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S&P/JPX 日本国債 VIX 指数:                            
基本的な経験的特性 
本資料について 

本資料は、S&P/JPX 日本国債 VIX 指数に関する経験的観察をまとめたもので

あり、指数の動きを読者に紹介することを目的としています。また、投資判断を支

援する分析のための指標として、この指数の利用機会を促進することを目指すも

のであり、日本国債のボラティリティ取引や金融商品のストラクチャリングにおい

て、この指数の直接的な利用機会を促進することも意図しています。 

S&P/JPX 日本国債 VIX 指数は、大阪証券取引所に上場している日本 10 年国

債先物のオプションに対して、シカゴ・オプション取引所（CBOE）の VIX メソドロジ

ーを適用することにより算出されます。この指数は、日本 10 年国債先物の 30 日

のフォワード・インプライド・ボラティリティを測定するものであり、モデルに依存せ

ず、「ストライク価格のない」ボラティリティの数値を表します。 

S&P/JPX 日本国債 VIX 指数の過去のパフォーマンスについては、2008 年 1 月

15 日から入手可能です。この日付を以て、日本取引所グループ（JPX）は決済価

格のメソドロジーを変更しており、日本国債先物の非常に多くのオプション価格

が入手可能となりました。特に断りのない限り、この研究に含まれている全ての

実証的結果は、2008 年 1 月 15 日から 2015 年 9 月 28 日までのデータに基づい

ています。 
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1.日本国債 VIX 指数の歴史的概要  

この指数は、日本政府の借り入れコストのボラティリティを示す尺度であるため、

日本経済の不透明感が増せば（後退すれば）、この指数の水準が上昇（下落）す

るのも当然と考えられます。日本経済は世界経済と密接につながっているため、

日本の財政状況は国内の経済活動だけではなく、海外の動向からも大きな影響

を受けます。以下の図表では、2008 年から 2015 年までの国内外のマクロ経済

イベントに対して、日本国債 VIX 指数がどのように反応したかを示しています。 
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図表 1 .1 日本国債 VIX 指数の推移 

 
出所: S&P Dow Jones Indices LLC and JPX.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  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供されており、仮説に基づいた過去のパフォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンスに関する固

有の限界についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にあるパフォーマンス開示をご覧ください。 

図表 1.1 では、2008 年 1 月からの日本国債 VIX 指数の推移を示しています。ここにあるように、重要なマクロ

経済イベントが起きた際には、指数も大きく変動しています。例えば、この指数は 2008 年～2009 年の世界金

融危機時（リーマン・ブラザーズが破綻してから約 1 ヶ月後）にピークに達しており、米国と日本の金融市場が

密接に関係しており、機関投資家や個人投資家がこの破滅的な危機により深刻な打撃を受けたことを踏まえ

ると、これは意外なことではありません。ただし、その他にも指数の水準が急上昇したことは多くあり、例えば

2011 年の東日本大震災と津波に伴う福島原発事故や、より最近では 2013 年の日銀の異次元緩和導入に伴

う日本国債市場の混乱など、日本固有のイベントによっても指数は大きく変動しています。 

2. 日本国債 VIX 指数の統計的側面  

2008 年～2015 年の期間において、日本国債 VIX 指数は 1%～11%の範囲で推移しました。これは、米国のベン

チマーク・ボラティリティ指数（例えば CBOE の S&P 500 VIX 指数や米国 10 年国債ボラティリティ指数（TYVIX）

など）を大幅に下回る水準となっています（図表 2 参照）。この図表では、2008 年～2015 年の期間における日

本国債 VIX 指数、米国 10 年国債ボラティリティ指数（TYVIX）、VIX 指数の各統計値を示しています。日経平均

株価指数の VIX 指数は存在しないため、代わりに日経 225 オプションの 1 ヶ月のアット・ザ・マネーのインプラ
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イド・ボラティリティを示しています。日経 225 オプションの 1 ヶ月のインプライド・ボラティリティは、VIX 指数と似

