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ホーム

広範囲できめ細やかなデータ カバレッジ
コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

ニュースと解説
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

グローバル ニュースと国内ニュース
ニュースレター
ロイター Breakingviews
ロイターストックと FX Buss
International Financing Review (IFR)
LPC ローン プライシング
Project Finance International (PFI)
ロイター調査
主要動向
ビデオ プログラム
ニュース分析
コモディティの調査と予測
ニュースとソーシャル・メディア・セン
チメント

リスク
–
–
–
–

World-Check®
最終受益権所有者 (UBO)
メディア チェック
リフィニティブ デューデリジェンス

リファレンスデータ
–
–
–
–
–

業種分類
エンティティ データ (企業構造)
コーポレート アクション
証券識別コード
発行条件

マーケット データとプライシング
–
–
–
–
–
–
–
–

株式
上場投資信託 (ETF)
コモディティとエネルギー
デリバティブ (先物、オプション、ワラント)
債券 - Yield Book
外国為替 (FX)
Fx と金利の調査
ローン プライシング

指数とベンチマーク
–
–
–
–
–
–
–

FTSE ラッセル
グローバル サードパーティと取引所の提供
クロスアセット指数と加重
グローバル ベンチマーク
グローバル予想集計
業種 KPI
MarketPsych 指数

企業データ
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ブローカー リサーチ
事業分類
クレジット (CDS)
企業ニュース
競合他社
債務とシンジケート ローン
環境、社会、ガバナンス (ESG) データ、
ランキング、格付け
I/B/E/S® (登録商標) の詳細予想と
コンセンサス予想
ガイダンス値と比較可能な実績値
開示書類
イベントとトランスクリプト
財務ファンダメンタルズ (標準化、生デー
タ、ポイント・イン・タイム)
M&A
役員および取締役情報
株主と債券保有状況
非上場企業データ
リサーチ
株主活動インテリジェンス
制裁（サンクション）
StarMine® スコア
取引（トランザクション）
バリュエーション

マクロ経済データ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

国と自治体の経済指標
主要指標
リアルタイム経済
予測とロイター調査
国際機関 (IMF、OECD)
マクロ ESG
国別リスク ランキング
ポイント・イン・タイム
StarMine マクロ モデル

専門データ
–
–
–
–
–
–

商品ファンダメンタルズ
案件と取引のインテリジェンス
ファンド データ (リッパー)
クオンツ分析とモデル (StarMine)
評価価格サービス
プライベート エクイティとベン
チャー・キャピタル・データ

サプライ・チェーン・データ
–
–
–
–

サプライヤー
ディストリビューター:
関係のネットワーク
関係のタイプ、関連性および特徴

データの
相互運用性
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ホーム

数字で表すと
コモディティ

企業データ

経済データ

6万

1500万

25万

1070万

テラバイトの保存データ

経済指標時系列データ

企業イベント

非上場企業

5000万

1340万

予想と KPI
(全世界)

債券

上場企業

企業財務
データ項目/年

480万

130万

800万

リサーチ文書/年

M&A 案件

マーケットデータ
更新数（毎秒）

52万

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

5万7千 1億4200万

ニュース

リスクと
規制

株式上場商品
(297の取引所)

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性
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HOME

財務データの提供と配信
COMMODITIES

COMPANY DATA

13,000以上の資本市場とアドバイザリーデスク、OTCセールスとトレーディングデスク、セルサイドのリサーチ会社、バイサイドの
ファンド管理機関、および法人を世界中の顧客と結びつけています。 リフィニティブが提供するコンテンツは、Refinitiv Workspace
と Refinitiv Data Platformを中心としたマーケット インテリジェンスとトランザクション プラットフォームの統合スイートを通じ
て、何万人ものバイサイドとセルサイドの専門家に届けられます。

ECONOMIC DATA

数字で見る
GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

5,500

800

1,300

1,600

400

OTC市場全体で800万を超
える商品の価格設定に貢献
するセルサイドデスク

世界120の市場をサポー
トする債券価格のコント
リビューター

リサーチおよび業績予想デー
タを提供するセル再度および
独立系リサーチ会社

ディールフローに貢献す
る銀行および法律事務所

投資データに貢献する
プライベートエクイ
ティファーム

PRICING AND
REFERENCE DATA

Why contribute?
NEWS

RISK AND
REGULATORY

SUSTAINABLE
FINANCE

DATA INTEROPERABILITY

•
•
•
•

最適なディールメイキングのエクスポージャー
データのグローバルな配信と普及
独占的なエンゲージメントと情報にアクセス
データの正確性に対する信頼性

Start contributing your data

ホーム

コモディティ

企業データ

経済データ

商品（コモディティ）
農産物

特徴とお客様のメリット

エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

– 石油、精製品、石油化学、輸送、電力、ガス、LNG、
石炭、カーボン、農産物、メタル、気象に関するク
ローバル価格とファンダメンタルズに対するアクセス

エネルギー: 石油、精製品、石油化学
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

メタル

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

– 広範な取引所価格と店頭価格

輸送

– 石油と石油製品のフロー、グローバルなエネルギー ス
ワップと適正価格の独自査定

グローバル気象

– グローバルなコモディティ資産の詳細情報 (船舶、製油
所、パイプライン、発電所、LNG 基地、鉱山など)

コモディティ指数
ニュース

– コモディティ調査チームによる、すべての商品に対す
る実績と予測を含む需給データ

– バンガロール、マニラ、ロンドン、パリ、オスロ、
ニューヨーク、シカゴ、エクセター、キエフ、グディ
ニア、シンガポール、ロッテルダム、北京を拠点する
グローバルなチーム
– プラッツ、アーガス、IIR、OPIS など、エネルギー分
野の主要サードパーティ・データ・プロバイダーとの
パートナーシップ

データの
相互運用性
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商品（コモディティ）

農産物

コモディティ

リフィニティブは、主要なコモディティ市場を包括的にカバー。
企業データ

経済データ

農産物

メタル

エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

輸送

エネルギー: 石油、精製品、石油化学

グローバル気象

–

為替データ: 全世界の主要商品取引所の詳細リアルタイム、遅延およ
び過去の価格情報

–

グローバル現物価格データ: ロイター、CNGOIC、JCI、Agrosud、信
頼のおける他のブローカーなどによる、主要輸出地における穀物と油
糧種子の日次現物価格データ。

–

リフィニティブ調査価格評価: リフィニティブの調査チームが、主要
コモディティ市場の価格評価を提供。

–

現在、過去の農産物需給データおよび将来予測をセットで提供

–

農産物天候ダッシュボードに、今期の生育状況や将来の変化予測に関
するインサイトを表示

–

USDA、CONAB、中国関税局、NBS、穀物および油糧種子に関するカ
ナダ穀物委員会などによる、主要農産物のファンダメンタルズ レポー
ト。その他のソース: ISO、UNICA、ICCO、NOPA、COPA、GTT

–

リフィニティブの調査チームは一貫して正確な早期作物予想を提供。
トウモロコシ、大豆、小麦、パーム油の生産に関する、グローバルな
作付けと生産予想を含むサービス

ファンダメンタルズ

–

衛星画像、気象データ、その他の基礎データを使用して、作付面積、
収穫高、生産量を予測

さまざまな国の輸入、輸出、在庫/貯蔵、生産、稼働停止などのファンダメンタルズを、政府機関、TSO、個別企業 (EIA、
USDA、IIR) の情報をもとに、過去データとアナリストの予測を含めて提供。

–

船舶追跡、成約量、論評や声明、税関と港湾検査データを組み合せて、
農産物の輸出入と貨物移動を導出。

–

欧州の植物油、マレーシアとインドネシアのパーム油、フランスの穀
物、黒海の穀物と油糧種子に関するリフィティブ調査価格評価

–

独自の価格評価は市場の信頼を獲得。長い歴史と市場関係者との強い
信頼関係により作成

–

Urner Barry、The Jacobsen、Prima Markets、StarSupply (SCB)、
INTL FC Stone、Platts、Argus、Sucden など

価格情報
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース、インサイト、コンテンツ、為替データから需給ファンダメンタル、トウモ
ロコシ、大豆、小麦、砂糖、ココア、コーヒー、パーム油、畜産を含む広範な市場を
網羅しています。

商品取引所

ICE、CME グループ、EEX、TOCOM、SHFE、LME、INE、Norexeco など

インターディーラー ブローカー

TP ICAP、GFI、TFS、Marex、OTC Global など

価格レポート会社

プラッツ、アーガス、ICIS、OPIS

サード パーティの価格情報

米国 ISO、Antaike、Fast Markets (MB)、SMM (上海金属市場)、SHMET、CU
Steel、Bold Positions Research、INTL FC Stone、Jacobsen、Polymerupdate、
GlobalData など

ニュース

価格データ

ファンダメンタ
ルズ データ

調査と予測

分析

リサーチ、予想、分析
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

リフィニティブの調査チームが、実績と予測の需給データを含む価格とファンダメンタルズに関する独自予想、スポッ
ト、スワップおよび適正価格に関する独自の分析を提供。

サードパーティ
プロバイダー

コモディティ指数
弊社のコモディティ指数は、コモディティ バスケットを追跡して、価格動向を反映。コモディティ価格とコモディティ
市場の主要指標として定着。

主要製品/製品スイート
Refinitiv DataScope, Refinitiv Point Connect, Refinitiv Data Management Solutions
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

商品（コモディティ）

エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

コモディティ

リフィニティブは、主要なコモディティ市場を包括的にカバー。
企業データ

経済データ

農産物

メタル

エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

輸送

エネルギー: 石油、精製品、石油化学

グローバル気象

価格情報
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

リフィニティブは、為替データから需給ファンダメンタルズまで、広範なエネルギー
市場をカバーし、電力、ガス、カーボン、石炭に関するコンテンツを提供しています。

価格データ

–

全世界の主要商品取引所の詳細リアルタイム、遅延および過去の価格
データ

ファンダメンタル
ズ データ

–

現在と過去のエネルギー需給データをまとめて提供

調査と予測

–

短期スポット、全日、月次契約に注目した、気象、需給、価格履歴に基
づく価格予想

商品取引所

ICE、CME グループ、EEX、TOCOM、SHFE、LME、INE、Norexeco など

–

長期のシステム価格とエリア価格の予想

インターディーラー ブローカー

TP ICAP、GFI、TFS、Marex、OTC Global など

–

価格レポート会社

プラッツ、アーガス、ICIS、OPIS

主要なグローバル気象モデルによる予想、天然ガスの複数の需要ドライ
バーの影響を評価する独自の消費モデル、原子力発電所の停止の評価お
よび動的貯蔵予測

サード パーティの価格情報

米国 ISO、Antaike、Fast Markets (MB)、SMM (上海金属市場)、SHMET、CU
Steel、Bold Positions Research、INTL FC Stone、Jacobsen、Polymerupdate、
GlobalData など

–

電力カーブを使用した、電力市場ファンダメンタルズのリアルタイム評
価により、北欧およびドイツの電力市場の価格変動要因をすばやく表示。
気象、需給、燃料価格とキャパシティ データを入力した、実物市場のシ
ミュレーション モデルに基づいて値を表示

–

気象、需給、価格履歴、関連市場データの評価に基づく、具体的な価格
への影響および予想。ヘンリー ハブ、NBP、TTF の契約をカバーする予
想を日次と週次で発行

–

ファンダメンタルズ、市況情報、テクニカル指標、政策分析に基づく、
日次と週次の価格予想

–

独自モデルと評価ポリシーのシナリオに基づく、長期価格想 (2030年ま
で)

–

プラッツ、アーガス、IIR エネルギー、PIERS、Polymerupdate、Hart
Energy など、定評あるエネルギー・データ・プロバイダーからのデータ

ファンダメンタルズ

分析

さまざまな国の輸入、輸出、在庫/貯蔵、生産、稼働停止などのファンダメンタルズを、政府機関、TSO、個別企業 (EIA、
USDA、IIR) の情報をもとに、過去データとアナリストの予測を含めて提供。
ニュース

リサーチ、予想、分析
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

リフィニティブの調査チームが、実績と予測の需給データを含む価格とファンダメンタルズに関する独自予想、スポッ
ト、スワップおよび適正価格に関する独自の分析を提供。

サードパーティ
プロバイダー

コモディティ指数
弊社のコモディティ指数は、コモディティ バスケットを追跡して、価格動向を反映。コモディティ価格とコモディティ
市場の主要指標として定着。

主要製品/製品スイート
Refinitiv DataScope, Refinitiv Point Connect, Refinitiv Data Management Solutions
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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商品（コモディティ）

エネルギー: 石油、精製品、石油化学

コモディティ

リフィニティブは、主要なコモディティ市場を包括的にカバー。
企業データ

経済データ

農産物

メタル

エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

輸送

エネルギー: 石油、精製品、石油化学

グローバル気象

リフィニティブは、為替データから需給ファンダメンタルズまで、広範なエネルギー
市場をカバーし、電力、ガス、カーボン、石炭に関するコンテンツを提供します。

価格データ

–

全世界の主要商品取引所の詳細リアルタイム、遅延および過去の価格
データ

ファンダメンタ
ルズ データ

–

現在と過去のエネルギー需給データをまとめて提供。リアルタイムと
過去の製油所の停止アラートを個々のユニット レベルまで提供

–

API、EIA、Starwiz による市場動向データ

–

原油および精製品のファンダメンタルズに関する日次、週次、月次レ
ポート。貿易フローの主要アービトラージ ルートに関するインサイト、
需給バランスの分析、精製トレンド、弊社独自の価格評価と予想を提
供。市場動向イベントに関する深いインサイトを提供するスペシャル
市場レポート

–

ロシアと CIS 全体の CIS 商品ファンダメンタルズから導出した、石炭、
鉄鋼、石油、精製品、石油化学のファンダメンタルズ

–

主要グレードと製品カテゴリのスポット価格、スワップ、先物、ク
ラック スプレッド、アービトラージ値へのアクセス

–

すべての主要取引所の原油および精製品の関連契約に対する、リフィ
ニティブ48か月フォワード カーブへのアクセス

–

プラッツ、アーガス、IIR エネルギー、PIERS、Polymerupdate、Hart
Energy など、定評あるエネルギー・データ・プロバイダーからのデー
タ

価格情報
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

商品取引所

ICE、CME グループ、EEX、TOCOM、SHFE、LME、INE、Norexeco など

インターディーラー ブローカー

TP ICAP、GFI、TFS、Marex、OTC Global など

価格レポート会社

プラッツ、アーガス、ICIS、OPIS

サード パーティの価格情報

米国 ISO、Antaike、Fast Markets (MB)、SMM (上海金属市場)、SHMET、CU
Steel、Bold Positions Research、INTL FC Stone、Jacobsen、Polymerupdate、
GlobalData など

ファンダメンタルズ

調査と予測

分析

さまざまな国の輸入、輸出、在庫/貯蔵、生産、稼働停止などのファンダメンタルズを、政府機関、TSO、個別企業 (EIA、
USDA、IIR) の情報をもとに、過去データとアナリストの予測を含めて提供。
ニュース

リサーチ、予想、分析
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

サードパーティ
プロバイダー

リフィニティブの調査チームが、実績と予測の需給データを含む価格とファンダメンタルズに関する独自予想、スポッ
ト、スワップおよび適正価格に関する独自の分析を提供。

コモディティ指数
弊社のコモディティ指数は、コモディティ バスケットを追跡して、価格動向を反映。コモディティ価格とコモディティ
市場の主要指標として定着。

主要製品/製品スイート
Refinitiv DataScope, Refinitiv Point Connect, Refinitiv Data Management Solutions
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

商品（コモディティ）

メタル

コモディティ

リフィニティブは、主要なコモディティ市場を包括的にカバー。
企業データ

経済データ

農産物

メタル

エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

輸送

エネルギー: 石油、精製品、石油化学

グローバル気象

リフィニティブは、為替データから需給ファンダメンタルズまで、広範なメタル市
場をカバーしており、貴金属、ベース メタル、クリティカル メタルとレア メタル、
リサイクル メタル、鉄鉱石、鉄鋼、鉱業に関するコンテンツを提供しています。
価格データ

–

全世界の主要商品取引所の詳細リアルタイム、遅延および過去の価格
データ

ファンダメンタ
ルズ データ

–

メタル市場に関する独自分析とリサーチ。主要取引メタルの広範な将
来予測、過去データ分析、アナリストによる独自解説など

–

鉱山生産スクリーナー (MPS) で、四半期ごとの鉱山生産統計と鉱山所
有権の独自データベースにインタラクティブにアクセス。バルクから
ベース メタルと貴金属まで、現在10種類の商品をカバー。2,000か所
近い鉱山の生産量も提供。

