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2021 年 5 月吉日 

受益者各位 

拝啓 

シュローダー・セレクション（以下「ファンド」といいます。）－ 

グローバル・シリーズ コモディティ（以下「サブ・ファンド」といいます。） 

当社は、2021 年 7 月 30 日（以下「効力発生日」といいます。）を予定日として、サブ・ファン

ドが投資するマスター・ファンドが変更されることを、謹んでお知らせいたします。 

背景および経緯 

サブ・ファンドは、設定以来、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドに

おいてコモディティ戦略が利用できなかったため、シュローダー・オルタナティブ・ソリューシ

ョンズ・コモディティ・ファンドに投資してまいりました。ファンドの他の全てのサブ・ファン

ドはシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドに投資しております。 

2021 年 2 月、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドにてコモディティ

戦略が開始されました。そのため、効力発生日をもってサブ・ファンドはシュローダー・オルタ

ナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンドのクラスＸ受益証券を換金し、シュロー

ダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・コモディティのクラスＩ受益証券に投資

いたします。 

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・コモディティに投資することに

より、サブ・ファンドは、シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・

ファンドにて徴収されている成功報酬を支払う必要がなくなります。 

本変更の結果、ファンドの英文目論見書に記載されている、サブ・ファンドの投資目的および投

資方針は、以下のとおり変更されます。 

（変更前） 

投資目的 

サブ・ファンドの投資目的は、2010 年法のパートⅡに基づくルクセンブルグの法律に基づき設

定された投資信託であり、2013 年法に基づくオルタナティブ投資ファンドで、シュローダー・

オルタナティブ・ソリューションズのサブ・ファンドであるシュローダー・オルタナティブ・

ソリューションズ・コモディティ・ファンド（「マスター・ファンド」）のクラスⅩ受益証券

に投資することにより元本の成長を追求することです。 
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シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズの目論見書は、ルクセンブルグの管理会社

の住所地において入手可能です。 

マスター・ファンドは、以下のリスク内容に従って、ヘッジ目的および投資目的のため、デリバ

ティブを用いることがあります。デリバティブは、クレジット・デフォルト・スワップを通じて

のプロテクション売買、金利関連のデリバティブの戦術的使用を通じてのマスター・ファンドの

デュレーションの調整、インフレもしくはボラティリティ連動のデリバティブを通じての追加

的収益の創出、または通貨関連のデリバティブの使用を通じてのカレンシー・エクスポージャー

の増大等における信用リスクに対するエクスポージャーから追加的収益を生み出すために使用

されることがあります。デリバティブは、複合商品を創出するためにも用いられることが可能で

す。当該デリバティブは、店頭市場および／または証券取引所で取引されるオプション、先物、

ワラント、スワップ、先物予約および／またはそれらの組合せを含みます。 

マスター・ファンドは、以下の投資目的および投資方針を有しています： 

「投資目的： 

マスター・ファンドは、世界中の商品関連証券に投資することにより、長期的な元本成長を提

供することを目的とします。 

投資方針： 

マスター・ファンドは、少なくともその資産の３分の２を世界中のエネルギー、農業、金属お

よびその他の商品関連証券および商品関連デリバティブへ投資します。 

マスター・ファンドは、ベンチマークにとらわれないファンドであり、特定のベンチマークを

参照することなく運用されます。 

マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率

的な運用を目的とし、デリバティブを利用できます。これらには、先物（商品指標にかかる先

物等）、トータル・リターン・スワップ（現物商品にかかるスワップ等）および仕組債等の商

品関連デリバティブが含まれます。マスター・ファンドがトータル・リターン・スワップを利

用する場合、原資産は、マスター・ファンドがその投資目的および投資方針に従い投資できる

商品からなります。具体的にはトータル・リターン・スワップは、商品に対するロングのエク

スポージャーを取るために利用できます。トータル・リターン・スワップのエクスポージャー

の総額は 100％を上回らず、かつ純資産価額の０％から 20％の範囲内にとどまる予定です。特

定の状況では、かかる比率がより高くなることがあります。 

マスター・ファンドは、商品関連株式ならびに商品関連業種の発行体の株式関連証券、固定利

付債券、転換証券およびワラントにも投資する場合があります。マスター・ファンドは、外国

通貨（先物通貨契約、通貨オプションおよび通貨スワップ等）にも投資する場合があります。

マスター・ファンドは、短期金融商品への投資および現金の保有が可能です。 
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マスター・ファンドは、現物商品を直接取得することはありません。裏付商品の現実の引渡しを

