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E-mini FTSE中国50先物を新たに導入： 
香港市場に対する柔軟なポジションを提供
2015年10月12日より、CMEグループで「E-mini FTSE中国50先物」の

取引がスタートします。FTSE中国50指数は、香港市場に上場している

中国企業の株価を計測します。この指数は、最も活発に取引されてい

る時価総額上位50銘柄で構成され、時価総額加重平均を用いて市場

全体の値動きを反映するように設計されています。 

この指数を対象とする先物がCMEに上場し、CMEグループの電子取

引プラットフォーム「CME Globex」で取引できるようになります。CME 

Globexは世界のどこからでもほぼ24時間の取引が可能で、世界中の

投資家がこの投資機会を利用できます。この指数は、CMEグループ

が扱う国際的な指数先物とともに取引できます。CMEグループの先物

商品群には、E-mini S&P 500先物、E-miniダウ先物、CME 日経225

先物、E-mini S&P CNX Nifty先物、およびボベスパ（Ibovespa）先物

など、国際的なベンチマーク指数を対象とする商品が多く含まれてい

ます。売買のポジションはCMEグループのクリアリングハウスで清算さ

れ、市場参加者は資本と運用の両面において効率性のメリットを得ら

れます。 

本商品は、四半期のサイクルで限月が設定されるため、世界の株価指

数先物のユーザーにとっては馴染みやすい商品になっています。先

物の最終決済日は、3月、6月、9月、12月の各限月における第三金曜

日です。先物のポジションは、FTSE中国50指数の公式の終値によっ

て清算されます。指数の終値は、指数を構成する各銘柄の終値（香港

ドル建て）を元に計算されます。 

本商品は、指数に2ドル（米ドル）を乗じた金額が取引単位になります。

この資料の作成時点では、先物1枚が約35,000米ドルの想定元本に相

当します。その他の特徴については、巻末の取引要綱一覧表に記載

しています。

中国市場におけるベンチマークの比較
中国の株価指数には色々な種類があります。FTSE中国50指数は、

香港市場に上場している株式で構成されます。具体的には、H株、レ

ッドチップ、そしてP株が指数の構成銘柄になります。この市場では、

取引の参加資格に関する制限はほとんどありません。海外の投資家

は、中国本土で認可を受けた適格国内機関投資家（QDII: Qualified 

Domestic Institutional Investors）と同じように、香港市場で取引を行

うことができます。株式の呼値（表示価格）と取引には、香港ドル（HKD）

が使用されます。

FTSE中国50指数は、FTSE中国A-50指数を補足する用途としても利用

されますが、この2つは別物です。FTSE中国A-50指数は、上海と深セン

のA株市場における株価を計測します。この市場では、中国本土の投資

家に加えて、適格国外機関投資家（QFII）および人民元適格国外機関

投資家（RQFII）の認可を受けた外国人投資家が取引できます。A株の

呼値と取引には、人民元（CNY）が使用されます。

香港市場の中国株
H株:

香港市場に上場する中国企業のうち、中国本土で登記している

企業の普通株。これらの企業の普通株は、中国本土のA株市場

にも重複上場しているケースがあります。同じ企業の株式であっ

ても、A株とH株の銘柄は区別されます。

レッドチップとP株:

香港市場に上場する中国企業のうち、中国本土外で登記してい

る企業の普通株。これらの企業は、収益または資産の50％以上

が中国本土に由来します。レッドチップは、中国本土の政府系資

本が30％以上の資本を保有しています。これに対し、P株は中国

本土の民間資本によって出資されています。

http://www.cmegroup.com/ja/
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統計表
FTSE中国50指数 HSCEI指数 香港ハンセン指数 CSI300指数 FTSE中国A-50指数

年間総合利回り*
...1年 -8.68% -8.31% -9.60% 46.17% 40.64%

...2年 4.36% 3.32% 1.53% 23.18% 21.19%

...3年 6.66% 5.64% 7.35% 17.81% 15.53%

ヒストリカル・ボラティリティ 23.5% 24.5% 18.4% 25.8% 26.7%

尖度 2.42 2.39 3.25 4.85 4.97

歪度 0.03 0.08 -0.25 -0.67 -0.39

1日の最大下落率 -6.61% -6.52% -6.02% -9.15% -9.74%

1日の最大上昇率 7.35% 7.82% 5.52% 6.50% 6.83%

指数の構成銘柄の比較表
共通の構成銘柄 銘柄数 共通銘柄が占める比重

FTSE中国50指数
ハンセン中国企業株指数

50銘柄のうち34銘柄

50銘柄のうち34銘柄

~62%

~95%

FTSE中国50指数
香港ハンセン指数

50銘柄のうち19銘柄
50銘柄のうち19銘柄

~72%
~51%

FTSE中国50指数*
FTSE中国A-50指数*

50銘柄のうち27銘柄
50銘柄のうち27銘柄

~56%
~61%
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同じ企業が発行するA株とH株は、市場環境と取引傾向の違いによ

