DATA-FIRST THINKING

トレーディングの未来：
データを再定義する
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85%

の市場参加者が今後
3 〜 5 年以内にデータ
管理への投資を増やす
ことを予定しています

エグゼクティブ・
サマリー
かつてないほど大量の情報を入手できるよ 「トレーディングの未来：データを再定義する」
うになった今、
トレーダーに求められているの

は、Greenwich Associates 社のマーケット・

は、正しいデータを見つけ出すことだけでな

ストラクチャー &テクノロジー部門の責任者で

く、それを解釈し、行動にまで結びつけること

ある Kevin McPartland 氏が、世界各地の

です。構造化されていないデータを取り込み、 107 の市場関係者を対象にしたオンライン調
爆発的に増加するオルタナティブ・データに対

査の結果を考察し、企業種別、地域、世代ご

応し、かつ入手した情報が信頼できることを

とに分析したものです。

確認する。ただでさえ厄介な作業が一層複
雑になっているのです。

リフィニティブは、こうした調査結果などをお
客様と共有することで、
トレーディング業務の

本レポートでは市場を動かし続けているデー

未来についての理解の一助となればと考え

タについて検証します。調査対象者の 85%

ています。

が今後 3 〜 5 年以内にデータ管理への投資
を増やす予定と回答した理由を明らかにし、
将来のワークフローがどのように変化するの
か理解を深めます。

Michael Chin
Managing Director and Global
Head of Trading Proposition,
Refinitiv
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はじめに
ト

レーディングの未来の基盤とな
るはデータです。
しかし、これは今に始まったこ

とではありません。これまでもトレーディング
にとって情報は重要なものでした。最良の情
報とそれを活用する手段を持つ者が、最も大
きな成功を収めるのです。情報の量、ソース、
形態は、たしかにこの 100 年で変わりました。
かつては印刷された新聞を馬で運んでいま
したが、今や詳細な注文データを低レイテン
シーのマイクロ波で配信しています。しかし、
情報が絶対的な力を持っていることに変わ

こうしたことを背景に、調査対象となった銀

このことは、データ分析が将来のトレーディ

行、投資家、資本市場サービス・プロバイダー

ング業務に必要なスキルの中で最も重要と

の 85% が今後 3 〜 5 年以内にデータ管理テ

考えられる理由でもあり、さらに資本市場関

クノロジーへの投資を増やす予定であると回

係者の 57% が今後のデータ分析に費やす

答しています。これにはクラウド上のストレー

時間の増大を見込む理由ともなっています。

ジ環境からデータレイク、
リアルタイムの市場

この流れは、プログラミングのできるクオンツ・

データ管理ツールまであらゆるものが含まれ

アナリストやトレーダーの台頭を後押ししてい

ます。データを活かすために必要なテクノロ

ます。

ジー、ワークフロー、コンプライアンス、分析
ツールを整備することは、そもそも必要なデー
タを発見すること以上にますます難しくなっ
ています。

りはありません。
その一方で、データの利用可能性とデータ活

今後3〜5年以内のデータ管理テクノロジーへの投資
1%

用ツールの発 展 はすべてを変えました。

Greenwich Associates による「トレーディン

14%

グの未来」に関する調査では、市場参加者
は人口知能（AI）
が今後 3 〜 5 年で最も大き
な影響力を持つようになると考えていること
が明らかになっています。機械学習にしても、

45%
40%

5 – 大幅に増加する
4
3
2
1 – 大幅に減少する
注: 回答者数は 86。
出所: Greenwich Associates のトレーディングの
未来に関する調査（2019年）

他の形の AI にしても、データなくして真の AI
の活用はできません。

調査手法
2019 年 4 月、Greenwich Associates は世界各地の 107 の資本市場関係者を対象にオンライン調査を実施しました。テクノロジーの動向、
データの爆発的な増加、将来の資本市場で成功するために求められるスキルについて検証しています。

回答者

2%
8%

5%
24%

14%

25%

21%

19%

27%
世代

地域

企業種

17%

1%

72%

18%

47%

バイサイド

北米

テクノロジー・ベンダー

EMEA

X 世代（1965〜1979年）

ブローカーディーラー

アジア太平洋

ベビーブーマー世代（1946〜1964年）

コンサルタント/業界団体

中南米

サイレント世代（1945年以前）

証券取引所/その他取引所
その他

ミレニアル世代（1980〜1999年）
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データに費やす時間の増大が意味するとこ