た動きを示していますが、2008 年の世界金融危機時には VIX 指数を上回る水準に達しました。 

図表  2: ボラティリティの比較 

統計  日本国債 VIX 指数 

日経平均オプションの 

アット・ザ・マネーの 

インプライド・ボラティリティ 

米国 10 年国債 

ボラティリティ指数 
VIX 指数 

最低値 (%) 1.46 11.60 3.62 10.32 

中央値 (%) 3.10 22.21 6.43 18.58 

最大値 (%) 10.36 109.58 14.72 80.86 

標準偏差 (%) 1.38 10.42 2.20 10.50 

歪度 1.50 2.87 1.08 2.14 

尖度 2.90 11.46 0.90 5.60 

出所: S&P Dow Jones Indices LLC.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  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供されており、仮説に基づいた過去のパフォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンスに関する固有の限界

についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にあるパフォーマンス開示をご覧ください。 

ただし、日本国債 VIX 指数の絶対水準は低いものの、この指数が安定して推移しているわけでは決してなく、

指数水準の毎週の変化の標準偏差（「ボラティリティのボラティリティ」）は 13%（非年率換算）であり、実際にこ

れは VIX とほぼ同等の水準と言えます（図表 3 参照）。  このように、この指数は非常に反応の良い経済指標

であるため、指数として理想的な特徴を備えており、取引可能な金融商品の基礎になり得ると考えられます。  

図表  3: 指数水準の毎週の変化 

毎週の変化の統計 日本国債 VIX 指数 

日経平均オプションの 

アット・ザ・マネーの 
インプライド・ボラティリティ 

米国 10 年国債ボ

ラティリティ指数 
VIX 指数 

最低値 (%) -54 -78 -35 -50 

中央値 (%)  -0.7 -0.8 -1.0 -1.0 

絶対平均値 (%) 9.7 12.0 7.5 10.0 

最大値 (%) 81 122 51 114 

標準偏差 (%) 13 17 10 14 

歪度 0.74 1.12 0.40 0.92 

尖度 3.57 6.21 1.25 5.10 

AC ラグ 1 0.72 0.46 0.76 0.73 

AC ラグ 2 0.48 0.30 0.49 0.48 

AC ラグ 3 0.26 0.14 0.23 0.24 

原資産との相関 -0.26 -0.46 -0.15 -0.74 

出所: S&P Dow Jones Indices LLC.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  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供されており、仮説に基づいた過去のパフォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンスに関する固有の限界

についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にあるパフォーマンス開示をご覧ください。 
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図表 4 :  インプライド・ボラティリティの比較 

 
出所: S&P Dow Jones Indices LLC, Bloomberg, CBOE, and JPX.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  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供されており、仮説に基づいた過去のパフォーマンスを反映しています。バックテストのパフォ

ーマンスに関する固有の限界についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にあるパフォーマンス開示をご覧ください。 

図表 4 にあるように、日本国債 VIX 指数は過去において VIX 指数や日経平均のインプライド・ボラティリティと

大きく異なる動きを示しています。米国と日本市場における 2 つの株式のボラティリティは、ある期間では同様

の動きを示しているものの、そうでない期間もあり、例えば 2013 年以降は大きく異なる動きを示しています。 

 
図表 5 :  日本国債 VIX 指数と米国 10 年国債ボラティリティ指数の比較

 
出所: S&P Dow Jones Indices LLC, CBOE, and JPX.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  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供されており、仮説に基づいた過去のパフォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンスに

関する固有の限界についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にあるパフォーマンス開示をご覧ください。 

図表 5 で示されているように、日本国債 VIX 指数と米国 10 年国債ボラティリティ指数（TYVIX）の動きについて

も同様のことが言えます。両指数は国債先物のオプションに基づいて算出されており、共通のリスク要因を有

しているなどの理由から、過去において似たような傾向をたどっていますが、イベントに対して明らかに異なる

動きを示す場合もあります。 
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3. ボラティリティ・リスク・プレミアム 

ボラティリティ・リスク・プレミアムの獲得は、ボラティリティに基づく利回り向上戦略の 1 つのタイプです。過去の

ほとんどの場合において、インプライド・ボラティリティが実現ボラティリティに対して割高に取引されていること

踏まえ、この戦略では、例えば店頭（OTC）ボラティリティ・スワップまたは上場オプションのバスケットを通じて、

実現ボラティリティを購入する一方で、インプライド・ボラティリティを売却します。日本国債先物のボラティリテ

ィ・スワップ市場では現在、活発な取引が行われていないものの、ボラティリティ・リスク・プレミアム（VRP）の推

移を観察することにより、過去の実現ボラティリティに関して日本国債先物のオプションや、日本国債 VIX 指数

がどのように価格に織り込まれているかについての洞察が提供されます。 

 
図表 6 :  日本国債 VIX 指数と日本 10 年国債先物 のボラティリティ比較 

 
出所: S&P Dow Jones Indices LLC, Bloomberg, and JPX.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  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供されており、仮説に基づいた過去のパフォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンス

