
従来型のマーケットデータ・サービスはイノベーションを制約 

従来型のデータ提供サービスは、お客さまのイノベーションを妨げています。今

やレガシーとなったデータ・フィードは旧式の複雑な技術に依存しており、サー

ビス投入の遅れやコスト増大の原因となっています。アプリケーション・プログ

ラミング・インターフェース（API）が提供されても、独自アーキテクチャに依存

しており、開発者を悩ませています。  

こうした複雑性により、何のデータがどこにあるのか、ビジネスを推進するため

にどう活用すればいいか、ユーザーは疑問を抱えたままです。  

クラウドがすべてを変える 

Xignite Cloud APIsは、金融データの調達、管理、あらゆるアプリケーションへの

統合を実現する世界最大かつ最も利用されている高性能クラウドネイティブAPIの集

合です。Xigniteは、2008年からAmazon Web Services (AWS)を通じ可用性の

高い業界全体の共用インフラからの金融データ提供を行うことにより、容量制約から

の解放、簡素なインフラ管理、相互運用性を実現しています。 

Xignite  Cloud  APIsから始まるイノベーション  

Xignite Cloud APIsにより、進化し続ける顧客の要望に対応できる革新的なソ

リューションを構築することができます。取引所との直結を含め100種類以上もの最

も高品質な情報提供元から入手されたデータが、整合性のある複数のデータタイプに

統合されています。 

ハードウエアやソフトウエアの制約から解放され、数百万ものユーザーやデバイスと

繋がるアプリケーションの開発、提供、世界への拡大が可能となります。 

Xignite  はイノベーションを目指す開発者の思いに応える強靭なAPIをデザインして

います。Xignite Cloud APIsはREST、XML、JSONといった業界標準のプロトコル

やフォーマットを全てサポート。データ中心ではなく、アプリケーション中心に考え

られたこれらのAPIは、サイロのような縦割りのデータセットでなく、一元化された

ソリューションとして機能します。データとアプリの分離を可能とし、従来型の情報

サービスから簡単に切り替えることができ、開発者も立ち止まることなく素早くデー

タを移行できます。Xignite Cloud APIsはIT部門によるビジネス貢献の制約を取り

払います。 

クイックリファレンス 

主なメリット 

快適な導入 

• あらゆるアプリケーションにデータを簡

単に統合 

• 直感的なAPI設計で素早い移行 

• データをハンドリングするためのコスト

のかかる設備やソフトウェア、システム

管理を排除 

無限の拡張性 

• 取引やテクノロジー上のリスク低減 

• 業界最大の金融データクラウドプラット 

フォームにインフラを移行 

• 99.95%の可用性が公表済 

金融機関レベルのカバレッジと品質 

• あらゆるアセットクラスにわたる数百万件

もの金融商品の統合的なデータセットにア

クセス  

• 同じ方法でリアルタイム、ヒストリカル、

マスターおよびファンダメンタルデータを

検索可能  

• 世界150ヵ国、55取引所から必要な全デー

タを網羅  

• 利用中のグローバルな識別コードを継承  

 (CUSIP、IS IN、SEDOL等 ) 

• FactSet  やMorningstar等の質の高い

データソース  

• 24×7のグローバルサポート体制  

フレキシブルな提供手段 

• Cloud APIs—多くのユースケースに対応 

するスケーラブルなリクエスト/レスポンス  

REST API 

• CloudStreaming™—リアルタイムデータ 

をストリーミングでデバイスに直接提供 

• CloudAlerts™—ユーザーが定義可能な 

イベントベースのアラート 

• CloudWidgets™—スマートな HTML5 

ウィジェットで表示系の開発が一切不要 

• CloudFiles™—大規模データセットの保存 

要望に対応する容易にカスタマイズ可能な 

ファイル 

Xignite Cloud APIs  
使いやすく拡張性に優れた統合型金融データAPI 



1  :特定の市場および価格のみ取扱い 

3  :リージョンの商品カバレッジは異なる場合有り 

2 :米国市場のみ 

4 :米国のオープン型及びクロ-ズド型ファンドのみ 

アセットクラス    データタイプ コンテンツ詳細                                                                 統計データ                                 エリア 

Xigniteについて 

最も優れたバンキングブランドのトップ10にも選ばれているXigniteは、金融サービスのイノベーションを推進します。

Xigniteは、金融サービス企業やFinTech企業に、クラウドベースのリアルタイムのマーケットデータやリファレンス

データを提供します。ウェブサイトやアプリ、ソフトウェアとの統合も容易です。AWSがホストするXignite Market 

Data Cloudプラットフォームによって、企業はインフラを簡素化し、迅速な拡張とイノベーションを実現することがで

きます。BMO、BlackRock、Charles Schwab、TIAA を含む1千社以上の金融サービス、メディア、ソフトウェア企業

のほか、Betterment、FutureAdvisor、Motif Investing、Personal Capital、Robinhood、SoFi、 StockTwits、

