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中国版ナスダックの開設は投資家にどのような
意味を持つのか？    
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中国の習近平国家主席は、昨年11月、上海証券取引所に科創板
を開設する計画を明らかにしました。ハイテク企業や研究開発
型企業が上場し、資金調達を行う専用の取引所を提供すること
によって中国のイノベーションが加速することが期待されてい
ます。市場関係者は、科創板を中国版ナスダックと例えました。

我々は科創板の開設を評価しています。中国が経済改革を推進
する中、科創板は中国にとって重要な意味を持つと考えます。と
りわけ、中国は、知的財産権侵害訴訟やハイテク企業への制裁

といった米国との軋轢が高まる中、科創板を通じて研究開発立
国としての台頭を図っています。中国は模倣の達人とみられて
いますが、イノベーターとして市場をリードし始めている分野も
あります。世界知的所有権機関（WIPO）によると、中国は2017
年の特許出願件数において世界シェア43.6%で首位となり、米
国の19.2%に2倍以上の差をつけました。研究開発費の対GDP
比は2.13%に上昇し、EUの1.96%（推定値）を上回っています。1	

中国が出遅れている分野において、科創板は資金調達を通じて
圧倒的優位を得る可能性があります。	

大きな野望 

1	 	世界知的所有権機関（WIPO、2018）、World	Intellectual	Property	Indicators	2018、ジュネーブ:世界知的所有権機関;	経済協力開発機構（OECD、2019）、Main	
Science	and	Technology	Indicators、	Volume	2018	Issue	2、	OECD	Publishing,	パリ

主な論点 • 中国では、ハイテク企業や研究開発型企業が上場し、資金調達を行う取引
所としていわゆる中国版ナスダックが開設されました。我々は、このハイテ
ク新興企業向け株式市場である「科創板」は中国にとって戦略的に重要な
意味を持つと考えています。中国は、知的財産権侵害訴訟やハイテク企業
への制裁といった米国との軋轢が高まる中、科創板を通じて研究開発立
国としての台頭を図っています。 

• 科創板を通じて企業はプライベートキャピタルを取り込む機会が広がると
期待されています。また、資本市場改革のテストケースにもなります。新規
公開株式（IPO）や取引制度の改革は、成功すれば中国の主要取引所にも
波及する可能性があります。さらに、イノベーション能力に磨きをかける自
国企業に資金を融通することによって、中国の産業をバリューチェーンの上
位にシフトさせる可能性もあります。

• 科創板には、投機的な動きへの懸念が大きいとの批判的な見方もありま
す。しかし、我々は、中国は過去の教訓から市場の安定を確保する手立て
が講じられているとみています。

• 我々は、ファンダメンタルズ重視の投資家として、上場企業の質とバリュエ
ーションという少なくとも2つの重要な要素に着目しています。科創板は業
界のリーダーを目指す新興企業を手助けします。しかし、しかるべき潜在
能力を持つ企業を見つけ出すには優れたリサーチスキルが必要です。一
方、極端なバブルの発生は抑えられているとはいえ、目先のバリュエーショ
ンは不安定になりがちです。我々は魅力的な投資機会が見つかるまで様子
見姿勢で臨む方針です。
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我々は、以下の観点から、科創板は市場に影響を与えるとみて
います。

1)  プライベートキャピタルを取り込む機会を広げる	
株式市場は資本主義の根幹であり、資金を求める企業とリ
ターンを求める投資家を結びつける場所です。ここ数十年間
の中国の改革開放政策は株式市場の発展を伴っており、投
資主導の成長が続く中、エネルギー、鉱業、不動産、銀行な
どの分野で「オールドエコノミー」の巨大企業の台頭を後押
ししてきました。こうした企業の大半は上場する前からビジ
ネスモデルが確立されている実力企業でした。	

	 しかし、中国の経済的優先度は変化しています。金融市場も
しかりです。中国では質の高い成長と技術的なブレークス
ルーのけん引役としてイノベーションに対する期待が高まっ
ており、我々は科創板の開設はタイムリーであると考えてい
ます。ハイテク企業のスタートアップによる資金調達が可能
になるとともに、ベンチャーキャピタルやプライベートエクイ
ティファンドにとっても投資資金の出口や回収の場として科
創板を活用することができます。つまり、科創板はハイテク
分野へのプライベートキャピタルの投資を促進し得るといえ
ます。	

