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信頼性の高い厳格な分析でセクター、地域、市場をカバーし、
リターン率向上に貢献します。
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予測分析を生かしてアルファを生み出す

スターマインクオンツ分析手法・
モデルのポートフォリオ

•　分析手法
　　– SmartEstimates
　　– SmartEconomics

•　従来型クオンツ・モデル
　　– Analyst Revisions
　　– Price Momentum
　　– SmartGrowth and Intrinsic Valuation
　　– Relative Valuation
　　– Earnings Quality

•　スマートマネー・モデル
　　– Smart Holdings
　　– Short Interest
　　– Insider Filings

•　統合モデル
　　– Value-Momentum
　　– Combined Alpha Model

•　クレジットおよびソブリンリスク・モデル
　　– Structural Credit Risk
　　– SmartRatios Credit Risk
　　– Text Mining Credit Risk
　　– Combined Credit Risk
　　– Sovereign Risk

業界トップクラスのコンテンツを基に開発
された StarMine クオンツ・モデル

•　I/B/E/S業績予想
•　ロイターファンダメンタルズ
•　持ち株比率
•　ロイターニュース
•　StreetEvents議事録
•　グローバルコーポレートファイリング
•　データストリーム
•　データスコープ

豊富な実績
StarMine（スターマイン）の手法を支えているのが、顕在的なトレン
ドを経済理論に基づいて捉える透明性のあるアルファ生成モデルです。

StarMineは、豊富な専門知識でお客様の投資活動を支援します。当社
の金融リサーチャーやアナリストは、長年にわたって収益性の高い銘
柄選定、クレジットリスク、ソブリンリスクや経済予測の分析・モデ
ルの開発を通じて高い評価を築き上げています。

StarMineの有効性とは
数字が物語るその実力
StarMineは、短期・長期の予測モデル開発で長きにわたって高い実績
を誇っており、見過ごしがちなファクターにも注目し、高いアルファ
創出に貢献しています。

透明性とカスタマイズ性を実現
リフィニティブのモデルは、そのまま参考にすることもできますが、
それぞれのモデルのベースとなる分析が分かりやすく、独自のクオン
ツ・モデルの検証と開発にも利用できます。つまり、StarMine モデ
ルのランキングと、モデルのベースとなる様々な分析のランキングの
両方を利用することができます。

さらに収益性の高い機会を探求
市場に何かあったら対応するといった運用戦略は過去の話。市場がど
う動き、どこへ向かうのか、いつから新たな傾向が表れるのか、確か
な予測を基に常に先回りする必要があります。StarMineは定評ある
独自の手法でこうした機会を捉えるため、他の市場参加者に先んじて
行動を起こすことができます。
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分析
StarMine分析は、厳選された独自アルゴリズム集です。精度の高い予想につながり、独自の StarMineモデルだけで
なく、お客様が自社開発したモデルに対しても、きわめて効果的な情報源となります。

SMARTESTIMATES 
アーニングサプライズとコンセンサス修正が株価変動の引き金になる
ことは、よく知られています。StarMineには、こうしたサプライズや
修正を予想する定評ある機能が搭載されており、SmartEstimate （ス
マートエスティメイト）の精度をコンセンサスよりも高めています。

SmartEstimateでは、より正確なアナリストの予想に重み付け
をし、将来の利益やアナリスト修正をより正確に予想できます。
SmartEstimateは 2つのステップで作成されます。まず、陳腐な予想
やデータ誤りを取り除き、続いて、残った予想については各アナリス
トの実績や予想日に応じて重み付けをします。SmartEstimateがコン
センサスから 2%以上逸脱した場合、70％以上の確率でアーニングサ
プライズの方向性が期待できることを表します。

SMARTECONOMICS 
SmartEconomics （スマートエコノミクス）は、StarMine独自の
SmartEstimate手法を採用し、マクロ経済データと FXレートの予
測に応用し、単純なコンセンサス予測よりも精度の高い経済データの
SmartEstimateを提供します。