価格情報
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

商品取引所

ICE、CME グループ、EEX、TOCOM、SHFE、LME、INE、Norexeco など

インターディーラー ブローカー

TP ICAP、GFI、TFS、Marex、OTC Global など

–

中国市場については、メタルに関する中国貿易統計にアクセス可能

価格レポート会社

プラッツ、アーガス、ICIS、OPIS

–

サード パーティの価格情報

米国 ISO、Antaike、Fast Markets (MB)、SMM (上海金属市場)、SHMET、CU
Steel、Bold Positions Research、INTL FC Stone、Jacobsen、Polymerupdate、
GlobalData など

他のファンダメンタルズは BGS、ICSG などから入手、鉄鋼の統計は
世界鉄鋼協会から入手

–

金と銅のグローバルな需給および鉱山生産の分析

–

ベース メタルと貴金属の鉱山生産データベース。生産予測もカバー

–

金、鉄鉱石、銅のコストカーブを含む、グローバルな鉱山コスト分析。

–

LME、COMEX および SHFE のオプション分析データ

–

SHFE ブローカー・ポジション・レポートに関連する主要分析

–

Platts、Argus、Fastmarkets、Custeel、Asian Metal、Steelorbis、
Steelhome および Antaike のデータ

ファンダメンタルズ
さまざまな国の輸入、輸出、在庫/貯蔵、生産、稼働停止などのファンダメンタルズを、政府機関、TSO、個別企業 (EIA、
USDA、IIR) の情報をもとに、過去データとアナリストの予測を含めて提供。

ニュース

リサーチ、予想、分析
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

調査と予測

分析

サードパーティ
プロバイダー

リフィニティブの調査チームが、実績と予測の需給データを含む価格とファンダメンタルズに関する独自予想、スポッ
ト、スワップおよび適正価格に関する独自の分析を提供。

コモディティ指数
弊社のコモディティ指数は、コモディティ バスケットを追跡して、価格動向を反映。コモディティ価格とコモディティ
市場の主要指標として定着。

主要製品/製品スイート
Refinitiv DataScope、Refinitiv Point Connect、Refinitiv Data Management Solutions、
Refinitiv Datastream
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

商品（コモディティ）

輸送

コモディティ

リフィニティブは、主要なコモディティ市場を包括的にカバー。
企業データ

経済データ

農産物

メタル

エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

輸送

エネルギー: 石油、精製品、石油化学

グローバル気象

価格情報
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

商品取引所

ICE、CME グループ、EEX、TOCOM、SHFE、LME、INE、Norexeco など

インターディーラー ブローカー

TP ICAP、GFI、TFS、Marex、OTC Global など

価格レポート会社

プラッツ、アーガス、ICIS、OPIS

サード パーティの価格情報

米国 ISO、Antaike、Fast Markets (MB)、SMM (上海金属市場)、SHMET、CU
Steel、Bold Positions Research、INTL FC Stone、Jacobsen、Polymerupdate、
GlobalData など

ファンダメンタルズ

リフィニティブは、世界中の海運ニュースや最新情報から海運データを収集し、視
覚化、分析およびアクションするための強力なツールとともに提供しています。
–

バルチック取引所など、さまざまなソースからのフレート レート、お
よび主要商品をカバーする独自評価

–

ドライ バルクおよびタンカーの運賃先物取引 (FFA)

–

船舶チャーターまたは価格リスク管理の意思決定を支援する、さまざ
まな地域のバンカー価格

–

TonnEdge によるグローバル船舶フリート価格

ファンダメンタ
ルズ データ

–

独自の標準化プロセスを加えた、ドライ バルク成約とタンカー成約

–

海賊多発海域回避機能付き距離カルキュレーターによる複数航海の計
算

調査と予測

–

商品貿易動向を含む船舶情報 (ドライ バルク、石油および石油製品、
LNG、LPG、農産物) および将来と過去の個別動向を集計した追跡機能
により、主要な実物動向をグローバルに視覚化

–

瀬取り、平均速度、渋滞、待ち時間、洋上貯蔵、天候の影響の市場分
析を提供

–

動的 VLCC およびスエズマックス位置リスト

–

iMap のインフラストラクチャにより、生産量と精製量を表示および分
析し、パフォーマンスをモニターして、天候や運賃などの主要影響要
因を追跡

–

船舶、製油所、パイプライン、発電所、LNG 基地、鉱山、穀物倉庫な
ど、グローバルなコモディティ資産の詳細情報にアクセス。概数で、
船舶は110,000隻、発電所は60,000か所、タンカーは16,000隻、製油
所は700か所をグローバルにカバー

–

ウッド マッケンジー 船舶トラッカーおよび Orbcomm

–

Clearlynx

–

バルチック取引所、Simpson Spence Young、Thurlestone Shipping、
Riverlake、GFI

価格データ

分析

さまざまな国の輸入、輸出、在庫/貯蔵、生産、稼働停止などのファンダメンタルズを、政府機関、TSO、個別企業 (EIA、
USDA、IIR) の情報をもとに、過去データとアナリストの予測を含めて提供。
ニュース

リサーチ、予想、分析
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

リフィニティブの調査チームが、実績と予測の需給データを含む価格とファンダメンタルズに関する独自予想、スポッ
ト、スワップおよび適正価格に関する独自の分析を提供。

サードパーティ
プロバイダー

コモディティ指数
弊社のコモディティ指数は、コモディティ バスケットを追跡して、価格動向を反映。コモディティ価格とコモディティ
市場の主要指標として定着。

主要製品/製品スイート
Refinitiv Point Connect
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

商品（コモディティ）

グローバル気象

コモディティ

リフィニティブは、主要なコモディティ市場を包括的にカバー。
企業データ

経済データ

農産物

メタル

エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

輸送

エネルギー: 石油、精製品、石油化学

グローバル気象

米国および EU の気象センターから収集した、弊社のグローバルな気象データベース
にアクセスできます。遠い過去の情報、さまざまな期間の予報、主要な農産物、電力、
ガスの市場や地域に注目した、弊社気象学者チームによる分析やインサイトを含む
データを提供します。
調査と予測

–

米国および EU の気象センターによるグローバルな気象情報遠い過去の
情報、さまざまな期間の予報、主要な農産物、電力、ガスの市場や地域
に注目した、弊社気象学者チームによる分析やインサイトを含むデータ
を提供。

–

電力やガスのトレーダー向けの過去と予測の気象データも提供

–

大西洋とメキシコ湾を中心とした、グローバルな熱帯気候事象をカバー

–

充実した気象予報マップ データベースを駆使したわかりやすい予報

分析

–

過去と予測のグローバルな気象予報データを分析して、エリアごとの平
均気象データを作成。主要農産物地域のモニタリングに特化。ほとんど
の大陸の50か国以上をカバー

サードパー
ティ プロバイ
ダー

–

NOAA/NCEP

–

ECMWF

–

Met Office

価格情報
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

商品取引所

ICE、CME グループ、EEX、TOCOM、SHFE、LME、INE、Norexeco など

インターディーラー ブローカー

TP ICAP、GFI、TFS、Marex、OTC Global など

価格レポート会社

プラッツ、アーガス、ICIS、OPIS

サード パーティの価格情報

米国 ISO、Antaike、Fast Markets (MB)、SMM (上海金属市場)、SHMET、CU
Steel、Bold Positions Research、INTL FC Stone、Jacobsen、Polymerupdate、
GlobalData など

ファンダメンタルズ
さまざまな国の輸入、輸出、在庫/貯蔵、生産、稼働停止などのファンダメンタルズを、政府機関、TSO、個別企業 (EIA、
USDA、IIR) の情報をもとに、過去データとアナリストの予測を含めて提供。

ニュース

リサーチ、予想、分析
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

リフィニティブの調査チームが、実績と予測の需給データを含む価格とファンダメンタルズに関する独自予想、スポッ
ト、スワップおよび適正価格に関する独自の分析を提供。

コモディティ指数
弊社のコモディティ指数は、商品バスケットを追跡して、価格動向を反映。商品価格とコモディティ市場の主要指標と
して定着。

主要製品/製品スイート
Refinitiv DataScope, Refinitiv Point Connect, Refinitiv Data Management Solutions
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

商品（コモディティ）

コモディティ指数

コモディティ

リフィニティブは、主要なコモディティ市場を包括的にカバー。
企業データ

経済データ

農産物

メタル

エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

輸送

エネルギー: 石油、精製品、石油化学

グローバル気象

価格情報
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

弊社のコモディティ指数は、コモディティ バスケットを追跡して、価格動向を反映。
コモディティ価格とコモディティ市場の主要指標として定着。
グローバルなコモディティ産業での利用を前提として作成されているため、すべて
の指数で、コモディティ・リサーチ・ビューロー (CRB®) の名称と結びつきが強く、
上場投資信託および他のデリバティブも、これらの指数の多くを追跡。
リフィニティブ/コアコモディティ CRB インデックスは、EU BMR のベンチマーク
管理者として認証されているリフィニティブ・ベンチマーク・サービス・リミテッ
ド (RBSL) が管理。
まとめ

商品取引所

ICE、CME グループ、EEX、TOCOM、SHFE、LME、INE、Norexeco など

インターディーラー ブローカー

TP ICAP、GFI、TFS、Marex、OTC Global など

価格レポート会社

プラッツ、アーガス、ICIS、OPIS

サード パーティの価格情報

米国 ISO、Antaike、Fast Markets (MB)、SMM (上海金属市場)、SHMET、CU
Steel、Bold Positions Research、INTL FC Stone、Jacobsen、Polymerupdate、
GlobalData など

ファンダメンタルズ
さまざまな国の輸入、輸出、在庫/貯蔵、生産、稼働停止などのファンダメンタルズを、政府機関、TSO、個別企業 (EIA、
USDA、IIR) の情報をもとに、過去データとアナリストの予測を含めて提供。

–

世評: コモディティ価格およびコモディティ市場の主なバロメーターとして定着

–

IOSCO 準拠の指数: 弊社のすべての指数は IOSCO の財務ベンチマークの基準に
準拠

–

EU BMR 準拠: リフィニティブ コアコモディティ CRB インデックスは、欧州ベ
ンチマーク規制に準拠

コア インデックス
–

リフィニティブ/コアコモディティ CRB® インデックス (RBSL が管理): エネル
ギー契約、農産物、貴金属と工業用金属など、19のコモディティ バスケット。
この指数はコモディティ市場の代表的な指標として定着

–

リフィニティブ/コアコモディティ CRB® 非エネルギー指数: 農産物商品とメタル
のエクスポージャが高いコモディティ指数。原油、ヒーティング オイル、天然ガ
スおよび RBOB ガソリンを標準指数から除外

–

リフィニティブ/コアコモディティ CRB® 農産物・畜産物除外指数: メタルとエネ
ルギーのエクスポージャが高い指数 (農産物と畜産物を除外)

–

リフィニティブ CRB® 商品株式指数: コモディティ関連企業のエクスポージャが
高い指数。農産物、エネルギー、工業用金属などの特定の内訳、およびコモディ
ティ価格と比較可能なエクスポージャ

ニュース

リサーチ、予想、分析
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

リフィニティブの調査チームが、実績と予測の需給データを含む価格とファンダメンタルズに関する独自予想、スポッ
ト、スワップおよび適正価格に関する独自の分析を提供。

コモディティ指数
弊社のコモディティ指数は、コモディティ バスケットを追跡して、価格動向を反映。コモディティ価格とコモディティ
市場の主要指標として定着。

データの
相互運用性
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ホーム

コモディティ

企業データ

経済データ

企業データ
コーポレート アクション

人物 (役員および取締役)

特徴とお客様のメリット

企業イベント

非上場企業のプロファイルと財務情報

スポットのグローバル トレンドと投資機会。世界の時価総額の99%
をカバーする企業データ。

案件データ

プライベート エクイティとベン
チャー・キャピタル・データ

グローバル
インフラ

ESG
指数と
ベンチマーク

開示書類
ファンダメンタルズ
StarMine クオンツ モデル
I/B/E/S 予想値

ニュース

シンジケート ローン (案件)

組織エンティティ データ
トランスクリプトと要旨
リスクと
規制

株主、インサイダー、投資機
関のプロファイル

ファンダメンタルズ、予想、開示書類、ESG など、企業関連コンテ
ンツの広範なポートフォリオへのアクセス。

調査 – 時間外取引
調査 – リアルタイム

価格と
リファレンスデータ

最も多くの企業をカバーする最も古くからの過去データベースにア
クセスして、過去のイベントを調査し、将来の投資機会を予想可能。

主要インサイト
– 1970年代以降の130万件を超えるグローバルな M&A 取引。米国
分は376,000件、米国以外は924,000件
– 4400万件の開示文書を利用可能。さらに年間290万件をソーシン
グ。約160か国の20万社をカバー、うち6万社は上場中の企業
– 1997年以降の70か所の市場の73,000件を超える上場中および上場
廃止銘柄の持ち株データ
– リフィニティブには、緊密に協力する1,300社近くのプロバイダー
や1982年以降のレポートがあり、機関調査の分野で最も広範かつ
詳細なコレクションを保有

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性
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ホーム

企業データ

コーポレート アクション

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

コーポレート アクション

開示書類

200か所以上の取引所の143,000社以上の上場中
および上場廃止企業をカバー。世界の資本市場
に関する包括的で上質なコーポレート・アク
ション・コンテンツをタイムリーに提供。

138か所の先進国市場と新興国市場の年次報告、イ
ンサイダー レポート、債券、条件補足書を含む、さ
まざまなタイプの文書へのグローバルなアクセス。

企業イベント

ファンダメンタルズ（財務）

90か国以上の36,500社を超える企業の、市場動
向に影響するイベント情報。180種を超えるイベ
ント タイプをトランスクリプト付きで提供。

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書
など、財務諸表として法人が開示した詳細データ。

案件（Deals）データとリーグ テーブル
投資銀行のリーグ テーブルを監視して、包括的
なポジションに関するインサイトを提供。1974
年以降の新規発行および M&A 案件をカバー。

リフィニティブは、柔軟性の高い高品質なデータを SWIFT ISO 15022 形式と独自形
式 (ユーザー定義 XML/区切りレイアウト) の両方で、イントラデイ・コーポレート・
アクション・ソリューションとしてタイムリーに提供しています。
カスタム ポートフォリオに対して、臨時または定期的にデータを抽出可能で、特定
の日時に1回限りまたは定期的に抽出できます。
基盤となるデータの品質管理と更新は、日中継続的に (24時間年中無休で) 15分サイ
クルで実行されます。
カバレッジとまとめ
–

200を超える取引所の上場株式をカバー。143,000社を超える上場企業 (88,000社
は上場中、55,000社は上場廃止) および213,000件の有価証券 (96,000件は上場企
業、117,000件は上場廃止企業)

I/B/E/S 予想値

–

リフィニティブの I/B/E/S 予想値は、アナリスト詳
細、コンセンサス、集計データ、企業ガイダンス
データ、詳細分析の業界標準。

地理的には156か国の法人をカバー。FTSE ラッセル・グローバル・エクイ
ティ・マーケット・インデックス・シリーズ (GEIS) の先進国 (25)、新興国 (24)
およびフロンティア (30) 市場の構成銘柄リストを提供

–

50種以上のイベント タイプを考慮

–

25年以上の先進国市場のアーカイブを保有G7 の平均は38年、新興国またはフロ
ンティアの場合は5～10年以上。資本の増減については、最初期の通知は1974年
で30万件を超えるレコードをすべて網羅。配当については、最初期の通知は1976
年で230万件超のレコードを保有

–

持ち株開示情報のリーディング サプライヤー。160の株式、議決権および参考
ファクトの特殊データ パッケージを提供

ESG

組織エンティティ データ

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリックでカバー。2002年以降の
データを網羅する、業界で最も包括的な ESG
データベースの1つ。

3000万件のレコードをカバーする企業プロファイル。
法的ステータスと公式ステータスの確認、分類、関
連するすべての詳細情報の更新を特定の時間枠内で
保守。

データ形式: CSV、HTML、JSON、Python、ユーザー インターフェース、XML
配信形態: API、デスクトップ、Excel、FTP、ウエブ サービス
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

公開頻度: 15分、日次、イベントベース、オンデマンド、定期

追加のコンテンツ セット

主要製品/製品スイート

株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

調査: 時間外取引とリアルタイム

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

Refinitiv DataScope

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタル・
データ

トランスクリプトと要旨

データの
相互運用性
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企業データ

企業イベント

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

Contribute your data via the
Contributor Tool

コーポレート アクション

開示書類

200か所以上の取引所の143,000社以上の上場中
および上場廃止企業をカバー。世界の資本市場
に関する包括的で上質なコーポレート・アク
ション・コンテンツをタイムリーに提供。

