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平成 29 年 1 月 10 日 

受益者の皆様へ 

 

 

UBS アセット・マネジメント株式会社 

 

 

「グローバル・アンブレラ UBS 原油（WTI 先物指数連動型）」 

投資信託約款の変更に関する書面決議のお知らせ 

 

 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

 さて、弊社では、「グローバル・アンブレラ UBS 原油（WTI 先物指数連動型）」（以下「当ファンド」

といいます。）につき、下記のとおり信託約款の変更を提案いたします。 

なお、このお知らせは、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第 17 条

の規定に基づく法定手続きの一環として、対象となる受益者の皆様にお送りするものです。 

この約款変更につきましては、投信法の規定に従い、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）

を行います。つきましては、本書面および「書面決議参考書類」をご覧いただき、この約款変更（以下

「本議案」といいます。）に対する賛否および必要事項を同封の「議決権行使書面」にご記入のうえ、弊

社までお送りください。 

なお、本議案について議決権を行使されない場合（議決権行使書面のご返送がない場合）は、信託約

款の規定に基づき賛成されたものとして取扱われますので、本議案に賛成の受益者の方は、書面決議に

関する手続きをされる必要はありません。 

何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 
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＜記＞ 

1. 約款変更の内容および変更理由 

＜約款変更内容＞ 

・主要投資対象を「ユーロ円建て債券等（商品指数連動債等）」(以下「ユーロ円建て債券等」といい

ます。)から「上場投資信託証券」へ変更いたします。 

・ 当ファンドの運用の指図に関する権限を UBS アセット・マネジメント（UK）リミテッド（以下「当

社グループ英国拠点」といいます。）へ委託いたします。 

・スイス取引所の休業日およびチューリッヒの銀行の休業日を、ファンドの購入・換金不可日に追加

いたします。 

 

＜約款変更理由＞ 

・主要投資対象の変更について 

投資信託協会で定められた運用規則の適用により、平成 31 年 12 月 2 日以降は、現在投資を行って

いるユーロ円建て債券等のみを主要投資対象として運用を継続することは事実上できないことに

なります。このため、この規則の適用前に、主要投資対象を上場投資信託証券に変更することによ

り、引き続き受益者の皆様への投資機会の提供を行ってまいりたいと考えております。なお、主要

投資対象が上場投資信託証券に変更されても、従前通り当ファンドの基本方針である UBS ブルーム

バーグ CMCI 指数 WTI 原油指数（円換算ベース）に概ね連動する投資成果を目指すことに変更はご

ざいません。 

・運用の指図の権限の委託について 

当ファンドの主要投資対象を上場投資信託証券に変更するにあたり、効率的に運用を行うため、当

社グループにおいて上場投資信託の組成、運用、管理についてその大多数を行っている当社グルー

プ英国拠点に、当ファンドの運用の指図に関する権限を委託することといたします。 

・ファンドの購入・換金不可日の追加について 

新たに主要投資対象となる上場投資信託証券は主にスイス市場において取引されるため、この取引

に関連する休日を購入・換金不可日に追加いたします。 

 

なお、上記の約款変更が可決され平成 29 年 3 月 4日付で適用される場合、同日付で以下の約款変

更を行います。 

・信託期間を 5年間延長し、信託終了日を平成 34 年 12 月 5 日へ変更します。 

・信託報酬率を年率 1.08％（税抜年率 1.00％）より、年率 0.7992％（税抜年率 0.74％）へ変更

します。なお、平成 29 年 3 月 4日以降主要投資対象とする上場投資信託証券の管理報酬等の費

用が当ファンドの純資産総額に対して年率 0.26％程度（委託会社が試算した概算値）かかりま

す。 

したがって、平成 29 年 3 月 4日以降は、当ファンドの信託報酬率（年率 0.7992％）に上場投資

信託証券の費用を加えた実質的な報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して年率 1.0592％程

度となります。 
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また、以下の項目については、添付の「書面決議参考書類」をご覧ください。 

・投資信託約款の変更の案 

・投資信託約款で定められた受益権の内容の変更、または受益権の価値に与える重大な影響の内

容および相当性に関する事項 

・投資信託約款の変更がその効力を生ずる日 

・投資信託約款の変更の中止に関する条件 

・投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実 
 
 
 