	 科創板がもたらす意味はこれに尽きません。中国の実体経
済に寄与する株式市場の存在は、補助金などの国家支援策
が批判される中、中国における資本配分を改善する可能性
を秘めています。我々は科創板の開設によって政府が支援
策を削減する余地が生まれ、中国経済の効率性や長期的な
耐性が高まるとみています。

2) 資本市場改革の進展 
中国の株式市場は巨大ですが、上場を目指す一部の投資家
や優良企業にとっては魅力に欠けたままです。こうした投資
家や企業が抱く懸念には、市場の力を抑え、効率を阻む厳
しい慣行があります。IPOの審査認可制、上場予備軍に対す
る利益要件、非公式ながら幅広く採用されているIPOのバリ
ュエーションキャップ、株価の値幅制限などです。

	 中国は以前から資本市場の改革を掲げており、科創板は重
要な実験の場になるとみています。IPOの審査認可制から登
録制への移行や赤字企業の上場承認など「中国初」をいく
つか成し遂げる見通しです。暗黙の前提であるIPOのバリュ
エーションキャップは撤廃され、値幅制限も緩和されます。
我々は、こうした改革によって市場の力が強化されるととも
に、IPOが迅速化、透明化されると予想しています。こうした
改革は将来、国内の他の取引所にも導入される可能性があ
ります。（科創板と主要A株市場の主な相違点については5
頁をご参照ください。）

	 科創板の開設は、資本市場のオープン化と競争力の向上に
取り組む中国の決意を反映していると考えられます。科創板
は、特に上海の国際金融センター化に一役買う可能性があ
ります。投資資金を呼び込むことに加え、ベンチャーキャピ
タルの活動を促進したり、ハイテク企業に投資する投資信
託の設定が増えたりすることで、科創板は上海という金融エ
コシステムに活力をもたらす可能性が高くなります。科創板
が成功すれば、海外に上場している中国企業の国内回帰を
促す可能性もあります。

3) 業界のアップグレードを促す	
我々は、科創板は、自国産業をバリューチェーンの上位にシ
フトさせるという中国政府の意を汲んでいるとみています。
低価格品の安っぽいメーカーから脱皮し、好採算のハイテ
ク品の開発企業に変身できるかどうかによって、中国の経済
改革やハイテク分野での生き残りの成否は大きく左右され
ます。	

	 科創板は半導体、ビッグデータ、先端機器、新エネルギー、
バイオ医薬品などの戦略産業に重点を置いています。中国
はこれらの分野で一部、欧米に出遅れており、科創板はプラ
イベートキャピタルを取り込むことによって欧米に追い付
き、追い越す手助けになる可能性があります。科創板はイノ
ベーションに強みを持つ企業の成長を促進するとともに、そ
れらの企業やひいては中国全体の国際競争力を高める主要
な資金調達手段となります。

投資資金を呼び込むことに加
え、ベンチャーキャピタルの活
動を促進したり、ハイテク企業
に投資する投資信託の設定が
増えたりすることで、科創板は
上海という金融エコシステム
に活力をもたらす可能性が高
くなります。”

‘‘
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科創板には、大幅な乱高下への懸念が拭えないといった批判
的な見方もあります。中国の投資家は、新設の取引所や新規上
場に過剰な関心を示す傾向があります。その一因として、IPOの
承認審査への信頼に加え、IPOにバリュエーションキャップがあ
るために将来容易に利ザヤを稼げるとの風潮が根強いことが
挙げられます。例えば、深圳の「創業板（チャイネクスト）」は
2009年の開設直後に活況高となったものの、投資家の関心が
後退すると急反落しました。当然、科創板をめぐる市場の盛り
上がりに懐疑的な見方もあります。科創板に投資する投資信託
には4月の第1回目の募集で当初募集額の10倍の応募があり	
ました。2	

我々は、中国は過去の教訓から学んでおり、科創板のバブルの
発生を予防する手立ては講じられていると考えています。IPOの
登録制やマーケット志向のバリュエーションの導入が投資家に
冷静な行動を促す可能性があります。IPOのスポンサー業務を
引き受ける金融機関が適切なバリュエーションを設定するよう
に、それらの金融機関もIPO企業に共同で投資し、一定期間株
式を保有することが義務付けられています。また、科創板で取
引できるのは、一定の要件を満たした機関投資家と一部の個
人投資家に限られます。

繁栄か衰退か

どうすれば納得して科創板に投資できるでしょうか？我々は、
持続可能な投資リターンを追求するファンダメンタルズ重視の
投資家として、上場企業の質とバリュエーションという少なくと
も２つの重要な要素に着目しています。	

