
 

中国 A 株の採用 – 1 年後のアップデート 
 

 

    
Michael Orzano 
シニア・ディレクター、グローバル株価指数 
 
 

この資料は、2020 年 9 月 24 日に弊社ブログ Indexology®に掲載された文書の翻訳版です。英語版と日本語版

の間に内容の相違がある場合は英語をご参照下さい。 
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S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのグローバル・ベンチマークに中国 A 株が初めて採用されてから 1 周年を

迎えました。本稿では、A 株の採用に関連する主な動きについて最新情報をお届けし、A 株がここ 1年間において

S&P 新興国総合指数の構成銘柄やパフォーマンスに与えた影響を検証します。 

A 株の採用プロセスを理解し、今後の動きを展望する 

上海・香港ストックコネクトプログラム及び深セン・香港ストックコネクトプログラムを通じて売買可能な中国 A

株は 2019 年 9 月 23 日を以て、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのグローバル・ベンチマークに追加されま

した（採用ファクターは 25%であり、各企業は浮動株調整後時価総額ウェイトの 25％で組み入れられました）。 

今年 8 月に市場参加者とコンサルテーションを行った後に、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、深セン証券

取引所の新興企業向け市場「チャイネクスト（創業板）」に上場している中国 A 株で、なおかつストックコネクト

プログラムを通じても売買可能な銘柄が、2020 年 9 月の指数再構築時点で S&P グローバル総合指数及びその他の

ベンチマーク指数への採用に適格であることを発表しました。これらのチャイネクスト上場銘柄が追加されたこと

により、2020 年 9 月の指数再構築時点で S&P 新興国総合指数におけるウェイトが 1.0％増えました。 

弊社では現在、25%の採用ファクターの引き上げ、または適格要件の追加変更を提案していませんが、S&P ダウ・

ジョーンズ・インデックスの 2020 年国別分類に関するコンサルテーションにおいて、中国当局が A 株へのアクセ

スを改善するために最近講じた措置の概況や、機関投資家が指摘したその他の重要な課題に関する情報を提供して

います。課題としては、外国人保有制限が比較的厳しいことや、ストックコネクトプログラムでの日次取引に制限

があること、ストックコネクトプログラムと中国の取引所の取引日が完全に一致していないことなどがあります。

このコンサルテーションでは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが A 株の取り扱いの変更に関する提案を検討

すべきかどうかに関してフィードバックを求めています。また、採用ファクターの引き上げや、ストックコネクト

プログラムを通じて売買可能な証券以外への適格性の拡大を検討するためにどのような追加措置を講じる必要があ

るかについてもフィードバックを受け付けています。 
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中国 A 株の採用以降、S&P 新興国総合指数のリターンは向上しており、その一方でボラティリティは低下してい

る 

中国 A 株は、世界の株式市場の中でも変動が大きく、リスクの高いセグメントであると考えられているものの、

S&P 新興国総合指数に A 株を採用したことにより、過去 1 年間において同指数のパフォーマンスが改善した一

方、リスクは低下しました。図表 1 で示されているように、S&P 新興国総合指数は過去 1 年間において S&P 新興

国（中国を除く）総合指数（全ての中国 A 株を除外した指数）をアウトパフォームしており、その一方で S&P 新

興国総合指数のボラティリティは他の指数をやや下回っています。 

 

図表 1：リスク/リターン特性（2019年 9 月から 2020 年 9月の指数再構築時点まで） 

 
出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。2019年 9 月 20日から 2020 年 9 月 18 日までのデータ。計算は、米ドル建てのグロス・トータル・

リターン指数の水準に基づいています。標準偏差は日次リターンを用いて年率換算されています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するもの

ではありません。図表は説明目的のために提示されています 

 
 
 

より広く見ると、中国株式はこの期間においてエマージング市場のリターンに大きく寄与しており、S&P 新興国総

合指数のリターンを 9.5％に押し上げました。A 株を除くと、この指数はこの期間においてやや低い 8.2％のリター

ンとなり、中国株式全てを除くと、リターンは 2.0％のマイナスになるとともに、ボラティリティは大幅に上昇し

ました。 

 

さらに掘り下げて見ると、図表 2 で示されているように、過去 12 ヵ月において新興国市場のリターンの「ばらつ

き」は大きく、その他の新興国市場と比較して中国が大幅にアウトパフォームしています。実際に、中国をアウト

パフォームしているのは台湾だけであり、25 の市場の中でプラスのリターンとなっているのは 6 市場だけです。 

 
  



 

図表 2：S&P 新興国総合指数のリターン（2019 年 9 月から 2020 年 9 月の指数再構築時点まで） 

 
出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。2019 年 9 月 20 日から 2020 年 9 月 18 日までのデータ。計算は、米ドル建てのグロス・トータル・

リターン指数の水準に基づいています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。図表は説明目的のために提示されていま

す。 

 
 
 

新興国株式ベンチマークにおける中国株式の比率が高まっている 

過去 12 ヵ月において、S&P 新興国総合指数における中国のウェイトは大幅に上昇しています。これは、中国株式

のパフォーマンスが相対的に高いことや、この指数に A 株が追加されたことによるものです。A 株の採用前でも、

中国はすでに最大の市場であり、S&P 新興国総合指数の 32%を占めていました。最初の A 株一部採用により、

2019 年 9 月の指数再構築後にはこのウェイトは 36%に上昇しました。2020 年 9 月の指数再構築時点で、この指数

における中国のウェイトは約 44%となっており、A 株は 8%のウェイトを占めています。 

 
  



 

図表 3：S&P 新興国総合指数における A株採用前と採用後のウェイトの変化 

 
出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。日付は S&P グローバル総合指数シリーズの 9 月の年間再構築日に合わせています。図表は説明目

的のために提示されています。 

 

A 株の今後の採用については依然として不明ですが、A 株へのアクセスをめぐる中国当局の取り組み次第であるよ

うに思われます。世界の株式ベンチマークに占める A 株の割合は低いものの、中国の市場規模を踏まえると、A 株

が新興国株式市場の主な牽引役になることは間違いないと思われます。 
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最新のブログ 「Indexology」（英語）をご覧になりたい方は、こちらのサイト

www.indexologyblog.com よりご登録いただけますと、更新の都度メッセージが届きます。 
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