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要旨 

 

 本稿の目的は、JPX 日経インデックス 400（以下 JPX 日経 400）の構成銘柄

発表が、採用銘柄の株価と取引量に与える影響を明らかにすることである。 

 本来、投資家が利用可能な全ての公開情報が瞬時に株価に織り込まれるとい

うセミストロング型の効率性を株式市場が有しているならば、株価指数への採

用といった企業のファンダメンタルズとは無関係なニュースが、株価と取引量

に影響を与えることはないとされる。しかし日経平均株価指数を分析対象とし

た岡田（2004）やフランスの株価指数である CAC40 と SBF120 を分析対象と

した Vespro (2006)によって、株価指数に採用された銘柄の株価や取引量が上

昇するという事実が明らかにされている。そこで本稿はまず 2013 年に JPX 日

経 400 に採用が公表された全銘柄の平均株価と平均取引量を用いてイベントス

タディを行うことで、構成銘柄発表が採用銘柄の株価や取引量に与える影響を

検証した。しかし、全採用銘柄の平均株価と平均取引量において統計的に有意

な反応は確認できなかった。 

次に、個別企業ごとの株価と取引量の上昇率にはばらつきがあることに着目

した。ここでは、株価に織り込まれる情報量は企業の認知度によって異なると

いう岡田・佐伯（2014）の主張に基づき、認知度が低い企業の株価と取引量は、

認知度が高い企業よりも構成銘柄発表に対して大きく上昇するという仮説を構

築した。そして、企業の認知度を表す指標として、時価総額、売買代金、組み

入れ公表日の 60 日前から前日までのニュース数、東証一部に上場している企業

であるか、の四つを用いて認知度が高い群と低い群に分類し、それぞれについ

てイベントスタディを行った。その結果、時価総額が低い企業群、売買代金の

低い企業群、ニュース数が少ない企業群、東証一部に上場していない企業群、

といった認知度が低い企業群は、認知度が高い企業群よりも株価や取引量の上

昇率が大きく、またその上昇率の差が統計的に有意であることが確認された。

これらの結果から、JPX 日経 400 は認知度が低いことで過小評価されていた企

業の株価を適正な評価へ導いた可能性がある。また、このことは JPX 日経 400

の導入が市場の効率性を高めたことを示唆している。 
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1. はじめに  

 

JPX日経インデックス400（以下JPX日経400）とは、2013年に作成された日

本の新しい株価指数である。TOPIXや日経平均株価指数などの従来の日本の株

価指数とは異なり、ROE（自己資本利益率）や独立社外取締役の導入の有無と

いった投資家を意識した選定基準を設けていることがJPX日経400の大きな特

徴である。また、2014年にGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が資産運

用のベンチマークの一つとして採用したことから、JPX日経400には注目が集ま

っている。しかし、このように注目が集まっている指数であるにも関わらず、

JPX日経400を対象とした実証的な分析は、我々が知る限り存在していない。そ

のため、JPX日経400の構成銘柄として選ばれることによって、採用銘柄がどの

ような影響を受けているのか、現状では判断が難しい。このような背景のもと、

JPX日経400の構成銘柄発表が、採用銘柄の株価と取引量に与える影響を明らか

にすることが本稿の目的である。  

これまで、日経平均株価指数を分析対象とした岡田（2004）やアメリカの

S&P500指数を分析対象としたLynch and Mendenhall (1997)、フランスの

CAC40指数とSBF120指数を分析対象としたVespro (2006) によって、株価指

数に採用された銘柄の株価や取引量が上昇するという事実が明らかになってい

る。しかし、投資家が利用可能な全ての公開情報が瞬時に株価に織り込まれる

というセミストロング型の効率性を市場が有しているならば、株価指数への採

用といった企業のファンダメンタルズ 1とは無関係なニュースが、株価に影響を 

与えることはないとされる。そこで本稿ではまず、2013年にJPX日経400に採用

された銘柄を対象にイベントスタディを行うことで、JPX日経400の構成銘柄発

表が採用銘柄全体の平均株価や平均取引量に与える影響を分析した。その結果、

採用銘柄全体の平均株価と平均取引量は有意に上昇していないことがわかった。

その後、各企業に焦点を当て、株価と取引量の上昇率を観察したところ、企業

                                                
1 ここで言う企業のファンダメンタルズとは、投資家が利用可能な全ての公開

情報を用いて企業の将来のキャッシュフローと資本コストを計算して求めた企

業の株式の現在価値を意味する。  
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ごとにばらつきがあることがわかった。そのため、企業の認知度によって株価

に織り込まれる情報量は異なるという岡田・佐伯（2014）の主張に基づき、二

次分析を行った。 

 本稿では認知度を表す指標として、時価総額、売買代金、ニュース数、取引

市場の四つの指標を用いて、採用銘柄を認知度が低い企業群と認知度が高い企

業群に分類して分析を行った。その結果、認知度が低い企業群の平均株価と平

均取引量は、統計的に有意に上昇しているという結果が得られた。また、認知

度が高い企業群と認知度が低い企業群の平均株価と平均取引量の上昇率を比べ

ると、認知度が低い企業群の方が大きく上昇していることが分かった。これは

JPX 日経 400 の構成銘柄発表が、採用銘柄の株価と取引量に与える影響の大き

さが企業の認知度によって異なることを示しており、JPX 日経 400 が認知度の

低い企業を投資家の目に触れさせる機会を提供したと言える。この結果から、

優良であるにも関わらず、認知度が低いことによって過小評価されている企業

の株価を、適正な評価へと導く役割が JPX 日経 400 にはあると考えられる。 こ

れは、日本の株式市場の効率性が JPX 日経 400 の導入によって向上した可能性

を示唆している。 

 本稿の構成は以下の通りである。2 節で研究の背景、JPX 日経 400 の概要、

先行研究と理論に触れる。3 節では一次分析として採用銘柄の株価と取引量に

ついてイベントスタディを行い、4 節では一次分析の結果を受け、二次分析と

して企業の認知度という観点でサンプルを分類し、企業の認知度が採用銘柄の

株価と取引量に与えた影響を検証した。5 節では、本稿における分析から得ら

れた結果を考察としてまとめる。 

 