科創板が取引を開始するまで不確定要素が多いことは確かで
す。4月末時点で、先端機器からバイオ医薬品に至る様々な業
界の企業90社が上場に必要な初期のチェックをクリアしていま
す。3上場申請企業の大半は名の知れた大手企業ではありませ
んが、これは驚くことではありません。大手企業であればすで
に別の取引所で上場している可能性が高いからです。当局は、
科創板への市場の信頼を築くために短期的には上場企業の質
にこだわると考えられます。

一方、極端なバブルを予防する手立てが講じられているとはい
え、科創板の目先のバリュエーションは不安定になりがちです。
科創板の取引開始後は投資家の旺盛な需要を背景に株価は商
いを伴って上昇するものの、やがて株価は妥当な水準に落ち着
くとみられます。	

我々は、科創板は長期的に業界のリーダーを目指す新興企業に
ふさわしい取引所であると考えています。しかし、しかるべき潜
在能力を持つ企業を見つけ出すには優れたリサーチスキルが必
要です。特に、実績が少なく、イノベーションの初期段階にある
企業の場合、サプライヤー、規制当局、その他主要なステークホ
ルダーへの訪問やミーテイングなどハンズオン型のリサーチを
通じて企業の先行きをバランス良く見通す必要があります。そ
のような企業の株価は値動きが激しく、流動性が乏しい可能性
があり、ポートフォリオに悪影響を及ぼす可能性があります。我
々は、持続可能な収益力を有し、株価のミスマッチが生じてい
る優良企業を見出すまでは、様子見姿勢で臨む方針です。	

行方を注視 

2.	 Shen,	S.,	Ruwitch,	J.	2019年4月30日“New	funds	targeting	China’s	Nasdaq-style	tech	board	in	hot	demand.”Reuters
3.	 2019年4月23日“Q&A	on	First	Round	of	Inquiries	and	Replies	for	Sci-Tech	Innovation	Board.”上海証券取引所



	 中国の新しい株式市場「科創板」		 5

科創板の開設は歓迎すべきことです。我々は、特に市場をリード
するイノベーターを目指し、欧米への技術依存からの脱却を追
求する中国にとって、科創板の開設は経済改革の重要なステッ
プになるとみています。科創板は企業にプライベートキャピタル
を取り込む機会を広げ、資本市場改革に進展をもたらす可能性
があります。また、自国のハイテク企業や研究開発型企業に資
金調達手段を提供することによって中国産業のアップグレード
に大きな役割を果たします。	

しかし、我々はマクロとミクロを区別する必要があるとみてい
ます。我々は持続可能な投資リターンを追求しており、上場企
業の質とバリュエーションに着目しています。優れたリサーチと
バリュエーション分析によって、持続可能な収益力を有し、株価
にミスマッチが生じている企業を見出してまいります。	

2019年6月、開設

科創板は中国の資本市場改革に進展をもたらす
図 1:主要A株市場と科創板の主な相違点 

主要A株市場 科創板

上場制度 審査認可制	
•	 企業の先行き、市場の状況、その他様々な要因を
もとに当局が上場申請を承認、保留、もしくは却
下する権限を持つ	

登録制	
•	 当局の上場審査の権限を縮小する一方、	
企業の情報公開の責任を強化

IPOバリュエーションキャップ 非公式のバリュエーションキャップはPER23倍	
（実績ベース）
•	 PERが割高であると考えられる場合、当局から追
加情報を求められるため、業界は広くこの暗黙
のルール（水準）に従っている。	

なし

上場時の 
利益要件

全企業必須 時価総額15億元未満の	
企業のみ必須

投資家基準 機関投資家	
個人投資家

取引資産が50万元以上、取引経験が2年以上の	
機関投資家、個人投資家	

値幅制限 上場初日44%	

上場2日目以降10%（例外あり）

新規上場株式については5営業日は	
値幅制限なし

6営業日以降20%	

IPOスポンサー金融機関の 
市場参加

なし スポンサー金融機関はIPO企業の株式に自己資
金で最高5％まで投資し、少なくとも2年間は保有
しなければならない

出所:2019年3月1日。“Special	Provisions	of	Shanghai	Stock	Exchange	on	Trading	of	Stocks	on	the	Sci-Tech	Innovation	Board.”上海証券取引所；2019
年4月30日。“Rules	Governing	the	Listing	of	Stocks	on	the	Science	and	Technology	Innovation	Board	of	Shanghai	Stock	Exchange	(Revised	in	2019).”
上海証券取引所;	Lee,	G.	2018年6月2日。“China’s	moves	to	cap	first-day	IPO	gains	prove	to	be	a	winning	ticket	for	issuers	and	investors.”South	China	
Morning	Post;	Ren,	D.	2018年12月7日。“China	takes	a	step	closer	to	unveiling	a	new	stock	market	inspired	by	Nasdaq.”South	China	Morning	Post
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フランクリン・テンプルトン・エマージング株式グループ 

