
（注）�騰落率は分配金（税込）を分配時に再投資したものとみ
なして計算したものです。

当期末
基 準 価 額 13,489円
純 資 産 総 額 441百万円
騰 落 率 △1.4％
分 配 金 合 計 0円

楽天ボラティリティ・ファンド
（毎月分配型）／（資産成長型）
＜愛称：楽天ボルティ＞

追加型投信/内外/資産複合/特殊型

交付運用報告書
（毎月分配型）

受益者の皆様へ
　平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御
礼申し上げます。
　さて、当ファンドは、このたび上記決算を行
いました。当ファンドは、主として楽天ボラテ
ィリティ・ファンド（適格機関投資家専用）への
投資を通じて、ボラティリティ関連資産への実
質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指
して運用を行いました。ここに当期間の運用状
況につきまして、ご報告申し上げます。
　今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願
い申し上げます。

資産成長型

当作成期末
基 準 価 額 5,520円
純 資 産 総 額 496百万円
騰 落 率 △1.6％
分 配 金 合 計 180円

毎月分配型

第97期（決算日 2022年 5 月12日）第100期（決算日 2022年 8 月12日）
第98期（決算日 2022年 6 月13日）第101期（決算日 2022年 9 月12日）
第99期（決算日 2022年 7 月12日）第102期（決算日 2022年10月12日）

（作成対象期間 2022年4月13日～2022年10月12日）

（資産成長型）
第17期（決算日 2022年10月12日）

（作成対象期間 2022年4月13日～2022年10月12日）

○�交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重
要なものを記載した書面です。その他の内容については、
運用報告書（全体版）に記載しております。
○�当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）
に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定
めております。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ホームページアドレスにアクセス
⇒「基準価額一覧」から当該ファンドを選択
⇒�「運用報告書（全体版）」を選択し、閲覧およびダウン
ロード

○�運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交
付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問
い合わせください。

楽天投信投資顧問株式会社
https://www.rakuten-toushin.co.jp/

東京都港区南青山二丁目6番21号
本資料(交付運用報告書)の記載内容のお問い合わせ先
TEL：03－6432－7746
受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで
※�お客様のお取引内容等につきましては販売会社に
お問い合わせください。
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）
運用経過の説明

第 97 期首：5,793円
第102期末：5,520円（既払分配金180円）
騰 落 率：△1.6%（分配金再投資ベース）

（注1）�分配金再投資基準価額は、分配金（税込）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質
的なパフォーマンスを示すものです。

（注2）�分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額によ
り課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注3）�分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

1 基準価額等の推移

　当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、主要投資先である楽天ボラティリティ・ファンド（適
格機関投資家専用）（以下、「主要投資先ファンド」といいます。）の基準価額変動があげられます。主要投資
先ファンドは、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品への投資を行います。主要投資先ファンド
の基準価額の変動要因としては、実質的な最終投資対象であるVIX先物およびVIX先物の原資産である
VIXの値動きが主要な要素となります。
　当作成期は、米国株式市場が大きく調整するなか、VIXの値動きは不安定な推移が続きました。主要
投資先ファンドにおいては、期初より、相場環境の変化に応じて保有量を段階的に変化させながらVIX
先物の売り持ちを構築し、期末にかけてはVIX先物の買い持ちに切り替えました。こうした運営のもと、
期後半に収益を積み重ね、期末にかけてのVIX先物の買い持ちでも収益を確保したものの、期前半の
VIXの大幅上昇の局面で被った損失を回復するには至らず、基準価額は前作成期末比下落しました。（分
配金再投資ベース）

2 基準価額の主な変動要因

（円） （百万円）

2022/4/12 10/129/128/127/126/135/12
0

500

1,000

1,500

2,000

4,500

5,000

6,000

5,500

6,500
純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

1
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楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）