138か所の先進国市場と新興国市場の年次報告、イ
ンサイダー レポート、債券、条件補足書を含む、さ
まざまなタイプの文書へのグローバルなアクセス。

企業イベント

ファンダメンタルズ（財務）

90か国以上の36,500社を超える企業の、市場動
向に影響するイベント情報。180種を超えるイベ
ント タイプをトランスクリプト付きで提供。

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書
などの財務諸表として法人が開示した詳細データ。

案件（Deals）データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

投資銀行のリーグ テーブルを監視して、包括的
なポジションに関するインサイトを提供。1974
年以降の新規発行および M&A 案件をカバー。

リフィニティブの I/B/E/S 予想値は、アナリスト詳
細、コンセンサス、集計データ、企業ガイダンス
データ、詳細分析の業界標準。

ESG

組織エンティティ データ

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリックでカバー。2002年以降の
データを網羅する、業界で最も包括的な ESG
データベースの1つ。

3000万件のレコードをカバーする企業プロファイル。
法的ステータスと公式ステータスの確認、分類、関
連するすべての詳細情報の更新を特定の時間枠内で
保守。

–

90か国以上の100万社以上の企業と100社のセルサイド証券会社の市場動向に影
響するイベント情報を提供

– ウォッチリストにある企業に関するカスタマイズされたイベント カレンダーの表
示カレンダーの自動ダウンロードにより、デスクトップのカレンダーは常に最新
状態
–

ライブおよびイントラデイ トランスクリプト、トランスクリプト インデックス、
ライブまたはオンデマンドのウェブ・キャスト・ビデオやオーディオ、ダウン
ロード可能なプレゼンテーション資料や mp3 の利用

カバレッジとまとめ
–

90か国以上の36,000社以上の発行体と約100社のセルサイド証券会社のイベント
企業をカバー

–

25万件を超えるコア企業イベント、1,600種のリアルタイム経済指標および200万
案件以上の年間取引

–

このコンテンツには、180種類以上のイベント タイプがあり、業績発表日時、電
話会議の番号とパスコード、セルサイド会議のロジスティクス、会議プレゼン
テーション、アナリストの電話会議とミーティング、会社訪問、株主総会、シン
ジケート ロードショー、市場休日、株式分割情報、配当落ち情報、IPO 価格と開
示、および政治イベントと経済指標のリリース日などを提供

– イベント カバレッジの更新は四半期ベース
–

重要なサード パーティ: S&P、NASDAQ

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、UI、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel、
ウェブサイト

追加のコンテンツ セット
株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

調査: 時間外取引とリアルタイム

公開頻度: 日次、イベントベース、オンデマンド、リアルタイム

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

主要製品/製品スイート

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Quantitative Analytics

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタル・
データ

トランスクリプトと要旨

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性
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企業データ

案件データとリーグ テーブル
Contribute your data via the
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コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

コーポレート アクション

開示書類

200か所以上の取引所の143,000社以上の上場中
および上場廃止企業をカバー。世界の資本市場
に関する包括的で上質なコーポレート・アク
ション・コンテンツをタイムリーに提供。

138か所の先進国市場と新興国市場の年次報告、イ
ンサイダー レポート、債券、条件補足書を含む、さ
まざまなタイプの文書へのグローバルなアクセス。

企業イベント

ファンダメンタルズ（財務）

90か国以上の36,500社を超える企業の、市場動
向に影響するイベント情報。180種を超えるイベ
ント タイプをトランスクリプト付きで提供。

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書
などの財務諸表として法人が開示した詳細データ。

案件（Deals）データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

投資銀行のリーグ テーブルを監視して、包括的
なポジションに関するインサイトを提供。1974
年以降の新規発行および M&A 案件をカバー。

リフィニティブの I/B/E/S 予想値は、アナリスト詳
細、コンセンサス、集計データ、企業ガイダンス
データ、詳細分析の業界標準。

ESG

組織エンティティ データ

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリックでカバー。2002年以降の
データを網羅する、業界で最も包括的な ESG
データベースの1つ。

3000万件のレコードをカバーする企業プロファイル。
法的ステータスと公式ステータスの確認、分類、関
連するすべての詳細情報の更新を特定の時間枠内で
保守。

追加のコンテンツ セット

リフィニティブは、M&A の投資銀行取引データ、新規発行案件のカバレッジのグ
ローバル リーダーで、1970年代以降に225か国で発表された400万件の取引データを
保有しています。
投資銀行と法律事務所に関する、業界をリードする弊社のリーグ テーブルは、世界
中の主要な報道機関から発行されています。弊社の世界中の情報収集能力、および
決済サービス関連企業との強力な関係に基づいて、正確かつ完全なデータをお届け
しています。
カバレッジとまとめ
–

M&A: 1970年代以降の130万件を超えるグローバルな M&A 取引。米国分は
376,000件、米国以外は924,000件

–

債券市場: 1970年以降の100万件以上の債券案件。投資適格、ハイイールド、新
興国市場コーポレートボンド、ABS/MBS/政府機関の発行等

–

株式市場: 株式市場における40万件以上の新規発行。IPO、既公開、ブロック ト
レード、転換社債等

–

シンジケート ローン: 1982年以降の374,000以上のグローバル・コーポレート・
ローン取引

– 地方債: 63万件以上の米国新規発行地方債および 2万件のカナダおよび国際公共
融資
–

プロジェクト ファイナンス: 世界で発表および限定融資またはノンリコース融資
された34,000件のプロジェクト

–

合弁会社と自社株買い: 世界中の 20万社以上の合弁会社および戦略的提携、
41,000件近くの米国の自社株買いプログラム

–

企業買収防衛策: 11,000社以上の上場企業の買収防衛策プロファイル。12,500件
の株主権プランの導入および変更の詳細も提供

–

株主活動: 5,000件のディシデント側株主活動の詳細履歴。最も著名な活動家の活
動に重点を置いた、委任状争奪戦と一般株主の提案情報も提供

株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

調査: 時間外取引とリアルタイム

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

配信形態: API、デスクトップ、Excel、FTP

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

公開頻度: 日次、イベントベース、オンデマンド

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ

トランスクリプトと要旨

主要製品/製品スイート
Refinitiv Deals Intelligence、Refinitiv On Demand, Refinitiv Deals Data Feed, SDC Platinum
Refinitiv Workspace, Refinitiv Eikon
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Contribute your data via the
Contributor Tool

コーポレート アクション

開示書類

200か所以上の取引所の143,000社以上の上場中
および上場廃止企業をカバー。世界の資本市場
に関する包括的で上質なコーポレート・アク
ション・コンテンツをタイムリーに提供。

138か所の先進国市場と新興国市場の年次報告、イ
ンサイダー レポート、債券、条件補足書を含む、さ
まざまなタイプの文書へのグローバルなアクセス。

企業イベント

ファンダメンタルズ（財務）

90か国以上の36,500社を超える企業の、市場動
向に影響するイベント情報。180種を超えるイベ
ント タイプをトランスクリプト付きで提供。

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書
など、財務諸表として法人が開示した詳細データ。

リフィニティブは、業界で最も包括的な ESG データベースを提供しており、LSEG と
の統合でさらに機能が拡張されています。
リフィニティブの ESG スコアでは、公開された報告データに基づいて、10個の主要
テーマ (排出量、環境製品イノベーション、人権、株主など) における企業の相対的な
ESG パフォーマンス、姿勢、有効性を、透明性と客観性を確保しながら評価します。
これらの情報は、企業 ウェブサイト、年次報告書、企業の社会的責任 (CSR) レポート、
企業の寄稿などの公開情報ソースに基づいて、弊社の ESG の専門家が収集、監査、標
準化したものです。

カバレッジとまとめ

案件（Deals）データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

投資銀行のリーグ テーブルを監視して、包括的
なポジションに関するインサイトを提供。1974
年以降の新規発行および M&A 案件をカバー。

リフィニティブの I/B/E/S 予想値は、アナリスト詳
細、コンセンサス、集計データ、企業ガイダンス
データ、詳細分析の業界標準。

ESG

組織エンティティ データ

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリックでカバー。2002年以降の
データを網羅する、業界で最も包括的な ESG
データベースの1つ。

3000万件のレコードをカバーする企業プロファイル。
法的ステータスと公式ステータスの確認、分類、関
連するすべての詳細情報の更新を特定の時間枠内で
保守。

–

グローバル市場の時価総額の 80% を超える規模で、2002年以降の 500個 を超える
ESG データ ポイント、比率、分析をカバー

–

400個を超える ESG データ ポイントと80件を超える ESG 分析項目

独占提供:
–

ESG、ダイバーシティとインクルージョン、化石燃料フリーなど、リフィニティブ
独自の指数

–

リフィニティブは400個を超える企業レベルの ESG測定項目を計算。最も比較しや
すく関連性が高い分野の186個のサブセットを利用して、独自の全体スコアリング
方式を実現

主要サード -パーティ: TruValue Labs、Exchanges、MSCI、および70社を超える ESG
協力企業
データ形式: CSV、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、ユーザー インターフェース、XML

追加のコンテンツ セット
株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

調査: 時間外取引とリアルタイム

配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel、ウェブサイト

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

公開頻度: イベントベース、オンデマンド、週次

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ

トランスクリプトと要旨

主要製品/製品スイート
Refinitiv Datastream、Refinitiv Quantitative Analytics、Refinitiv On Demand
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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コーポレート アクション

開示書類

–

200か所以上の取引所の143,000社以上の上場中
および上場廃止企業をカバー。世界の資本市場
に関する包括的で上質なコーポレート・アク
ション・コンテンツをタイムリーに提供。

138か所の先進国市場と新興国市場の年次報告、イ
ンサイダー レポート、債券、条件補足書を含む、さ
まざまなタイプの文書へのグローバルなアクセス。

リアルタイムと過去の年次および中間報告書、目論見書、ESG、債務および
M&A 関連文書、インサイダー取引報告書、その他の公開開示規制のコレクショ
ンにアクセスできます

–

米国、カナダ、日本、ノルウェー、中国、イタリア、台湾、韓国の自動文書
フィードによる包括的なコレクションをタイムリーに随時配信します。オースト
ラリア、シンガポール、インド、南アフリカについては、ほぼリアルタイムです

企業イベント

ファンダメンタルズ（財務）

–

90か国以上の36,500社を超える企業の、市場動
向に影響するイベント情報。180種を超えるイベ
ント タイプをトランスクリプト付きで提供。

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書
など、財務諸表として法人が開示した詳細データ。

詳細インデックス、リアルタイム アラート、EDGAR ファイル内に一貫して配置
されたナビゲーション タグにより、ターゲット文書とセクションにすばやくアク
セスして、インサイトをすぐに取得できます

カバレッジとまとめ

案件（Deals）データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

投資銀行のリーグ テーブルを監視して、包括的
なポジションに関するインサイトを提供。1974
年以降の新規発行および M&A 案件をカバー。

リフィニティブの I/B/E/S 予想値は、アナリスト詳
細、コンセンサス、集計データ、企業ガイダンス
データ、詳細分析の業界標準。

ESG

組織エンティティ データ

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリックでカバー。2002年以降の
データを網羅する、業界で最も包括的な ESG
データベースの1つ。

3000万件のレコードをカバーする企業プロファイル。
法的ステータスと公式ステータスの確認、分類、関
連するすべての詳細情報の更新を特定の時間枠内で
保守。

–

4400万件の文書を利用可能。さらに年間290万件をソーシング。約 160か国の
200,000社をカバー、うち60,000社は上場中の企業

–

年次報告、四半期報告、株式と債券の目論見書、地方債、M&A、CSR、所有権と
規制のファイルなど、数百種類の文書タイプ

–

米国の文書コレクションのみ1968年以降を保有。他の国や地域は1989年以降を
保有

–

各地の専門家によるグローバル ネットワークにより、独自のカバレッジと即時性
を実現し、文書を同日入手可能

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、ユーザー インターフェース、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel

追加のコンテンツ セット

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

調査: 時間外取引とリアルタイム

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ

トランスクリプトと要旨

公開頻度: 日次、オンデマンド、リアルタイム
主要製品/製品スイート
Refinitiv Knowledge Direct API
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon、

データの
相互運用性
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ホーム

企業データ

ファンダメンタルズ

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

コーポレート アクション

開示書類

–

200か所以上の取引所の143,000社以上の上場中
および上場廃止企業をカバー。世界の資本市場
に関する包括的で上質なコーポレート・アク
ション・コンテンツをタイムリーに提供。

138か所の先進国市場と新興国市場の年次報告、イ
ンサイダー レポート、債券、条件補足書を含む、さ
まざまなタイプの文書へのグローバルなアクセス。

リフィニティブのファンダメンタルズ データで企業の財務調査の精度が上がりま
す。先進国市場から新興国市場まで、上場企業のデータをグローバルに提供しま
す

–

企業財務の健全性を確認できます。過去データと組み合わせれば、企業財務の
「ライフストーリー」が浮かび上がります

–

企業イベント

ファンダメンタルズ（財務）

「標準化」と「企業固有」の財務データにより、会社間の比較、信頼性の高いス
クリーニングが可能です

90か国以上の36,500社を超える企業の、市場動
向に影響するイベント情報。180種を超えるイベ
ント タイプをトランスクリプト付きで提供。

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書
など、財務諸表として法人が開示した詳細データ。

案件（Deals）データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

投資銀行のリーグ テーブルを監視して、包括的
なポジションに関するインサイトを提供。1974
年以降の新規発行および M&A 案件をカバー。

リフィニティブの I/B/E/S 予想値は、アナリスト詳
細、コンセンサス、集計データ、企業ガイダンス
データ、詳細分析の業界標準。

ESG

組織エンティティ データ

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリックでカバー。2002年以降の
データを網羅する、業界で最も包括的な ESG
データベースの1つ。

3000万件のレコードをカバーする企業プロファイル。
法的ステータスと公式ステータスの確認、分類、関
連するすべての詳細情報の更新を特定の時間枠内で
保守。

カバレッジとまとめ
•

120を超える国で取引される108,000社以上の上場中および上場廃止企業

•

最大40年間の年次データを利用できる豊富な過去データ。米国企業の過去データ
は1980年代初頭以降、他の国や地域は1990年代以降

•

修正データと改訂データにより、前期の結果を修正した企業の年ごとの正確な比
較が可能

•

20種類の業種の営業指標 (CSF の370個を超える標準化項目と740個を超える報告
ベースの項目)。航空、鉱業、石油とガス、小売りなど、複数の業種をカバーする、
業種固有メトリック ベースのフォーカス ベンチマーク

•

ポイント・イン・タイム機能利用可能

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、ユーザー インターフェース、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel、FTP、SFTP、ウエブ サービス

追加のコンテンツ セット

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

調査: 時間外取引とリアルタイム

公開頻度: 4時間ごと、日次、終値、毎時、オンデマンド

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

主要製品/製品スイート

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ

トランスクリプトと要旨

Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Datastream、Refinitiv Quantitative Analytics
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon、

データの
相互運用性
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ホーム

企業データ

I/B/E/S 予想値

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

Contribute your data via the
Contributor Tool

コーポレート アクション

開示書類

200か所以上の取引所の143,000社以上の上場中
および上場廃止企業をカバー。世界の資本市場
に関する包括的で上質なコーポレート・アク
ション・コンテンツをタイムリーに提供。

138か所の先進国市場と新興国市場の年次報告、イ
ンサイダー レポート、債券、条件補足書を含む、さ
まざまなタイプの文書へのグローバルなアクセス。

企業イベント

ファンダメンタルズ（財務）

90か国以上の36,500社を超える企業の、市場動
向に影響するイベント情報。180種を超えるイベ
ント タイプをトランスクリプト付きで提供。

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書
など、財務諸表として法人が開示した詳細データ。

案件（Deals）データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

投資銀行のリーグ テーブルを監視して、包括的
なポジションに関するインサイトを提供。1974
年以降の新規発行および M&A 案件をカバー。

リフィニティブの I/B/E/S 予想値は、アナリスト詳
細、コンセンサス、集計データ、企業ガイダンス
データ、詳細分析の業界標準。

ESG

組織エンティティ データ

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリックでカバー。2002年以降の
データを網羅する、業界で最も包括的な ESG
データベースの1つ。

3000万件のレコードをカバーする企業プロファイル。
法的ステータスと公式ステータスの確認、分類、関
連するすべての詳細情報の更新を特定の時間枠内で
保守。

市場をリードする弊社の予想データでは、270個を超えるメトリックと指標を12の業
種で提供しています。このデータは、製品とセグメント ベースで、より深いインサ
イトと分析を提供しており、100か国の22,000社のセクター レベルで表示されます。

最近のカバレッジの拡張には、鉱業セクターと通信セクターが含まれ、ビジネスと
地理の両方のセグメント データを表す製品レベルのデータ項目も拡張されました。
カバレッジとまとめ
•