に関する固有の限界についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にあるパフォーマンス開示をご覧ください。 

図表 6 では、その後 1 ヶ月にわたる日本国債 VIX 指数の水準と日本 10 年国債先物 2  のボラティリティを比

較しています。ここでは、同一期間におけるインプライド・ボラティリティから実現ボラティリティを控除したものを

VRP と定義しています。その他の資産クラスのボラティリティ売却戦略に詳しい人は、このグラフの形状に見覚

えがあるはずです。この戦略による損益は、ほとんどの日でプラスとなっていますが、実現ボラティリティの大

幅な上昇に伴い、周期的に大幅なドローダウンが生じています。こうした損益プロファイルに関しては、ボラティ

リティの売り手が大幅な市場下落に対する保険としてプレミアムを受け取っているというのが一般的な解釈で

あると言えます。 

2 日本国債先物の償還期限が短くなることを無視し、ブルームバーグが提供している一般的な期近先物価格を単純に使用しています。 

                                                                                                                                          



S&P/JPX JGB VIX: Basic Empirical Proper ties October 2015 

 

6 

図表 7 :  日本国債 VIX 指数と日本国債の VRP の相関 

 
出所: S&P Dow Jones Indices LLC.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  図表は説明目的のために提供されており、仮説に基づいた過去のパ

フォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンスに関する固有の限界についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にある
パフォーマンス開示をご覧ください。 

図表 7 では、指数水準に対する VRP の散布図を通じて、別の視点から日本国債の VRP を示しています。こ

れによると、日本国債 VIX 指数と日本国債の VRP は正の相関を示しており、日本国債 VIX 指数が過去最低

水準近辺にある時にいくつかの最大ドローダウンが生じています。このことは、市場動向の判断においてトレー

ダーが繰り返し不意を突かれたことを示しています。 

 
図表 8 :  日本国債市場の VRP  

 
出所: S&P Dow Jones Indices LLC.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  インプライド・ボラティリティの測定には、S&P500 には VIX 指数を、米

国 10 年債には TYVIX、そして日経平均には、ブルームバーグにより管理されている日経 225 オプションの 1 ヶ月のアット・ザ・マネーのインプライド・ボ

ラティリティを使用しています。図表は説明目的のために提供されており、仮説に基づいた過去のパフォーマンスを反映しています。バックテストのパフ

ォーマンスに関する固有の限界についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にあるパフォーマンス開示をご覧ください。 
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図表 8 では、日本国債市場の VRP と、S&P 500 や米 10 年国債、日経平均の VRP の分布を比較しています  。

日本国債の VRP では最も分布が密集しており、1%弱の水準に集中し、両サイドのテールが最も薄くなっていま

す。米 10 年国債の VRP では日本国債の VRP と同じような分布となっており、ややばらつきが大きくなってい

る一方、S&P 500 と日経平均の VRP では右側に寄っており、ばらつきが非常に大きく、両サイドのテールが厚

くなっています。これらの各分布により、対象市場に対するプレミアム支払いのリスク/リターン特性が分かりま

す。これらの取引を最適に組み合わせる戦略は、将来のリサーチにとって有益な手段になる可能性があります。 

 

図表  9: VRP の比較 

VRP 日本国債 VIX 指数 

日経平均オプションの 

アット・ザ・マネーの 

インプライド・ボラティリティ 

米国 10 年国債 

ボィリティ指数 
 VIX 指数 

最低値 (%) -4.11 -74.27 -8.31 -48.54 

中央値 (%)  0.95 2.51 0.99 4.62 

最大値 (%) 6.17 36.00 5.41 27.84 

標準偏差 (%) 1.14 10.22 1.51 7.97 

歪度 -0.98 -2.75 -1.09 2.84 

尖度 4.51 14.10 5.12 12.90 

Source: S&P Dow Jones Indices LLC.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  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供されており、仮説に基づいた過去のパフォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンスに関する固有の限界

についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にあるパフォーマンス開示をご覧ください。 

4. ボラティリティ・カーブ 

S&P 500 のボラティリティ・カーブはスティープなコンタンゴ（順鞘）となる傾向があるため、VIX 先物を用いてタ

イミング良くヘッジを行うことは非常に困難な取引でした。その一方で、こうした傾向を利用した利回り向上戦略

が一般的に行われており、ロールダウン効果を得るために VIX 先物をシステマテックに売却する戦略が広く普

及しています。同様に、日本国債 VIX 指数を参照するデリバティブ取引が始まった場合には、日本国債先物の

ボラティリティ・カーブの傾きが、そうしたデリバティブを使用して実行可能なタイプの戦略に影響を与えると考

えられるため、ボラティリティ・カーブの傾きに対して特に関心が高まると考えられます。 

日本国債 VIX 先物はまだ取引されておらず、過去データがないため、弊社では、日本国債先物のボラティリテ

ィの傾きの代替としてブルームバーグが提供している 1 ヶ月と 2 ヶ月の一般的なアット・ザ・マネーのインプライ

ド・ボラティリティの差を使用します。図表 4.1 の左のパネルでは、時間の経過とともに傾きがコンタンゴ（順鞘）

とバックワーデーション（逆鞘）の間でどのように振れているかを示しており、両方向に大きく振れていることが

見てとれます。図表 4.2 の右側のパネルでは、傾きが起点近辺に比較的均等に分布していることを示しており、

平均値は僅か+8 ベーシス・ポイントとなっており、米国債の短期ゾーンのボラティリティ・カーブの動向と一致し

ており、S&P 500 のボラティリティ・カーブとは全く対照的となっています。 
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図表 10 : 1 ケ月および 2 ケ月の ATM インプライド・ボラティリティ 

出所: S&P Dow Jones Indices LLC.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  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供されており、仮説に基づいた過去のパフォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンスに関する固有の限界

についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にあるパフォーマンス開示をご覧ください。 

ボラティリティの傾きを時系列にプロットすると、ボラティリティの傾きにある程度の持続性が見られます。このこ

とを踏まえると、平均回帰戦略や、その他のカーブ取引のスタイルを策定する上でボラティリティ・カーブを使用

することが可能であると考えられます。また。平均傾斜がゼロに近いことを踏まえると、日本国債 VIX 先物が上

場された場合、日本国債 VIX 先物のロング・ポジションは VIX 先物ほどキャリー・コストが高くないと考えられ、

ヘッジの観点からすると、このことは重要な要素であると言えます。 

H 仮説に基づく日本国債 VIX 先物価格 

日本国債ボラティリティの関連ファセットは、日本国債 VIX 先物価格と日本国債 VIX 指数の間のベーシスとな

ります。過去における 1 ヶ月の先物価格を推定するために、次のノンパラメトリック法を使用します３ 

1 ヶ月日本国債 VIX 先物
22 IV) 1m()IV 2m(2   

ここで、1m (2m) IV は、1 ヶ月（2 ヶ月）の日本国債先物のインプライド・ボラティリティを表しています。理論上は、

VIX に従ってストライク価格のないボラティリティを使用すべきですが、日本国債先物の第 3 限月オプションは

四半期に 1 回しか上場されていないため、代わりに 1 ヶ月及び 2 ヶ月のアット・ザ・マネー・オプションのインプ

ライド・ボラティリティを使用することで、図表 11 を作成しています。この結果を解釈する際に注意すべき点とし

て、仮説に基づく価格はアウト・オブ・ザ・マネーのオプションからの情報を組み込んでいない一方、日本国債

VIX 指数はこの情報を組み込んでいるため、1 ヶ月及び 2 ヶ月のアット・ザ・マネー・オプションのインプライド・

ボラティリティを使用することで、仮説に基づく先物価格に下方バイアスがかかる可能性があります。  

 

３ TYVIX 先物公正価値スプレッドシート・ドキュメンテーション、CBOE 先物取引所（2015 年 7 月）をご覧ください。 
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図表 11 : 日本国債 VIX 指数の先物価格（仮説に基づいた） 

 
Source: S&P Dow Jones Indices LLC.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  図表は説明目的のために提供されており、仮説に基づいた過去の

パフォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンスに関する固有の限界についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にあ