Wealthfront、Yodleeなど、破壊的影響力を持つトップクラスのFinTech企業も、Xigniteのサービスを利用しています。 

問い合わせ先：i.fintechsales@quick.jp 

エクイティ •マスターデータ 
•リアルタイムマーケット
データ1 

•ファンダメンタルデータ 
•ヒストリカルデータ 
•ベンチマークデータ 
•チャートデータ 
•データアナリティクス 

•銘柄コード 
•銘柄名 
•業種 
•株価 
•ヒストリカルプライス 
•日中ティックデータ と足 
•VWAP/TWAP 
•値上がり値下がり上位 

•コーポレートアクション 
•銘柄記号の変更 
•廃止銘柄 
• IPO詳細 
•財務ヒストリカル 
•アナリスト予想 
•ニュース 
•機関投資家の保有状況 
•インサイダーデータ 

•120万種の金融商品 
•55の取引所 
•29万種のインデックス 
•16種のインデックスファミリー 
•345 のAPI 

グローバル 

ETF •マスターデータ 
•リアルタイムマーケット
データ1 

•ファンダメンタルデータ 
•ヒストリカルデータ 
•チャートデータ 

•銘柄コード 
•銘柄名 
•分類 
•クォート 
•ヒストリカルプライス 
•日中ティックデータ と足 
•VWAP/TWAP 
•コーポレートアクション 
•財務ヒストリカル 

•ファンドのプロファイル 
•償還手数料 
•エクスペンスレシオ 
•ターンオーバーレシオ 
•ベンチマーク 
•構成銘柄とウエイト 
•パフォーマンスデータ 
•ファンドマネジャーデータ 
•ポートフォリオエクスポー
ジャ 

•6,500の  ETF 

•67の取引所  

•24のAPI  

グローバル 

ファンド •マスターデータ 
•ファンダメンタルデータ 
•ヒストリカルデータ 

•ファンドのプロファイル 
•償還手数料 
•エクスペンスレシオ 
•ターンオーバーレシオ 
•ベンチマーク 
•構成銘柄とウエイト 
•パフォーマンスデータ 

•ファンドマネージャー 
•ポートフォリオエクスポー
ジャ 

•コーポレートアクション 
•銘柄コード 
•銘柄名 
•分類 
•NAVs3 

•25万2千種のオープンエンド型
ファンド  

•600 種のクローズドエンド型
ファンド  

•2,600種のヘッジファンド  
•1,200 のMMF 
•19,700種の変動型年金保険  
•16,100種のセパレートアカウ
ント  

グローバル 

デリバティブ •マスターデータ 
•リアルタイムマーケット
データ1 

•ヒストリカルデータ 
•チャートデータ 

•契約条件 
•クォート 
•ヒストリカルプライス 
•未決済建玉 
•オプション銘柄一覧 

•先物銘柄一覧 
•スポット価格1 

•日中足 
•スワップション 

•3百万のオプション 
•2百万の先物と商品 
•12のスワップとスワップション 
•22の API 

北米 

EMEA2 

APAC2 

債券 •マスターデータ 
•リアルタイムマーケット 
データ1 

•ヒストリカルデータ 
•データアナリティクス 

 

•CUSIP 
•満期  
•クーポン/タイプ  
•額面  
•発行体データ  
•価格  

•利回り分析 
•デュレーション 
•コンベクシティ 
•ベンチマーク 
•クォート 
•ヒストリカル価格 

•12,000の国債/ベンチマーク債 
•15,000の政府金融機関債 
•70,000の社債 
•340万の地方債 
•250の銀行間金利 
•23 のAPI 

グローバル 

外為 •リアルタイムマーケット
データ 

•バリュエーション 
•チャートデータ 

•リアルタイムスポットク
ウォート 

•日中指標レート 
•日中足 

 

•ヒストリカルバー 
•フォワードレート 
•中央銀行公式レート 

•190の通貨組み合わせ 
•345 種の先物為替取引 
•45 のAPI 

グローバル 

金属取引 •リアルタイムマーケット
データ 

•バリュエーション 
•チャートデータ 

•指標レート •ヒストリカルバー •4種の貴金属  
•9種の卑金属  
•23のAPI  

グローバル 