すべてがそろったグローバル ビュー: 100を超える国の900社を超えるブローカー
からの22,000社の企業のアクティブな予想値を提供。米国企業は1970年代以降、
他の国や地域は1987年以降を提供

•

比較可能なガイダンス: 14個のデータ項目で入手可能。粒度が細かく、フィール
ド化された1994年以降の過去データを提供

•

マクロレベルのビュー: MSCI、ラッセルおよび S&P など、すべての主要サード
パーティ指数をカバーする15,000個のアクティブなデータ系列を13個の項目でグ
ローバルに集計。30年以上の月次過去データと10年以上の週次過去データを提供

コア データセット
•

I/B/E/S 予想値: I/B/E/S Real-Time、I/B/E/S Current、I/B/E/S Point in Time、
I/B/E/S Point in Time Consensus、I/B/E/S Historical、I/B/E/S Daily Means

•

I/B/E/S ガイダンス (現在と過去)

•

I/B/E/S グローバル集計

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、ユーザー インターフェース、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel、FTP

追加のコンテンツ セット
株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

調査: 時間外取引とリアルタイム

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

公開頻度: 15分、日次、終値、イントラデイ、オンデマンド、リアルタイム

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

主要製品/製品スイート

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ

トランスクリプトと要旨

Refinitiv DataScope、Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Datastream、Refinitiv
Quantitative Analytics、Refinitiv On Demand
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

企業データ

組織エンティティ データ

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

コーポレート アクション

開示書類

200か所以上の取引所の143,000社以上の上場中
および上場廃止企業をカバー。世界の資本市場
に関する包括的で上質なコーポレート・アク
ション・コンテンツをタイムリーに提供。

138か所の先進国市場と新興国市場の年次報告、イ
ンサイダー レポート、債券、条件補足書を含む、さ
まざまなタイプの文書へのグローバルなアクセス。

企業イベント

ファンダメンタルズ（財務）

90か国以上の36,500社を超える企業の、市場動
向に影響するイベント情報。180種を超えるイベ
ント タイプをトランスクリプト付きで提供。

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書
など、財務諸表として法人が開示した詳細データ。

案件（Deals）データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

投資銀行のリーグ テーブルを監視して、包括的
なポジションに関するインサイトを提供。1974
年以降の新規発行および M&A 案件をカバー。

リフィニティブの I/B/E/S 予想値は、アナリスト詳
細、コンセンサス、集計データ、企業ガイダンス
データ、詳細分析の業界標準。

ESG

組織エンティティ データ

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリックでカバー。2002年以降の
データを網羅する、業界で最も包括的な ESG
データベースの1つ。

3000万件のレコードをカバーする企業プロファイル。
法的ステータスと公式ステータスの確認、分類、関
連するすべての詳細情報の更新を特定の時間枠内で
保守。

組織エンティティ データは、組織を識別、リンク、説明するために必要な情報を提
供します。このデータにより、金融銘柄、文書、監査機関などのリンク先組織、株
主情報などの資産情報を組織と結びつけることができます。

コア コンポーネント
–

組織機関 (OA) データベースは、弊社製品に対して、単一で一貫性のある組織エ
ンティティ レコードを提供しています。これらのレコードにより、弊社が提供す
るすべての銘柄と発行体情報がリンクされ、すべての製品グループに対する唯一
のマスターデータベースと見なされます。

–

Verified Entity Data as a Service (VEDaaS) は、お客様の組織エンティティの
データをリフィニティブが管理するようにお客様が要求できる管理対象データ
サービスです。

–

Industry Classification Benchmark (ICB) iは、投資ソリューションをサポートするた
めに設計された、リサーチと市場動向に基づいた、包括的でルールに基づいた透
明性の高い分類方法です。

まとめ
–

法人 (上場および非上場) に関する独自の情報を25個を超える製品で提供。M&A、
破産、組織再編、再設立、スピンオフ、合弁の解消、IPO などのコーポレート ア
クションおよび主要動向の詳細かつ正確な日次カバレッジと情報メンテナンス

–

LEI や CIK などの他の識別子に加えて、独自の永続識別子を各エンティティに割
り当てて、OA データの重複を防止

–

組織エンティティ データには、ICB や The Refinitiv Business Classification
(TRBC) NACE、NAICS および SIC など、ビジネスと業種の分類も提供

データ形式: HTML、SQL、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、FTP、SFTP、ウエブ
サービス

追加のコンテンツ セット
株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

調査: 時間外取引とリアルタイム

公開頻度: 4時間ごと、日次、終値、イントラデイ、オンデマンド、リアルタイム、週次

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

主要製品/製品スイート

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ

トランスクリプトと要旨

Refinitiv Verified Entity Data as a Service (VEDaaS)、Refinitiv Quantitative Analytics、
Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv DataScope
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性
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ホーム

企業データ

株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

コモディティ

株主、インサイダー、投資機関のプロファイル
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

調査レポート: アフターマーケットリサーチと
リアルタイム

グローバルな株式に関する、投資機関、戦略、インサ
イダー保有の詳細データ。投資マネージャー、証券会
社およびその主要投資専門家に関するインテリジェン
ス情報も提供

リフィニティブには、緊密に協力する1,300社近く
のプロバイダーや1982年以降のレポートがあり、機
関調査の分野で最も広範かつ詳細なコレクションを
保有。

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

企業の役員および取締役に関する詳細情報。317万人
の役員、250万人を超える個人、20年以上の報酬履歴。

アルファを創出する弊社独自の分析と予測モデルに
より、よりスマートな投資調査が可能。

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

世界中の1,070万社を超える非上場企業、プライベート
エクイティ企業、ファンドおよびそのポートフォリオ
企業の企業プロファイルと財務諸表。

プライベート エクイティとベンチャー・キャピ
タル・データ
28,000社を超えるプライベート エクイティ/ベン
チャー キャピタル企業、および67,000を超えるファン
ドの詳細プロファイル。28,000社のファンドについて
は、1970年代以降の資金調達過去データも提供。

–

リフィニティブの株主、インサイダーおよび投資機関のプロファイルは、業界で
最も包括的かつグローバルな株主プロファイル データです。これらを使用して、
企業と投資家の詳細な分析を実施します。

–

関連会社、名称変更、合弁や雇用履歴などの属性や関連企業情報を通して、市場
を動かす投資会社や個人に関するインテリジェンス情報を提供します。

–

機関投資家や証券会社と直接コンタクトしているので、プロファイルや連絡先
データを正確かつタイムリーに提供できます。

カバレッジとまとめ
–

1997年以降の70か所の市場の75,000件を超える上場中および上場廃止銘柄の持
ち株データを提供

Refinitiv LPC は、シンジケート・ローン・コンテン
ツおよび市場分析の主要なプロバイダー。

–

情報ソースは、米国証券取引委員会への提出書類、国際的な銘柄保有報告通知、
グローバルな投資信託と ETF のポートフォリオ、英国株式登録簿、米国、カナ
ダ、英国、欧州およびアジアの役員/インサイダーの開示情報、日本の詳細株式保
有通知など

トランスクリプトと要旨

–

世界中の取引所、規制当局への提出書類、株式登録簿から830,000件の銘柄保有
報告の株主情報を入手。34,000人の投資家および200,000件のバイサイドとセル
サイドの連絡先の詳細情報も提供

–

地域コンテンツの専門性 (英国株式登録簿の詳細情報など) に支えられたグローバ
ルな詳細情報により、各地域固有のインサイトも提供可能

–

58,000社のファンドからポートフォリオの保有銘柄データを入手

–

グローバルな銘柄データは20年間分、US 13F データは40年間分提供可能

ニュースワイヤー、ジャーナル、電話会議のトラン
スクリプトを情報源とする重要な会社動向に関する
業界最大の検索可能なアーカイブ。2001年以降の履
歴を提供。

データ形式: CSV、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、ユーザー インターフェース、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel、FTP

追加のコンテンツ セット
コーポレート アクション

開示書類

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

企業イベント

ファンダメンタルズ

公開頻度: 日次、イントラデイ、オンデマンド、四半期、週次

案件データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

主要製品/製品スイート

ESG

組織エンティティ データ

Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Quantitative Analytics
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

企業データ

人物 (役員および取締役)

コモディティ

Contribute your data via the
Contributor Tool

株主、インサイダー、投資機関のプロファイル
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

グローバルな株式に関する、投資機関、戦略、インサイ
ダー保有の詳細データ。投資マネージャー、証券会社お
よびその主要投資専門家に関するインテリジェンス情報
も提供

調査レポート: アフターマーケットリサー
チとリアルタイム
リフィニティブには、緊密に協力する1,300社
近くのプロバイダーや1982年以降のレポート
があり、機関調査の分野で最も広範かつ詳細
なコレクションを保有。

–

役員および取締役情報では、企業の経営陣や役員に関する詳細情報を提供します。
給与とパフォーマンス、職歴と学歴、さまざまな委員会を含む包括的な経歴が含
まれるので、人脈の状況を検索して、経営陣や役員会の強みを評価できます

–

組織の主要な意思決定者を特定して、主要な人脈を検索し、経営陣の強みを評価
します

–

独自の個人識別コードを割り当てることにより、個人のキャリアの推移を追跡し
ます

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

企業の役員および取締役に関する詳細情報。317万人の
役員、250万人を超える個人、20年以上の報酬履歴。

アルファを創出する弊社独自の分析と予測モ
デルにより、よりスマートな投資調査が可能。

–

紹介、パートナーシップ、商談を獲得するために、コネクションを利用できます

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

–

特定の企業や産業の人事異動をモニターできます

世界中の1,070万社を超える非上場企業、プライベート
エクイティ企業、ファンドおよびそのポートフォリオ企
業の企業プロファイルと財務諸表。

Refinitiv LPC は、シンジケート・ローン・コ
ンテンツおよび市場分析の主要なプロバイ
ダー。

カバレッジとまとめ

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ

トランスクリプトと要旨

28,000社を超えるプライベート エクイティ/ベンチャー
キャピタル企業、および67,000を超えるファンドの詳細
プロファイル。28,000社のファンドについては、1970年
代以降の資金調達履歴も提供。

ニュースワイヤー、ジャーナル、電話会議の
トランスクリプトを情報源とする重要な会社
動向に関する業界最大の検索可能なアーカイ
ブ。2001年以降の履歴を提供。

–

250万人を超える個人を網羅するデータベース。317万人の役員および取締役情報、
雇用と給与に関する20年以上の過去データを提供

–

世界中の120か所を超える市場の85,000社を超える上場企業を包括的かつ継続的
にカバー

–

米国の場合は20年以上、他の国や地域については15年以上の雇用履歴を提供

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、ユーザー インターフェース、
XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel、FTP、SFTP、ウェブサイト

追加のコンテンツ セット
コーポレート アクション

開示書類

公開頻度: 4時間ごと、日次、終値、イントラデイ、オンデマンド、週次

企業イベント

ファンダメンタルズ

主要製品/製品スイート

案件データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

ESG

組織エンティティ データ

Refinitiv Quantitative Analytics、Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv On Demand
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性
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ホーム

企業データ

非上場企業のプロファイルと財務情報

コモディティ

株主、インサイダー、投資機関のプロファイル
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

グローバルな株式に関する、投資機関、戦略、インサ
イダー保有の詳細データ。投資マネージャー、証券会
社およびその主要投資専門家に関するインテリジェン
ス情報も提供

調査レポート: アフターマーケットリサー
チとリアルタイム

–

世界中の非上場企業の詳細プロファイル、入手困難な詳細情報に、強力なスク
リーニング機能を利用してアクセスできます

リフィニティブには、緊密に協力する1,300社
近くのプロバイダーや1982年以降のレポートが
あり、機関調査の分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

–

買収対象企業、事業売却機会、提携パートナー、財務活動を調査して、デュー
ディリジェンスを実行できます買収またはパートナーシップの機会を特定し、一
般的な市場動向分析とベンチマークを実施できます

–

データ項目には、会社名、住所、業種、説明、URL、収益、財務諸表および主要
役員が含まれます
企業収益、従業員数、ベンチャー キャピタル投資の有無、ローンや社債発行など
の資本市場活動の有無に関する情報も提供します

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

企業の役員および取締役に関する詳細情報。317万人の
役員、250万人を超える個人、20年以上の報酬履歴。

アルファを創出する弊社独自の分析と予測モデ
ルにより、よりスマートな投資調査が可能。

–

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

カバレッジとまとめ

世界中の1,070万社を超える非上場企業、プライベート
エクイティ企業、ファンドおよびそのポートフォリオ
企業の企業プロファイルと財務諸表。

Refinitiv LPC は、シンジケート・ローン・コン
テンツおよび市場分析の主要なプロバイダー。

–

世界中のさまざまなソースから収集した1,070万社の非上場企業の情報にアクセ
ス可能

–

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ

トランスクリプトと要旨

100万社の M&A 取引情報、27,000社の公的債務情報、123,000社のプライベート
エクイティ/ベンチャー キャピタル投資の詳細情報を提供

–

140万社の完全な財務諸表も提供

–

主要サードパーティ データ: Dun & Bradstreet、Creditsafe、Matchdeck (Aihit)

–

独占提供: Starmine CreditRisk インプライド レーティング、非上場企業分析カル
キュレーター

28,000社を超えるプライベート エクイティ/ベンチャー
キャピタル企業、および67,000を超えるファンドの詳
細プロファイル。28,000社のファンドについては、
1970年代以降の資金調達履歴も提供。

ニュースワイヤー、ジャーナル、電話会議のト
ランスクリプトを情報源とする重要な会社動向
に関する業界最大の検索可能なアーカイブ。
2001年以降の履歴を提供。

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、ユーザー インターフェース、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel

追加のコンテンツ セット

公開頻度: 日次、イベントベース、月次、オンデマンド、四半期、リアルタイム、年次

コーポレート アクション

開示書類

企業イベント

ファンダメンタルズ

案件データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

Refinitiv On Demand

ESG

組織エンティティ データ

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

主要製品/製品スイート

データの
相互運用性
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企業データ

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタル・データ

コモディティ

Contribute your data via the
Contributor Tool

株主、インサイダー、投資機関のプロファイル
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

調査レポート: アフターマーケットリサー
チとリアルタイム

グローバルな株式に関する、投資機関、戦略、インサ
イダー保有の詳細データ。投資マネージャー、証券会
社およびその主要投資専門家に関するインテリジェン
ス情報も提供

リフィニティブには、緊密に協力する1,300社
近くのプロバイダーや1982年以降のレポートが
あり、機関調査の分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

企業の役員および取締役に関する詳細情報。317万人の
役員、250万人を超える個人、20年以上の報酬履歴。

アルファを創出する弊社独自の分析と予測モデ
ルにより、よりスマートな投資調査が可能。

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

世界中の1,070万社を超える非上場企業、プライベート
エクイティ企業、ファンドおよびそのポートフォリオ
企業の企業プロファイルと財務諸表。

Refinitiv LPC は、シンジケート・ローン・コン
テンツおよび市場分析の主要なプロバイダー。

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ
28,000社を超えるプライベート エクイティ/ベンチャー
キャピタル企業、および67,000を超えるファンドの詳
細プロファイル。28,000社のファンドについては、
1970年代以降の資金調達履歴も提供。

リフィニティブのプライベート・エクイティ・コンテンツ・セットには、世界中の
プライベート・エクイティ・アクティビティを、財務専門家とリサーチャーがモニ
ター、計測、追跡および分析できる、データとインサイトが含まれています。

弊社はプライベート・エクイティ・コンテンツ全体を収録しています。プライベー
ト エクイティとベンチャー キャピタルの企業やファンドのプロファイル、資金調達、
投資、イグジットに関する1970年代以降の取引情報を提供できます。

カバレッジとまとめ
–

374,000件を超える投資のプライベート エクイティ取引の詳細。ラウンド日付、
投資額、投資ステージ、参加投資家の情報も提供

–

米国とカナダの完全な過去データ、および2005年から現在までの40,000件を超え
るグローバルなイグジット取引情報。22,000件を超える会社売却と7,000件を超
える IPO も提供

–

8,300社以上の時価総額6兆米ドルのファンドを含む、プライベート エクイティ
ファンドの四半期パフォーマンス ベンチマークを、Cambridge Associates との
パートナーシップにより提供

–

28,000社を超えるプライベート エクイティとベンチャー キャピタル企業、
67,000件を超えるファンドの詳細プロファイル。ファンドの重点投資分野、ファ
ンドの規模、資金調達過去データ、ファンド運用、ポートフォリオ企業の詳細、
ポートフォリオ アロケーションも提供

–

現在および過去にプライベート エクイティ/ベンチャー キャピタルの支援を受け
た167,000社を超える企業の情報。企業説明、主要ファクト、役員と取締役、現
在と過去の投資家、投資ラウンドの詳細、関連 M&A 取引と公的提出書類も提供