2. 研究の背景 

 

2.1. JPX 日経 400 の概要 

 

 2013 年に登場した JPX 日経 400 とは、日本取引所グループ、東京証券取引

所、日本経済新聞社が共同で作成した新たな株価指数である。JPX 日経 400 の

構成銘柄の選定のプロセスは次のようなものである。まず、過去 3 期すべてに
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おいて営業赤字、また過去 3 期いずれかで債務超過があった企業は構成銘柄の

候補から除外される。その後、過去 3 年間の時価総額や売買代金を考慮し、候

補銘柄を 1,000 社に絞る。これによって、企業規模や流動性が加味されること

になる。その上で、ROE、営業利益、時価総額による総合的なスコアリングを

行う。また、外国人投資家を考慮した IFRS（国際財務報告基準）採用の有無

や、コーポレートガバナンスの面を考慮した独立社外取締役の採用の有無がス

コアの加点要素となっている。こうして 1,000 社の順位付けを行い、上位から

400 社を構成銘柄としている。 

JPX 日経 400 には、トヨタ自動車やセブン＆アイホールディングスなど、時

価総額が高く、資本の効率性も高い優良な企業が多く採用されている。しかし、

日経平均株価指数に採用されている 225 社の中でも、半分以上は JPX 日経 400

に採用されていないことから、日本を代表する企業であっても選定基準を満た

さなければ JPX 日経 400 には採用されないことがわかる。一方で、選定基準を

満たしている優良な企業であれば採用されるため、JPX 日経 400 は投資家にと

って投資魅力の高い会社で構成されていると言える。そして、こういった選定

基準が設けられている株価指数は世界の中でも特殊であり、独自性が高い株価

指数と言える。さらに、2014 年 8 月に発表された「伊藤レポート」において、

企業の ROE の重要性が示唆されたことにより、企業の ROE に着目した株価指

数である JPX 日経 400 への関心が高まっている。このことは、GPIF や日本銀

行がこれまで TOPIX だけであった国内株式のパッシブ運用のベンチマークと

して JPX 日経 400 を採用し、運用を開始していることからも伺える。 

 

2.2. 先行研究と理論 

 

これまで、株価指数の構成銘柄入れ替えの発表時において対象となった銘柄

の株価や取引量の動向は、岡田（2004）、Harris and Gurel (1986) や Vespro 

(2006) によって分析されている。岡田（2004）は、日経平均株価指数の 1991

年から 2002 年の期間に実施されたすべての銘柄入れ替えにおいて対象となっ

た銘柄の株価を対象に分析を行っている。その結果、構成銘柄発表日前後にお

ける採用銘柄の株価は、有意に上昇したことが観察された。また、Harris and 
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Gurel (1986) は、アメリカの S&P500 指数の 1973 年から 1983 年に実施され

たすべての銘柄入れ替えにおいて対象となった銘柄の株価と取引量について分

析を行い、S&P500 指数へ採用された企業の株価と取引量が、発表日前後にお

いて統計的に有意に上昇したことを明らかにしている。他にも、Vespro (2006) 

によって、フランスの CAC40 指数と SBF120 指数の銘柄入れ替えを対象とし

た分析が行われており、同様の結果が得られている。これらの岡田（2004）や

Harris and Gurel (1986)、Vespro (2006) の実証結果は、すべての公開情報や

将来の成長性が現在の株価に反映されているというセミストロング型の効率的

市場仮説とは、整合的ではない。なぜなら、株価指数への採用、つまり企業の

ファンダメンタルズとは無関係なニュースによって、株価や取引量が変動する

ことはないとされているからである。そこで本稿では、近年注目されている日

本の新株価指数であるにも関わらず、実証的な分析が行われていない JPX 日経

400 を分析対象とし、JPX 日経 400 の構成銘柄発表が採用銘柄の株価と取引量

に与える影響を明らかにする。また本稿の特徴としては、株価に織り込まれる

情報量は企業の認知度によって異なるという岡田・佐伯（2014）の主張に基づ

き、採用銘柄を企業の認知度でサンプル分けをして追加的な分析を行った点が

挙げられる。岡田・佐伯（2014）は認知度を測る指標として、企業に関するニ

ュースの数を用いているが、本稿では時価総額、売買代金、取引市場、の三つ

の指標を加え、合計四つの指標を用いた。 次節では、まず株価に焦点を当てた

分析を行い、JPX 日経 400 の構成銘柄発表が採用銘柄の株価に与える影響を見

ていく。 

 

3．一次分析 

 

 3.1. 超過収益率を用いた分析  

 

 本節では、採用銘柄の株価を分析対象に、JPX 日経 400 の構成銘柄発表が採

用銘柄に与える影響を検証する。 

 

3.1.1. 株価におけるイベントスタディ 
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本稿では、JPX 日経 400 の構成銘柄発表が採用銘柄の株価と取引量に与えた