1 基準価額等の推移

運用経過の説明

（円） （百万円）

0

500

1,000

2,000

8,000

10,000

12,000

1,50014,000

16,000

2022/4/12 10/12

純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

期　首：13,684円
期　末：13,489円（既払分配金0円）
騰落率：△1.4%（分配金再投資ベース）

（注1）�分配金再投資基準価額は、分配金（税込）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質
的なパフォーマンスを示すものです。

（注2）�分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額によ
り課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注3）�分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

　当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、主要投資先ファンドの基準価額変動があげられます。
主要投資先ファンドは、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品への投資を行います。主要投資先
ファンドの基準価額の変動要因としては、実質的な最終投資対象であるVIX先物およびVIX先物の原資
産であるVIXの値動きが主要な要素となります。
　当期は、米国株式市場が大きく調整するなか、VIXの値動きは不安定な推移が続きました。主要投資
先ファンドにおいては、期初より、相場環境の変化に応じて保有量を段階的に変化させながらVIX先物
の売り持ちを構築し、期末にかけてはVIX先物の買い持ちに切り替えました。こうした運営のもと、期
後半に収益を積み重ね、期末にかけてのVIX先物の買い持ちでも収益を確保したものの、期前半のVIX
の大幅上昇の局面で被った損失を回復するには至らず、基準価額は前期末比下落しました。（分配金再投
資ベース）

2 基準価額の主な変動要因

2
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）

項　　　目

当作成期

項　目　の　概　要2022年4月13日～2022年10月12日

金額 比率
（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）

（受託会社）

28円

（9）
  

（18）
  

（1）  

0.513％ 

（0.165）
  

（0.331）
  

（0.017）  

（a） 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
※期中の平均基準価額は5,515円です。

・委託した資金の運用の対価

・ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価

・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
（b）売買委託手数料 － － （b）売買委託手数料＝ 期中の売買委託手数料

期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に
支払う手数料

（c）有価証券取引税 － － （c）有価証券取引税＝ 期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に
関する税金

（d）その他費用

（保管費用）

（監査費用）

（印刷費用）

（その他）

7
  

（0）
  

（0）
  

（6） 
 

（0）  

0.118  

（0.001）
  

（0.008） 
 

（0.109） 
 

（0.000）  

（d）その他費用＝ 期中のその他費用
期中の平均受益権口数

・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券
等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

・ 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る
費用

・ 印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等
の作成、印刷および提出等に係る費用

・ その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その
他投資信託財産の運営にかかる費用等

合　　　計 35  0.631  
（注1）�期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法に

より算出した結果です。
（注2）�各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）�各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注4）�各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の直

近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示する
こととしております。

3 1万口当たりの費用明細

3
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）
■（参考情報）総経費率
　当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有
価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除し
た総経費率（年率）は1.41%です。

運用管理費用
（投信会社）
0.33%

このファンド
1.26%

運用管理費用
（販売会社）
0.66%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

その他費用
0.24%

運用管理費用以外
0.10%運用管理費用

0.05%

総経費率
1.41%

投資先ファンド
0.15%

（注1）このファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）投資先ファンドとは、このファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注5）このファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注6）このファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注7）�上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なり

ます。

総経費率（①＋②＋③）    1.41%

①このファンドの費用の比率    1.26%

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.05%

③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 0.10%

4
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楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）

項　　　目

当期

項　目　の　概　要2022年4月13日～2022年10月12日

金額 比率
（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）

（受託会社）

68円

（22）
  

（44） 
 

（2）  

0.513％ 

（0.165）
  

（0.331） 
 

（0.017）   

（a） 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
※期中の平均基準価額は13,225円です。

・委託した資金の運用の対価

・ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価

・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
（b）売買委託手数料 － － （b）売買委託手数料＝ 期中の売買委託手数料

期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に
支払う手数料

（c）有価証券取引税 － － （c）有価証券取引税＝ 期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に
関する税金

（d）その他費用

（保管費用）

（監査費用）

（印刷費用）

（その他）

15

（0）
  

（1）
  

（13） 
 

（0）  

0.110

（0.001） 
 

（0.009）
  

（0.100） 
 

（0.000）    

（d）その他費用＝ 期中のその他費用
期中の平均受益権口数

・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券
等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