って、異なる価格変動を示すことがあります。相関表を用いて様々な

指数を分析したところ、この2つの市場間には、過去に乖離が存在し

ていたという結論が得られました。A株市場の2種類のベンチマーク

（CSI300指数、FTSE中国A-50指数）の間には、0.944という強い相関

がある一方で、これらの指数とFTSE中国50指数との間には約0.62の相

関しかありません。

香港市場の各指数は、互いに強い相関を持っています。実際、FTSE

中国50指数、ハンセン中国企業株指数（HSCEI）および香港ハンセン

指数は、3つの組み合わせの全てにおいて、0.937以上の相関係数を

有します。

HSCEI指数とFTSE中国50指数は、共通の構成銘柄を多く含むベンチ

マークであるため、この2つに強い相関があることは市場参加者にとっ

て驚きではないでしょう。下の表は、実際にどれほどの銘柄が2つの指

数に重複して含まれているかを示しています。2015年9月1日時点で

は、HSCEI指数とFTSE中国50指数に重複して含まれる銘柄は34種類

あり、重複する銘柄が指数に占める比重は前者が95％、後者が62％と

なっています。

同様に、FTSE中国50指数と香港ハンセン指数に重複して含まれる銘柄もかなりの数に上ります。FTSE中国50指数を構成する銘柄のうち、H株を

除くいくつかの銘柄はハンセン指数にも含まれています。

2011年8月31日～2015年8月31日のデータを元に計算した過去の相
関係数。

情報元：CME Group

* 総合利回りは、2015年8月31日時点の現地通貨による計算です。ヒストリカル・ボラティリティ、尖度、歪度、および1日の最大下落率/上昇率は、2011年8月31日から2015年8月31日までの
日ごとの相場変動を元にしたものです。

* FTSE中国50指数とFTSE中国A-50指数に含まれる同企業の株式は、前者がH株、後者がA株になります。これらは異なる市場で取引される株式です。

 2015年9月1日時点
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これらの指数を対象に、過去4年間における一日の変動率を元に構築

した重回帰分析では、統計的に非常に強い相関が示されました。回帰

分析によると1、

R (FTSE中国50指数) ＝ 
0.68 R (HSCEI指数) ＋ 0.38 R (香港ハンセン指数) + 残差
(0.01)  (0.02)

