 44.7% 15.1% 

②リスク性資産（２） 



12 

ファンド名 運用会社名 カテゴリ 最大下落率 戻り ネット 
リターン 

テトラ・エクイティ 三井住友ＤＳ 先進国株式 -1.6% 35.4% 33.7% 

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド ＡＭ-Ｏｎｅ 国内株式 -27.6% 54.0% 26.4% 

ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース ブラックロック・
ジャパン 先進国株式 -21.4% 44.6% 23.2% 

グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型） 日興 先進国株式 -24.8% 43.6% 18.9% 

世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド 三井住友トラスト 先進国株式 -24.7% 43.1% 18.3% 

②リスク性資産（３） 
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ファンド名 運用会社名 カテゴリ 最大下落率 戻り ネット 
リターン 

ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 大和 複合資産 -48.0% 23.7% -24.3% 

ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型） ＢＮＰパリバ 複合資産 -39.4% 10.2% -29.1% 

エマージング・プラス・成長戦略コース 日興 複合資産 -36.9% 13.0% -23.9% 

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜ヘッジなし＞ ＡＭ-Ｏｎｅ 複合資産 -36.1% 22.7% -13.4% 

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興 複合資産 -35.0% 21.4% -13.6% 

          

スパークス・ベスト・ピック・ファンド（ヘッジ型） スパークス その他 -0.8% 6.5% 5.6% 

ＭＨＡＭライフナビゲーション２０２０（ライフナビ２０２０） ＡＭ-Ｏｎｅ 複合資産 -0.7% 0.1% -0.6% 

マクロ・トータル・リターン・ファンド 三菱ＵＦＪ国際 その他 -0.3% 2.6% 2.2% 

ほくよう資産形成応援ファンド（ほくよう未来への翼） ちばぎん 複合資産 -0.3% 1.2% 0.9% 

あい・パワーファンド（ｉパワー） あいグローバル その他 -0.0% 1.3% 1.3% 

③複合資産ほか（１） 
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ファンド名 運用会社名 カテゴリ 最大下落率 戻り ネット 
リターン 

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０） 楽天 複合資産 -21.0% 25.5% 4.5% 

ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 大和 複合資産 -47.3% 25.3% -22.0% 

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ＡＭ-Ｏｎｅ 複合資産 -36.1% 22.7% -13.4% 

米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）（ＵＳブレイン５） 三井住友ＤＳ その他 -13.5% 21.7% 8.2% 

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興 複合資産 -35.0% 21.4% -13.6% 

③複合資産ほか（２） 
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ファンド名 運用会社名 カテゴリ 最大下落率 戻り ネット 
リターン 

米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）（ＵＳブレイン５） 三井住友ＤＳ その他 -13.5% 21.7% 8.2% 

スパークス・ベスト・ピック・ファンド（ヘッジ型） スパークス その他 -0.8% 6.5% 5.6% 

日本株ロングショート戦略ファンド（いつつぼし） ファイブスター その他 -13.6% 19.1% 5.5% 

米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）（ＵＳブレイン３） 三井住友ＤＳ その他 -8.5% 13.2% 4.8% 

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０） 楽天 複合資産 -21.0% 25.5% 4.5% 

③複合資産ほか（３） 
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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 

瀬山・標（しめぎ）・木村・碇 

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 

l 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。 

l 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。 

l 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。  

l 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。 

l 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。   

l 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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