・ 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る
費用

・ 印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等
の作成、印刷および提出等に係る費用

・ その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その
他投資信託財産の運営にかかる費用等

合　　　計 83  0.623  
（注1）�期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法に

より算出した結果です。
（注2）�各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）�各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注4）�各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の直

近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示する
こととしております。

3 1万口当たりの費用明細

5
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楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）
■（参考情報）総経費率
　当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証
券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総
経費率（年率）は1.39%です。

運用管理費用
（投信会社）
0.33%

このファンド
1.24%

運用管理費用
（販売会社）
0.66%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

その他費用
0.22%

運用管理費用以外
0.10%運用管理費用

0.05%

総経費率
1.39%

投資先ファンド
0.15%

（注1）このファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）投資先ファンドとは、このファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注5）このファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注6）このファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注7）�上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なり

ます。

総経費率（①＋②＋③）    1.39%

①このファンドの費用の比率    1.24%

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.05%

③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 0.10%

6
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）

（円） （百万円）

2017/10/12 2022/10/122019/10/152018/10/12 2021/10/122020/10/12
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15,000

20,000

基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
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（2017年10月12日～2022年10月12日）4 最近5年間の基準価額等の推移

（注1）�分配金再投資基準価額は、分配金（税込）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質
的なパフォーマンスを示すものです。

（注2）�分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額によ
り課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注3）�当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
（注4）�分配金再投資基準価額は、2017年10月12日の基準価額を起点として指数化しています。

2017年10月12日
決算日

2018年10月12日
決算日

2019年10月15日
決算日

2020年10月12日
決算日

2021年10月12日
決算日

2022年10月12日
決算日

基準価額 （円） 10,849 9,567 6,907 8,361 7,197 5,520
期間分配金合計（税込） （円） － 1,650 1,800 1,100 960 570
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 2.8 △10.3 39.3 △2.4 △15.9
純資産総額 （百万円） 91 467 455 689 622 496
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楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）

（円） （百万円）
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分配金再投資基準価額（左軸）

（2017年10月12日～2022年10月12日）

（注1）�分配金再投資基準価額は、分配金（税込）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質
的なパフォーマンスを示すものです。

（注2）�分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額によ
り課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注3）�当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
（注4）�分配金再投資基準価額は、2017年10月12日の基準価額を起点として指数化しています。

2017年10月12日
決算日

2018年10月12日
決算日

2019年10月15日
決算日

2020年10月12日
決算日

2021年10月12日
決算日

2022年10月12日
決算日

基準価額 （円） 12,897 13,383 11,962 16,450 16,069 13,489
期間分配金合計（税込） （円） － 0 0 0 0 0
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 3.8 △10.6 37.5 △2.3 △16.1
純資産総額 （百万円） 117 244 155 270 477 441

4 最近5年間の基準価額等の推移
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）／（資産成長型）

　当期の米国株式市場は大幅に下落しました。
期中、自立反発的に持ち直す局面が何度か見ら
れたものの、すぐにその上昇幅を超えて反落す
る展開が繰り返されました。インフレ関連指標
の上振れ／高止まりが続き、FRB（米連邦準備
制度理事会）の大幅利上げが続けて実施されるな
か、米国景気のハードランディング（実体経済へ
の深刻な影響を伴う景気減速）への懸念が終始株
価の売り圧力となりました。
　株式市場が冴えない推移となるなか、VIXは
期を通して上昇圧力がかかりやすい不安定な推
移が続きました。FRBの早期の利下げ転換への
期待から株価の騰勢が短期的に強まった2022年
8月中旬にかけては、一時的に節目の20ポイン
トを下回ることがあったものの、FRBの一段の
タカ派化（金融引き締めに積極的となること）の
警戒感の高まりから株価の調整が進んだ5月や6
月、10月上旬などは35ポイント前後まで急速に
上昇する推移となりました。
　VIX先物の期間構造（※）は、VIXが大きく上昇
した4月下旬、5月上旬、6月中旬、9月下旬から
期末にかけて期近の先物価格ほど高くなる相場
急変時に典型的に見られる形状となりました。
これら以外の期間は概ね、期近の先物価格ほど
低くなる形状（コンタンゴ）が観測されました。
※VIX先物の各限月の価格状況