回帰の決定係数（R^2）は0.98を上回ります。標準誤差の概算は、一桁

小さい値となっています。この分析結果は、他の2つの香港・中国のベ

ンチマーク指数に対して、FTSE中国50指数が非常に強い相関を持っ

ていることを示唆しています。

これと対照的なのは、FTSE中国50指数とFTSE中国A-50指数の関係

です。この2つは、FTSE中国50指数とHSCEI指数の二者間に比べて、

共通する構成銘柄がより多く含まれています。それにも関わらず、相関

はずっと低くなっています。このことは、A株とH株の市場が異なるリズ

ムで変動していることを裏付けています。

前ページの統計表は、5種類の株価指数のパフォーマンスを比較した

ものです。A株市場には、香港市場よりもずっと高いテールリスク（より

高い尖度と、より大きな1日の最大下落率）が存在する点に注意が必要

です。A株市場のテールリスクは、下方向（負の歪度）に強く出る傾向

があります。 

米国市場の取引時間中にFTSE中国50を取引する  
取引時間
香港市場の取引時間中は、他の市場とのヘッジ（クロスヘッジ）を行う

ための手段が多く存在します。例えば、香港市場では前述の2つのベ

ンチマーク指数を対象とする先物取引や、原資産の現物市場での取

引も可能です。市場間のヘッジについては、以下の点に留意する必

要があります。

• 香港市場と米国市場では、清算のサイクルが異なるため、市場の評

価額が決定するタイミングにはズレが生じることがあります。したがっ

て、香港市場と米国市場の間でスプレッド（価格差）が発生した場合

でも、日ごとの清算値が確定するタイミングは両市場で大きく異なりま

す。平穏な相場環境の中、評価額が市場の合間に変わらなかったと

しても、CMEのE-mini FTSE中国50先物が清算されるのは１営業日後

になることもあります。

• 原資産の株式はほぼ同一であるにも関わらず、市場の合間に発生

するイベントによって、市場の評価額が変わることがあります。

• 市場の休業日の違いによって、さらなる乖離が生じる可能性もありま

す。この要因による乖離は、本来は一時的なものです。2つの市場が

揃ってオープンする日には、評価額が再び収束に向かいます。

米国の取引時間中は、代替となる商品もあります。米国の株式市場に

は、FTSE中国50指数ETF（銘柄コード：FXI）が上場しています。本資

料の作成時点では、このETFは約54億1千万ドル（米ドル）の時価総

額を持ち、30日平均の売買代金は約3億2千万ドルとなっています。今

後、香港の取引時間外において、先物とETFが並行して取引される可

能性もあるでしょう。 

香港と米国の両市場で取引する代わりに、米国市場でETFとE-mini 

FTSE中国50先物を取引すれば、評価額のタイミングに関する問題は

シンプルになります。

• ETFとE-mini FTSE中国50先物は、米国の取引終了時刻において、

ともに市場評価額を反映した価格になります。そのため、この2つの

評価額は一致しやすくなります。

• しかし、ETFと先物の必要証拠金を考慮すると、異なる指数の先物を

同時に取引する際に求められる証拠金は、ETFを取引する場合より

も小さくなる可能性があります。これは、米国外の法域の先物を取引

する場合でも同じです。

現在、FTSE中国50指数に含まれる銘柄の総運用資産額は、約70億ド

ルに上ります。2 E-mini FTSE中国50先物は、この市場分野に価格発

見機能を提供するだけでなく、リスク管理のツールとしても役立つ可能

性があります。

A株に投資すべきか、それとも香港市場に投資すべきかという対立議

論は、今後もしばらくの間、世界の投資家の間で論争の種になるかも

しれません。A株には厳しい市場アクセスのルールがあるため、A株を

含む世界規模の株式ベンチマークに投資している機関投資家もいま

す。その他の投資家は、柔軟な投資戦略を維持するために、よりオー

プンな市場で取引することを望んでいます。FTSE中国50指数は、こう

した思想の違いが存在する中で、両者の架け橋として利用され続けて

います。 

1 2011年8月31日～2015年8月31日のデータを使用。回帰の定数項はほぼゼロであり、統計
的に有意ではありません。回帰分析の結果ではほぼ無視できるものとなっています。

2 2015年9月1日時点
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先物取引とスワップ取引は損失を被る可能性がある取引行為であるため、すべての投資家の皆様にお勧めできる商品ではありません。先物やスワップはレバレッジ投資であり、取引に求められる資金は総代金のごく一部にすぎません。その
ため、先物やスワップの建玉に差し入れた当初証拠金を超える損失を被る可能性があります。したがって、生活に支障をきたすことのない、損失を許容できる資金で運用すべきです。また、全ての取引で利益を得ることは期待できませんの
で、1回の取引に全資金を投じることは避けてください。

本資料に掲載された情報およびすべての資料は、あらゆる法域において、金融商品の売買、金融に関する助言、取引プラットフォームの構築、預託の促進または取得、またはその他のあらゆる金融商品・金融サービスの提供を行うための提
案または勧誘として受け取らないようにしてください。本資料に掲載されている情報は、あくまで情報提供を目的としたものです。助言を意図したものではなく、また助言と解釈しないでください。掲載された情報は、特定個人の目的、資産状況
または要求を考慮したものではありません。本資料に従って行動する、またはそれに全幅の信頼を置く前に、専門家の適切な助言を受けるようにしてください。

本資料に掲載された情報は、明示的にも黙示的にもいかなる種類の保証も無く、現状のままで提供されます。CMEグループは、ここに記載した情報の誤りや脱漏に一切責任を負いません。

CME Groupと「芝商所」は、CME Group, Inc.の商標です。地球儀ロゴ、E-mini、E-micro、Globex、CME、およびChicago Mercantile Exchangeは、Chicago Mercantile Exchange Inc.（CME）の商標です。CBOTおよびChicago Board of Trade
は、Board of Trade of the City of Chicago, Inc.（CBOT）の商標です。ClearportおよびNYMEXは、New York Mercantile Exchange, Inc.（NYMEX）の商標です。本資料は、その所有者から書面による承諾を得ない限り、改変、複製、検索システ
ムへの保存、配信、複写、配布等による使用が禁止されています。