影響を分析するためにイベントスタディという手法を用いた 2。イベントスタデ

ィとは、企業に関するある出来事が企業の株価や取引量にどれだけ影響を与え

たかを観察する分析方法である。本節では、採用銘柄の株価をイベントスタデ

ィの分析対象とし、その超過収益率 3を観察することで、JPX 日経 400 の構成銘

柄発表が採用銘柄に与えた影響を観察する。超過収益率は、イベントウィンド

ウ（イベントの影響を受けていると考えられる期間）で実際に計測された収益

率から、正常な収益率を引くことで求められる。なお、正常な収益率は、イベ

ントの影響を受けていない推定ウィンドウを用いて算出する。JPX 日経 400 の

構成銘柄の発表は、2013 年 11 月 6 日であるが、発表は証券取引所の取引が終

了した大引け後に行われている。よって、構成銘柄発表というイベントが市場

に反映されるのは翌営業日からとなるため、2013 年 11 月 7 日をイベントデイ

（ED）とした。また、JPX 日経 400 の選定基準と採用銘柄は同時に公表され

たため、公表日の 1 営業日前よりも前に株価に影響が出る可能性は低いと考え

られる。そのため、イベントデイの 1 営業日前から 10 営業日後までの 12 日間

をイベントウィンドウとし、推定ウィンドウをイベントデイの 40 営業日前から

160 営業日前の、計 120 営業日とした。 

本稿のイベントスタディでは正常な収益率を計測するためにマーケットモデ

ルを用いた。マーケットモデルを用いて正常な収益率を求める際には、市場の

ベンチマークとなる収益率が必要となる。ただし、JPX 日経 400 には東証一部

だけでなく、東証二部、JASDAQ やマザーズからも企業を採用しているため、

本稿では各銘柄が属している取引市場のベンチマークとなる株価指数を用いた

分析を行った 4。 

                                                
2 本稿では、イベントスタディの手法として松尾・山本（2006）を参考にした。  
3 ここでいう収益率とは日次収益率のことであり、以下の式で定義される。  

 日次収益率＝
𝑃0−𝑃−1

𝑃−1
  

なお、前日および当日の株価をそれぞれ𝑃−1、𝑃0とする。  

 
4 東証一部に属する企業には「TOPIX」、東証二部に属する企業には「東証二

部株価指数」、JASDAQ に属する企業には「JASDAQ 指数」、マザーズに属す
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超過収益率の計算式は以下の通りである。 

 

ARit = Rit - { α̂ + ( β̂Rmt ) } 

 

ARit は企業 i の t 日における超過収益率 

Rit  は企業 i の t 日における日次収益率     

α̂ は企業 i の推定α 

β̂ は 企業 i の推定β 

Rmt は各取引市場のベンチマークとなる株価指数の日次収益率 

 

また、イベントが数日間に渡って株価に影響を及ぼす可能性があるため、イ

ベントウィンドウにおいて超過収益率を足し合わせていったものである累積超

過収益率も観察した。また、超過収益率と累積超過収益率の有意性を測るため

に t 検定を行った。 

 

3.1.2. データとサンプル 

 

対象となる企業は、2013 年 11 月 6 日 5に JPX 日経 400 への採用が公表された

400 社のうち、公表日前後一営業日に決算発表、また株価に影響を与える可能

                                                                                                                                          

る企業には「マザーズ指数」をそれぞれベンチマークとして用いた。なお、す

べての企業に対して TOPIX を市場のベンチマークとして用いた分析も行った

ところ、多少数値は異なるが同様の結果が得られている。しかし、各市場のベ

ンチマークとなる指数を使用した時の方がβ値が高い推計結果が得られたため、

本稿ではその分析の結果を掲載した。  
5 日本取引所は、毎年 8 月に JPX 日経 400 の新規採用、除外銘柄を公式ホー

ムページで発表している。ただし、JPX 日経 400 の選定基準とスコアリング方

法が明確なため、証券会社が 5 月時の決算を元に新規採用銘柄や除外銘柄の予

想を公表している。これらの予想は非常に正確であり、予想が公表された時点

で JPX 日経 400への採用や除外という情報は株価に織り込まれてしまう傾向が

ある。そのため、日本取引所が毎年 8 月に行う構成銘柄発表時には、投資家は

反応しにくいと考えられる。しかし、JPX 日経 400 が創設された 2013 年には、

選定基準と採用銘柄が同時に発表されたため、証券会社による構成銘柄の予想

は困難であったと考えられるので、構成銘柄発表に対する投資家の反応を測る

ことが可能である。そこで、本稿では 2013 年に選定された銘柄を分析対象とし

た。  
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性があるニュースのあった 161 社を除いた 239 社である。企業のニュース検索

には、過去 30 年間の新聞や雑誌記事を提供する日経テレコンを利用した。株価

は終値を使用し、各取引市場と 239 社の推定ウィンドウ、イベントウィンドウ

におけるいずれのデータも SPEEDA より取得した。なお、SPEEDA とは、株

式会社ユーザベースが提供している企業、業界のファンダメンタルズ分析に必

要とされる情報が網羅的に整理されたオンライン情報サービスである。 

 

3.1.3. 分析結果 

 

分析結果は、表 1、表 2、図 1 に示されている。表 1 は超過収益率（AR）の

平均値を、表 2 はイベントデイの前後 1 営業日の累積超過収益率（CAR）とイ

ベントデイの 1 営業日前から 10 営業日後までの累積超過収益率（CAR）を、

表 3はイベントデイの 1営業日前から 10営業日後までの累積超過収益率（CAR）

のグラフを表したものである。 

 

表 1 239 社の超過収益率（AR）の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 平均 AR(％) t 値  

-1 0.284 (0.87) 

ED 0.317 (0.97) 

1 0.174 (0.53) 

2 -0.010 (-0.03) 

3 -0.024 (-0.07) 

4 -0.137 (-0.42) 

5 -0.149 (-0.46) 

6 -0.112 (-0.34) 

7 0.012 (0.04) 

8 0.009 (0.03) 

9 0.073 (0.22) 

10 0.020 (0.06) 
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表 2 イベントデイの前後 1 営業日とアナウンス日前日から 10 営業日後までの