膨大なデータを抱える資産運用会社やヘッ

ろは、人や企業によって異なります。セルサイ

ジファンドは、今後も投資機会の発見、非

ドのトレーディングデスクは、より体系的に顧

流動資産のより正確な価格設定、あらゆる

データ分析は、今後の
トレーディングデスク業務
に必要な最も重要な
スキルと考えられます。

客の取引パターンを分析して関係管理を促

形態のリスク管理に注力していくことが予想

進し、AI 要素を含む執行アルゴリズムを活用

されます。そのため、2018年の Greenwich

して流動性を獲得するでしょう。また、一層

Associates の調査 1で検証されたように、ク

頻繁にクライアントとデジタル通信を行うと

オンツ分析はファンダメンタルズを重視する

考えられます
（その結果、将来のやり取りの

ファンドにも浸透し続け、
「クオンタメンタル」

ために分析すべき新たなデータがさらに生 （クオンツ + ファンダメンタルズ）
分析がますま
み出されることになります）。

す推し進められるでしょう。

今後3〜5年に予想される日常業務に費やす時間の変化
顧客/パートナーとのデジタル通信

60%

データの加工/分析

57%

社内でのデジタル通信

社内での会話
増加する

変わらない

22%

52%

コンテンツの消費（リサーチ、
ニュースなど）
顧客/パートナーとの会話

30%

10%
21%

38%
41%

41%
40%

9%
18%

49%

11%

56%

20%

24%

減少する

注: 回答者数は 107。端数処理により合計が 100% にならない場合があります。
出所: Greenwich Associates のトレーディングの未来に関する調査（2019年）

今後3〜5年で重要になるトレーディングデスクのスキル
データ分析

74%

市場構造に関する知識

65%

市場に関する知識

60%

一般的な技術的適正

51%

プログラミング

46%

マルチアセット・クラスの知識

46%

関係管理

38%

経済に関する知識
その他

23%
2%

注: 回答者数は 107。
出所: Greenwich Associates のトレーディングの未来に関する調査（2019年）

1 https://www.greenwich.com/benefits-and-future-quantitative-investing
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今後3〜5年で最も有用になると見込まれるデータ/分析ツールからのインサイト
投資機会

29%

流動性の獲得

22%
15%

資産の価格設定
市場リスク

14%

顧客関係管理

11%
6%

カウンターパーティ・リスク
その他

2%

注: 回答者数は 99。
出所: Greenwich Associates のトレーディングの未来に関する調査（2019年）

そして、その他すべての市場関係者（証券取引所、その他取引所、テクノロジー・プロ
バイダー、データ・プロバイダーなど）
にとっては、すでに所有しているデータを製品化し、
その製品に加える新たなデータソースを見極め、データを活用して社内の事業目標を
サポートすることが焦点となるでしょう。つまり、2024 年のトレーディングおよびトレー
ディング関連ビジネスにおいては、誰もがデータ戦略を必要とするということです。

つまり、2024 年のトレー
ディングおよびトレーディン
グ関連ビジネスにおいて
は、誰もがデータ戦略を
必要とするということです。

市場構造に関する知識の定義
市場構造に関する知識は、今後、
トレーダーにとってデータ分析に次いで 2 番目に重要なスキルになると考えられ
ています。これは一体何を意味するのでしょうか。

Greenwich Associates では、市場構造を「規制、技術革新および行動の変化が市場と市場参加者に与える影
響」と定義しています。これは実際上、現在の規制、技術および行動がどのようにトレーディングに影響し、それら
のいずれかまたはすべてに対する提示または予想される変化がビジネスにどのように影響するかを、
トレーダーは
把握する必要があるということを意味します。
例えば、顧客からの電話で米国株式の買い注文が特定の取引所や価格で執行された理由を尋ねられた場合、ブ
ローカーディーラーは、オーダー・ルーティング要件の微妙な詳細と各取引所のルールを把握していなくてはなりま
せん。取引を行う場所を数多く持つ市場においては、これは至難の業です。
今後、テクノロジーは確実にトレーディングを効率化していくことが考えられる一方で、それに伴いさまざまな意味で
トレーディングは複雑化し、一層理解が難しくなるでしょう。これは特に問題が生じた場合に顕著になることが予
想されます。
つまり、市場の仕組みを理解することはこれまで以上に重要であると言えます。