5 投資環境

2022/4/12 2022/10/11
3,000

3,500

4,500

5,000 50
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10

S&P500指数（米ドルベース）（左軸）
VIX（右軸）

（出所）ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成
※ファンドの基準価額への反映を考慮し、作成期間を1営業日
前にずらして作成しております。
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）／（資産成長型）

6 当ファンドのポートフォリオ

楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）
　楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）は、楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専
用）の受益証券（｢主要投資先ファンド｣）を主要投資対象とし、主要投資先ファンドを通じてボラティリ
ティ関連指数に連動する投資商品への実質的な投資を行いました。
　当作成期も、主要投資先ファンドのパフォーマンスを享受すべく、同ファンドの組入比率を高位に保
ち、一部をSPDR®�ブルームバーグ�米国国債1-3ヵ月�ETF（米ドル建て）やコール・ローン等にて安定的
に運用しました。

楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）
　楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）は、主要投資先ファンドを主要投資対象とし、主要投資
先ファンドを通じてボラティリティ関連指数に連動する投資商品への実質的な投資を行いました。
　当期も、主要投資先ファンドのパフォーマンスを享受すべく、同ファンドの組入比率を高位に保ち、
一部をSPDR®�ブルームバーグ�米国国債1-3ヵ月�ETF（米ドル建て）やコール・ローン等にて安定的に運
用しました。

【楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用）のポートフォリオ】
※�楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用）の作成期間（2022年3月9日～2022年9月8日）に
おける運用状況を記載しております。

　楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用）における投資戦略は、VIXや関連する指数の方
向性やその変化の度合い、VIX先物の期間構造（※）等を総合的に分析したうえで構築されております。定
量的な分析を土台に、VIX先物の目標エクスポージャーを日々計算しており、VIX先物の買い持ちや売
り持ちポジション、あるいはETNを通じたVIX先物の実質的な買い持ちや売り持ちポジションをそれぞ
れ増減させます。

　ポートフォリオにおいては、相場環境の変化に応じて保有量は段階的に変化させたものの、期を通し
てVIX先物の売り持ちを構築しました。
　2022年4月末にかけてVIX先物が大きく切り上がった局面や、VIX先物が急騰した6月中旬には、保有
ポジションからの損失が拡大した一方、VIXが低下基調となりコンタンゴが鮮明になった7月から8月に
かけては収益を積み重ねました。
※VIX先物の期日までの期間による価格差異の状況

10
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）

7 当ファンドのベンチマークとの差異

　分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額
を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充
当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたし
ます。

項　　　目
第97期 第98期 第99期 第100期 第101期 第102期

2022年4月13日～
2022年5月12日

2022年5月13日～
2022年6月13日

2022年6月14日～
2022年7月12日

2022年7月13日～
2022年8月12日

2022年8月13日～
2022年9月12日

2022年9月13日～
2022年10月12日

当期分配金  （円） 30 30 30 30 30 30
（対基準価額比率） （％） （0.541） （0.545） （0.550） （0.524） （0.537） （0.541）

当期の収益 （円） － － － － － －
当期の収益以外 （円） 30 30 30 30 30 30

翌期繰越分配対象額 （円） 2,220 2,190 2,160 2,130 2,100 2,071

（1万口当たり・税込）

（注1）�「対基準価額比率」は「当期分配金」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なりま
す。

（注2）�「当期の収益」は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、「当期の収益以外」は収益調整金お
よび分配準備積立金です。

（注3）�「当期の収益」および「当期の収益以外」は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が「当期分配金」と一致し
ない場合があります。

8 分配金

当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。
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楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）