SmartEconomicsでは、Datastreamの経済データと業界トップク
ラスのロイターの調査データを組み合わせ、アナリストが予測したそ
れぞれの経済指標について、各時点でのアナリストの確率履歴を厳格
に評価します。予想担当者ごとに、指標別の StarMineの過去の精度
スコアがあり、これによって予想ごとに SmartEstimateで付与され
る重み付けが決まります。バックテストでは、SmartEstimateがコ
ンセンサスと大幅に異なった場合の 61％について、コンセンサス予想
よりも SmartEstimateのほうがマクロサプライズの方向性を正確に
予想することがわかりました。
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StarMineクオンツ・モデル
このモデルで得られる銘柄選定に役立つしっかりとしたファクターは、そのまま利用できるほか、お客様独自のモデ
ルでも利用できます。仕組みは 1（最下位銘柄）から 100（最高位銘柄）までのパーセンタイル順位です。ファクター
はグローバルなランクだけでなく、地域別、セクター別、産業別のランクも表示できます。

ANALYST REVISIONS MODEL（ARM）
StarMine ARM （スターマイン・アナリスト・リビジョンズ・モデル）は、
アナリスト修正銘柄ランキングモデルで、将来のアナリストのセンチ
メントの変化を予想します。このモデルは、より正確な決算予想を可
能にする StarMine独自の SmartEstimateを取り込みます。また、複
数の決算期の予想が含まれており、決算だけでなく他の財務指標を用
いるほか、アナリスト推奨も反映します。

当社の研究の結果、過去の修正が将来の修正の予想に極めて有効
であることがわかっており、株価の変動とも高い相関を示します。
StarMine独自の方式では、精度の高いアナリストや最近の修正の重み
付けを大きくし、多種多様なアナリストの活動を的確に統合すること
でアナリストのセンチメントの全体像を描き出します。

PRICE MOMENTUM（PRICE MO）
StarMine Price Mo (スターマイン・プライス・モメンタム）は、リター
ンの長期的な継続基調の傾向と短期的な値動きが平均回帰する傾向
をインテリジェントに見つけ出します。また、短期、中期、長期の要
素を組み合わせ、業界別の株価モメンタムや継続性、過去のリターン
のボラティリティに関する情報も織り込まれます。

長期コンポーネントは株価の上昇基調・下落基調が続く傾向を利用し
ます。中期コンポーネントは、最近の株価モメンタムを表し、最近の
株価動向と長期コンポーネントに見られる動向に整合性があるかどう
かチェックします。また、中期コンポーネントは、様変わりに対する
全体的なシグナルの反応を高める役割も果たします。短期コンポーネ
ントは、前週最も好調だった銘柄が翌週不調に陥る傾向を示す逆転指
標として機能します。

SMARTGROWTH AND INTRINSIC VALUATION (IV) 
StarMine IV （スターマイン・スマートグロース・アンド・イン
トリンシック・バリュエーション）は、SmartGrowth Earnings 
Projectionsを生かして精度の高い内在価値予想を提供します。
SmartGrowth Earnings Projectionsはアナリストの偏りを把握して
インテリジェントに補正を施すため、さらに高精度の成長予測が可能
です。

研究の結果、セルサイドのアナリストの予想には、システマチックな
誤りや偏りが含まれていることがわかっています。StarMineは、ア
ナリストにありがちな誤りや偏りを 3つの形態に分けて見つけ出し、
系統立てて取り除くため、長期予測の精度が向上します。StarMine 
SmartGrowth Earnings Projectionsは、初年度から 5年目まで、ア
ナリストのコンセンサス予想よりも高精度・高信頼の情報が得られます。

StarMine IVは、SmartGrowth Earnings Projectionsとより精度の高
い推定配当予想を基に、全世界の 1万 9000以上の銘柄の内存価値を
算出します。企業の内在価値を決定する際には、無限に続く将来のキャッ
シュフロー割引が考慮されます。StarMine IVは同様のモデルより総合
的に高い精度を発揮するため、優れた信頼性を誇ります。

