
 
 
 

 
 
 

資産残高に関する年次調査 

2019年 12月 31日現在 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（S&P DJI）は毎年、弊社の指数に連動している資産、または

弊社の指数を参照している資産総額を推計しています。この推計では、業界のデータや、様々なアセ

ット・オーナーに送付する質問状を活用しています。2019年には、S&P 500®だけでも 11兆 2,000億

ドル以上の資産が連動、または参照していました 1。このうち、S&P 500®に連動する資産（パッシブ

運用の資産）は約 4兆 6,000億ドルに上りました。 

 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの「資産残高に関する年次調査」 

2019年 12月 31日現在における 

資産価値（単位：百万ドル） 

指数に連動している資産 1 
指数を参照している

資産 2 
合計 

ETP以外の 

資産 3 
ETP資産 4 

指数に連動して

いる資産の合計 

指数を参照している

資産 
資産価値 

ヘッドライン株価指数 

S&P 500 3,774,249 816,238 4,590,488 6,647,885 11,238,373 

S&P 中型株 400® 135,495 75,720  211,215 95,978 307,193 

S&P 小型株 600® 36,048 53,964 90,012 14,513 104,526 

コンプリーション/トータル・マー

ケット 
473,107 38,731 511,839 53,527 565,366 

ダウ・ジョーンズ工業株平均® 2,672 25,539 28,211 3,294 31,506 

資産価値 4,421,572 1,010,193 5,431,766 6,815,198 12,246,964 

その他の S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数 

セクター/業種 1,429 200,302 201,731 22,093 223,824 

ターゲット・デート - 4,410 4,410 565,902 570,312 

スマート・ベータ 27,110 261,371 288,481 28,002 316,483 

S&P グローバル総合指数 & グロー

バル指数 
82,619 15,315 97,933 89,832 187,766 

ESG 4,890 6,290 11,180 37,222 48,402 

債券 6,388 37,830 44,219 794,923 839,142 

トータル不動産 23,139 32,269 55,408 127,384 182,792 

その他米国 77,636 149,759 227,395 774,007 1,001,402 

資産価値 223,212 707,545 930,757 2,439,366 3,370,123 

総資産価値 4,644,784 1,717,738 6,362,523 9,254,564 15,617,087 

1  指数に連動している資産は、各指数のパフォーマンスを複製することを目指す、または各指数と同等のパフォーマンスを上げることを目

指す機関投資家向けファンド、上場投資信託（ETF）、個人投資家向けミューチュアル・ファンド、及びその他の投資可能商品を表して

います。 

2  指数を参照している資産は、アクティブ・マネージャーのパフォーマンスが各指数を基準として測定されるアクティブ運用ファンドの資

産を表しています。 



3  ETP以外の資産には、ミューチュアル・ファンド、機関投資家向けファンド、ラップ口座、及び保険商品が含まれています。 

4  上場投資商品（ETP）には、上場投資信託（ETF）、上場投資証券（ETN）、及び上場投資コモディティ（ETC）が含まれています。 

出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのお客様報告データ、eVestment、及びモーニングスター。2019年 12月 31日現在の資産価

値。図表は説明目的のために提示されています。 

注：指数に連動している資産、及び指数を参照している資産の数値は説明目的のためだけに提示されています。S&P ダウ・ジョーンズ・イ

ンデックスの年次調査については、全ての企業がこれに回答しているとは限らず、この調査の対象になることを選択していない企業もありま

す。また、全てのファンドが資産を報告しているとも限りません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスはデータの正確性を保証しませ

ん。これらの数値は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの各指数に直接連動している資産を反映しています。上図に記載されている数

値には、パフォーマンスを測定するために S&P DJIの指数を参照しているアクティブ・ファンドの資産が含まれています。合成的に複製さ

れる指数ベースの商品（デリバティブや、一部の店頭取引ストラクチャーなど）は含まれていません。四捨五入の影響により、各項目の和が

合計と一致しない場合があります。 
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