2. 信託約款変更の手続きおよび日程 
 

①受益者および受益権口数の確定 ：平成 29 年 1 月 10 日 

②書面による議決権の行使受付 終日 ：平成 29 年 2 月 9日 

③書面による決議の日 ：平成 29 年 2 月 10 日 

④約款変更適用日 ：平成 29 年 3 月 4日 

※ 平成 29 年 1 月 10 日現在の受益者は、上記②の日までに、弊社に対し議決権行使書面をもって、

本議案（約款変更）に対して議決権を行使することができます。 

※ 平成 29 年 1 月 10 日現在の受益者とは、平成 29 年 1 月 5 日までの買付申込受付者を含み、平成

29 年 1 月 6日以降の買付申込者および平成 29 年 1 月 5日以前の換金申込者は除きます。 

 

［約款変更を行う場合］ 

約款変更にかかる書面決議は、上記①時点の当ファンドの議決権口数の 3 分の 2 以上の賛成をも

って可決されます。 

本議案が可決された場合は、平成 29 年 2 月 10 日に、弊社ホームページに「約款変更可決のお知

らせ」を掲載し、平成 29 年 3 月 4日付で信託約款の変更を行います。 

 

［約款変更を行わない場合］ 

当該書面決議により本議案が否決された場合は、約款変更を行いません。この場合には、平成 29

年 2 月 10 日に、弊社ホームページに「約款変更否決のお知らせ」を掲載いたします。 

 

 

3. 書面による議決権行使の方法 

同封の「議決権行使書面」に約款変更に対する賛否および必要事項をご記入のうえ、平成 29 年 2

月 9日（必着）までにご郵送いただきますようお願い申上げます。 

＜送付先＞ 

〒100-8788 

東京都千代田区大手町 1丁目 5番 1号 大手町ファーストスクエア イーストタワー 

UBS アセット・マネジメント株式会社 

「グローバル・アンブレラ UBS 原油（WTI 先物指数連動型）」約款変更に関する議決権行使書

面受付窓口 行 
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議決権行使書面は、平成 29 年 2 月 9日までに到着した分を有効とさせていただきます。 

なお、本議案について議決権を行使されない場合（議決権行使書面のご返送がない場合）は、信

託約款の規定に基づき賛成されたものとして取扱われますので、本議案に賛成の受益者の方は、書

面決議に関する手続きをされる必要はありません。 

 

≪留意事項≫ 

※ 本議案についての賛否の回答がない議決権行使書面を提出された場合は、賛成の意思表示が

あったものとして取扱います。 

※ 同一の受益者の方が本議案についての賛否の内容が異なる複数の議決権行使書面を提出され

た場合や一つの議決権行使書面の賛否両方に記入された場合には、すべての議決権に関して

無効といたします。 

 

 

4. 反対受益者の受益権買取請求の不適用について 

当ファンドは、平成 26 年 12 月 1 日の投信法改正にあわせて信託約款の変更を行い、書面決議が

可決され信託約款を変更する場合において、投信法に定める反対受益者による受益権の買取請求の

規定は適用されないこととなっております。なお、信託約款の変更に反対されたか否かにかかわら

ず、取扱販売会社において、通常通り、換金の申込を受付けます。 

 

［個人情報の取扱いについて］ 

当手続きにあたりお客様に関する情報（氏名、住所、電話番号、口座番号および受益権口数等）

を、販売会社および委託会社（弊社）が共有することがありますのでご了承ください。なお、取

得した個人情報は、書面決議に関する事務を処理するために必要な範囲で利用いたします。 

 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

UBS アセット・マネジメント株式会社 

約款変更お問い合わせ窓口 

電話番号 03-5293-3700（受付時間 営業日の 9：00 から 17：00 まで） 

 