トランスクリプトと要旨
ニュースワイヤー、ジャーナル、電話会議のト
ランスクリプトを情報源とする重要な会社動向
に関する業界最大の検索可能なアーカイブ。
2001年以降の履歴を提供。

配信形態: API、デスクトップ、Excel, FTP

追加のコンテンツ セット

公開頻度: 日次、イベントベース、オンデマンド

コーポレート アクション

開示書類

企業イベント

ファンダメンタルズ

案件データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

Refinitiv Deals Intelligence、Refinitiv On Demand、Refinitiv Private Equity Data Feed

ESG

組織エンティティ データ

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

主要製品/製品スイート

データの
相互運用性
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企業データ

調査レポート: アフター・マーケットリサーチ

コモディティ

Contribute your data via the
Contributor Tool

株主、インサイダー、投資機関のプロファイル
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

グローバルな株式に関する、投資機関、戦略、インサイ
ダー保有の詳細データ。投資マネージャー、証券会社お
よびその主要投資専門家に関するインテリジェンス情報
も提供

調査レポート: アフターマーケットリサー
チとリアルタイム
リフィニティブには、緊密に協力する1,300社
近くのプロバイダーや1982年以降のレポート
があり、機関調査の分野で最も広範かつ詳細な
コレクションを保有。

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

企業の役員および取締役に関する詳細情報。317万人の
役員、250万人を超える個人、20年以上の報酬履歴。

アルファを創出する弊社独自の分析と予測モデ
ルにより、よりスマートな投資調査が可能。

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

世界中の1,070万社を超える非上場企業、プライベート
エクイティ企業、ファンドおよびそのポートフォリオ企
業の企業プロファイルと財務諸表。

Refinitiv LPC は、シンジケート・ローン・コン
テンツおよび市場分析の主要なプロバイダー。

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ

トランスクリプトと要旨

28,000社を超えるプライベート エクイティ/ベンチャー
キャピタル企業、および67,000を超えるファンドの詳
細プロファイル。28,000社のファンドについては、
1970年代以降の資金調達履歴も提供。

ニュースワイヤー、ジャーナル、電話会議のト
ランスクリプトを情報源とする重要な会社動向
に関する業界最大の検索可能なアーカイブ。
2001年以降の履歴を提供。

アフター・マーケットリサーチ・コレクションでは、独自のインサイトを提供しま
す。セルサイドの銀行、主要独立調査会社、独立系シンクタンクなど、定評のある
業界エキスパートの予想とコメントを提供します。
–

レポートには、基礎的な企業調査、市場とセクターの調査、およびマクロ経済、
債券、ESG およびプライマリ調査が含まれます

–

セルサイドのリサーチ アナリストのレポートは、最初の発行から短い差し止め期
間 (平均5～7日) を経て入手可能になります

–

豊富で正確な検索機能により、関連情報がすばやく見つかります。生産性と効率
を上げる付加価値機能も利用できます。

カバレッジとまとめ
–

大手グローバル ブローカーや主要地域調査会社など、15社のリフィニティブ独
占ソース。

–

Investext® コレクションをサブスクライブすれば、業界で最も大規模な記事デー
タベースにアクセス可能。

–

1,900 を超える現在と過去のソースから1982年以降の3,000万件を超える調査レ
ポートを閲覧可能。

データ形式: JSON、PDF、ユーザー インターフェース
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル

追加のコンテンツ セット

公開頻度: 日次、オンデマンド

コーポレート アクション

開示書類

企業イベント

ファンダメンタルズ

案件データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv On Demand

ESG

組織エンティティ データ

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

主要製品/製品スイート

データの
相互運用性
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企業データ

調査レポート: リアルタイム リサーチ

コモディティ

Contribute your data via the
Contributor Tool

株主、インサイダー、機関投資家のプロファイル
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

グローバルな株式に関する、投資機関、戦略、インサ
イダー保有の詳細データ。投資マネージャー、証券会
社およびその主要投資専門家に関するインテリジェン
ス情報も提供

調査レポート: アフターマーケットリサー
チとリアルタイム
リフィニティブには、緊密に協力する1,300社近
くのプロバイダーや1982年以降のレポートがあ
り、機関調査の分野で最も広範かつ詳細なコレ
クションを保有。

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

企業の役員および取締役に関する詳細情報。317万人
の役員、250万人を超える個人、20年以上の報酬履歴。

アルファを創出する弊社独自の分析と予測モデ
ルにより、よりスマートな投資調査が可能。

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

世界中の1,070万社を超える非上場企業、プライベー
ト エクイティ企業、ファンドおよびそのポートフォリ
オ企業の企業プロファイルと財務諸表。

Refinitiv LPC は、シンジケート・ローン・コン
テンツおよび市場分析の主要なプロバイダー。

プライベート エクイティとベンチャー・キャピ
タル・データ

トランスクリプトと要旨

28,000社を超えるプライベート エクイティ/ベン
チャー キャピタル企業、および67,000を超えるファン
ドの詳細プロファイル。28,000社のファンドについて
は、1970年代以降の資金調達履歴も提供。

ニュースワイヤー、ジャーナル、電話会議のト
ランスクリプトを情報源とする重要な会社動向
に関する業界最大の検索可能なアーカイブ。
2001年以降の履歴を提供。

追加のコンテンツ セット

リアルタイム・リサーチ・プラットフォームでは、1,300人を超える活発な寄稿者に
アクセスできます。これには、グローバル ブローカー、地域およびローカル市場の
ブローカー、独立調査会社が含まれ、基礎的企業調査、市場とセクターの調査、お
よびマクロ経済、債券、ESG およびプライマリ調査が提供されます。
–

すべての主要グローバル ブローカーと地域の主要ブローカーの調査にアクセスで
きます。資格を満たす場合は、エクイティ、債券、マクロ経済および ESG を含
むすべてのアセットクラスの情報も提供されます

–

製品上で簡単に資格要求できるので、リアルタイムで調査中のユーザーが簡単に
追加のブローカーへのアクセスを要求できます

–

クリックスルーでリンクされたアナリスト予想を表示して、元の調査ソース文書
のコンテキストを確認できます

–

可能な場合は、StarMine のアナリスト レーティングが各文書の横に表示され、
プライマリ アナリストの過去の推奨銘柄と予想のパフォーマンスを確認できます

–

生産性の高い機能により、デスクトップのワークフロー内で簡単に調査にアクセ
スできます

–

独自のメタデータ タグ、全文索引、予想の改訂、詳細機能、目次機能など、豊富
で正確な検索機能により、必要な情報がすぐに見つかります。

カバレッジとまとめ
–

主要市場と新興国市場を含む、世界中の90か国以上の寄稿者による調査を利用可
能

–

リフィニティブは、1,300社近くのプロバイダーからの活発な寄稿、および1982
年以降のレポートを保有。投資機関調査の分野で最も広範かつ詳細なコレクショ
ン

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、ユーザー インターフェース、XML

コーポレート アクション

開示書類

企業イベント

ファンダメンタルズ

案件データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

ESG

組織エンティティ データ

配信形態: API、デスクトップ、メール アラート、Excel、ウェブサイト
リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中
公開頻度: リアルタイム
主要製品/製品スイート
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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企業データ

StarMine クオンツ モデル

コモディティ

株主、インサイダー、機関投資家のプロファイル
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

グローバルな株式に関する、投資機関、戦略、インサ
イダー保有の詳細データ。投資マネージャー、証券会
社およびその主要投資専門家に関するインテリジェン
ス情報も提供

調査レポート: アフターマーケットリサー
チとリアルタイム
リフィニティブには、緊密に協力する1,300社近
くのプロバイダーや1982年以降のレポートがあ
り、機関調査の分野で最も広範かつ詳細なコレ
クションを保有。

StarMine の分析、モデルおよびエクイティ リサーチ管理ツールにより、世界中の投
資会社がアルファを計算して、エクイティ情報をより効率的に処理できるようにな
りました。
StarMine には、セクター、地域、市場を横断する、アルファ計算用の19個の独自分
析とモデルが用意されています。確かな経済的洞察に根ざし、厳密な分析に裏付け
られた弊社の強力なモデルは、どのようなセクター、地域、市場でも、お客様の高
い投資回収率の実現を支援します。

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

企業の役員および取締役に関する詳細情報。317万人
の役員、250万人を超える個人、20年以上の報酬履歴。

アルファを創出する弊社独自の分析と予測モデ
ルにより、よりスマートな投資調査が可能。

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

世界中の1,070万社を超える非上場企業、プライベート
エクイティ企業、ファンドおよびそのポートフォリオ
企業の企業プロファイルと財務諸表。

Refinitiv LPC は、シンジケート・ローン・コン
テンツおよび市場分析の主要なプロバイダー。

•

クラシック モデル: アナリスト修正モデル (ARM)、株価モメンタム (Price Mo)、
SmartGrowth および内在価値 (IV)、相対バリュエーション (RV)、企業利益評価
(EQ)

プライベート エクイティとベンチャー・キャピ
タル・データ

トランスクリプトと要旨

•

スマート・マネー・モデル: スマート ホールディングス、信用売残 (SI)、インサ
イダー開示書類

•

組み合わせモデル: バリューモメンタム (Val-Mo)、統合アルファ (CAM)

•

クレジットとソブリン モデル: ストラクチュアル・クレジット・リスク (SCR) ,
SmartRatios クレジット リスク (SRCR)、テキスト・マイニング・クレジット・
リスク (TMCR)、統合クレジット リスク (CCR)、ソブリン リスク

•

MarketPsych メディア センチメント

28,000社を超えるプライベート エクイティ/ベン
チャー キャピタル企業、および67,000を超えるファン
ドの詳細プロファイル。28,000社のファンドについて
は、1970年代以降の資金調達履歴も提供。

ニュースワイヤー、ジャーナル、電話会議のト
ランスクリプトを情報源とする重要な会社動向
に関する業界最大の検索可能なアーカイブ。
2001年以降の履歴を提供。

StarMine は、クオンツ投資家向けに強力な株式選択ファクターが提供しており、ス
タンドアロン、またはマルチファクター モデルへの入力のどちらでもご利用いただ
けます。

カバレッジ

データ形式: CSV、JSON、Python、SQL、テキスト、ユーザー インターフェース、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、Excel、FTP、SFTP

追加のコンテンツ セット
コーポレート アクション

開示書類

企業イベント

ファンダメンタルズ

案件データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

ESG

組織エンティティ データ

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中
公開頻度: 日次、毎時
主要製品/製品スイート
Refinitiv Quantitative Analytics
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性
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ホーム

企業データ

シンジケート ローン

コモディティ

Contribute your data via the
Contributor Tool

株主、インサイダー、機関投資家のプロファイル
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

グローバルな株式に関する、投資機関、戦略、インサイ
ダー保有の詳細データ。投資マネージャー、証券会社お
よびその主要投資専門家に関するインテリジェンス情報
も提供

調査レポート: アフターマーケットリサー
チとリアルタイム

–

リフィニティブには、緊密に協力する1,300社
近くのプロバイダーや1982年以降のレポート
があり、機関調査の分野で最も広範かつ詳細な
コレクションを保有。

リフィニティブは、業界をリードするシンジケート ローンの詳細情報とリーグ
テーブルを世界中の決済サービス関連企業に提供しています。弊社のレコード
データベースには、1980年代以降の300,000件を超える世界中のローン案件が保
存されています。

–

Refinitiv Deals のローン データは、Refinitiv Loan Pricing Corporation (LPC) との
パートナーシップにより作成されています。弊社のフランチャイズとともに、シ
ンジケート ローン市場の最も包括的かつ正確な情報を提供します。

–

弊社は、世界中の決済サービス関連企業から直接提出される案件に基づいて、規
制当局への提出書類、ニュースワイヤー、企業のプレス リリースを厳密に調査し
て、タイムリーで詳細なローン発行情報を収集しています

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

企業の役員および取締役に関する詳細情報。317万人の
役員、250万人を超える個人、20年以上の報酬履歴。

アルファを創出する弊社独自の分析と予測モデ
ルにより、よりスマートな投資調査が可能。

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

世界中の1,070万社を超える非上場企業、プライベート
エクイティ企業、ファンドおよびそのポートフォリオ企
業の企業プロファイルと財務諸表。

Refinitiv LPC は、シンジケート・ローン・コン
テンツおよび市場分析の主要なプロバイダー。

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ

トランスクリプトと要旨

28,000社を超えるプライベート エクイティ/ベンチャー
キャピタル企業、および67,000を超えるファンドの詳細
プロファイル。28,000社のファンドについては、1970
年代以降の資金調達履歴も提供。

ニュースワイヤー、ジャーナル、電話会議のト
ランスクリプトを情報源とする重要な会社動向
に関する業界最大の検索可能なアーカイブ。
2001年以降の履歴を提供。

– 弊社は、投資適格、ほぼ投資適格、ミドル マーケット、レバレッジ、ハイ レバ
レッジのローンを追跡し、プロジェクト・ファイナンス・ローンの場合は、債券
と株式発行で財務処理したプロジェクト分も補足しています。

まとめと統計情報
–

300,000件を超えるグローバルなローン案件

–

1980年代以降の過去データ

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、ユーザー インターフェース、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、デスクトップ、Excel

追加のコンテンツ セット

公開頻度: 日次、イベントベース、四半期、変動

コーポレート アクション

開示書類

企業イベント

ファンダメンタルズ

案件データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

Refinitiv Deals Intelligence、Refinitiv On Demand

ESG

組織エンティティ データ

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

主要製品/製品スイート

データの
相互運用性
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ホーム

企業データ

トランスクリプトと要旨

コモディティ

株主、インサイダー、機関投資家のプロファイル
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

グローバルな株式に関する、投資機関、戦略、インサ
イダー保有の詳細データ。投資マネージャー、証券会
社およびその主要投資専門家に関するインテリジェン
ス情報も提供

調査レポート: アフターマーケットリサー
チとリアルタイム
リフィニティブには、緊密に協力する1,300社
近くのプロバイダーや1982年以降のレポートが
あり、機関調査の分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

リフィニティブは重要な会社動向をトランスクリプトで提供。S&P 500 やラッセル
1000 など、すべての主要なグローバル指数を含む7,200社を網羅。1,000社の企業に
ついては要旨を提供。

カバレッジと統計情報
–

S&P 500 やラッセル 1000 など、すべての主要グローバル指数を含む、トランス
クリプトによる7,200社の企業情報。1,000社の企業については要旨を提供

アルファを創出する弊社独自の分析と予測モデ
ルにより、よりスマートな投資調査が可能。

–

決算発表、M&A の発表、売上報告、アナリスト会議、および企業会議プレゼン
テーションについての年間35,500件のトランスクリプト、および年間3,800件の
要旨を提供

非上場企業のプロファイルと財務情報

シンジケート ローン (案件)

–

弊社が1年で提供するトランスクリプトの平均件数は43,200件

世界中の1,070万社を超える非上場企業、プライベート
エクイティ企業、ファンドおよびそのポートフォリオ
企業の企業プロファイルと財務諸表。

Refinitiv LPC は、シンジケート・ローン・コン
テンツおよび市場分析の主要なプロバイダー。

–

2001年以降の過去データ

人物 (役員および取締役)

StarMine クオンツ モデル

企業の役員および取締役に関する詳細情報。317万人の
役員、250万人を超える個人、20年以上の報酬履歴。

プライベート エクイティとベンチャー・キャピタ
ル・データ
28,000社を超えるプライベート エクイティ/ベンチャー
キャピタル企業、および67,000を超えるファンドの詳
細プロファイル。28,000社のファンドについては、
1970年代以降の資金調達履歴も提供。

トランスクリプトと要旨
ニュースワイヤー、ジャーナル、電話会議のト
ランスクリプトを情報源とする重要な会社動向
に関する業界最大の検索可能なアーカイブ。
2001年以降の履歴を提供。

– 地域ごとのカバレッジ内訳:
–

欧州、中東、アフリカ – 1,775

–

アジア太平洋 – 1,115

–

北米 – 3,888

–

中南米 – 417

重要なサード パーティ: S&P、Digital Nirvana
データ形式: CSV、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、ユーザー インターフェース、XML

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel

追加のコンテンツ セット
コーポレート アクション

開示書類

企業イベント

ファンダメンタルズ

案件データとリーグ テーブル

I/B/E/S 予想値

ESG

組織エンティティ データ

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中
公開頻度: 日次、イントラデイ、オンデマンド、四半期、週次
主要製品/製品スイート
Refinitiv Knowledge Direct API
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性
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ホーム

コモディティ

企業データ

経済データ

経済データ
国内と海外の経済データ
リアルタイム経済指標
ポイント・イン・タイム経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

特徴とお客様のメリット
マクロ データからマイクロな詳細まで、グローバルな金融市場に影
響する要素に重点を置いた、豊富な経済コンテンツにアクセスでき
ます。さらに、消費者信頼感指数、ビジネス、政治、金融の見通し
指標、すべての主要中央銀行の統計、予測、動向に関するデータに
もアクセスできます。これらの情報から、インサイトと投資機会を
すばやく見つけることができます。