るパフォーマンス開示をご覧ください。 

日本国債 VIX 指数の（仮説に基づいた）先物価格と指数とのベーシスの時系列は、1 ヶ月と 2 ヶ月のボラティリ

ティの傾きのベーシスと似たように見えるものの、このベーシスは 67 ベーシス・ポイントで、15 ベーシス・ポイン

トのマイナス平均価値となっており、1 ヶ月と 2 ヶ月のボラティリティの傾きの 37 と比較してはるかに大きな標

準偏差となっています。 

5. マクロ経済指標の発表 

日本国債 VIX 指数は国内外のマクロ経済指標に反応します。ついでながら、図表 1.1 では、この指数の最大

の動きの一部は重大な予定外のイベントと一致しています。このセクションでは、日本国債 VIX 指数が、予定さ

れているマクロ経済指標の発表前後で統計的に有意なパターンを示しているかどうかを、古典的なイベント・ス

タディ・デザインを用いてより厳密に検証します。 

ブルームバーグ端末の ECO ページにおいて関連性レーティングが最も高い GDP や鉱工業生産、CPI など４19

の予定されているマクロ経済指標の発表前後における 1 週間のイベント期間を選択します。 

図表 12 では、2008 年から 2015 年の間における経済指標発表前後の日本国債 VIX 指数の累積のログ変化

を表しています。ここでは、イベントの発表日をイベント・タイム 0 とします。図表に示されているとおり、イベント

の発表日に向けて日本国債のボラティリティは上昇し、イベント・タイム 0 を境にボラティリティは低下していま

す。このパターンは明らかであるものの、ほとんどのマクロ経済指標は同じ日に発表され、また 44 の事例だけ

しか観察していないため、発表日に向けてのボラティリティの上昇は 5%の水準で統計的に有意であるに過ぎま

せん。 

４19 のイベント指数のブルームバーグのティッカーは以下の通りです：JBTARATE、JGDFDEFY、JGDPAGDP、JGDPQGDP、NBPAB、JNCPIYOY、

JNCPTXFF、JNIPMOM、JNMOCHNG、JNTIAIAM、JNTIAMOM、JNTSMFG、JNTSNMFG、JNUE、JNVHSYOY、JNVNYOYS、JNWSDYOY、JTFIFILA、

MPMIJPMA。 
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図表 12: 経済指標発表前後の日本国債 VIX 指数の累積のログ変化 

 
出所： S&P Dow Jones Indices LLC.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  図表は説明目的のために提供されており、仮説に基づいた過去のパ

フォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンスに関する固有の限界についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にある

パフォーマンス開示をご覧ください。 

セクション 1 でも言及したように、日本国債 VIX 指数は海外のマクロ経済イベントに対しても敏感に反応します。

図表 13 では、米国の主要経済指標の発表に対する日本国債 VIX 指数の反応を示しています。米国の経済指

標の発表に対しても、全般的に同様のパターンが見られ、実際に、発表日に向けて日本国債 VIX 指数のボラ

ティリティが上昇していますが、図表 12 よりもさらに一貫した動きとなっています。 

 
図表 13 : 経済指標発表前後の米国債 VIX 指数の累積のログ変化 

 
出所: S&P Dow Jones Indices LLC.  Data from Jan. 15, 2008, to Sept. 28, 2015.  図表は説明目的のために提供されており、仮説に基づいた過去のパ
フォーマンスを反映しています。バックテストのパフォーマンスに関する固有の限界についてさらに詳しい情報をお求めの方は、この資料の最後にある

パフォーマンス開示をご覧ください。 
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日本では、市場動向に影響するようなマクロ経済指標の発表が米国と比べて少ないため、日本国債市場では、

指標発表に基づくボラティリティ取引は、米国の国債市場ほど活発ではない可能性があります。とはいうものの、

米国と日本の経済指標が、その発表前後において日本国債 VIX 指数の動きに影響していることは明らかであ

ると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本レポートは、英文原本から参照用の目的で S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（SPDJI）が翻訳・作成した

ものです。SPDJI は、翻訳が正確かつ完全であるよう努めましたが、その正確性ないし完全性につきこれを保

証し表明するものではありません。英文原本についてはこちらをご参照ください。 
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S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスについて 

マグロウヒル・フィナンシャルのグループ会社である S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数ベースのコンセプト、データおよびリサーチを提供する