累積超過収益率（CAR） 

 

 

 

 

図 1 239 社のイベントデイの 1 営業日前から 10 営業日後までの 

累積超過収益率（CAR）の平均値の推移 

 

  

       

表 1 や図 1 の結果が表すように、JPX 日経 400 への採用が発表された日の前

後に株価は上昇していたが、いずれの日においても統計的に有意な結果ではな

かった。また、表 2 に示されているように、累積超過収益率に関しても有意な

上昇は確認できなかった。そこで次節では、取引量に焦点を当てた分析を行い、

JPX 日経 400 の構成銘柄発表が採用銘柄の取引量に与える影響を見ることにす

る。 

平均CAR（％） ｔ値
(-1,1) 0.775 1.37
(-1,10) 0.457 0.40
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3.2. 超過取引量を用いた分析 

 

これまで、アメリカの S&P500 指数やフランスの CAC40 指数と SBF120 指

数の構成銘柄入れ替えの発表時において、採用銘柄の取引量が増加することが

明らかになっている（Lynch and Mendenhall 1997 ; Vespro 2006）。そこで、

本節では、JPX 日経 400 の構成銘柄発表時に、採用銘柄の取引量の増加が観測

されるのかを見ていく。 

 

3.2.1. 取引量におけるイベントスタディ 

 

本節では、イベントスタディの手法を用いて JPX 日経 400 の構成銘柄発表が

採用銘柄の取引量に与える影響を分析する。 

 取引量のイベントスタディにおいて、本稿では Vespro (2006) に示されてい

る手順を参考にした。株価と同様に、超過取引量は、イベントの影響を受けて

いるイベントウィンドウで実際に計測された超過取引量から、正常な取引量を

引くことで求められる。なお、正常な取引量は、イベントの影響を受けていな

い推定ウィンドウを用いて算出する。取引量のイベントスタディにおいても、

2013 年 11 月 7 日をイベントデイ（ED）とした。また、イベントデイの 1 営業

日前から 10 営業日後までの 12 日間をイベントウィンドウとし、推定ウィンド

ウをイベントデイの 40 営業日前から 160 営業日前の、計 120 営業日とした。株

価のイベントスタディと同様に、正常な取引量を計測するためにマーケットモ

デルを用いた。マーケットモデルを用いて正常な取引量を求める際には、市場

のベンチマークとなる取引量が必要となる。ただし、JPX 日経 400 には東証一

部だけでなく、東証二部、JASDAQ やマザーズからも企業を採用しているため、

本稿では各銘柄が属している取引市場のベンチマークとなる株価指数の取引量

を用いた分析を行った 6。 

                                                
6 なお、取引量のイベントスタディにおいても、すべての企業に対して TOPIX

を市場のベンチマークとして用いた分析を行った結果、多少数値は異なるが同

様の結果が得られている。しかし、各市場のベンチマークとなる指数を使用し
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 本節における企業 i の t 日における取引量𝑣𝑖�̂�は以下の式で定義される。なお、

自然対数の真数に 1 が加えられているのは、取引量が 0 である企業が存在して

いるためである。 

 

𝑣𝑖�̂� =
ln(1 + Vit)

ln(1 + Eit)
 

 

Vit：t 日における企業 i の取引量に株価を乗じたもの 

Eit：t 日における企業 i の発行済株式数に株価を乗じたもの 

 

なお、超過取引量を超過収益率のように累積する必要はない。なぜなら、超

過収益率は前日からの増加率をみているが、超過取引量はあくまでも一日ごと

に本来観測されるはずであった取引量よりもどれだけ多く取引が為されている

かを見ているに過ぎず、超過収益率のように累積することによって数日に渡る

効果を見ることはできないからである。また、超過収益率の統計的有意性を測

るために t 検定を行った。 

 

3.2.2. データサンプル 

 

対象となる企業は、株価のイベントスタディと同様の 239 社である。239 社

および各取引市場の推定ウィンドウ、イベントウィンドウにおける取引量、発

行済株式数はいずれも SPEEDA より取得した。 

 

3.2.3. 分析結果 

 

以下で、取引量におけるイベントスタディの結果を表 3 に示す。 

 

                                                                                                                                          

た時の方が β 値が高い推計結果が得られたため、本稿ではその分析の結果を掲

載した。  
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表 3 239 社のイベントウィンドウにおける超過取引量（AV）の平均値 

 

Day 平均 AV(％) t 値  

-1 -0.323 (-0.89) 

ED -0.274 (-0.75) 

1 -0.476 (-1.31) 

2 -0.814** (-2.24) 

3 -0.128 (-0.35) 

4 -0.257 (-0.71) 

5 -0.065 (-0.18) 

6 -0.259 (-0.71) 

7 -0.130 (-0.36) 

8 -0.157 (-0.43) 

9 -0.401 (-1.10) 

10 -0.128 (-0.35) 

※ ***は 1％ 水準、**は 5％ 水準、*は 10％ 水準で有意なことを示す。 

 

表 3 より、イベントウィンドウではすべての日でマイナスの超過取引量が観

測されているが、2 日目を除いて統計的に有意といえる値ではなく、JPX 日経

400 の構成銘柄発表が採用銘柄に影響を与えたと考えられる結果ではなかった。 

 

4. 二次分析 

 

一次分析で示されたように、JPX 日経 400 の構成銘柄発表によって採用銘柄

全体の平均株価と平均取引量が有意に上昇しているという事実は得られなかっ

た。しかし、採用銘柄の超過収益率と超過取引量を個別企業ごとに見てみると、

大きなばらつきがあることが分かった。最も上昇している企業の超過収益率は

約 10％近く観測され、超過取引量に関しては 15％近い企業も見受けられた。一

方で超過収益率や超過取引量がマイナスであった企業やほとんど変動のない企
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業も存在した。このように個別銘柄に着目すると、一般に認知度が高いと考え