RELATIVE VALUATION (RV)
StarMineの銘柄ランキング Relative Valuation （レラティブ・バリュ
エーション）モデルは、6種類の強力なバリュエーション指標による
情報を、相対バリュエーションの単一の総合尺度にインテリジェント
に統合し、ランキングを見ることが出来ます。最も付加情報が大きく、
相互補完の効果があるバリュエーション指標を絶妙に組み合わせてお
り、初年度と次年度について企業から報告された実績値と当社独自の
SmartEstimates の両方を含んでいます。

アナリストの予想が過去に特に正確だった場合、実績値よりも将来予想
への重み付けを増やす一方、予想ミスが特に多い指標については重み付
けを小さくします。各インプットは、それぞれの企業の特性に応じて、コ
ンポーネントごとに個別の重み付けをするダイナミックアルゴリズムに
沿って統合します。このため、相対バリュエーションに基づき、収益力、
安定性、ロジックに立脚した優れた銘柄ソーティングが可能になります。
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Value-Momentum (VAL-MO)
This model takes advantage of the valuable and complementary 
information in value and momentum signals. It condenses into 
one powerful signal all the unique and proprietary information 
contained in StarMine’s valuation and momentum models. The 
culmination of 10 years of research, StarMine Val-Mo combines 
our innovations in four distinct areas: intrinsic value, relative 
value, analyst revisions and price momentum. 

Value signals differentiate stocks that are cheap and those that 
are overpriced, whereas momentum signals acknowledge the 
tendency of past trends to continue into the future. By combining 
value and momentum, StarMine Val-Mo identifies cheap stocks 
that are poised for rebound and over priced stocks that are likely 
to experience reversion. The combination differentiates between 
“value traps” and stocks that are truly undervalued and gaining 
favor with analysts and investors. 

Earnings Quality (EQ)
StarMine EQ employs a quantitative multi-factor approach to 
predict the persistence of earnings. Unlike more simplistic 
models that focus exclusively on accruals, StarMine EQ 
differentially weights the sources of earnings based on analysis 
of their relative sustainability.

Several key inputs incorporated by StarMine EQ:

• Accruals: eight different sources of accruals are included 
according to their contribution to the persistence of earnings.

• Cash Flow: when earnings have high cash flow, they are more 
likely to persist.

• Operating Efficiency: when earnings result from high margins 
and good asset utilization, they are more likely to persist.

• Exclusions: when pro-forma earnings are similar to GAAP 
earnings, they’re more likely to persist.

The StarMine EQ score allows you to objectively compare a 
company’s earnings quality relative to all other companies.  
The model highly ranks stocks whose earnings are backed by 
cash flows and other sustainable sources and penalizes those 
driven by accruals and other less sustainable sources.

StarMineクオンツ・モデル（続き）

VALUE-MOMENTUM （VAL-MO）
このモデルは、バリューとモメンタムのシグナルに見られる有益で相
補関係にある情報を活用します。StarMineのバリュエーション・モデ
ルやモメンタム・モデルに含まれる独自情報を強力なシグナルに凝縮
します。10年におよぶリサーチの成果が実を結んだ StarMine Val-Mo 
（スターマイン・バリュー・モメンタム）は、内在価値、相対価値、ア
ナリスト修正、株価モメンタムという4種類のモデルを統合しています。

バリューシグナルは割安銘柄と割高銘柄を区別する一方、モメンタム
シグナルは過去の継続基調の傾向を認識します。StarMine Val-Moは、
バリューとモメンタムを統合し、急反発しそうな割安銘柄と反転しそ
うな割高銘柄を特定します。この組み合わせにより、いわゆる「バリュー
トラップ」なのか、それともアナリストや投資家の支持を集めている
本当の割安銘柄なのかが区別されます。