世界最大のグローバル・リソース企業である。金融市場の代表的指標である S&P 500®およびダウ・ジョーンズ工業株平均™をはじめとして、S&P ダウ・

ジョーンズ・インデックスは、機関投資家や個人投資家のニーズを満たす革新的で透明性のあるソリューションを 115 年以上にわたり構築してきました。

当社の指数に基づく金融商品に投資される資産額は、世界の指数プロバイダーの中で最大規模となっています。広範なアセット・クラスをカバーする

1,000,000 超の指数により、S&P ダウ・ジョ ーンズ・インデックスは、投資家が市場を測定し売買する方法を定義しています。当社についての詳細は 

www.spdji.com まで。 
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パフォーマンス開示 

The S&P/JPX JGB VIX (the “Index”) was launched on Sept. 30, 2015. All information for the Index prior to its 
launch is back-tested. Back-tested performance is not actual performance, but is hypothetical. The back -test 
calculations are based on the methodology that was in effect when the Index was launched. It should be noted 

that the historic calculations of an Economic Index such as the Index may change from month to month based on 
revisions to the underlying economic data used in the calculation of the index. Complete index methodology 
details are available at www.spdji.com. It is not possible to invest directly in an index. 

S&P Dow Jones Indices defines various dates to assist our clients in providing transparency on their products. 
The First Value Date is the first day for which there is a calculated value (either live or back -tested) for a given 

index. The Base Date is the date at which the Index is set at a fixed value for calculation purposes. The Launch 
Date designates the date upon which the values of an index are first considered live: index values provided for 
any date or time period prior to the index’s Launch Date are considered back -tested. S&P Dow Jones Indices 

defines the Launch Date as the date by which the values of an index are known to have been released to the 
public, for example via the company’s public website or its datafeed to external parties. For Dow Jones -branded 
indicates introduced prior to May 31, 2013, the Launch Date (which prior to May 31, 2013, was termed “Date of 

introduction”) is set at a date upon which no further changes were permitted to be made to the index 
methodology, but that may have been prior to the Index’s public release date.  

Past performance of the Index is not an indication of future results. Prospective application of the methodology as 
well as revisions to economic data used to calculate the Index may not result in performance commensurate with 
the back-test returns shown. The back-test period does not necessarily correspond to the entire available history 

of the Index. Please refer to the methodology paper for the Index, available at www.spdji.com for more details 
about the index, including the manner in which it is rebalanced, the timing of such rebalancing, criteria for 
additions and deletions, as well as all index calculations.  

Another limitation of using back-tested information is that the back-tested calculation is prepared with the benefit 
of hindsight. Back-tested data reflect the application of the index methodology and selection of index constituents 

in hindsight. No hypothetical record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For 
example, there are numerous factors related to the equities, fixed income, or commodities markets in general 
which cannot be, and have not been accounted for in the preparation of the index information set forth, all of 

which can affect actual performance. 

The Index returns shown do not represent the results of actual trading of investable assets/securities. S&P Dow 

Jones Indices LLC maintains the Index and calculates the Index levels and performance shown or discussed, but 
does not manage actual assets. Index returns do not reflect payment of any sales charges or fees an investor 
may pay to purchase the securities underlying the Index or investment funds that are intended to track the 

performance of the Index. The imposition of these fees and charges would cause actual and back -tested 
performance of the securities/fund to be lower than the Index performance shown. As a simple example, if an 
index returned 10% on a US $100,000 investment for a 12-month period (or US $10,000) and an actual asset-

based fee of 1.5% was imposed at the end of the period on the investment plus accrued interest (or US $1,650), 
the net return would be 8.35% (or US $8,350) for the year. Over a three year period, an annual 1.5% fee taken at 
year end with an assumed 10% return per year would result in a cumulative gross return of 33.10%, a total fee of 

US $5,375, and a cumulative net return of 27.2% (or US $27,200). 

file:///C:/Users/berlinda_liu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2U9ZHL4Y/www.spdji.com
file:///C:/Users/berlinda_liu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2U9ZHL4Y/www.spdji.com
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免責事項 

©2015 年 マグロウヒル・フィナンシャルの一部門である S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。不許複製。Standard & Poor's、S&P、は、マグロウヒル・ファイナ

ンシャルの一部門であるスタンダード・アンド・プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズ LLC（以下「S&P」）の登録商標です。「ダウ・ジョーンズ」は、ダウ・ジョーン

ズ・トレードマーク・ホールディングズ LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。商標は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC にライセンス供与されてい

ます。本資料の全体または一部の再配布、複製、そして（または）複写を書面による承諾なしに行うことを禁じます。本資料は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス

LLC、ダウ・ジョーンズ、S&P 或いはそれぞれの関連会社（これらを合わせて「S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス」という）が必要なライセンスを持たない地域にお