られる企業は超過収益率と超過取引量が小さく、認知度が低いと考えられる企

業の超過収益率と超過取引量が大きい傾向があることがわかった。例として、

株式会社三菱地所は採用銘柄の発表日の超過収益率は約-0.1％であるが、株式

会社ジーテクトは約 10％の超過収益率が観測されている 7。これらの結果から、

企業の認知度が超過収益率と超過取引量に影響を与えた可能性があると考えら

れる。そのため、本節では採用銘柄を認知度が高い企業群と低い企業群に分類

し分析を行うことで、企業の認知度が超過収益率と超過取引量に与えた影響を

観察する。 

 

4.1. 認知度によるサンプル分けと仮説 

 

岡田・佐伯（2014）は、投資家が上場している企業に対して平等に注意を払

うことができず、認知度が高い銘柄を中心に注意力が向けられるということを

実証的に示している。つまり、認知度の低い銘柄に対しては、投資家の注意力

が低く、企業のファンダメンタルズが株価に適正に反映されていない可能性が

高い。この点から JPX 日経 400 への採用の効果を考えてみると、それまで投資

家の目に触れにくかった企業が JPX 日経 400 に採用されることで、投資魅力の

高い企業として注目が集まった可能性がある。そしてその結果、企業のファン

ダメンタルズが投資家に伝わり、適正な評価を受けることになったと考えられ

る。その一方で、認知度の高い企業は通常から投資家の注意が向けられていた

ことから、すでに適正な評価を受けていた可能性が高い。よって、JPX 日経 400

に採用されたというニュースが株価や取引量に与えた影響は小さいと考えられ

る。そこでわれわれは次のような仮説を構築した。 

 

【仮説】 

                                                
7 株式会社三菱地所は、東証一部上場企業であり、時価総額は 3,291,754(百万)

である一方、株式会社ジーテクトは JASDAQ 上場企業であり、時価総額は

18,494(百万円）であり、この二つの企業の認知度には差があると考えられる。 
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JPX 日経 400 の構成銘柄に採用された企業の中で、認知度が低い企業の株価

と取引量は、認知度が高い企業よりも大きく上昇する。 

 

この仮説を検証するために、本稿では企業の認知度を示す指標として以下の

四つを用いた。なお、時価総額、売買代金、取引市場のデータは SPEEDA か

ら取得し、ニュース数を調べる際は日経テレコンを利用した。 

 

①  時価総額 

時価総額とは、株価に発行済株式数を乗じたものであり、企業価値を評価す

る際の指標の一つである。時価総額が大きいということは、業績だけではなく

将来の成長に対する期待も大きいことを意味するため、投資家からの認知度も

高いと考えられる。 

 

②  売買代金 

時価総額が大きい企業であっても、市場で取引がされている株式数が少ない

企業もある。そこで、本稿では時価総額と共に、市場でどれだけの株式が取引

されているかを示す売買代金を認知度の指標の一つとした。売買代金が大きい

ということは、それだけ常に取引がされているということであり、売買代金の

多い企業は元々認知度が高かったと考えることができる。 

 

③  ニュース数 

岡田・佐伯（2014）は、投資家の注意力を有限資源と考えた場合、多くの企

業のニュースや記事が配信される際、その量が多い銘柄に投資家の注意が集中

し、ニュース数の少ない銘柄については正しい価値評価がなされてこなかった

可能性を示唆している。つまり、企業に関するニュースの数は、企業の認知度

を表すと考えられる。本稿では、アナウンス日前 60 日間で日本経済新聞の朝刊

と夕刊に掲載されたニュースの数を使用した。なお、決算の数表はどの企業に

も共通して存在するため、ニュース数には含まないこととした。 

 

④  取引市場 
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日本には、10 以上の取引市場があり、東京証券取引所が日本を代表する取引

所である。上場している取引市場によって、上場企業数や上場企業の特徴等は

大きく異なっている。例えば、JASDAQ は東証一部上場企業と比べれば、上場

企業の時価総額は小さい。マザーズは、俗に「新興市場」とも呼ばれ、将来性

の高い成長段階の企業が上場する市場であり、東証一部上場企業と比べると株

価の乱高下が激しいといった特徴が挙げられる。東証一部へ上場するためには、

株主数 2,200 人以上、流通株式 2 万単位、時価総額 250 億円以上という条件が

課せられており、他の取引市場へ上場するよりも一層厳格な審査を受けなけれ

ばならない。このような東証一部の上場条件をクリアした企業は、他の取引市

場に属している企業よりも優良であるとされ、投資家の認知度も高いと考える

ことができる。 

以上で述べた四つの指標の 239 社における記述統計量は以下の通りである

（なお、取引市場においては東証一部に属する企業を１、東証一部以外の企業

に属する企業を 0 としている）。 

 

表 4 四つの指標に関する記述統計量 

 

 

表 4 からわかるように、時価総額、売買代金、ニュース数の最大値と最小値

には大きな差があり、採用銘柄の間でも認知度の差がある可能性が高いと考え

られる。そこでこの四つの指標を用い、採用銘柄を認知度が低い企業群と認知

度が高い企業群に分類し、再度イベントスタディを行った。時価総額と売買代

 平均値 最大値 最小値 中央値 

時価総額（百万円） 3,868 11,214 1,382 3,549 

売買代金（百万円） 1,433 4,748 164 1,229 

ニュース数 12.72 216 0 7 

取引市場 0.95 1 0 1 
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金においては、時価総額または売買代金の額が下位 3 分の 1 である 79 社を相対

