最新の S&P 暗号通貨指数の算出開始により、デジタ
ル市場のツールキットが拡大
Sharon Liebowitz
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
シニア・ディレクター、イノベーション及び戦略

この資料は、2021 年 7 月 13 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。
英語版：https://www.indexologyblog.com/2021/07/13/digital-market-toolkit-expands-with-the-latest-spcryptocurrency-indices/

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P 暗号通貨総合デジタル市場（BDM）指数を始めとする最新の暗号
通貨指数の算出を開始することを発表します。
以前にも述べたように、暗号通貨の普及に伴って新たな機会や課題が生じています。暗号通貨は新たな資産クラス
になりつつありますが、透明性の欠如が大きな問題となっています。
当社が新たに開発した S&P 暗号通貨 BDM 指数は、暗号通貨市場を幅広くカバーし、市場全体のパフォーマンスを
反映することにより、透明性を提供します。S&P 暗号通貨 BDM 指数は、算出開始時点で 240 種類以上のコインが
組み入れられており、暗号通貨市場の合計時価総額の 80%以上をカバーしていると推測されます 1。
S&P 暗号通貨 BDM 指数は時価総額加重指数です。各暗号通貨の時価総額は、コインの発行枚数にコインの価格を
乗じて算出されます。暗号通貨市場は特にダイナミックに変化するため、固定比率または固定値を使って時価総額
を算出すると、すぐに古い情報に基づく値となってしまいます。したがって、当社の指数ではクラスタリング・ア
ルゴリズムを利用して適切な構成暗号通貨のグループを選択します。時価総額分類アルゴリズムに関する詳しい情
報については、メソドロジーを参照ください。
ルッカ・プライムが価格を決定し、ルッカが承認した取引所で取引されるコインだけが指数ユニバースに含まれま
す。その他の適格性基準は以下の通りです。



時価総額 – 各構成暗号通貨は、指数に採用される時点で時価総額が 1,000 万ドル以上である必要がある。



流動性 – 各構成暗号通貨は、指数に採用される時点で 3 ヵ月間の 1 日当たり売買代金の中央値（MDVT）が 10
万ドル以上である必要がある。



有効なリサーチ – 各構成暗号通貨は、概要を説明するホワイトペーパーを発行している必要がある。



除外：
✓

ステーブルコインまたはその他のペッグ型デジタル資産は、暗号通貨市場に不可欠な資産であるが、市場
の成長（または縮小）を反映しないため、これらは指数から除外される。

✓

プライバシー強化型コインは、保有者の身元や個人情報などを隠すことができるため、指数から除外され
る。

✓

規制や法的措置の対象となっている資産は指数から除外される場合がある。

当社が 2021 年 5 月に算出を開始した最初の暗号通貨指数は、最も有名で最も流通量の多い 2 つの暗号通貨（ビッ
トコインとイーサリアム）を中心に構成されていますが、今回の S&P 暗号通貨指数シリーズは暗号通貨市場全体
の動きを反映するように設計されています。特定の指数ではビットコインとイーサリアムが除外されています。
今回は以下の指数の算出を開始します 2：


S&P 暗号通貨総合デジタル市場（BDM）指数



S&P 暗号通貨 BDM（除くメガキャップ）指数



S&P 暗号通貨 BDM（除くラージキャップ）指数



S&P 暗号通貨ラージキャップ指数



S&P 暗号通貨ラージキャップ（除くメガキャップ）指数

ビットコインとイーサリアムだけで暗号通貨市場の合計時価総額の約 63%を占めており、これらの暗号通貨を除外
することにより、比較的時価総額の小さいコインのパフォーマンスに焦点を当てることができます 3。図表 2 で示
されているように、メガキャップ及びラージキャップの構成暗号通貨を除外することにより、指数におけるコイン
の平均時価総額は大幅に減少します。S&P 暗号通貨 BDM 指数の平均時価総額は 50 億ドルに近い水準ですが、
S&P 暗号通貨 BDM（除くメガキャップ）指数の平均時価総額は 11 億ドルであり、S&P 暗号通貨 BDM（除くラー
ジキャップ）指数の平均時価総額は 2 億 3,000 万ドルに過ぎません。
当社は今後も暗号通貨シリーズを拡充していく方針です。
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出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。図表は説明目的のために提示されています。

図表 2：時価総額とコイン
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出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。2021 年 7 月 12 日現在のゼータ。図表は説明目的のために提示されています。
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出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC、1 兆 4,600 億ドル、ルッカ・プライムが価格を決定した 950 以上の資産に基づい

ています。2021 年 6 月 30 日現在。
2

詳しい情報については、よくある質問（FAQ）を参照ください。

3

出所：ルッカ、1 兆 4,600 億ドル、ルッカ・プライムが価格を決定した 950 以上の資産に基づいています。2021 年 6 月 30 日現在。
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