　投資信託財産の長期的な成長を追求する観点から、当期の分配は行わないことといたしました。なお、
分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて
運用いたします。

項　　　目
第17期

2022年4月13日～2022年10月12日

当期分配金  （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）

当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 10,531

（1万口当たり・税込）

（注1）�「対基準価額比率」は「当期分配金」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なりま
す。

（注2）�「当期の収益」は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、「当期の収益以外」は収益調整金お
よび分配準備積立金です。

（注3）�「当期の収益」および「当期の収益以外」は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が「当期分配金」と一致し
ない場合があります。

8 分配金

7 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）／（資産成長型）

　楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）および楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）は、
主要投資先ファンドを主要投資対象とし、主要投資先ファンドを通じてボラティリティ関連指数に連動
する投資商品への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。主要投資先フ
ァンドの組入比率は高位を維持します。

【楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用）の今後の運用方針】
　今後も、平常時と判断される局面では、VIX先物の売り持ちポジションを保有し、相場の大きな変動
を受け、平常時からの転換が認められた際には、段階的にVIX先物の買い持ちポジションに切り替える
運用を基本的な手法とします。
　VIX先物は変動性の高い資産であり、VIX先物の売り持ちを行っている場合に、予期せぬ材料で相場
急変が生じ、それを受けてVIXが急騰するような場面では、短期的に大きな損失を被ることが想定され
ます。また、相場急変を受けて、ポートフォリオがVIX先物の買い持ちに転じた後に、相場異変の懸念
が一過性のものに終わり、VIXが急落するような場合にも損失を被ると想定されることにはご留意くだ
さい。
　ファンドにおける運用スタイルは、株式等、一般的なリスク資産の市場における平常時、暴落時双方
での高い収益力と、その反面時折起こる一過性の市場急変において受ける損失とを総合して、中長期的
に高い収益を獲得するというものです。今後もVIX先物のポジションを機動的に変動させることにより、
市場平常時の収益力と、株式等の暴落時におけるヘッジ効果を両立させる運用を目指してまいります。
　なお、外貨建て資産は、80％以上を基本として対円での為替ヘッジを行います。

今後の運用方針

　該当事項はありません。

お知らせ
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）／（資産成長型）
当ファンドの概要

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合／特殊型
信 託 期 間 2014年4月23日から2024年4月12日まで
運 用 方 針 投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主 要 投 資 対 象 投資信託証券を主要投資対象とします。

運 用 方 法

① 「楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用）」（「主要投資先ファンド」）
を主な投資対象とすることにより、主として、ボラティリティ関連指数に連動す
る投資商品（ボラティリティ関連資産）への実質的な投資を行い、投資信託財産の
成長を目指します。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象
とする上場投資信託証券（ETF）に投資します。

② 主要投資先ファンドにおいて、組入外貨建資産の割合に応じて対円での為替ヘッ
ジを行います。ヘッジ比率は80％程度以上を基本とします。

分 配 方 針

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価
益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行うものではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同
一の運用を行います。

14
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
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（注1）�当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるよう、上記５年間の各月末における直近１年間の騰落率の平
均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したもので、決算日に対応した数値とは
異なります。

（注2）�当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額に基づいて計算した騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計
算した年間騰落率とは異なる場合があります。

（注3）�すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※�海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※上記各指数に関する知的財産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。

各資産クラスの騰落率は以下の各指数の騰落率です。
　日 本 株：S&P日本総合指数（トータル・リターン、円ベース）
　先進国株：S&P先進国総合指数（除く日本、トータル・リターン、円換算ベース）
　新興国株：S&P新興国総合指数（トータル・リターン、円換算ベース）
　日本国債：�ブルームバーグ・グローバル国債：日本インデックス（円ベース）
　先進国債：�ブルームバーグ・グローバル国債（日本除く）インデックス（円ベース）
　新興国債：�ブルームバーグ新興市場自国通貨建て高流動性国債インデックス（円ベース）
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楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
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（2017年10月～2022年9月）（％）