EARNINGS QUALITY
StarMine EQ （スターマイン・アーニングス・クオリティ）は、定量
マルチファクター方式で利益の持続可能性を予想します。StarMine 
EQは、会計発生高のみに焦点を当てたシンプルなモデルと異なり、
利益の源泉の相対的な持続性の分析に基づき、源泉ごとに重み付けを
変えます。

StarMine EQに取り込む主要インプット

•　 会計発生高：利益の持続性への寄与度に応じて会計発生高の 8種類
の源泉が含まれます。

•　 キャッシュフロー：高いマージンや効率の良い資産活用による収益、
高い持続性が見込まれます。

•　 運用上の効率性：利益が高い利益率と資産活用率に起因する場合、
高い持続性が見込まれます。

•　 除外：プロフォーマ利益が GAAP利益と同様の場合、高い持続性
が見込まれます。

StarMine EQスコアは、全企業に対する特定企業の利益の質を客観的
に比較できます。このモデルでは、利益がキャッシュフローや他の持
続性のある源泉で支えられている銘柄を高くランク付けし、会計発生
高や他の持続性の低い源泉で支えられている銘柄は低く評価します。

"今日クオンツツールはますます多くの投資家に利用されています。そのさきがけとなる 
クオンツ分析を StarMineは 2001年に発表しました。StarMineはクオンツモデル構築 
の先駆者であり、今も最先端に立ち続けています。"

TIM GAUMER
DIRECTOR RESEARCH AND INNOVATION, 
REFINITIV
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スマートマネー・モデル
豊富な情報を持つさまざまな投資家グループの動きが株価変動の予想につながることから、StarMine スマートマネー・
モデルでは、こうしたグループの行動に関する情報を活用します。金融機関や空売り投資家、社内関係者など多種多様
な企業や個人の行動を考慮します。

SMART HOLDINGS 
Smart Holdings (スマート・ホールディングス）は、広く普及してい
る「振り返り」型の手法にとどまらず、機関投資家が注目しているファ
クター、現行の環境で人気が高い銘柄、人気が低い銘柄を判定するこ
とにより、機関投資家の売買の将来の変動を正確に予想します。

Smart Holdingsは、株主データ、企業の財務データ、I/B/E/S予想な
どコンテンツセットをいくつか組み合わせています。リサーチでは、
規制機関に提出された保有ポジション（SECの規定により、四半期終
了後 45日以内に提出すればよい米国の 13-Fなど）のみに依存してい
ると、バリューはほとんど得られないことがわかりました。当社の調
査の結果、次の四半期にファンドマネージャーが売買する銘柄を予想
できなければ、モデルとは呼べないことが明らかになっています。

このモデルの核となるアルゴリズムは、ファンドの投資先となる企業
の基本ファクターに基づき、ファンドマネージャーの投資プロフィー
ルのリバースエンジニアリングを実行します。プロフィール確定後、
すべてのグローバル銘柄の基本ファクターと各ファンドの投資プロ
フィールを比較して銘柄とファンドの整合性を確認し、すべてのファ
ンドを対象に集計します。また、Smart Holdingsモデルでは、同業
他社情報も重ね合わせ、ファンドがすでに企業の同業他社グループに
集中しているかどうかを見極め、現行のファンドの選好との整合性ま
たは不整合性が強まっている対象銘柄の変化指標になるかどうかを決
定します。その結果、将来の機関投資家保有率の増減予想に基づいて
銘柄を正確に特定できます。

Combined Alpha Model
StarMineの Combined Alpha Model（コンバインド・アルファ・
モデル : CAM）は、最適化された静的な線形結合により、すべての
StarMineアルファ・モデルを統合します。各モデルの重み付けは地
域条件によって異なります。CAMは米国や日本など、一部地域はバ
リュー重視であるのに対して、欧州先進国やアジア先進国（日本除く）
ではモメンタムが大きな役割を果たすといった現実が反映されます。
このモデルでは、対象銘柄に対して、欠けているデータをインテリジェ
ントに処理し、利用可能なモデルをすべて活用します。StarMine 
CAM で使われる StarMine モデルは、Analyst Revisions Model 
(ARM), Relative Valuation (RV), Intrinsic Valuation (IV), Price 
Momentum, Earnings Quality (EQ), Smart Holdings, Insider 
Filings （米国のみ）, and Short Interest （米国のみ）