的に認知度の低い企業とし、時価総額または売買代金の額が上位 3 分の 1 であ

る 79 社を相対的に認知度の高い企業とした。ニュース数においては、イベント

前 60 日間で決算発表を除いてニュースが一つもなかった 36 社を認知度の低い

企業とし、その他の企業と比較した。また取引市場においては、東証一部以外

の市場に上場する 11 社を認知度の低い企業とし、東証一部に上場する企業を認

知度の高い企業とした。 

その上で、認知度の低い企業群と認知度の高い企業群の超過収益率と超過取

引量の平均値を求め、その有意性の検定を行うとともに、両群の平均値の差が

統計的に有意であるかどうかの検定も行った。なお、超過収益率の分析におい

ては、前節の分析と同様に、発表日の前後 1 営業日と、発表日の 1 営業日前か

ら 10 営業日後までの二つの期間において累積超過収益率を観察した。 

 

4.2. 分析結果    

 

表 5、表 6 は、各サンプルの累積超過収益率（CAR）の平均値と、平均値の

差の検定の結果を示している。表 5 は、構成銘柄発表日の前後一営業日におけ

る累積超過収益率（CAR）の結果を、表 6 は構成銘柄発表日の 1 営業日前から

10 営業日後における累積超過収益率（CAR）の結果を表している。 
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表 5 認知度の高い企業群と認知度の低い企業群の前後 1 営業日における 

累積超過収益率（CAR）と平均値の差の検定 

 

 
平均 CAR(-1,1) 

平均の差 
認知度（高） 認知度（低） 

時価総額 
0.537％ 

(0.78) 

1.330％* 

(1.67) 

0.793％* 

(1.67) 

売買代金 
0.392％ 

(0.81) 

1.504％* 

(1.76) 

1.112％** 

(2.34) 

ニュース数 
0.599％ 

(1.11) 

1.773％** 

(2.09) 

1.174％** 

(2.07) 

取引市場 
0.598％ 

(1.07) 

4.463％*** 

(3.36) 

3.865％* 

(1.75) 

※ ***は 1％ 水準、**は 5％ 水準、*は 10％ 水準で有意なことを示す。 

 また括弧内は t 値を表している。 

 

表 6 認知度の高い企業群と認知度の低い企業群の 1 営業日前から 

10 営業日後までの累積超過収益率（CAR）と平均値の差の検定 

 

 
平均 CAR(-1,10) 

平均の差 
認知度（高） 認知度（低） 

時価総額 
1.093％ 

(1.17) 

0.593％ 

(0.37) 

-0.500％ 

(-0.51) 

売買代金 
0.580％ 

(0.60) 

1.197％ 

(0.69) 

0.617％ 

(0.67) 

ニュース数 
0.600％ 

(0.56) 

-0.352％ 

(-0.20) 

-0.952％ 

(-0.75) 

取引市場 
0.238％ 

(0.21) 

4.987％* 

(1.88) 

4.749％ 

(1.25) 
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※ ***は 1％ 水準、**は 5％ 水準、*は 10％ 水準で有意なことを示す。 

 また括弧内は t 値を表している。 

 

表 5 より、四つのいずれの指標においても、認知度が低かったとされる企業

群では、構成銘柄発表日前後 1 営業日において有意な正の累積超過収益率が観

測された。その一方で、認知度が高い企業群の累積超過収益率はいずれも有意

でなかった。また、認知度の低い企業群と認知度の高い企業群の累積超過収益

率の平均値には有意な差が観測された。 

表 6 の結果より、1 営業日前から 10 営業日後までの累積超過収益率はほとん

どの指標で認知度に関わらず統計的に有意な正の値は観察されなかった。しか

し、取引市場で分類された認知度の低い企業（東証一部以外に上場している企

業）においては、統計的に有意な株価の上昇が確認された。 

続いて表７～表 10 は、超過取引量の分析結果を示している。表 7 は時価総額

で、表 8 は売買代金で、表 9 はニュース数で、表 10 は取引市場でそれぞれサン

プル分けをしたイベントスタディの結果をまとめたものである。 

 

表 7 時価総額でサンプル分けをして観測された超過取引量（AV）の 

イベントウィンドウにおける平均値と差の検定 

 

Day 

時価総額 

認知度（高） 認知度（低）  

平均の差 

 

t 値 平均 AV t 値 平均 AV t 値 

-1 -0.243 (-0.49) -0.562 (-1.52) -0.319 (-0.67) 

ED -0.812 (-1.62) 0.555 (1.50) 1.367*** (2.58) 

1 -0.788 (-1.57) -0.150 (-0.40) 0.638 (1.23) 

2 -1.165** (-2.33) -0.855** (-2.31) 0.310 (0.58) 

3 -0.270 (-0.54) -0.347 (-0.94) -0.077 (-0.14) 

4 -0.486 (-0.97) -0.371 (-1.00) 0.115 (0.21) 

5 -0.077 (-0.15) -0.256 (-0.69) -0.179 (-0.34) 
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※ ***は 1％ 水準、**は 5％ 水準、*は 10％ 水準で有意なことを示す。 

 

表 8 売買代金でサンプル分けをして観測された超過取引量（AV）の 

イベントウィンドウにおける平均値と差の検定 

 

※ ***は 1％ 水準、**は 5％ 水準、*は 10％ 水準で有意なことを示す。 

 

表 9 ニュース数でサンプル分けをして観測された超過取引量（AV）の 

6 -0.055 (-0.11) -0.528 (-1.43) -0.473 (-0.84) 

7 -0.241 (-0.48) -0.207 (-0.56) 0.034 (0.06) 

8 -0.433 (-0.87) 0.184 (0.50) 0.617 (1.11) 