現地に根差した知識、グローバル展開
新興国市場は複雑かつ国によって状況は異なりますが、絶えず
進化しています。フランクリン・テンプルトン・エマージング株式
グループは現地に根差した運用チームとして約20ヵ国で80名
を超えるポートフォリオマネジャーとアナリストを擁しており、
組織の面で他社と一線を画しています。また、当グループは、現
地の人脈、会社訪問の機会、現地で発生するイベントへのリア
ルタイムの対応などの強みを有しています。さらに、グローバル
に展開するフランクリン・テンプルトンの洗練されたリスク管理
とトレーディングのリソースを活用することができます。

深化する調査アプローチ
当グループは、世界各国の特定の国や地域におけるリサーチを
通じて、投資戦略をカスタマイズしています。カスタマイズにお
いては、時価総額及び資本構成といった詳細なリサーチ項目に
注目します。当グループでは、良質かつ徹底した独自の調査に
柔軟かつ規律あるアプローチを加えることで、新興国市場にお
いて良好なリターンの確保を追及しています。

リスクについて
すべての投資はリスクを伴い、元本を割り込む可能性もあります。株価は、個別企業、特定の産業、業種、市場環境全体などの
影響により急速かつ大幅に変動する場合があります。外国証券への投資には為替変動、経済および政局の不透明感など特
別なリスクを伴います。新興国市場の投資では、同じ要因に関連してのリスクが増大する一方で、市場規模や低流動性に関
連したリスクも伴います。（歴史的に見て値動きが大きい）情報技術セクターなど急成長している業界の株式は、商品変更や
商品開発のスピードの速さに加え、技術進化を重視する企業を取り巻く規制が急に変更される可能性もあることから、特に
短期的な変動幅が大きくなることがあります。
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可能性があります。当資料で提供された情報は、すべての国、地域、市場に関するすべての重大な事実に関する完全な分析
を目的とするものではありません。	

すべての投資はリスクを伴い、元本を割り込む可能性もあります。 

当資料の作成には、第三者を情報源とするデータが使用されている可能性がありますが、フランクリン・テンプルトン（「FT」
）は当該データに関して独立した照合、検証、監査は行っていません。FT	は、本情報の利用によって生じたいかなる損失に対
しても一切、責任を負いません。当資料のコメント、意見、分析に対する依拠については、利用者ご自身でご判断ください。	

金融商品、サービス、情報はすべての管轄区域で入手可能なわけではなく、米国以外では、他のFT関連会社および/または
現地法および規則が承認するその販売会社によって提供されます。個別の管轄区域における金融商品およびサービスの提
供に関する詳細な情報については、専門家の助言を受けることをお勧めします。

詳細につきましてはwww.franklinresources.comをご覧ください。

＜当資料のお取扱いにおけるご注意＞

●�当資料は、情報提供を目的として、フランクリン・テンプルトン（フランクリン・テンプルトン・リソーシズ・イン
クとその傘下の関連会社を含みます。）の資料をフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社が
翻訳したものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。
●�投資信託は値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額
は変動します。したがって、元本は保証されているものではありません。
●�投資信託は預貯金ではありません。したがって、元本は保証されておらず、投資した資産の減少を含むリス
クがあることをご理解の上、お申込み下さい。
●�投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあ�
りません。また、登録金融機関を通じてご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありま�
せん。
●�当資料は各種の信頼できると考えられる情報源を元に作成されていますが、その正確性・完全性を保証す
るものではありません。
●�当資料中、記載されている内容・数値・図表・意見・予測等は、本資料作成時点のものであり、将来の市場動
向、運用成果等を示唆・保証するものではなく、また今後予告なく変更されることがあります。
●�当資料にかかわる著作権その他の一切の権利は引用部分を除き当社に帰属します。当資料の一部又は全
部の無断での使用・複製は固くお断りします。
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