SHORT INTEREST 
Short Interest (ショートインタレスト）モデルでは、空売りが多い（ま
たは少ない）銘柄はアンダーパフォーマンス（またはアウトパフォー
マンス）になるという仮説に基づき、米国株をランキングします。 
よく知られているアービトラージ戦略を念頭に置き、空売り筋に供給
される株式数を計るサプライファクターとして機関投資家の持ち株を
取り込むことにより、Short Interest モデルに改良を加えます。空売
り筋の一部における確信の兆候として、需給逼迫の際に大量空売りの
形で大きな需要増が確認できます。Short Interest モデルは、方向性
を見極めようとする投資家の空売りだけに注目するため、ヘッジとし
ての空売りの効果が排除されます。また、ショートポジションを強制
的にカバーせざるを得ないリスクに対処するため、ショートスクイー
ズ指標も提供されます。

INSIDER FILINGS
StarMine Insider Filings （スターマイン・インサイダー・ファイリン
グス）モデルは、株式の内部取引や保有情報から読み取れる経営幹部・
取締役の自社株に対するセンチメントを基に米国企業を評価します。
このモデルは、買い（売り）に表れる内部者間の合意が当該企業の今
後のアウトパフォーマンス（またはアンダーパフォーマンス）の予想
につながる点を利用します。スターマインの直観的なモデルは、公表
されている企業内部者取引情報を利用して、自社株を売買する内部者
数と、内部者が売買する株式数の 2つの側面から内部者のセンチメン
トを評価します。このモデルは独自の手法を基にさまざまな取引やオ
プションを取り込むだけでなく、こうした取引のタイミングにも特に
注目します。
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クレジットリスク・モデル＆ソブリンリスク・モデル
このモデルは、複数のモデルで構成する多角的な手法を採用し、クレジットリスクとデフォルトの確率を定量的に評価・
予想します。また、デフォルト確率は従来の格付けに連動され、1から 100までのパーセンタイルでランク付けされます。

STRUCTURAL CREDIT RISK MODEL
StarMine Structural Credit Risk Model （スターマイン・ストラクチュ
アル・クレジットリスク・モデル）は、ある企業が債務負担のために
今後 1年間に倒産またはデフォルトとなる確率についての株式市場の
見方を評価します。このモデルは、ロバート・マートン博士が紹介し
たストラクチュアル・デフォルト予想フレームワークに、スターマイ
ン独自の拡張を加えたもので、企業の株式を当該企業が持つ資産のコー
ルオプションとしてモデル化します。株式のボラティリティ、株式の
時価、負債構造を基に資産の時価とボラティリティを推測します。最
終的なデフォルト確率は、企業の負債と連動するデフォルト・ポイン
トを資産の時価が 1年以内に下回る確率と等しくなります。Structual 
Credit Risk Modelは、アルトマン Zスコアやマートン・モデルより
もはるかに正確なデフォルト予想が可能で、スコアをつけた企業の下
位 20％において、12カ月以内に発生するデフォルトの約 85％を捕捉
します。

SMARTRATIOS CREDIT RISK MODEL 
SmartRatios Credit Risk Model （スマートレシオズ・クレジットリスク・
モデル）は、直観的でしっかりとしたデフォルト予想モデルです。クレジッ
トリスクの予想につながる多様な財務比率を分析することにより、企業の
信用状態と財務の健全性を調べることができます。このモデルは、財務
諸表データと StarMine SmartEstimateからアナリストによる将来予想
データの両方を取得し、様々な会計指標を分析します。

アルゴリズムに SmartEstimatesを利用することにより、報告書の財務
データのみに依存する他の手法に比べて精度や企業状況の変化への迅速
な対応が大幅に強化されています。このモデルでは、以下の 5種類の視
点からクレジットリスクを評価します。