9 -0.690 (-1.38) 0.131 (0.35) 0.821 (1.41) 

10 0.059 (0.12) -0.317 (-0.86) -0.376 (-0.66) 

 

Day 

売買代金 

認知度（高） 認知度（低）  

平均の差 

 

t 値 平均 AV t 値 平均 AV t 値 

-1 -0.286 (0.63) 0.009 (0.02) 0.295 (0.85) 

ED -0.673 (1.49) 0.935** (2.35) 1.608*** (3.94) 

1 -0.700 (1.55) 0.231 (0.58) 0.931** (2.22) 

2 -1.079** (2.39) -0.236 (-0.60) 0.843** (2.14) 

3 -0.309 (0.68) 0.239 (0.60) 0.548 (1.48) 

4 -0.432 (0.96) 0.128 (0.32) 0.560 (1.47) 

5 -0.106 (0.24) 0.283 (0.71) 0.389 (1.04) 

6 -0.444 (0.98) 0.255 (0.64) 0.699 (1.55) 

7 -0.158 (0.35) 0.293 (0.74) 0.451 (0.98) 

8 -0.338 (0.75) 0.575 (1.45) 0.913** (2.15) 

9 -1.041** (2.31) 0.812** (2.04) 1.853*** (4.19) 

10 -0.415 (0.92) 0.490 (1.23) 0.905** (2.02) 
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イベントウィンドウにおける平均値と差の検定 

 

※ ***は 1％ 水準、**は 5％ 水準、*は 10％ 水準で有意なことを示す。 

 

表 10 取引市場でサンプル分けをして観測された超過取引量（AV）の 

イベントウィンドウにおける平均値と差の検定 

 

 

Day 

ニュース数 

認知度（高） 認知度（低）  

平均の差 

 

t 値 平均 AV t 値 平均 AV t 値 

-1 -0.321 (-0.87) -0.736 (-1.47) -0.415 (-0.86) 

ED -0.563 (-1.53) 0.939* (1.87) 1.502*** (2.78) 

1 -0.619 (-1.68) -0.057 (-0.11) 0.562 (1.03) 

2 -0.984*** (-2.67) -0.441 (-0.88) 0.543 (0.96) 

3 -0.315 (-0.85) 0.339 (0.68) 0.654 (1.30) 

4 -0.468 (-1.27) 0.411 (0.82) 0.879** (2.06) 

5 -0.159 (-0.43) -0.090 (-0.18) 0.069 (0.16) 

6 -0.326 (-0.88) -0.460 (-0.92) -0.134 (-0.28) 

7 -0.185 (-0.50) -0.378 (-0.75) -0.193 (-0.47) 

8 -0.290 (-0.78) 0.016 (0.03) 0.306 (0.67) 

9 -0.620 (-1.68) 0.334 (0.67) 0.954* (1.85) 

10 -0.203 (-0.55) -0.186 (-0.37) 0.017 (0.03) 

 

Day 

取引市場 

認知度（高） 認知度（低）  

平均の差 

 

t 値 平均 AV t 値 平均 AV t 値 

-1 -0.221 (-0.61) -2.398** (-2.61) -2.177* (-1.92) 

ED -0.460 (-1.27) 3.514*** (3.83) 3.974** (2.31) 

1 -0.584 (-1.61) 1.717* (1.87) 2.301 (1.26) 

2 -0.862** (-2.37) 0.161 (0.18) 1.023 (0.51) 
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※ ***は 1％ 水準、**は 5％ 水準、*は 10％ 水準で有意なことを示す。 

 

以上の分析結果より、時価総額でのサンプル分けにおいては有意な超過取引

量は観測されていないが、売買代金、ニュース数、取引市場でのサンプル分け

ではイベントデイにおいて認知度の低い企業群で統計的に有意な超過収益率が

観測されており、JPX 日経 400 採用の影響を受けていることが分かった。また、

認知度の高い企業群と低い企業群の構成銘柄発表日における超過取引量の平均

の差は、四つすべての指標において統計的に有意であった。以上の分析結果よ

り、JPX 日経 400 に採用されることで認知度の低い企業に注目が集まり、通常

よりも一時的にではあるが多く取引が行われたと考えられる。 

 

4.3. 重回帰分析 

  

これまでの分析結果より、JPX 日経 400 の構成銘柄発表によって、採用銘柄

の中でも認知度の低い企業群では株価と取引量が統計的に有意に上昇している

ことが実証された。また、構成銘柄の発表日前後の累積超過収益率と超過取引

量では、認知度の低い企業群と認知度の高い企業群との間に統計的に有意な差

があることが平均値の差の検定によって示された。そこで、これまでの分析で

得られた累積超過収益率と超過取引量を被説明変数とし、認知度の指標として

用いた四つの指標を説明変数として重回帰分析を行うことで、イベントスタデ

ィの分析結果を確認し、補完することにしよう。 

 

3 -0.211 (-0.58) 1.558 (1.70) 1.769 (1.25) 

4 -0.298 (-0.82) 0.589 (0.64) 0.887 (0.69) 

5 -0.030 (-0.08) -0.769 (-0.84) -0.739 (-0.68) 

6 -0.246 (-0.68) -0.512 (-0.56) -0.269 (-0.16) 

7 -0.198 (-0.55) 1.251 (1.36) 1.449 (0.72) 

8 -0.242 (-0.67) 1.575 (1.72) 1.817 (1.12) 

9 -0.421 (-1.16) -0.008 (-0.01) 0.413 (0.21) 

10 -0.135 (-0.37) 0.002 (0.00) 0.137 (0.06) 
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4.3.1. データとサンプル 

 