比較可能な経済データ
新興国市場経済データ
経済予想
消費者とビジネスの景況感

ニュース

主要インサイト
– コモディティ、中央銀行、経済の1,800個を超えるリアルタイム指
標
– 金融予測で市場をリードする、ロイター調査が発行する、コモ
ディティ、中央銀行、経済の800件を超える指標調査へのアクセ
ス
– StarMine SmartEconomics 予測分析による補足的調査データ

StarMine SmartEconomics
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

StarMine ソブリン・クレジット・リスク
COVID-19 データ

データの
相互運用性
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経済データ

国内と海外の経済データ

コモディティ

企業データ

経済データ

国内と海外の経済データ

比較可能な経済データ

900万件を超える経済時系列データを、公的な国際
機関や地域機関、調査組織、業界団体、非上場企
業のパートナーから収集。

最重要の指標のパフォーマンスを、国が違っても比
較できるように、標準化された経済データとして配
信。

リアルタイム経済指標

新興国市場経済データ

リアルタイムの経済データ配信により、重要な動
向や結果が公開された時点ですぐに認識可能。

アフリカ、東南アジア、中国および南米の国内ソー
スをもとに、最大規模の新興国市場データを提供。

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

国内経済をモニターおよび分析して、過去データおよびリアルタイムの時系列で市
場動向を追跡。
経済データの当初報告時点、特定時点の時間の経過に伴う変化を表示可能。
特定時点の経済実績値とロイター調査のチャート化、時系列と将来のカレンダー イ
ベントのマッピング、短期予想と長期予想の作成など、ワークフロー機能を統合可
能。

まとめ
•

900万個を超える指標を利用可能。G7 については1950年代、他の主要市場につ
いては1970年代、より小規模な国については1980年代以降の国内ソースによる
指標の過去データを提供

•

国際的に比較可能な経済データとして、最大130か国の51個の主要指標を提供。
調査時にさまざまな経済データを簡単に比較可能

•

市場動向に影響する1,800個の経済指標を含むリアルタイム経済データ。70を超
える経済データを網羅

ポイント・イン・タイム経済データ

経済予想

1900年代以降の700万件の国内ソースと670万件の
海外ソースによる経済時系列データを提供。

経済指標に基づくマクロ経済予測と調査。国民経済
計算、年度指標および財務指標、サービスと貿易、
人口統計と所得、対外支払の情報も提供。

StarMine SmartEconomics

消費者とビジネスの景況感

•

StarMine の SmartEstimates® 方式に基づく、経済
指標、中央銀行指標、商品指標、 FX 調査の独自
予測。

グローバルな主要消費者経済評価、見通し、購買と
貯蓄の指数、および Ipsos MORI と Markit PMI によ
る、その他の景況感指標と調査。

プライベート ソースによる未来志向のデータ。オックスフォード エコノミクス、
EIU、コンセンサス エコノミクス、および IHS Markit のデータを提供

•

BIS、IMF、OECD、世界銀行および欧州委員会の公的国際機関の過去と予測の
データ セットを利用可能。

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

COVID-19 データ

マクロ経済分析、市場ベース分析、政治データ分
析に基づく、主権政府が未払い債務の債務不履行
に陥る確率に関する独自予測。

すべての国の Covid-19 の感染者数、入院者数、死
者数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

ニュース

リスクと
規制

データ形式: CSV、JSON、Python、ユーザー インターフェース、XML
配信形態: API、デスクトップ、Excel
サステナブル
ファイナンス

公開頻度: 年次、四半期、月次
主要製品/製品スイート

Refinitiv Datastream、Refinitiv Tick History、Refinitiv Real-Time
データの
相互運用性

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

経済データ

リアルタイム経済指標

コモディティ

企業データ

経済データ

国内と海外の経済データ

比較可能な経済データ

900万件を超える経済時系列データを、公的な国際
機関や地域機関、調査組織、業界団体、非上場企
業のパートナーから収集。

最重要の指標のパフォーマンスを、国が違っても比
較できるように、標準化された経済データとして配
信。

リアルタイム経済指標

新興国市場経済データ

リアルタイムの経済データ配信により、重要な動
向や結果が公開された時点ですぐに認識可能。

アフリカ、東南アジア、中国および南米の国内ソー
スをもとに、最大規模の新興国市場データを提供。

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

市場動向に影響する経済の大きなイベントをフォローして、国内のマクロ経済の進展
をリアルタイムにモニター。
経済データの当初発表時、特定時点における過去の時間の経過に伴う変化を表示可能。
特定時点の経済実績値とロイター調査のチャート化、時系列と将来のカレンダー イベ
ントのマッピング、短期予想と長期予想の作成など、ワークフロー機能を統合可能。

まとめ
–

市場動向に影響する1,950個の経済指標を含むリアルタイム経済データ。80を超え
る国内経済データを網羅

–

関連データの内容:

ポイント・イン・タイム経済データ

経済予想

1900年代以降の700万件の国内ソースと670万件の
海外ソースによる経済時系列データを提供。

経済指標に基づくマクロ経済予測と調査。国民経済
計算、年度指標および財務指標、サービスと貿易、
人口統計と所得、対外支払の情報も提供。

StarMine SmartEconomics

消費者とビジネスの景況感

独占プロバイダー

StarMine の SmartEstimates® 方式に基づく、経済
指標、中央銀行指標、商品指標、 FX 調査の独自
予測。

グローバルな主要消費者経済評価、見通し、購買と
貯蓄の指数、および Ipsos MORI と Markit PMI によ
る、その他の景況感指標と調査。

–

米国石油協会の原油データ統計

–

国別リスク ランキングの包括的な全般リスク

–

リフィニティブ/IPSOS のプライマリ消費者景況感指数

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

COVID-19 データ

マクロ経済分析、市場ベース分析、政治データ分
析に基づく、主権政府が未払い債務の債務不履行
に陥る確率に関する独自予測。

すべての国の Covid-19 の感染者数、入院者数、死
者数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

–

ロイター調査の980個を超える経済指標に対する特定時点のコンセンサス予想

–

関連する StarMine SmartEstimates。発生する可能性がある経済サプライズの
方向と規模に対する予測の加重平均

ニュース

リスクと
規制

データ形式: CSV、JSON、Python、ユーザー インターフェース、XML
配信形態: API、デスクトップ、Excel
サステナブル
ファイナンス

公開頻度: 日次、週次、月次、四半期、年次
主要製品/製品スイート

Refinitiv Real-Time、Refinitiv Tick History、Refinitiv DataScope、Refinitiv Datastream
データの
相互運用性

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

経済データ

ポイント・イン・タイム経済データ

コモディティ

企業データ

国内と海外の経済データ

比較可能な経済データ

900万件を超える経済時系列データを、公的な国際
機関や地域機関、調査組織、業界団体、非上場企
業のパートナーから収集。

最重要の指標のパフォーマンスを、国が違っても比
較できるように、標準化された経済データとして配
信。

リアルタイム経済指標

新興国市場経済データ

リアルタイムの経済データ配信により、重要な動
向や結果が公開された時点ですぐに認識可能。

アフリカ、東南アジア、中国および南米の国内ソー
スをもとに、最大規模の新興国市場データを提供。

リフィニティブの経済ポイント・イン・タイム・データベースでは、公表日に報告
された経済データに加えて、時間に伴う変化も表示可能。この情報により、経済
データが市場に及ぼす影響をより正確に把握でき、過去データ分析やバックテスト
も可能になるため、投資戦略が成功する可能性をより確実に把握可能。

カバレッジとまとめ
経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ポイント・イン・タイム経済データ

経済予想

1900年代以降の700万件の国内ソースと670万件の
海外ソースによる経済時系列データを提供。

経済指標に基づくマクロ経済予測と調査。国民経済
計算、年度指標および財務指標、サービスと貿易、
人口統計と所得、対外支払の情報も提供。

StarMine SmartEconomics

消費者とビジネスの景況感

StarMine の SmartEstimates 方式に基づく、経済
指標、中央銀行指標、商品指標、 FX 調査の独自
予測。

グローバルな主要消費者経済評価、見通し、購買と
貯蓄の指数、および Ipsos MORI と Markit PMI によ
る、その他の景況感指標と調査。

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

COVID-19 データ

マクロ経済分析、市場ベース分析、政治データ分
析に基づく、主権政府が未払い債務の債務不履行
に陥る確率に関する独自予測。

すべての国の Covid-19 の感染者数、入院者数、死
者数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

®

–

完全な特定時点データや当初発表値が保存された、10,000件の経済時系列データ

–

公表日や基準期間とペアになった過去データ値

–

過去データスナップショットと更新を毎日実行

–

すべての主要市場 (米国、英国、ユーロ圏、日本、中国) と新興国市場の指標を網
羅

– 時系列データの30% は25年以上、他のほとんどは10年以上のデータを保有

ニュース

リスクと
規制

データ形式: CSV、JSON、Python、ユーザー インターフェース、XML
配信形態: API、デスクトップ、Excel

サステナブル
ファイナンス

公開頻度: 年次、四半期、月次
主要製品/製品スイート
Refinitiv Datastream

データの
相互運用性

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

経済データ

StarMine SmartEconomics

コモディティ

企業データ

国内と海外の経済データ

比較可能な経済データ

900万件を超える経済時系列データを、公的な国際
機関や地域機関、調査組織、業界団体、非上場企
業のパートナーから収集。

最重要の指標のパフォーマンスを、国が違っても比
較できるように、標準化された経済データとして配
信。

リアルタイム経済指標

新興国市場経済データ

リアルタイムの経済データ配信により、重要な動
向や結果が公開された時点ですぐに認識可能。

アフリカ、東南アジア、中国および南米の国内ソー
スをもとに、最大規模の新興国市場データを提供。

ポイント・イン・タイム経済データ

経済予想

1900年代以降の700万件の国内ソースと670万件の
海外ソースによる経済時系列データを提供。

経済指標に基づくマクロ経済予測と調査。国民経済
計算、年度指標および財務指標、サービスと貿易、
人口統計と所得、対外支払の情報も提供。

StarMine SmartEconomics では StarMine の独自方式である SmartEstimates® を、
経済指標、FX レート、マネー マーケットと国債の利回りに関するロイター調査のコ
ンセンサス メジャーに適用して、単純なコンセンサス予測より正確な加重平均予測
を作成。

モデルについて
経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

StarMine SmartEconomics

消費者とビジネスの景況感

StarMine の SmartEstimates 方式に基づく、経済
指標、中央銀行指標、商品指標、 FX 調査の独自
予測。

グローバルな主要消費者経済評価、見通し、購買と
貯蓄の指数、および Ipsos MORI と Markit PMI によ
る、その他の景況感指標と調査。

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

COVID-19 データ

マクロ経済分析、市場ベース分析、政治データ分
析に基づく、主権政府が未払い債務の債務不履行
に陥る確率に関する独自予測。

すべての国の Covid-19 の感染者数、入院者数、死
者数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

®

StarMine では、寄稿者が予想したすべての調査のすべての時点で、各寄稿者の正確
性の過去データを評価。各予想作成者に対する指標固有の StarMine の正確性履歴ス
コアに従って、各予測に設定する加重を SmartEstimate で決定。
まとめ
–

SmartEstimate とコンセンサスが大幅に異なる場合は、経済と FX に
SmartEstimate を使用したほうが、コンセンサス予想に比べて、マクロ サプライ
ズの方向を61% 正しく予測できたことをバックテストで確認

–

StarMine SmartEconomics では、弊社の広範な経済データと、業界をリードする
ロイター調査のデータを組み合わせて、各コントリビュータの正確性の過去デー
タを厳密に評価

ニュース

リスクと
規制

データ形式: CSV、JSON、Python、ユーザー インターフェース、XML

配信形態: API、デスクトップ、Excel
公開頻度: 日次
主要製品/製品スイート

サステナブル
ファイナンス

Refinitiv Real-Time、Refinitiv Tick History、Refinitiv DataScope、Refinitiv Datastream
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性
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ホーム

経済データ

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

コモディティ

企業データ

経済データ

国内と海外の経済データ

比較可能な経済データ

900万件を超える経済時系列データを、公的な国際
機関や地域機関、調査組織、業界団体、非上場企
業のパートナーから収集。

最重要の指標のパフォーマンスを、国が違っても比
較できるように、標準化された経済データとして配
信。

リアルタイム経済指標

新興国市場経済データ

リアルタイムの経済データ配信により、重要な動
向や結果が公開された時点ですぐに認識可能。

アフリカ、東南アジア、中国および南米の国内ソー
スをもとに、最大規模の新興国市場データを提供。

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ポイント・イン・タイム経済データ

経済予想

1900年代以降の700万件の国内ソースと670万件の
海外ソースによる経済時系列データを提供。

経済指標に基づくマクロ経済予測と調査。国民経済
計算、年度指標および財務指標、サービスと貿易、
人口統計と所得、対外支払の情報も提供。

StarMine SmartEconomics

消費者とビジネスの景況感

StarMine の SmartEstimates 方式に基づく、経済
指標、中央銀行指標、商品指標、 FX 調査の独自
予測。

グローバルな主要消費者経済評価、見通し、購買と
貯蓄の指数、および Ipsos MORI と Markit PMI によ
る、その他の景況感指標と調査。

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

COVID-19 データ

マクロ経済分析、市場ベース分析、政治データ分
析に基づく、主権政府が未払い債務の債務不履行
に陥る確率に関する独自予測。

すべての国の Covid-19 の感染者数、入院者数、死
者数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

®

ニュース

リスクと
規制

StarMine ソブリン・クレジット・リスク・モデルで、マクロ経済、市場関連、政治
などの幅広いデータを評価して、主権政府の国債がデフォルトに陥る確率を予想。

モデルについて
–

150か国のデフォルトに陥る年換算の確率予測を 1、2、3、5、7および10年の6
つの期間で作成。デフォルトに陥る確率を、従来の文字の等級にもマップおよび
ランク付けして、1～100パーセントのスコアを設定

–

このモデルにより、国ごとの暗黙の発行体格付けを毎日生成

–

ロジスティク回帰フレームワークを使用して、デフォルトに陥る可能性を予測

–

30年を超えるソブリン・クレジット・イベント・データでトレーニング済

–

実際のデフォルト (支払不履行)、痛みを伴う再編 (条件が悪い債券の再発行) およ
びパリ クラブ保護下の債務の繰り延べなどの入力データ タイプ。モデルの主な
入力ドライバーはマクロ経済データ

–

追加の市場ベース データおよび政治リスク データの入力を利用して、ソブリン
リスクの全体像を作成

まとめ
–

広範な入力データを使用して、さまざまな期間にソブリン債がデフォルトに陥る
確率を高い精度で予測可能

–

StarMine ソブリン リスクのデータを使用した CDS と債券のトレーディング戦略
のバックテストにより、1 か月先の CDS の価格変動予測、および政府債利回り
スプレッドの変動に対して、利益率の高い戦略を表示可能

データ形式: CSV、JSON、Python、ユーザー インターフェース、XML
サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、デスクトップ、Excel
公開頻度: 日次
主要製品/製品スイート

データの
相互運用性

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

経済データ

比較可能な経済データ

コモディティ

企業データ

国内と海外の経済データ

比較可能な経済データ

900万件を超える経済時系列データを、公的な国際
機関や地域機関、調査組織、業界団体、非上場企
業のパートナーから収集。

最重要の指標のパフォーマンスを、国が違っても比
較できるように、標準化された経済データとして配
信。

リフィニティブは標準形式で279か国の比較可能なデータを提供。国民経済計算、マ
ネーと金融、価格、労働市場、消費者、業種、政府、外部セクターなどの重要な変
数も提供。

まとめ
経済データ

リアルタイム経済指標

新興国市場経済データ

リアルタイムの経済データ配信により、重要な動
向や結果が公開された時点ですぐに認識可能。

アフリカ、東南アジア、中国および南米の国内ソー
スをもとに、最大規模の新興国市場データを提供。

ポイント・イン・タイム経済データ

経済予想

1900年代以降の700万件の国内ソースと670万件の
海外ソースによる経済時系列データを提供。

経済指標に基づくマクロ経済予測と調査。国民経済
計算、年度指標および財務指標、サービスと貿易、
人口統計と所得、対外支払の情報も提供。

StarMine SmartEconomics

消費者とビジネスの景況感

StarMine の SmartEstimates 方式に基づく、経済
指標、中央銀行指標、商品指標、 FX 調査の独自
予測。

グローバルな主要消費者経済評価、見通し、購買と
貯蓄の指数、および Ipsos MORI と Markit PMI によ
る、その他の景況感指標と調査。

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

COVID-19 データ

マクロ経済分析、市場ベース分析、政治データ分
析に基づく、主権政府が未払い債務の債務不履行
に陥る確率に関する独自予測。

すべての国の Covid-19 の感染者数、入院者数、死
者数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