•　収益性
•　負債比率
•　利払い余力・返済余力
•　流動性
•　成長率・安定性

また、一部のセクターの企業については、業界別指標も取り入れ、会計
指標データを組み合わせる際に、当該セクターで最も重要な会計指標が
最大の重み付けとなるような重み付け方式を採用します。
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クレジットリスク・モデルおよびソブリンリスク・モデル（続き）

TEXT MINING CREDIT RISK MODEL
StarMine Credit Riskの非常にユニークなコンポーネントです。
StreetEventsの決算カンファレンスコール議事録、財務諸表、規制関
連の届出書類、ロイターニュース、厳選したブローカーの調査レポー
トに高度なテキストマイニングアルゴリズムを適用し、クレジット
リスクの予想につながる表現を発見します。StarMineの研究によっ
て、クレジットイベントを予想する表現には独自性があり、文書タイ
プごとに微妙に異なることがわかっています。そこで StarMine Text 
Mining Credit Risk （スターマイン・テキストマイニング・クレジッ
トリスク）では、文書タイプごとにカスタム辞書を使用し、それぞれ
に固有の言い回しや文体を正確に評価します。通常、アナリストは数
百社に上る企業を担当していることがありますが、このモデルを使用
すれば、企業ごとに最重要文書を素早く特定できます。また、定量分
析の際、これまで未利用だった膨大な定性データを体系的に分析し、
新しい強力なシグナルとして活用できます。

COMBINED CREDIT RISK MODEL
StarMine Combined Credit Risk Model （スターマイン・コンバイン
ド・クレジットリスク・モデル : StarMine CCR）は、StarMine最高
水準の企業別クレジットリスク予想を実現します。StarMineのストラ
クチュアル、SmartRatios、Text Mining Credit Riskの各モデルから
の情報を統合して、企業のクレジットリスクを予想します。StarMine 

CCRでは、株式市場、アナリスト予想、財務データ、重要なテキスト
情報の用語分析など複数の独立したデータソースからの情報を取り込
み、対象企業に最も効果的な情報に重み付けします。このため、強力
なデフォルト予想やクレジットリスク評価が可能なうえ、単一のデー
タソースだけを使った場合よりも正確な結果が得られます。

STARMINE SOVEREIGN RISK MODEL
StarMine Sovereign Risk Model (スターマイン・ソブリンリスク・
モデル : StarMine SR) は、マクロ経済、市場関連、政治など幅広いデー
タを評価し、主権政府がデフォルトに陥る確率を予想します。このモ
デルは、100カ国以上を対象に、1年、2年、3年、5年、7年、10年
の期間で年率換算のデフォルト確率を算出します。また、デフォルト
確率は従来の格付けと連動され、1～ 100のパーセンテージによるス
コアでランク付けされます。

StarMine SRは、ロジスティック回帰分析の枠組みでデフォルト確率
を予想します。30年以上に及ぶソブリン・クレジット・イベント・デー
タを基に開発されました。データには、実際のデフォルト（返済遅延）、
事業不振に起因する債務見直し（条件を緩和したうえでの債券再発行）、
パリクラブ支援の下での債務繰り延べが含まれます。このモデルの主
なインプットとなるのは、データストリームのマクロ経済データです。
市場と政治の追加データも使用して、ソブリンリスクの全体像を描き
出します。

"対象銘柄をフィルタリングし、選定するプロセスとして StarMineモデルを活用することで、
より効率的、効果的なアイデアを生み出すことが可能になります。"

TIM GAUMER
DIRECTOR RESEARCH AND INNOVATION, 
REFINITIV

 

Webサイト：refinitiv.com/ja 

お問い合わせ先
URL：refinitiv.com/ja/ask
電話：03-6743-6515

©Refinitiv. RE800818/3-19

https://www.refinitiv.com/ja
https://www.refinitiv.com/ja/contact-us