要求するすべての商品デリバティブは、引渡し前に現金化され、かかる現金化が確実に実施され

るような手続が実施されます。」 

（変更後） 

投資目的 

サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、ＥＵ指令 2009
／65／ＥＣおよび 2010 年法のパート I に基づきＵＣＩＴＳとしての資格を有するシュローダ

ー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・イン

ターナショナル・セレクション・ファンド・コモディティ（「マスター・ファンド」）のクラス

I 受益証券に投資することにより元本の成長を追求することです。 

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書は、ルクセンブル

グの管理会社の住所地において入手可能です。 

マスター・ファンドは、以下のリスク内容に従って、ヘッジ目的および投資目的のため、デリバ

ティブを用いることがあります。デリバティブは、クレジット・デフォルト・スワップを通じて

のプロテクション売買、金利関連のデリバティブの戦術的使用を通じてのマスター・ファンドの

デュレーションの調整、インフレもしくはボラティリティ連動のデリバティブを通じての追加

的収益の創出、または通貨関連のデリバティブの使用を通じてのカレンシー・エクスポージャー

の増大等における信用リスクに対するエクスポージャーから追加的収益を生み出すために使用

されることがあります。デリバティブは、複合商品を創出するためにも用いられることが可能で

す。当該デリバティブは、店頭市場および／または証券取引所で取引されるオプション、先物、

ワラント、スワップ、先物予約および／またはそれらの組合せを含みます。 

マスター・ファンドは、以下の投資目的および投資方針を有しています： 

「投資目的： 

マスター・ファンドは、世界中の商品関連証券に投資することにより、３年から５年の期間をか

けて、手数料控除後でブルームバーグ商品指数トータルリターン・インデックス（BCOMTR Index）
を上回る元本の成長を提供することを目的とします。 

投資方針： 

マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の３分の２を主に適格コモデ

ィティ指数にかかるスワップで構成される様々なコモディティ関連商品、適格資産（シュローダ

ー・インターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙 III の「代替資産クラス」

の定義に記載されます。）を通じたコモディティ、さらに、割合は減るものの、世界中のコモデ

ィディ関連業種の株式および株式関連証券にも投資します。 
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マスター・ファンドは、随時、様々なコモディティセクターのエクスポージャーを有すること

がありますが、マスター・ファンドの運用会社は、マスター・ファンドが主にエネルギー、農

業および金属セクターに投資すると予測しています。 

また、マスター・ファンドは、その資産の３分の１を上限とし、直接または間接的に、他の有価

証券（他の資産クラスを含みます。）、国、地域、業種または通貨、投資ファンド、ワラントお

よび短期金融商品へ投資することならびに現金を保有することも可能です（シュローダー・イン

ターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙 I に記載される制限に従うものと

します。）。マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンド

のより効率的な運用を目的とし、デリバティブを利用できます。具体的にはトータル・リターン・

スワップは、商品指数に対するネット・ロング・エクスポージャーを取るために利用できますが、

スワップにはロングおよびショート両方のエクスポージャーが含まれる場合があります。トー

タル・リターン・スワップのエクスポージャーの総額は 300％を上回らず、かつ純資産価額の 50％
から 200％の範囲内にとどまる予定です。」 

シュローダーの商品について、ご質問または更なる情報をご希望の方は、www.schroders.com を

ご覧いただくか、またはお住まいの地域にあるシュローダーのオフィス、皆様が日頃ご利用の専

門アドバイザーまたはシュローダー・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エ

イ（（＋352）341 342 202）までご連絡ください。 

 

敬具 

 

セシリア・ヴァーナーソン 

署名 

ニロシャ・ジャヤワルダナ 

署名 

 