–

標準化されたさまざまな経済データを比較して動向を把握可能

–

国家統計局や中央銀行からデータを直接入手

–

多くの時系列データで1950年以降の過去データを網羅

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

®

ニュース

リスクと
規制

データ形式: CSV、JSON、Python、ユーザー インターフェース、XML
配信形態: API、デスクトップ、Excel

サステナブル
ファイナンス

公開頻度: 年次、四半期、月次

主要製品/製品スイート
Refinitiv Datastream

データの
相互運用性

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

経済データ

新興国市場経済データ

コモディティ

企業データ

国内と海外の経済データ

比較可能な経済データ

900万件を超える経済時系列データを、公的な国際
機関や地域機関、調査組織、業界団体、非上場企
業のパートナーから収集。

最重要の指標のパフォーマンスを、国が違っても比
較できるように、標準化された経済データとして配
信。

リフィニティブは、新興国市場の国内または海外の最も包括的な時系列データと指
標を提供。国内データは中央統計局や中央銀行からデータを直接入手。海外データ
は、IMF や世界銀行などのグローバルな組織から入手。

まとめ
経済データ

リアルタイム経済指標

新興国市場経済データ

リアルタイムの経済データ配信により、重要な動
向や結果が公開された時点ですぐに認識可能。

アフリカ、東南アジア、中国および南米の国内ソー
スをもとに、最大規模の新興国市場データを提供。

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ポイント・イン・タイム経済データ

経済予想

1900年代以降の700万件の国内ソースと670万件の
海外ソースによる経済時系列データを提供。

経済指標に基づくマクロ経済予測と調査。国民経済
計算、年度指標および財務指標、サービスと貿易、
人口統計と所得、対外支払の情報も提供。

StarMine SmartEconomics

消費者とビジネスの景況感

StarMine の SmartEstimates 方式に基づく、経済
指標、中央銀行指標、商品指標、 FX 調査の独自
予測。

グローバルな主要消費者経済評価、見通し、購買と
貯蓄の指数、および Ipsos MORI と Markit PMI によ
る、その他の景況感指標と調査。

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

COVID-19 データ

マクロ経済分析、市場ベース分析、政治データ分
析に基づく、主権政府が未払い債務の債務不履行
に陥る確率に関する独自予測。

すべての国の Covid-19 の感染者数、入院者数、死
者数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

®

–

アフリカ、東南アジア、中国および南米の300万件を超える時系列データ

–

国内のデータ ソースを使用して、投資動向を早期に発見

–

内部のデータ ソースを使用して、さまざまな新興国経済のパフォーマンスを簡単
に比較

–

多くの時系列データで1950年以降の過去データを網羅

ニュース

リスクと
規制

データ形式: CSV、JSON、Python、ユーザー インターフェース、XML
配信形態: API、デスクトップ、Excel
サステナブル
ファイナンス

公開頻度: 年次、四半期、月次
主要製品/製品スイート

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
データの
相互運用性
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ホーム

経済データ

経済予想

コモディティ

企業データ

経済データ

比較可能な経済データ

900万件を超える経済時系列データを、公的な国際
機関や地域機関、調査組織、業界団体、非上場企
業のパートナーから収集。

最重要の指標のパフォーマンスを、国が違っても比
較できるように、標準化された経済データとして配
信。

リアルタイム経済指標

新興国市場経済データ

リフィニティブは、業界をリードするロイター調査の独占プロバイダー。

リアルタイムの経済データ配信により、重要な動
向や結果が公開された時点ですぐに認識可能。

アフリカ、東南アジア、中国および南米の国内ソー
スをもとに、最大規模の新興国市場データを提供。

コア コンポーネント

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

マクロ経済予測やさまざまな経済指標の調査をカバー。対外債務残高、サービスと
貿易、対外支払と貿易、年度指標と財務指標、人口統計と所得、国民経済計算も提
供。

–

オックスフォード エコノミクス – 最も定評ある グローバルなマクロ経済予測機
関。世界中の国の経済の最重要部分の予測を提供。1980年から2045年までの、
マクロ経済、社会経済、財務動向をカバー。

ポイント・イン・タイム経済データ

経済予想

1900年代以降の700万件の国内ソースと670万件の
海外ソースによる経済時系列データを提供。

経済指標に基づくマクロ経済予測と調査。国民経済
計算、年度指標および財務指標、サービスと貿易、
人口統計と所得、対外支払の情報も提供。

StarMine SmartEconomics

消費者とビジネスの景況感

–

StarMine の SmartEstimates 方式に基づく、経済
指標、中央銀行指標、商品指標、 FX 調査の独自
予測。

グローバルな主要消費者経済評価、見通し、購買と
貯蓄の指数、および Ipsos MORI と Markit PMI によ
る、その他の景況感指標と調査。

コンセンサス エコノミクス – 世界をリードする国際経済調査機関の1つ。マクロ
経済指標に関する調査を700～1000人のエコノミストから収集して、コンセンサ
スを作成。

–

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

COVID-19 データ

ロイター調査 – 専門家の意見の調査。金融市場のトップ フォアキャスターの考
えを、特定の時点で追跡可能な形式で提供。詳細予測の調査履歴、および1,850
を超える調査のコンセンサス予想

マクロ経済分析、市場ベース分析、政治データ分
析に基づく、主権政府が未払い債務の債務不履行
に陥る確率に関する独自予測。

すべての国の Covid-19 の感染者数、入院者数、死
者数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

®

ニュース

リスクと
規制

リフィニティブは、オックスフォード エコノミクス、エコノミスト・インテリジェ
ンス・ユニット (EIU)、コンセンサス エコノミクスおよびロイター調査など、定評
のあるサード パーティの広範な経済予測を提供。

国内と海外の経済データ

– エコノミスト・インテリジェンス・ユニット (EIU) – EIU の国データから、世界
中の経済指標の分析データベースにすぐにアクセス可能。201か国の予測を国ご
とに最大320 セット提供。1989年以降の広範な過去データ。セットによっては、
2年、10年または20年の予測を提供

–

経済指標、外国為替、中央銀行の金利政策、国債利回り、マネー・マー
ケット・レート、グローバル株価指数、商品市況など

主要製品/製品スイート
サステナブル
ファイナンス

Refinitiv Real-Time、Refinitiv Tick History、Refinitiv DataScope、Refinitiv Datastream
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
追記: EIU とコンセンサス エコノミクスのデータセットは有償です。

データの
相互運用性
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ホーム

経済データ

消費者とビジネスの景況感

コモディティ

企業データ

国内と海外の経済データ

比較可能な経済データ

900万件を超える経済時系列データを、公的な国際
機関や地域機関、調査組織、業界団体、非上場企
業のパートナーから収集。

最重要の指標のパフォーマンスを、国が違っても比
較できるように、標準化された経済データとして配
信。

リフィニティブは、広範な消費者とビジネスの景況感データを、Refinitiv Ipsos
Primary Consumer Sentiment データベースや Markit Economics – Purchasing
Managers’ Index™ データベースなど、さまざまなソースから提供。
Refinitiv Ipsos Primary Consumer Sentiment について

経済データ

リアルタイム経済指標

新興国市場経済データ

リアルタイムの経済データ配信により、重要な動
向や結果が公開された時点ですぐに認識可能。

アフリカ、東南アジア、中国および南米の国内ソー
スをもとに、最大規模の新興国市場データを提供。

ポイント・イン・タイム経済データ

経済予想

1900年代以降の700万件の国内ソースと670万件の
海外ソースによる経済時系列データを提供。

経済指標に基づくマクロ経済予測と調査。国民経済
計算、年度指標および財務指標、サービスと貿易、
人口統計と所得、対外支払の情報も提供。

StarMine SmartEconomics

消費者とビジネスの景況感

StarMine の SmartEstimates® 方式に基づく、経済
指標、中央銀行指標、商品指標、 FX 調査の独自
予測。

グローバルな主要消費者経済評価、見通し、購買と
貯蓄の指数、および Ipsos MORI と Markit PMI によ
る、その他の景況感指標と調査。

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

COVID-19 データ

マクロ経済分析、市場ベース分析、政治データ分
析に基づく、主権政府が未払い債務の債務不履行
に陥る確率に関する独自予測。

すべての国の Covid-19 の感染者数、入院者数、死
者数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

–

Ipsos Global Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) では、24か国と7つの地
域のプライマリ消費者の景況感を11の重要な状況について計測。現在および将来
の経済状況、計画および期待に関する最も包括的なデータ セットを提供

–

データ出力は、毎月ランダムに選ばれた最新の代表サンプルをもとに作成。米国
とカナダは18～64才、他の国は16～62才のプライマリ消費者が対象。教育と収
入の最低レベルに基づいて、国ごとに標準化および重み付けした比較可能なグ
ループをプライマリ消費者として定義

–

消費者信頼感に関する追加の詳細分析により、20,000件を超える詳細な人口統計
セットにアクセス可能

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

Markit Economics – Purchasing Managers’ Index™ について
–

IHS/Markit Economics Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) の調査では、経済
動向に関する独自の最新月次指標を提供。世界で最も注目されているビジネス調
査

–

PMI のデータは、厳選された企業の月次調査に基づいており、すべての国で同じ
方法が採用されているため、国際的な比較が可能

–

50か国以上およびユーロ圏を含む重要地域の調査を現在提供可能

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

主要製品/製品スイート
Refinitiv Datastream

データの
相互運用性

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ホーム

経済データ

COVID-19 データ

コモディティ

企業データ

経済データ

国内と海外の経済データ

比較可能な経済データ

900万件を超える経済時系列データを、公的な国際
機関や地域機関、調査組織、業界団体、非上場企
業のパートナーから収集。

最重要の指標のパフォーマンスを、国が違っても比
較できるように、標準化された経済データとして配
信。

各国および国際的な保健機関、政府機関、シンクタンクから入手したリフィニティ
ブのデータ セットにより、Covid-19 のパンデミックと回復状況を追跡。すべての国
の Covid-19 の感染者数、入院者数、死者数、ワクチン接種状況、および規制の厳し
さ、ロックダウン、政府のサポート、その他の新しい統計情報に関するデータ項目
も提供。

リアルタイム経済指標

新興国市場経済データ

まとめ

リアルタイムの経済データ配信により、重要な動
向や結果が公開された時点ですぐに認識可能。

アフリカ、東南アジア、中国および南米の国内ソー
スをもとに、最大規模の新興国市場データを提供。

–

パンデミックの開始時点から現在までの感染者数、入院者数、死者数、ワクチン
接種に関する日次データ

–

Covid のスポット動向。これらの動向を他の主要経済指標に適用して、現在と将
来の経済パフォーマンスに Covid が及ぼす影響を把握

–

細分化された感染者データ。新規感染者数、合計感染者数、現感染者数、回復者
数も提供

–

ワクチン接種データでは、1回目と2回目の接種合計数、100人当たりの接種合計
数も提供

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ポイント・イン・タイム経済データ

経済予想

1900年代以降の700万件の国内ソースと670万件の
海外ソースによる経済時系列データを提供。

経済指標に基づくマクロ経済予測と調査。国民経済
計算、年度指標および財務指標、サービスと貿易、
人口統計と所得、対外支払の情報も提供。

StarMine SmartEconomics

消費者とビジネスの景況感

StarMine の SmartEstimates 方式に基づく、経済
指標、中央銀行指標、商品指標、 FX 調査の独自
予測。

グローバルな主要消費者経済評価、見通し、購買と
貯蓄の指数、および Ipsos MORI と Markit PMI によ
る、その他の景況感指標と調査。

StarMine ソブリン・クレジット・リスク

COVID-19 データ

マクロ経済分析、市場ベース分析、政治データ分
析に基づく、主権政府が未払い債務の債務不履行
に陥る確率に関する独自予測。

すべての国の Covid-19 の感染者数、入院者数、死
者数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

®

ニュース

リスクと
規制

データ形式: CSV、JSON、Python、ユーザー インターフェース、XML
配信形態: API、デスクトップ、Excel
公開頻度: 日次、週次

サステナブル
ファイナンス

主要製品/製品スイート
Refinitiv Datastream
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性
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ホーム

コモディティ

グローバル インフラストラクチャ

企業データ

Project Finance International (PFI)
経済データ

MENA 企業データ (MENA プロジェクト)
一帯一路 (BRI) データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

リッパー・ファンド・データ
経済データ

ニュース

FTSE インフラストラクチャー・インデックス・シリーズ

サステナブル
ファイナンス

リフィニティブは、クローバルなインフラストラクチャ開発に関す
るニュース、データ、インサイト、分析を、噂からクローズの段階
まで、案件構成、資金調達、リスク プロファイル、規制コンプライ
アンス、貸し手、投資家、アドバイザーのプロファイルなどの包括
的な情報とともに提供します。
弊社のグローバル・インフラストラクチャ・サービスでは、最高の
データ セットと分析ツールやビジュアライゼーション（可視化）機
能を提供します。建設会社、地方自治体、銀行、コンサルタント、
法律事務所、プロジェクトの資金調達や投資に関わるファンドなど、
インフラストラクチャ プロジェクトに関わるお客様のワークフロー
をサポートします。

Refinitiv Deals Intelligence
ESG データ

リスクと
規制

特徴とお客様のメリット

主要ワークフロー
– インフラストラクチャ投資の動向分析
– インフラストラクチャに関わるリスク管理
– 複数プロジェクトの進捗管理
– さまざまな利害関係者の関係把握
– 投資可能な資産の形成と有効活用
– デュー ディリジェンス、ストラクチャリング、バリュエーション
に関する過去および継続中の取引の利用

データの
相互運用性
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ホーム

グローバル インフラストラクチャ

Project Finance International (PFI)

コモディティ

企業データ

Project Finance International (PFI)

経済データ

国際的なエネルギーとインフラストラクチャの
金融市場のニュース、データおよび解説。プロ
ジェクト ファイナンス案件のライフサイクル全
体のレポートを提供。

リフィニティブの経済データは、165か国の情報を国
内のソースからカバー。過去およびリアルタイムの
時系列で、国内経済をモニタリングして、市場動向
に影響する事象をフォロー可能。

毎日更新される世界各地のプロジェクト・ファイナンスのニュース

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

MENA 企業データ (MENA プロジェクト)

Refinitiv Deals Intelligence

•

MENA のプレミア企業インテリジェンス モニ
ター。
その地域の企業と役員に関する弊社の包括的な
データベースへのアクセスを提供。すべての主
要セクターと産業を網羅。

世界中の決済サービス関連企業に対する、プロジェ
クト・ファイナンス・ローン情報とリーグ テーブル。
1980年代以降の発表済み取引の約3,700万ドル分を網
羅。

リーグ テーブル: プロジェクト ファイナンス業界のリーグ テーブルを定期的に
提供することにより、パフォーマンス ベンチマークと投資機会情報を提供

•

資金調達プロジェクト データベース: セクター、地域、案件サイズ、日付でデー
タベースをフィルター。スポンサー、アレンジャー、アドバイザーなどのプロ
ジェクト参加者、金銭的条件、PFI の解説を含む、詳細案件テアシート

•

パイプライン案件データベース: 案件を初期の噂から「ライブ」でフォロー。各
案件の PFI ストーリーを、検索機能から直接フィルターしてアクセス可能

一帯一路 (BRI) データ

ESG データ

•

市場動向

中国政府、中国国務省、一帯一路周辺国による
一帯一路構想の一部と見なされるプロジェクト
のデータと分析。

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以上の
ESG メトリックでカバー。2002年以降のデータを網
羅する、業界で最も包括的な ESG データベースの1
つ。

•

人の動き

FTSE インフラストラクチャー・インデックス・
シリーズ

ニュース

リッパー・ファンド・データ
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

PFI は、グローバルなプロジェクト・ファイナンス・インテリジェンスの主要なソー
スです。印刷版は2 週間ごと、オンライン版は毎日発行されます。PFI では、初期の
噂から完了後の分析まで、案件のライフサイクル全体のレポートを提供します。世
界中のプロジェクト ファイナンスのプロが PFI の案件分析を利用して、投資機会を
見つけ、彼らの競合会社を追尾しています。

独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か国
以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。

FTSEインフラストラクチャー・インデックス・シ
リーズは、世界の先進国および新興市場におけるイ
ンフラおよびインフラ関連の上場証券のパフォーマ
ンスを測定するように設計されています。上場イン
フラは、投資家がインフラ市場にアクセスする機会
を提供するもので、上場株式に付随する流動性と透
明性を備えています。
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グローバル インフラストラクチャ

MENA 企業データ (MENA プロジェクト)

コモディティ

企業データ

Project Finance International (PFI)