けるサービスの提供を行うものではありません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が提供する全ての情報は、個人とは無関係であり、いかなる個人、事業
体または集団のニーズに合わせて調整したものでもありません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、その指数を第三者にライセンス供与することに関連した報

酬を受けています。指数の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。  

指数に直接投資することはできません。指数が表すアセット・クラスへのエクスポージャーは、指数に基づく投資可能商品を通して得られます。S&P ダウ・ジョーン

ズ・インデックスは、第三者が提供し、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数のリターンに基づく投資リターンを提供することを目指す投資ファンド、或いはその

他のビークルを提供、推奨、販売、宣伝、或いは運用することはありません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数に基づく投資商品が指数のパフォーマン

スに正確に連動し、プラスの投資リターンを上げることについて保証しません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC は投資顧問会社ではなく、S&P ダウ・ジョー

ンズ・インデックスは、そうした投資ファンド或いはその他の投資ビークルに投資する適否に関して表明することはありません。そうした投資ファンド或いはその他

の投資ビークルへの投資決定は、本資料で言及されたいかなる部分も信頼して実行されるべきではありません。そうしたファンド或いはその他のビークルに投資

しようとする投資家に対して、投資ファンド或いはその他のビークルの発行体またはその代理人が作成する目論見書または類似文書に記載されているように、そ

うしたファンドへの投資に伴うリスクを注意深く検討した上で投資することを助言します。指数への証券の組入は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスによるその証

券の買い、売り、または保有の推奨ではなく、また投資助言でもありません。S&P の米国のベンチマーク指数及びダウ・ジョーンズの米国のベンチマーク指数の終
値は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが、指数構成銘柄の各主要取引所が設定する終値に基づいて計算します。終値は S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが

サードパーティ・ベンダーの 1 社から受け取り、別のベンダーから届く価格と比較することにより検証されます。各ベンダーは終値を主要取引所から受け取ります。

日中の実時間価格は、2 次検証を経ずに同様に計算されます。 

これらの資料は、信頼できると考えられる情報源から一般に公衆が入手できる情報に基づき、情報提供のみを目的として作成されたものです。本資料に記載され

るいかなる内容（指数データ、格付、クレジット関連の分析とデータ、モデル、ソフトウェア、或いはその他のアプリケーションまたはそれからの出力）も他のいかな
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てはいけません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス及びいかなるサードパーティ・データ・プロバイダー及びライセンサー（合わせて「S&P ダウ・ジョーンズ・インデ

ックス当事者」という）も、内容の正確性、完全性、適時性或いは利用可能性を保証しません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス当事者は、いかなる過誤、遺漏に

ついても、原因の如何を問わず、内容を用いて得られた結果について責任を負いません。 

内容は、「現状」ベースで提供されています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス当事者は、特定の目的または利用に対する販売可能性または適合性についての

いかなる保証も、バグやソフトウェアのエラーまたは欠陥がないこと、内容の機能が中断されないこと、或いは内容が何らかのソフトウェアまたはハードウェア構成

により動作することの保証も、以上を含みそれに限定されない、あらゆる明示的または暗示的保証も拒否します。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス当事者は、い

かなる場合も、いかなる当事者に対しても、内容の使用に関連して発生する、いかなる直接的、間接的、偶発的、典型的、補償的、懲罰的、特殊な或いは結果的

な損害、費用、経費、法的費用、或いは損失に対しても（逸失収入または逸失利益、及び機会費用を含みそれに限定されず）、たとえ損害の可能性について事前

に通告を受けていようとも、責任を負いません。 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、各事業部の活動の独立性と客観性を維持するために、それぞれの活動を他から隔離しています。その結果、S&P ダウ・ジョ

ーンズ・インデックスの一部の事業部は、他の事業部では入手できない情報を保有する可能性があります。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、各分析プロセス

の中で受け取った非公開情報の機密を守る方針及び手順を確立しています。 

さらに、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、広範なサービスを、証券の発行体、投資顧問会社、証券会社、投資銀行、その他の金融機関及び金融仲介業者な

ど多くの組織に提供しています。したがって、これらの組織から報酬その他の経済的便益を受ける可能性があります。これらの組織には、証券やサービスを推奨

し、格付け評価し、モデルポートフォリオに組入れ、評価するか別の対応を行う組織が含まれます。 