6

トレーディングの観点
からのデータ定義
デ

ータとは漠然とした用語であり、 市場参加者、とりわけトレーダーは、統合
そこには資本市場に関わる企

フィードに比べダイレクト・フィードの重要性が

業が利用する広範な情報が含

高まっていることを受け、特にマーケット・デー

まれます。マーケット・データは

タの価値が高まると考えています。マーケッ

よく知られたデータでこれらの企業に広く利

ト・データの量および速度は、取引量および

用されており、証券や銘柄の売買可能な価

取引可能な商品数と共に増加し続けますが、

格や最近完了した取引の詳細などが含まれ

一方でマーケット・データの配信におけるエ

ます。リファレンス・データもその 1 つであり、 ラーおよび遅延時間の許容範囲は小さくな
個々の証券、銘柄、カウンターパーティに関

るでしょう。そのため、当面はバリューチェー

する詳細情報を提供しています。機関投資

ン全体でマーケット・データ・インフラへの大

家の取引市場では、高品質のマーケット・

規模投資を継続する必要があります。

データやリファレンス・データにアクセスできな
ければ取引することは不可能です。株価や
社債条件を考えれば明らかでしょう。

95%

の回答者が今後 3 〜 5 年
でオルタナティブ・データは
トレーディング・プロセスに
おいてさらに重要になる
と考えています。
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今後3〜5年に予想されるトレーディング・プロセスに対する各種データの価値の変化
オルタナティブ・データ（78）

95%

顧客の取引履歴（79）

5%

85%

カウンターパーティ・データ（84）

15%

81%

マーケット・データ ̶ 集約されたフィード（84）

19%

77%

リファレンス・データ（81）

23%

72%

マーケット・データ ̶ 統合フィード（85）

28%

71%

ヒストリカル・ティック・データ（86）

29%
33%

67%
上昇する

減少する

注: カッコ内の数字は回答者数
出所: Greenwich Associates のトレーディングの未来に関する調査（2019年）

今後、こうしたデータは、重要かつ複雑であ

マーケット・データの統合データ・フィードへの

最後に、オルタナティブ・データはトレーダーや

るとはいえ、最近まで存在しなかったか、ま

年間支出が 14 億ドル、バイサイドのトレーディ

投資家がデータソースおよび検証可能なデー

たは十分に活用されていなかったデータセッ

ングデスクからのテクノロジー全般への年間

タ品質の高さを信頼して初めて有益なデータ

トに価値を見出す市場参加者にとって、ます

支出が 170 億ドルであることを考えれば見劣

となります。執行アルゴリズムは、市場で「認

ます容易に利用できるものとなるでしょう。回

りするものの、決して少ない金額ではありま

識した」ことに基づいて取引を自動的に執

答者の実に 95% が今後 3 〜 5 年でトレーディ

せん。これは、今後数年のオルタナティブ・デー

行することができますが、データソースが疑わ

ング・プロセスにおけるオルタナティブ・データ

タに対する投資の拡大を示していると考えら

しければ、
リスク管理の観点からデータに基

はさらに重要になると考えています。オルタ

れます。

ナティブ・データには、市場動向の他、分析を
実施することでトレーディングまたは投資シ
グナルを提供する可能性のあるデータが含ま
れますが、最近までトレーディングや投資に
関連するとは考えられていませんでした。よ
く知られた例が携帯電話の GPS データです。
今では特定の小売店で売上の変化を予測
するための客足の計測手段として利用され
ています。

2019 年第 1 四半期に実施された Greenwich
2

トレーディングおよび投資におけるオルタナ
ティブ・データの活用は単なる一過性の流行
ではありません。これもまた投資がますます
増加することを裏付けています。世界は、か

づいた自動執行が許可されることはありませ
ん。複数の大規模なフィンテック企業の参入
に伴い、極めて独特な非構造化データにつ
いてもますます正当なデータとみなされるよ
うになっています。

つてはまったく想像できなかったような形で

当然ながら、それはすべての新しいデータセッ

データを生み出していますが、今では市場参

トから利益を生み出す相関関係が見つかる

加者の方もしばしば膨大な量になる一切構

という保証ではありません。しかし、データが

造化されていない情報の意味を理解するた

信頼できてアクセス可能であるという信頼感

めに必要なツールを手にしています。前述の

を市場に植え付けることになります。

携帯電話の GPS を例にとると、クラウドが提

Associates のリサーチ では、金融サービス

供する膨大なストレージおよび計算能力、継

業界はオルタナティブ・データに 3 億ドルを費

続的なデータ調査のための AI 活用があって

やしていることが明らかになっています。こ

初めて投資家は何億人もの行動をリアルタ

れには分析ツール、クラウド・コンピューティン

イムで把握し、それに応じて投資することが

グ環境、およびオルタナティブ・データを活か

できるのです。

すために必要なその他の要素の費用は含ま
れていません。
2 https://www.greenwich.com/equities/buyers-guide-alternative-data
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74%