以上 
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書面決議参考書類 

 
1. 投資信託約款の変更の案 

「書面決議参考書類 別紙」をご覧ください。 
 

2. 投資信託約款で定められた受益権の内容の変更、または受益権の価値に与える重大な影響の内容お

よび相当性に関する事項 

約款変更の効力の発生後、投資しているユーロ円建て債券等を売却し、上場投資信託証券を買付

けますが、資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては全ての売買が完了するまで日数がかか

る場合があり、一時的に当ファンドの運用の基本方針に従った運用ができない場合があります。また、

当ファンドの基準価額算出に用いる各資産の評価の時点の違いや、ユーロ円建て債券等の売却と上場

投資信託証券の買付のタイミングのずれ等の理由により、当ファンドの基準価額とベンチマークとの

連動性が一時的に低下する可能性がありますが、上場投資信託証券の買付完了後は、ベンチマークと

の連動性はこれまでと同程度となると想定しております。 
 

3. 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日 

 平成 29 年 3 月 4 日 

 
4. 投資信託約款の変更の中止に関する条件 

該当事項はありません。 

なお、信託約款に規定する書面決議により、当ファンドの受益者の議決権口数の 3分の 2以上にあた

る多数の賛成を得られなかった場合には、当ファンドの信託約款の変更を中止いたします。 
 

5. 投資信託約款の変更をする理由 

・主要投資対象の変更について 

投資信託協会で定められた運用規則の適用により、平成 31 年 12 月 2 日以降は、現在投資を行っ

ているユーロ円建て債券等のみを主要投資対象として運用を継続することは事実上できないこと

になります。このため、この規則の適用前に、主要投資対象を上場投資信託証券に変更すること

により、引き続き受益者の皆様への投資機会の提供を行ってまいりたいと考えております。なお、

主要投資対象が上場投資信託証券に変更されても、従前通り当ファンドの基本方針である UBS ブ

ルームバーグ CMCI 指数 WTI 原油指数（円換算ベース）に概ね連動する投資成果を目指すことに変

更はございません。 

・運用の指図の権限の委託について 

当社グループにおいては、上場投資信託の組成、運用、管理については、その大多数を当社グル

ープ英国拠点に集約しており、当ファンドの運用につきましても、当社グループ英国拠点へ委託

することといたします。 

・ファンドの購入・換金不可日の追加について 

新たに主要投資対象となる上場投資信託証券は主にスイス市場において取引されるため、この取

引に関連する休日を購入・換金不可日に追加いたします。 
 

6. 投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実 

該当事項はありません。 



  
 

©UBS2017.キーシンボル及び UBS の各標章は、UBS の登録又は未登録商標です。UBS は全ての権利を留保します。 
 
 
 
 

書面決議参考書類 別紙 

 

グローバル・アンブレラ UBS 原油（WTI 先物指数連動型）投資信託約款 新旧対照表 

変更後 変更前 

－運用の基本方針－ 
2．運用方法 
(1)投資対象 

世界の代表的商品市況を表すＵＢＳブルームバ
ーグＣＭＣＩ指数のＷＴＩ原油指数に価格が連
動する別に定める上場投資信託証券を主要投資
対象とします。 

(2)投資態度 
①世界の代表的商品市況を表すＵＢＳブルームバ
ーグＣＭＣＩ指数のＷＴＩ原油指数に価格が連
動する別に定める上場投資信託証券を中心に投
資を行います。 

②ＵＢＳブルームバーグＣＭＣＩ指数ＷＴＩ原油
指数（円換算ベース）※をベンチマークとします。

③-⑤（略） 
⑥ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッ

ドに、運用の指図に関する権限を委託します。 
⑦資金動向、信託財産の規模、市況動向等によって

は、上記の運用ができない場合があります。 
(3)投資制限 
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引
所に上場等され、かつ当該取引所において常時売
却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。）な投資信託証券）を
除きます。）への投資割合は信託財産の純資産総
額の 5％以内とします。 

③同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合には
制限を設けません。ただし、当該上場投資信託証
券が一般社団法人投資信託協会の規則に定める
エクスポージャーがルックスルーできる場合に
該当しないときには、当該投上場資信託証券への
投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以内
とします。 

④-⑤（略） 
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者
に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージ
ャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ 10％、合計で 20％以内とす
ることとし、当該比率を超えることとなった場合

－運用の基本方針－ 
2．運用方法 
(1)投資対象 

世界の代表的商品市況を表すＵＢＳブルームバ
ーグＣＭＣＩ指数のＷＴＩ原油指数に価格が連
動するユーロ円建て債券等（商品指数連動債等）
を主要投資対象とします。 

(2)投資態度 
①世界の代表的商品市況を表すＵＢＳブルームバ
ーグＣＭＣＩ指数のＷＴＩ原油指数に価格が連
動するユーロ円建て債券等（商品指数連動債等）
を中心に投資を行います。 

②ＵＢＳブルームバーグＣＭＣＩ指数ＷＴＩ原油
指数（円換算ベース）※をベンチマークとします。

③-⑤（略） 
（新設） 
 
⑥資金動向、信託財産の規模、市況動向等によって

は、上記の運用ができない場合があります。 
(3)投資制限 
①株式への投資割合は、転換社債の転換請求ならび

に新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 
項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
第341条ノ3第 1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
約権付社債」といいます。）の行使により取得し
た株券に限り、信託財産の純資産総額の 10％以
内とします。 

②投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産
総額の 5％以内とします。 

 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
③-④（略） 
（新設） 
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には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。 

⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定し
ます。 

 
 
⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定し
ます。 

（受益権の申込単位および価額） 
第 12 条 
①-⑤（略） 
⑥第 1項の規定にかかわらず、取得申込日がロンド
ン証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくは
スイス取引所の休業日またはロンドンの銀行、ニ
ューヨークの銀行もしくはチューリッヒの銀行
の休業日（以下「海外市場の休業日」といいます。）
と同日の場合には、受益権の取得申込みの受付け
は行いません。 