 重回帰分析においては、被説明変数を構成銘柄発表日前後 1 営業日における

累積超過収益率、発表日の 1 営業日前から 10 営業日後までの累積超過収益率、

発表日における超過取引量とし、説明変数を上述した四つの認知度を示す指標

とする 8。なお、時価総額と売買代金に関しては企業間での差異が大きいため対

数値を取り、取引市場に関しては東証一部上場ダミー（東証一部上場企業に 1、

その他の企業に 0 となるダミー変数）を用いる。 

回帰式は以下の通りである。 

 

Y (CAR or AV ) = a (定数項) + bX1 (log 時価総額) + cX2 (log 売買代金 ) + dX3 (ニ

ュース数) + eX4 (東証一部上場ダミー ) + ε (撹乱項) 

 

4.3.2. 分析結果 

 

本稿では、認知度の低い企業は、認知度の高い企業よりも JPX 日経 400 への

採用の発表に対する投資家の反応が大きく、超過収益率や超過取引量も大きい

ことを示してきた。つまり、重回帰分析の結果として、それぞれの認知度を示

す説明変数の係数がマイナスであれば、これまでの結果と整合的といえる。 

 表 11 は、重回帰分析の結果を示している。 

 

表 11 重回帰分析の結果 

 

                                                
8 時価総額と売買代金の相関係数が 0.79 と高かったため、VIF 統計量を調べ

た。VIF 統計量は 2.67 と多重共線性があるといえる数値ではないが、説明変数

の加除により回帰式の係数が大きく変化したため、潜在的な多重共線性を考慮

し、それぞれを回帰式から除いた分析を行った。なお、多重共線性については

阿部（2004）を参考にした。説明変数間の相関係数は、付録に記載した。  



23 

 

 

※ ***は 1％ 水準、**は 5％ 水準、*は 10％ 水準で有意なことを示す。 

  また、括弧内は t 値を示している。 

 

表 11 より、採用銘柄発表日の前後 1 営業日（-1, 1）の累積超過収益率にお

いては、ニュース数以外の三つの指標の係数が有意にマイナスとなった。構成

銘柄発表日（ED）における超過取引量においても、すべての指標の係数が有意

にマイナスとなった。この結果は、我々の仮説を支持するものである。すなわ

ち、JPX 日経 400 の構成銘柄発表に対して、投資家は認知度の高い企業よりも

認知度が低い企業に強く反応しているといえる。特に、東証一部上場ダミーは

全ての式において有意にマイナスになっており、東証一部に上場していなかっ

た企業に関しては、JPX 日経 400 への採用は株価や取引量に大きな影響を与え

たと考えられる。  

 

5. おわりに 

 

本稿では、JPX 日経 400 の構成銘柄発表が、採用銘柄の株価と取引量に与え

る影響について検証した。その結果、採用銘柄全体では株価と取引量ともに統

計的に有意な上昇は確認されなかった。しかし、認知度を表すとした指標を用

いて採用銘柄を分類し、超過収益率や超過取引量を比較したところ、認知度が

低い企業群は、認知度が高い企業群よりも超過収益率、超過取引量ともに大き

く、それらの差が統計的に有意であることが確認された。このことは、JPX 日

経 400 が認知度の低い企業を投資家に知らせる効果を持ち、そのファンダメン

-0.79* 0.03 -0.96*
(-1.79) (-0.03) (-1.75)

-0.57* -0.17 -1.65***
(-1.67) (-0.25) (-4.04)

0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.02* -.0.01*
(-0.17) (-0.06) (-0.54) (-0.70) (-1.94) (-1.94)
-3.41*** -3.54*** -4.81*** -4.71*** -3.60*** -3.27***
(-4.09) (-4.31) (-2.86) (-2.86) (-3.48) (-3.31)

切片 13.03 9.97 4.57 6.51 14.08 19.65

決定係数 0.10 0.10 0.03 0.04 0.12 0.17

サンプル数 239 239 239 239 239 239

ニュース数

東証一部上場ダミー

log時価総額

log売買代金

CAR AV

(-1,1) (-1,10) ED
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タルズが伝達されて株式価値の適正な評価に繋がった可能性があることを示し

ている。すなわち、JPX 日経 400 はそれまで投資家の目に触れにくかった企業

を、投資魅力の高い企業として投資家にアピールする役割を担っていると考え

られる。事実、2013 年の時点で JASDAQ やマザーズから JPX 日経 400 に採用

された企業の多くが現在では東証一部に上場していることからも 9、JPX 日経

400 に採用されることで、企業が投資家から適正な評価を受けるようになった

と言えるだろう。 

 本稿の結果は、株価指数に採用されるという企業のファンダメンタルズと無

関係なニュースにも投資家が反応することを示しており、セミストロング型の

効率的市場仮説と整合的ではない。また、認知度の低い企業に対して投資家が

反応したということは、それらの企業に注目が集まったと言えるだろう。そし

てその結果、今後企業の情報がより投資家に伝わっていき、株式価値の適正な

評価へ繋がる可能性がある。このように、過小評価されていた企業を株式価値

の適正な評価へ導いたことは、JPX 日経 400 が市場の効率性を高めたことを示

唆していると思われる。 

近年では、株式会社いちごホールディングスや株式会社アマダのように、自

己資本比率を上げ、 JPX 日経 400 に採用されることを中長期経営計画に記載

している企業も増えている。このような傾向が今後も続くならば、JPX 日経 400

の構成銘柄発表はより重要な意味を持つことになり、JPX 日経 400 は市場の活

性化により一層寄与すると考えられる。 
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付録 1 説明変数間の相関係数 

 

 

  

 

 

 

log時価総額 log売買代金 ニュース数 東証一部上場ダミー

log時価総額 1.00
log売買代金 0.79 1.00
ニュース数 0.51 0.44 1.00

東証一部上場ダミー 0.26 0.21 0.04 1.00
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