の市場参加者が、今後
3 〜 5 年でデータ分析は
トレーディング・デスクに
おいて最も重要なスキル
になると考えています。

CRM を超えて
ク

ライアントの取引履歴の価値

すべてのクライアントとの個々のやり取りに

ントのデータを利用してそのクライアントによ

も高まると考えられています。 適用されています。

り良いサービスを提供することはあり得るこ

これはあらゆる銀行が保有し

とですが、そのデータを別のクライアントに利

ているデータであり、決してめ

ずらしいものではありません。今後予想され
る「顧客とのデジタル通信」はさらなる取引
履歴の増加をもたらすでしょう。しかし、この
データを活かすことは容易ではありません。

電話のやり取りは自然言語処理（NLP）
エン
ジンを経由しており、センチメントの見極めや
キーワードの検出が行われています。クォー
トのオンライン・リクエストは、
トレーディング
デスクが注文を成立させることができなかっ

用することは、たとえ氏名を開示しなくても
コンプライアンスに違反する可能性がありま
す。トレンドを発見するために多くの取引活
動を集計する際にも難しい問題が生じます。

た場合でも蓄積されます。世界中のあらゆる

一般的に、企業名が開示されていない集計

これまでは、クライアントの取引履歴には最

ニュースもクライアントのポートフォリオおよび

結果のみを利用する分には、プライバシーが

終的に執行された発注データのみが含まれ

過去の取引意思表示に照らして迅速に検

危険にさらされることはないと考えられます。

証可能であり、コンピューターの支援がなけ

しかし、データ・プライバシーの最前線、中心

れば発見できなかった取引アイデアを自動

にある金融市場およびテクノロジー業界の、

ていました。
実際のビジネスにつながらなかった通話や
電子メールは往々にして破棄されたり忘れら

的に創出します。

れたりしていましたが、今日では、非構造化

こうしたデータの活用はそもそも技術的に複

データの分析に利用されていたツールが、具

雑な上、さらに顧客のプライバシーに関する

体的なビジネスにつながったものだけでなく、 懸念にも対処する必要があります。クライア

一部の投資会社や商社からはこうしたグレー
ゾーンに踏み込むことによる風評リスクは、予
想収益にまったく見合わないという声もあ
がっています。
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データの入手
金

る極めて多くのデータの真のソースということ

融機関は業務遂行の過程で

したがって、オルタナティブ・データの重要性

膨大な量のデータを生み出し

が高まり、そのデータソースが多様化しても、 になります。

ていますが、ビジネスを進める

大手データ・プロバイダーが引き続き市場に

ために必要となる
（求められる） おける事実上のアグリゲーターとして機能し

データの大半は外部から入手しなければな

ていくことになるでしょう。こうした要件を満

らないのが現状です。バイサイドのトレーディ

たすには、小規模企業では太刀打ちできな

ングデスクは、平均してテクノロジー関連予

い規模と専門知識が必要とされます。

算の 55% をマーケット・データ端末とデータ・
フィードに費やし、これは年間 15 億ドルに相
当する、というGreenwich Associates によ
る 2019 年 2 月の調査データはその一例です。
こうした投資の収益率が高いことは明らか
です。そうでなければ、管理費用が毎月引き
下げられている中で予算の半分以上をデー
タに割り当てることは不可能でしょう。

が特定のデータ・タイプや特定のマーケットな

促している世界中の取引所の数も、この増

どに独自の得意分野を見出し、絞り込んだ

加の要因となります。

ユーザー・グループに「ブティック」型のサービ
スを提供することも可能となっています。既
存のアグリゲーターほどの規模に成長する企
業はごく少数ですが、すべてのデータ・プロバ

ソースとして機能し続けると考えています。時

う新しいアイデアを推進し競争を促す上で業

に稼働時間と待機時間がマイクロ秒単位で

界に寄与しています。

のすべてではないにしても、その多くを一カ
所で入手することを好む傾向にあります。

引所で生成されるデータの量は指数関数的
取引オファーだけでなく、こうしたやり取りを

や商品の付加価値を引き続き感じられるよ

ません。そして大手金融機関は、
必要なデータ

店頭市場が電子取引を採用するにつれ、取
に増加します。日々の莫大な量の取引および

イダーはエンド・ユーザーが受け取るサービス

さらに再配信することは容易なことではあり

がっています。社債、国債、外国為替などの

タ・アクセスの簡易化に伴い、小規模な企業

会社が今後もトレーディングデスクの主要な

重視される中、ほぼ 100% の精度で世界中の

フィードの価値が高まるという見通しにつな

とはいえ、クラウドコンピューティングとデー

市場参加者は、大手の金融市場データ収集

データを検索して取り込み、正規化、集計し、

これが、今後 3 〜 5 年でダイレクト・データ・

バイサイドのトレーディン
グデスクは平均してテクノ
ロジー関連予算の 55%
をマーケット・データ端末
とデータ・フィードに費や
し、これは年間 15 億ドル
に相当します。