43.0

65.1

11.5
9.67.8

15.2 5.30.1 3.6 3.2

－15.4 －14.7 －20.6

－4.5 －7.2－3.7

62.2

13.5

最小値

最大値
平均値

（注1）�当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるよう、上記５年間の各月末における直近１年間の騰落率の平
均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したもので、決算日に対応した数値とは
異なります。

（注2）�当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額に基づいて計算した騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計
算した年間騰落率とは異なる場合があります。

（注3）�すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※�海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※上記各指数に関する知的財産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。

各資産クラスの騰落率は以下の各指数の騰落率です。
　日 本 株：S&P日本総合指数（トータル・リターン、円ベース）
　先進国株：S&P先進国総合指数（除く日本、トータル・リターン、円換算ベース）
　新興国株：S&P新興国総合指数（トータル・リターン、円換算ベース）
　日本国債：�ブルームバーグ・グローバル国債：日本インデックス（円ベース）
　先進国債：�ブルームバーグ・グローバル国債（日本除く）インデックス（円ベース）
　新興国債：�ブルームバーグ新興市場自国通貨建て高流動性国債インデックス（円ベース）

16

010_3771053632212.indd   16010_3771053632212.indd   16 2022/11/04   11:12:162022/11/04   11:12:16



楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）

■組入ファンド
当作成期末

楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用） 99.3％
SPDRⓇ ブルームバーグ 米国国債1-3ヵ月 ETF 0.3％
その他 0.4％

組入ファンド数 2

1 当ファンドの組入資産の内容

■資産別配分 ■通貨別配分■国別配分

（注1）�組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）�国別配分につきましては発行国を表示しております。

※期中における追加設定元本額は89,281,583円、同解約元本額は98,348,439円です。

項　　　　目
第97期末 第98期末 第99期末 第100期末 第101期末 第102期末

2022年5月12日 2022年6月13日 2022年7月12日 2022年8月12日 2022年9月12日 2022年10月12日
純 資 産 総 額 497,523,190円 484,956,987円 486,295,696円 511,885,034円 500,876,763円 496,682,087円
受 益 権 総 口 数 902,019,934口 885,102,458口 897,085,962口 899,055,147口 900,663,696口 899,827,470口
1万口当たり基準価額 5,516円 5,479円 5,421円 5,694円 5,561円 5,520円

2 純資産等

投資信託証券
99.6%

その他
0.4%

円
99.3%

米ドル
0.3%

その他
0.4%

日本
99.3%

アメリカ
0.3%

その他
0.4%

当ファンドのデータ

17

010_3771053632212.indd   17010_3771053632212.indd   17 2022/11/04   11:12:172022/11/04   11:12:17



楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）

■組入ファンド
当期末

楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用） 99.3％
SPDRⓇ ブルームバーグ 米国国債1-3ヵ月 ETF 0.3％
その他 0.4％

組入ファンド数 2

1 当ファンドの組入資産の内容

■資産別配分 ■通貨別配分■国別配分

※期中における追加設定元本額は31,221,285円、同解約元本額は29,456,242円です。

項　　　　目
第17期末

2022年10月12日
純 資 産 総 額 441,739,327円
受 益 権 総 口 数 327,475,739口
1万口当たり基準価額 13,489円

2 純資産等

投資信託証券
99.6%

その他
0.4%

円
99.3%

米ドル
0.3%

その他
0.4%

日本
99.3%

アメリカ
0.3%

その他
0.4%

（注1）�組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）�国別配分につきましては発行国を表示しております。