ラッセル1000®はFrank Russell Companyの商標およびサービスマークで、ライセンスの下で使用されます。

FTSE100指数、ドル建てFTSE100指数、FTSE中国50指数、FTSEディベロップド・ヨーロッパ指数、およびFTSEエマージング・マーケッツ指数（以下「指数」）の全ての権利は、FTSE International Limited（以下「FTSE」）に帰属します。「FTSE®
」はロンドン証券取引所グループの商標で、ライセンス条件下で FTSEによって使用されます。

E-mini FTSE100先物、E-mini ドル建てFTSE100先物、E-mini FTSE中国50先物、E-mini FTSEディベロップド・ヨーロッパ先物、およびE-mini FTSEエマージング・マーケッツ先物（以下「商品」）は、Chicago Mercantile Exchange Inc.（以下
「CME」）が独自に開発したものです。指数は、FTSEまたはその委託機関によって計算されます。FTSEおよびそのライセンス許諾者は、商品とは関係が無く、商品の保証、助言、推奨、勧誘、または促進を行うことはありません。また、(a) 指数
の使用、信任、または一切の誤り、(b) 商品への投資または商品の運用、に関係するいかなる人に対しても一切責任を負いません。商品によって得られる結果や、CMEの使用目的における指数の適切性に関して、FTSEは一切の要求や予
測、保証、または代理を行うことはありません。

CME、CBOTおよびNYMEXは、シンガポールではRecognized Market Operator（認定市場運営者）として、また香港特別行政区（SAR）ではAutomated Trading Service（自動取引サービス）プロバイダーとして、それぞれ登録されています。 
さらに、本資料に含まれる情報は、日本の金融商品取引法（1948年法律第25号およびその改訂法）が定義するいずれかの外国金融商品市場あるいは外国金融商品市場取引の決済サービスへの直接アクセス提供とみなされるものでもあり
ません。CME Europe Limitedは、香港、シンガポール、日本を含むアジアのあらゆる法域でいかなる種類の金融サービスを提供するための登録または認可も受けておらず、またそのように主張してもいません。CME Groupには、中華人民共
和国もしくは台湾で、あらゆる種類の金融サービスを提供するための登録または認可を受けている関連機関はありませんし、また提供してもいません。本資料は、韓国では金融投資サービスおよび資本市場法第9条5項並びに関連規則で、
またオーストラリアでは2001年会社法（連邦法）並びに関連規則で、それぞれ定義されている「プロ投資家」だけに配布されるものであり、したがってその頒布には制限があります。

Copyright © 2015 CME Group and 芝商所 　All rights reserved.

E-mini FTSE中国50先物

銘柄コード
CME Globex: FT5
清算: FT5
BTIC: FTC

取引単位 2ドル × FTSE中国50指数

呼値の単位（最小価
格変動幅）

アウトライト: 5指数ポイント＝10.00ドル
カレンダースプレッド: 1指数ポイント＝2.00ドル
BTIC: 1指数ポイント＝2.00ドル

取引時間 月曜日―金曜日：前日午後5:00―午後4:00（米中部
時間） ただし、午後3:15―午後3:30は取引中断

限月 3月からの四半期周期（3月限、6月限、9月限、12月
限）で5限月制

取引最終日

各限月の第三金曜日が取引最終日となる。取引最
終日には、香港証券取引所（HKEx）の取引終了時
刻（米国中部時間の午前2:00、またはサマータイム
期間中は午前3:00）まで取引が行われる。

最終決済 FTSE中国50指数の公式の終値を基準とし、差金決
済を行う。

商品間の証拠金相殺（クロスマージン）と資本効率
株価指数先物の取引をCMEグループに一本化することで、運用と資

本の両面において優れた効率性の恩恵を受けることができます。 

• すべての委託証拠金は、CMEグループの単一のクリアリングハウス

に預けられます。取引日の終わりには、日ごとに変動する一つの必

要証拠金のみが提示され、異なる要件を満たすために何度も送金を

行うといった手間はありません。これにより、運用が大幅に簡素化さ

れることに加えて、証拠金の一元化による資本効率のメリットも得られ

ます。 

• 新商品の上場時には、「E-mini FTSE中国50先物」と「CME 日経225

先物」をCMEグループで取引すると、35％の証拠金が削減される可

能性3があると試算されます。 今後の市場の拡大とともに、その他の

商品間でも証拠金の削減をご利用いただける可能性があります。

3 クロスマージン（商品間に適用される証拠金相殺）に対応する商品の必要証拠金ならび
に証拠金制限は、事前の通知なしに変更・改定されることがあります。必要証拠金に関す
る最新の情報は、www.cmegroup.com にてご確認ください。