データの入手について論じる場合、証券取
引所やその他の取引所を避けて通ることは
できません。トレーディングデスクに必要な買
値、売値、終値はこうしたプラットフォームで
行われた取引の結果であり、市場が消費す

今後3〜5年で主要になる資本市場データの主なデータソース
金融市場向け大手テクノロジー/データ・プロバイダー*

41%

証券取引所/その他取引所

20%

大手のテクノロジー企業

20%

小規模なオルタナティブ・データ・プロバイダー
グローバルな銀行
グローバルな投資家

6%
5%
4%

注: 回答者数は 98。*Bloomberg、Factset、
リフィニティブなど
出所: Greenwich Associates のトレーディングの未来に関する調査（2019年）
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トレーディングにおける
データの未来
ト

レーディングの成功はデータに

クォート要求への自動応答や人の手を介さ

根差しています。データを発見、 ない取引執行には、最近まで人任せだった
分析し、その分析結果を活か

意思決定をコンピューターに実行させるため

すことで、バイサイドおよびセル

の膨大な量のデータが求められます。自動化

サイドのトレーダーは最良執行を実現し、最

されたタスクが実行されるたびに、取引の執

終的にはより広いビジネス目標達成につな

行状況とそれが望ましい結果を達成したか

がります。データにトランザクション・コスト分

どうかについて、より多くのデータが取り込ま

析
（TCA）
を適用すれば、いずれのトレーダー

れ、機械はより一層「スマート」になっていき

自動化が今後の新しい
データの巨大なソースとな
り、これがさらなる自動化
につながることが期待さ
れています。

も分析を利用した結果の測定が可能になり、 ます。そのために、自動化が今後の新しい
プロセスの再開時にはそのデータをフィード

データの巨大なソースとなり、これがさらなる

バックすることができます。

自動化につながることが期待されています。

この好循環が業界全体の自動化促進にもつ
ながります。

市場データの出所
Greenwich Associates のデータから、大多数の市場参加者は大手の金融市場データ・アグリゲーターが今後も
主要なデータソースの役割を果たすと考えていることが明らかになっています。しかし市場データは、銀行とブロー
カー・ディーラーまたは銀行、ブローカー・ディーラーと投資家の間の買値や売値、といった取引からもたらされるこ
とを忘れてはなりません。証券取引所をはじめその他の取引所やマーケット・データ・アグリゲーターはこうした数百万
件もの取引を追跡し、最終的にそれらを市場参加者が使用できる形にしているのです。そのため、今回の調査で
は銀行から直接データを取得すると考えているのはわずか 5% にとどまっていますが、実際には大多数が仲介者を
通じてデータを取得しています。
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まとめ
こ

のようなデータにまつわる課題

しかし業界にとっては幸いなことに、こうし

は、どれ 1 つとして簡単でない

た課題や他のデータにまつわる問題を解決

ことは言うまでもありません。適

する手段については、かつてないほど質が

切な人材、パートナー、プロセス

高まり選択肢も豊富になっています。今はご

を導入してこうした目標を達成する作業は、 く当たり前に受け止められているものでも、
複雑さとトレードオフを伴います。トレーディン

ほんの 5 年前には最先端とみなされていま

グの未来における人的要素について検討し、 した。そう考えると、3 〜 5 年後の未来を考え
業界関連のデータだけでなく市場を動かし

ることは誰にとっても心躍るものではないで

続けている人々のキャリアに関するデータに

しょうか。

テクノロジーがどのような影響を与えるのか
を考察する必要があります。

Refinitiv（リフィニティブ）は世界有数の金融市場データのプロバイダーで、約190カ国で4万社を超
える企業・機関にサービスを提供しています。先導的なデータとインサイト、
トレーディング・プラット
フォーム、市場データ・インフラストラクチャー、オープン・テクノロジー・プラットフォームを通じて、世界
の金融市場コミュニティを相互に接続し、発展を支えます。それによりトレーディング、投資、ウェル
スマネジメント、規制およびマーケットデータ管理、企業が抱えるリスク、金融犯罪追跡などの分野
において進化をもたらす先駆者としての役割を果たしていく所存です。
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