当ファンドのデータ
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）／（資産成長型）

■基準価額の推移 ■1万口当たりの費用明細

楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用）

（2022年3月9日～2022年9月8日） （2022年3月9日～2022年9月8日）

（注）�費用項目については3ページ（1万口当たりの費用明細
の項目の概要）をご参照ください。

（注1）�分配金再投資基準価額は、分配金（税込）を分配時に再
投資したものとみなして計算したものです。

（注2）�分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点とし
て指数化しています。

3 組入ファンドの概要

項目 当作成期
金額 比率

（a）信託報酬 2円 0.028％ 
（販売会社） （0）  （0.006）  
（受託会社） （1）  （0.022）  

（b）売買委託手数料 6  0.091  
（先物・オプション） （6）  （0.091）  

（c）その他費用 3  0.051  
（保管費用） （1）  （0.016）  
（その他） （2）  （0.035）  

合計 11  0.170  
期中の平均基準価額は6,609円です。

（円）

2022/3/8 4/8 5/9 6/8 7/8 8/8 9/8
5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

基準価額 分配金再投資基準価額

　運用経過等に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

（注）�組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、株式先物は実質エクスポージャーを基に計算しています。

現物資産上位10銘柄
銘　柄　名 業種/種別等 通貨 国（地域） 比率

%
1 US�Treasury�B�10/06/22 国債証券 米ドル アメリカ 9.7
2 US�Treasury�B�10/20/22 国債証券 米ドル アメリカ 9.7
3 US�Treasury�B�11/10/22 国債証券 米ドル アメリカ 9.7
4 US�Treasury�B�12/08/22 国債証券 米ドル アメリカ 9.6
5 US�Treasury�B�01/12/23 国債証券 米ドル アメリカ 9.6
6 － － － － －
7 － － － － －
8 － － － － －
9 － － － － －
10 － － － － －

組入銘柄数 5銘柄

派生商品上位10銘柄
銘　柄　名 業種/種別等 通貨 国（地域） 比率

%
1 CBOE�VIX�FUT 株式先物（売建）米ドル アメリカ 20.5
2 － － － － －
3 － － － － －
4 － － － － －
5 － － － － －
6 － － － － －
7 － － － － －
8 － － － － －
9 － － － － －
10 － － － － －

組入銘柄数 1銘柄

■組入上位10銘柄 （2022年9月8日現在）
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）／（資産成長型）

楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用）

3 組入ファンドの概要

（注1）�組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、株式先物は実質エクスポージャーを基に計算しています。
（注2）�国別配分につきましては発行国を表示しております。

■資産別配分

外国債券 外国株式先物

（％）
60

20

－20

40

0

－40

■通貨別配分

米ドル（外国債券） 米ドル（外国株式先物）

（％）
60

20

－20

40

0

－40

■国別配分

アメリカ（外国債券）アメリカ（外国株式先物）

（％）
60

20

－20

40

0

－40
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楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）／（資産成長型）

■基準価額の推移 ■1万口当たりの費用明細

■資産別配分 ■通貨別配分■国別配分

SPDRⓇ ブルームバーグ 米国国債1-3ヵ月 ETF

（2021年7月1日～2022年6月30日）

（注1）�組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）国別配分につきましては発行国を表示しております。

■組入上位10銘柄
銘　柄　名 発行国 比率

％
1 U.S. Treasury Bills 7/14/2022 アメリカ 12.5
2 U.S. Treasury Bills 8/11/2022 アメリカ 11.4
3 U.S. Treasury Bills 7/7/2022 アメリカ 9.5
4 U.S. Treasury Bills 7/21/2022 アメリカ 9.5
5 U.S. Treasury Bills 7/28/2022 アメリカ 9.0
6 U.S. Treasury Bills 8/4/2022 アメリカ 8.5
7 U.S. Treasury Bills 8/18/2022 アメリカ 8.5
8 U.S. Treasury Bills 8/25/2022 アメリカ 8.4
9 U.S. Treasury Bills 7/5/2022 アメリカ 5.7
10 U.S. Treasury Bills 7/12/2022 アメリカ 5.7

組入銘柄数 12
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（2022年6月30日現在）

3 組入ファンドの概要

6/30

（米ドル）

90

91

92

93

2021/7/1 11/1 2022/1/19/1 3/1 5/1

国債証券
99.8％

その他
0.2％

米ドル
100％

アメリカ
100.0%

　当該情報が取得できないため記載しておりません。

　運用経過等に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
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