⑦前各項の規定にかかわらず、委託者は、この信託
が主要投資対象とする上場投資信託証券の売買
の停止、金融商品取引所等における取引の停止、
外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情（投資対象国における非常事態（金
融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大
な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も
しくは流動性の極端な減少等）があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよび
すでに受付けた取得申込の受付けを取り消すこ
とができます。また、投資対象国の市場等の流動
性等を勘案し、取得申込の受付を制限することが
できます。 

 

（受益権の申込単位および価額） 
第 12 条 
①-⑤（略） 
⑥第 1項の規定にかかわらず、取得申込日がロンド
ン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所
の休業日またはロンドンの銀行もしくはニュー
ヨークの銀行の休業日（以下「海外市場の休業日」
といいます。）と同日の場合には、受益権の取得
申込みの受付けは行いません。 

 
⑦前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品
取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投
資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の
極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込
の受付けを中止することおよびすでに受付けた
取得申込の受付けを取り消すことができます。ま
た、投資対象国の市場等の流動性等を勘案し、取
得申込の受付を制限することができます。 

 
 

（運用の指図範囲） 
第 16 条 委託者（第 18 条の 2に規定する委託者か
ら運用の指図に関する権限の委託を受けたもの
を含みます。以下、本条、第 18 条、第 19 条から
第 25 条、第 26 条、第 28 条、第 32 条、第 33 条
および第 35 条において同じ。）は、信託金を、主
として次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。）に投資することを指
図します。 

1.株券または新株引受権証書 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-4.（略） 
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となっ
た新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除
きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当
該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在

（運用の指図範囲） 
第 16 条 委託者は、信託金を、主として次の有価証
券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。）に投資することを指図します。 

 
 
 
 
 
1.転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債
のうち会社法第 236 条第 1項第 3 号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当
該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第 1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社
債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。）の行使により取得した株券 

2.-4.（略） 
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となっ
た新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除
きます。） 
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し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、
ならびに会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第 1
項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。） 

6.-18.（略） 
②-③（略） 
④委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場
投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、か
つ当該取引所において常時売却可能（市場急変等
により一時的に流動性が低下している場合を除
きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きま
す。）の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100
分の 5を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。 

⑤（略） 
 

 
 
 
 
 
6.-18.（略） 
②-③（略） 
④委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価
総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超
えることとなる投資の指図をしません。 

 
 
 
 
 
⑤（略） 

（運用の権限委託） 
第 18 条の 2 委託者は、運用の指図に関する権限

を次の者に委託します。 
商    号：UBS Asset Management(UK)Ltd 
所 在 地：London, United Kingdom 
委託内容：有価証券等および通貨の運用 
②前項の委託を受けた者が受ける報酬は、信託財産
中から直接支弁することは行わず、第 41 条第 1
項に基づいて委託者が受ける報酬から支弁する
ものとします。また、その報酬の額および支弁の
時期は、委託者と当該委託を受ける者との間で別
に定めるものとします。ただし、報酬の額は当該
委託者が受ける報酬の範囲内とします。 

③第 1項の規定にかかわらず、第 1項により委託を
受けた者が、法律に違反した場合、この信託約款
の違反となる運用の指図に関する権限の行使を
した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場
合、その他の理由により必要と認められる場合に
は、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を
中止し、またはその委託内容を変更することがで
きます。 

 

（新設） 
 

 

（信託契約の解約） 
第 48 条 委託者は、信託期間中において、この信
託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、当初信託設定日より 1年経過後（平
成 22 年 2月 16 日以降）に信託契約の一部解約によ
り純資産総額が 20 億円を下回ることなったとき、
主要投資対象とする別に定める上場投資信託証券
が存在しなくなったとき、またはやむを得ない事情
が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託
契約を解約し、信託を終了させることができます。
この場合において、委託者は、あらかじめ、解約し
ようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

 

（信託契約の解約） 
第 48 条 委託者は、信託期間中において、この信
託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めるとき、当初信託設定日より 1年経過後
（平成 22年 2 月 16 日以降）に信託契約の一部解
約により純資産総額が 20 億円を下回ることなっ
たとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合にお
いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。 

 
 

付表 
運用の基本方針および約款第 48 条第 1 項に規定す
る「別に定める上場投資信託証券」とは、次のもの
をいいます。 
 UBS ETF (CH) - CMCI Oil SF (USD) 

（新設） 

 


