
 

 
 

LSEGによるアカディアの買収 
 

ロンドン証券取引所グループ（LSEG）は、本日、世界のデリバティブ業界向けに非中央

清算証拠金の自動処理と統合リスク・最適化サービスを提供するAcadiaの買収に合意し

たことを発表しました。この買収は、非中央清算デリバティブの分野において、LSEGの

マルチアセット・ポストトレードの強化・拡大戦略を推進するものです。 
 

Acadiaは2009年に設立され、世界の金融機関に対し、非中央清算デリバティブ市場にお

けるリスク管理、証拠金取引、担保サービスを提供しています。Acadiaのリスクおよび

証拠金関連商品は、すべての店頭デリバティブのアセットクラスを網羅し、2,000社以

上の市場参加者に直接接続を提供しています。同社は毎日1兆ドルを超える担保の授受

を可能にしています。 

 

LSEGは2018年からAcadiaの少数株式を保有し、近年の大幅な成長を推進する事業を支援

してきました。 
 

証拠金、担保、リスク管理に関する深い領域の専門知識を持つAcadiaは、LSEGのポスト

トレードの機能を高度に補完します。今回の買収により、LSEGはシステム上重要な金融

市場インフラを顧客に提供することを強化します。LSEGとAcadiaは、取引処理方法につ

いて顧客に選択肢を提供するオープンモデルへのコミットメントを共有しています。買

収完了後、AcadiaはLSEGのポストトレード部門の一部となり、CEOのクリス・ウォルシ

ュはLSEGのポストトレード部門のグループヘッドであるダニエル・マグワイアの直属と

なる予定です。 
 

LSEGのポスト・トレード部門のグループヘッドであり、LCHグループのCEOであるダニ

エル・マグワイヤは、次のように述べています。「Acadiaの買収は、非中央清算デリバ

ティブの分野において、LSEGのマルチアセット・ポストトレード機能を強化・拡大する

戦略の一環です。当社の顧客は、金融リソースを最適化するためのより多くの方法を求

めており、Acadiaのサービスは、リスク管理、証拠金取引、担保において大きな効率化

を可能にします。クリスやAcadiaのチームと協力して、デリバティブの分野での革新と

効率化を進めていくことを楽しみにしています。」 
 

AcadiaのCEOであるクリス・ウォルシュは、次のように述べています。「今回の合意

は、私たちのビジネスにとって大きな節目であり、LSEGに参加できることを嬉しく思っ

ています。LSEGは、デリバティブ市場において優れた実績を有しており、これをAcadia

のリスク軽減、証拠金、担保に関する専門知識と組み合わせることで、当社の顧客がポ



 

 
 

ストトレードの業務をより効率的に最適化できる、素晴らしい機会が生まれるでしょ

う」と述べています。 

 

この取引は、規制当局の承認を受ける必要があります。本取引の条件は公表されていま

せん。 
 

Barclaysは本取引に関し、LSEGの単独財務アドバイザーを務め、BroadhavenはAcadiaの単

独財務アドバイザーを務めています。 
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About LSEG 

LSEG (London Stock Exchange Group) is more than a diversified global 

financial markets infrastructure and data business. We are dedicated partners 

with an open approach and a commitment to excellence in delivering the 

services our customers expect from us. With extensive experience, deep 

knowledge and worldwide presence across financial markets, we enable 

businesses and economies around the world to fund innovation, manage risk 
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and create jobs. It’s how we’ve contributed to supporting the financial stability 

and growth of communities and economies globally for more than 300 years. 

Data & Analytics 

Our acquisition of Refinitiv means we can provide the breadth and depth of 

financial data and best- in-class analytics that customers expect – driving 

innovation and growth across global markets. And our high-performance 

solutions – from trading to market surveillance, to wealth solutions and more 

– help to enhance the performance of our customers. FTSE Russell is a 

leading global provider of financial indexing, benchmarking and analytic 

services with more than $17 trillion benchmarked to our indices – and offers 

an extensive range of data services and research. The combination of 

Refinitiv and FTSE Russell provides LSEG with leading capabilities in data, 

analytics, indices and benchmarks. 

Capital Markets 

We offer our customers extensive access to capital markets and liquidity 

across multiple asset classes. We operate a broad range of international 

equity, fixed income, exchange-traded funds/exchange traded products and 

foreign exchange markets. Our Group is home to several capital formation 

and execution venues: London Stock Exchange, AIM, Turquoise, FXall and 

Tradeweb (through a majority ownership interest). 

Post Trade 

We support our customers’ clearing and reporting obligations, providing risk, 

balance sheet and financial resource management solutions, whilst working 

with our other divisions to extend this support across the value chain. 



 

 
 

A leading global clearing house with a strong presence across multiple asset 

classes, LCH helps financial institutions all over the world use their capital 

efficiently and manage counter party risk. We work closely with sell-side 

clearing members and buy-side clients in conjunction with trading venues 

globally. 

UnaVista, a regulated platform that helps customers meet their reporting 

compliance obligations and reduce operational and regulatory risk through 

reporting, reference data and analytics solutions, further complements our 

Post Trade offering. 

Through a comprehensive suite of trusted financial market infrastructure 

services – and our open- access model – we provide the flexibility, stability 

and trust that enable our customers to pursue their ambitions with confidence 

and clarity. 

LSEG is headquartered in the United Kingdom, with significant operations in 

70 countries across EMEA, North America, Latin America and Asia Pacific. 

We employ 23,000 people globally, more than half located in Asia Pacific. 

LSEG’s ticker symbol is LSEG. 

 
 