経済データ

国際的なエネルギーとインフラストラクチャの
金融市場のニュース、データおよび解説。プロ
ジェクト ファイナンス案件のライフサイクル全
体のレポートを提供。

リフィニティブの経済データは、165か国の情報を
国内のソースからカバー。過去およびリアルタイム
の時系列で、国内経済をモニタリングして、市場動
向に影響する事象をフォロー可能。

MENA 企業データ カバレッジの一部として、MENA プロジェクトでは、中東や北米
地域の建設業界に関する、信頼性の高い情報、透明性と実用性を兼ね備えたインサ
イトを提供します。この地域の状況は、これまでになく複雑で、競争も激化してい
ます。

まとめ
経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

MENA 企業データ (MENA プロジェクト)

Refinitiv Deals Intelligence

MENA のプレミア企業インテリジェンス モニ
ター。
その地域の企業と役員に関する弊社の包括的な
データベースへのアクセスを提供。すべての主
要セクターと産業を網羅。

世界中の決済サービス関連企業に対する、プロジェ
クト・ファイナンス・ローン情報とリーグ テーブル。
1980年代以降の発表済み取引の約3,700万ドル分を
網羅。

一帯一路 (BRI) データ

ESG データ

中国政府、中国国務省、一帯一路周辺国による
一帯一路構想の一部と見なされるプロジェクト
のデータと分析。

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以上の
ESG メトリックでカバー。2002年以降のデータを
網羅する、業界で最も包括的な ESG データベース
の1つ。

FTSE インフラストラクチャー・インデックス・
シリーズ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

リッパー・ファンド・データ
独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か国
以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。

FTSEインフラストラクチャー・インデックス・シ
リーズは、世界の先進国および新興市場におけるイ
ンフラおよびインフラ関連の上場証券のパフォーマ
ンスを測定するように設計されています。上場イン
フラは、投資家がインフラ市場にアクセスする機会
を提供するもので、上場株式に付随する流動性と透
明性を備えています。

–

地域で最も包括的なプロジェクト、企業、契約のデータベースにより、意思決定
者に直接アクセス可能。42,000社以上の企業、415,100件以上の契約、15,300件
以上のプロジェクト、181,000件以上の入札を閲覧および比較して、必要の情報
を入手可能

–

市場動向に影響する最新のニュースや調査が常時提供。80社以上の地域および国
際的なニュース提供会社および33社以上の著名な調査会社の情報にアクセス可能。
弊社の強力な分析ツールを使用して、プロジェクトへの投資機会や業界のプレー
ヤーを評価可能

–

プロジェクト全体のバリュー チェーンを可視化し、参加者の関係性を把握可能。
弊社の KYC ツールのコストとパフォーマンスの履歴ベンチマークを使用して、
コストとリスクを効果的に管理するために必要な透明性を確保

主要な数字
–

23,000件のプロジェクト

–

9.71 兆ドル以上のプロジェクト価値

–

33,000社以上の企業

–

380,000件以上の連絡先

–

180,000件以上の入札

–

15か国

–

60社以上の地域および国際的なニュース ソース

–

33社以上の著名な調査会社

データの
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グローバル インフラストラクチャ

一帯一路 (BRI) データ

コモディティ

企業データ

Project Finance International (PFI)

経済データ

国際的なエネルギーとインフラストラクチャの
金融市場のニュース、データおよび解説。プロ
ジェクト ファイナンス案件のライフサイクル全
体のレポートを提供。

リフィニティブの経済データは、165か国の情報を国
内のソースからカバー。過去およびリアルタイムの
時系列で、国内経済をモニタリングして、市場動向
に影響する事象をフォロー可能。

MENA 企業データ (MENA プロジェクト)

Refinitiv Deals Intelligence

MENA のプレミア企業インテリジェンス モニ
ター。
その地域の企業と役員に関する弊社の包括的な
データベースへのアクセスを提供。すべての主
要セクターと産業を網羅。

世界中の決済サービス関連企業に対する、プロジェ
クト・ファイナンス・ローン情報とリーグ テーブル。
1980年代以降の発表済み取引の約3,700万ドル分を
網羅。

一帯一路 (BRI) データ

ESG データ

中国政府、中国国務省、一帯一路周辺国による
一帯一路構想の一部と見なされるプロジェクト
のデータと分析。

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以上の
ESG メトリックでカバー。2002年以降のデータを網
羅する、業界で最も包括的な ESG データベースの1
つ。

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

リッパー・ファンド・データ
独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か国
以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。

リフィニティブは BRI と ESG に対する偏見のないデータを提供する上で大きな役
割を担っており、プロジェクト タイプ、案件タイプ、資金調達の詳細からパート
ナー、プロジェクト ステータス、完了日に関する情報まで、さまざまなコンテンツ
セット全体に対するインサイトと分析を提供しています。

カバレッジとまとめ
–

プロジェクト総数: 2,645

–

プロジェクト総価値: 3.7 兆ドル

– BRI プロジェクトに関わる企業総数: 2,560

FTSE インフラストラクチャー・インデックス・
シリーズ

ニュース

中国の一帯一路 (BRI) は、陸路と海路でアジア、アフリカ、ヨーロッパを結ぶ野心
的なプログラムで、地域の統合強化、貿易の発展、経済成長の促進を目的とした6つ
の回廊があります。このプロジェクトには、インド、パキスタン、ポーランド、ト
ルコ、ニュージーランド、ロシアなどが参加しています。

FTSEインフラストラクチャー・インデックス・シ
リーズは、世界の先進国および新興市場におけるイ
ンフラおよびインフラ関連の上場証券のパフォーマ
ンスを測定するように設計されています。上場イン
フラは、投資家がインフラ市場にアクセスする機会
を提供するもので、上場株式に付随する流動性と透
明性を備えています。

–

案件総数: 170

–

対象国総数: 103

BRI プロジェクトの識別に関する注記
–

中国政府や中国国務省により、BRI と認識されているプロジェクト

–

プロジェクトのコントラクターが、BRI 回廊の周辺国の政府部門と契約を結び、
一帯一路に必要な関連規制当局の承認を得た場合

–

BRI の公式ウェブサイトで発表されている場合

–

コンサルタント、オーナー、コントラクター、投資家レベルで中国が直接参加し
ているか、BRI 経済回廊周辺で戦略的関心を集めているプロジェクト
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グローバル インフラストラクチャ

リッパー・ファンド・データ

コモディティ

企業データ

Project Finance International (PFI)

経済データ

国際的なエネルギーとインフラストラクチャの
金融市場のニュース、データおよび解説。プロ
ジェクト ファイナンス案件のライフサイクル全
体のレポートを提供。

リフィニティブの経済データは、165か国の情報を
国内のソースからカバー。過去およびリアルタイム
の時系列で、国内経済をモニタリングして、市場動
向に影響する事象をフォロー可能。

リッパー社は、世界中の投資コミュニティに、独立ファンド コンテンツ、分析、イ
ンサイトを45年以上提供しているリーディング プロバイダーで、ファンド パフォー
マンスのベンチマーク、リスク管理、ファンドのデュー ディリジェンスと選択の実
施、商品戦略の策定、投資家への適切な投資対象の提案を行っています。

グローバル・インフラストラクチャ・ワークフローのサポート
経済データ

–

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

MENA 企業データ (MENA プロジェクト)

Refinitiv Deals Intelligence

MENA のプレミア企業インテリジェンス モニ
ター。
その地域の企業と役員に関する弊社の包括的な
データベースへのアクセスを提供。すべての主
要セクターと産業を網羅。

世界中の決済サービス関連企業に対する、プロジェ
クト・ファイナンス・ローン情報とリーグ テーブル。
1980年代以降の発表済み取引の約3,700万ドル分を
網羅。

一帯一路 (BRI) データ

ESG データ

中国政府、中国国務省、一帯一路周辺国による
一帯一路構想の一部と見なされるプロジェクト
のデータと分析。

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以上の
ESG メトリックでカバー。2002年以降のデータを
網羅する、業界で最も包括的な ESG データベース
の1つ。

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

カバレッジとまとめ
–

世界のファンドを包括的に網羅: 80か所以上の市場の345,000以上のアクティブ
なシェア クラスを含むグローバルなデータベース

–

ファンド分類システム: リッパー社による500種以上の独自分類により、類似の
ファンドやベンチマーク パフォーマンスを簡単に比較可能

–

リスク管理: リスクとリターン、規制リスク データ、保有資産のルックスルー ソ
リューションの70以上の相対メジャーと絶対メジャーを使用して、リスク管理と
リスク軽減能力を向上

–

リッパー リーダーズ: 弊社独自のファンド格付けシステムを利用して、トータル
リターン、収益一貫性、元本保全性、費用、米国税効率など、特定の投資目標に
対して、個々のファンド パフォーマンスを評価。このファンド格付けシステムは
単独で使用することも、他と組み合わせて投資家の好みにあわせた個人向けポー
トフォリオを作成することも可能

–

トップ パフォーマーと市場動向の特定: 広範なパフォーマンス データと分析デー
タを使用して、トップ パフォーマンスのファンド、製品および市場動向を特定可
能

–

リッパー・グローバル・ファンド・フロー: 業界をリードする売却・償還のコン
テンツと分析にアクセスして、現在と過去の市場心理に対するインサイトを獲得

FTSE インフラストラクチャー・インデックス・
シリーズ

ニュース

リッパー・ファンド・データ
独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か国
以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。

FTSEインフラストラクチャー・インデックス・シ
リーズは、世界の先進国および新興市場におけるイ
ンフラおよびインフラ関連の上場証券のパフォーマ
ンスを測定するように設計されています。上場イン
フラは、投資家がインフラ市場にアクセスする機会
を提供するもので、上場株式に付随する流動性と透
明性を備えています。

インフラストラクチャに分類されるファンドをスクリーニングして、ファンドの
保有情報にドリルダウンし、関連するインフラストラクチャ プロジェクトを表示
可能
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グローバル インフラストラクチャ

経済データ

コモディティ

企業データ

–

国内経済データをモニターおよび分析して、過去およびリアルタイムの時系列
データで市場動向を追跡

–

経済データの発表された時点、その後の特定な時点における時間経過に伴う変化
を表示

–

特定時点の経済実績値とロイター調査のチャート化、時系列データと将来予定さ
れたイベントとの関連付け、短期予想と長期予想の作成など、ワークフロー機能
を統合

Project Finance International (PFI)

経済データ

国際的なエネルギーとインフラストラクチャの
金融市場のニュース、データおよび解説。プロ
ジェクト ファイナンス案件のライフサイクル全
体のレポートを提供。

リフィニティブの経済データは、165か国の情報を
国内のソースからカバー。過去およびリアルタイム
の時系列で、国内経済をモニタリングして、市場動
向に影響する事象をフォロー可能。

MENA 企業データ (MENA プロジェクト)

Refinitiv Deals Intelligence

MENA のプレミア企業インテリジェンス モニ
ター。
その地域の企業と役員に関する弊社の包括的な
データベースへのアクセスを提供。すべての主
要セクターと産業を網羅。

世界中の決済サービス関連企業に対する、プロジェ
クト・ファイナンス・ローン情報とリーグ テーブル。
1980年代以降の発表済み取引の約3,700万ドル分を
網羅。

一帯一路 (BRI) データ

ESG データ

–

中国政府、中国国務省、一帯一路周辺国による
一帯一路構想の一部と見なされるプロジェクト
のデータと分析。

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以上の
ESG メトリックでカバー。2002年以降のデータを
網羅する、業界で最も包括的な ESG データベース
の1つ。

市場動向に影響する1,800個の経済指標を含むリアルタイム経済データ。70を超
える経済データを網羅

–

プライベート ソースによる未来志向のデータ。オックスフォード エコノミクス、
EIU、コンセンサス エコノミクス、および IHS Markit のデータを提供

–

BIS、IMF、OECD、世界銀行および欧州委員会の公的な国際機関の過去と予測の
データ セットを利用可能

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

サステナブル
ファイナンス

–

900万個を超える指標を利用可能。G7 については1950年代、他の主要市場につ
いては1970年代、より小規模な国については1980年代以降の国内ソースによる
指標の過去データを提供

– 国際的に比較可能な経済データとして最大130か国の51個の主要指標を提供。調
査時にさまざまな経済データを簡単に比較可能

FTSE インフラストラクチャー・インデックス・
シリーズ

ニュース

リスクと
規制

まとめと統計情報

リッパー・ファンド・データ
独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か国
以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。

FTSEインフラストラクチャー・インデックス・シ
リーズは、世界の先進国および新興市場におけるイ
ンフラおよびインフラ関連の上場証券のパフォーマ
ンスを測定するように設計されています。上場イン
フラは、投資家がインフラ市場にアクセスする機会
を提供するもので、上場株式に付随する流動性と透
明性を備えています。
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グローバル インフラストラクチャ

Refinitiv Deals Intelligence

コモディティ

企業データ

Project Finance International (PFI)

経済データ

国際的なエネルギーとインフラストラクチャの
金融市場のニュース、データおよび解説。プロ
ジェクト ファイナンス案件のライフサイクル全
体のレポートを提供。

リフィニティブの経済データは、165か国の情報を
国内のソースからカバー。過去およびリアルタイム
の時系列で、国内経済をモニタリングして、市場動
向に影響する事象をフォロー可能。

MENA 企業データ (MENA プロジェクト)

Refinitiv Deals Intelligence

MENA のプレミア企業インテリジェンス モニ
ター。
その地域の企業と役員に関する弊社の包括的な
データベースへのアクセスを提供。すべての主
要セクターと産業を網羅。

世界中の決済サービス関連企業に対する、プロジェ
クト・ファイナンス・ローン情報とリーグ テーブル。
1980年代以降の発表済み取引の約3,700万ドル分を
網羅。

リフィニティブは、業界をリードするプロジェクト・ファイナンス・ローン情報と
リーグ テーブルを世界中の取引に関連する企業に提供しています。1980年代初頭か
らの約37兆ドルの発表済取引に加えて、4兆ドルの資金調達事例が網羅されています。
シンジケート・ローン・データベースの一部である、リフィニティブのプロジェク
ト・ファイナンス・コンテンツには、建設フェーズ後にスポンサーに対して限定ま
たはノンリコースになるローン取引も含まれています。

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

一帯一路 (BRI) データ

ESG データ

中国政府、中国国務省、一帯一路周辺国による
一帯一路構想の一部と見なされるプロジェクト
のデータと分析。

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以上の
ESG メトリックでカバー。2002年以降のデータを
網羅する、業界で最も包括的な ESG データベース
の1つ。

サステナブル
ファイナンス

–

お客様に最高品質のデータをお届けするための厳密な品質保証チェック。リフィ
ニティブ製品のプロジェクト・ファイナンス・コンテンツは1時間ごとに更新

–

プロジェクト プロファイル (業種、場所、産出量なと)、案件構成、発行金額、通
貨、償還、価格、ブックランナー、エージェント、貸主、利息と手数料の情報、
プロジェクト概要など、何百ものデータ要素

–

リフィニティブの包括的なプロジェクト・ファイナンス・シンジケート・ロー
ン・コンテンツは、世界中の銀行および法務の専門家から直接提供される案件か
ら作成。さらに世界中の調査分析の専門チームが徹底的に調査

FTSE インフラストラクチャー・インデックス・
シリーズ

ニュース

リスクと
規制

まとめ

リッパー・ファンド・データ
独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か国
以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。

FTSEインフラストラクチャー・インデックス・シ
リーズは、世界の先進国および新興市場におけるイ
ンフラおよびインフラ関連の上場証券のパフォーマ
ンスを測定するように設計されています。上場イン
フラは、投資家がインフラ市場にアクセスする機会
を提供するもので、上場株式に付随する流動性と透
明性を備えています。

データの
相互運用性

48

ホーム

グローバル インフラストラクチャ

ESG

コモディティ

企業データ

Contribute your data via the
Contributor Tool

Project Finance International (PFI)

経済データ

国際的なエネルギーとインフラストラクチャの
金融市場のニュース、データおよび解説。プロ
ジェクト ファイナンス案件のライフサイクル全
体のレポートを提供。

リフィニティブの経済データは、165か国の情報を
国内のソースからカバー。過去およびリアルタイム
の時系列で、国内経済をモニタリングして、市場動
向に影響する事象をフォロー可能。

リフィニティブは、業界で最も包括的な ESG データベースを提供しており、LSEG
との統合でさらに機能が拡張されています。

MENA 企業データ (MENA プロジェクト)

Refinitiv Deals Intelligence

MENA のプレミア企業インテリジェンス モニ
ター。
その地域の企業と役員に関する弊社の包括的な
データベースへのアクセスを提供。すべての主
要セクターと産業を網羅。

世界中の決済サービス関連企業に対する、プロジェ
クト・ファイナンス・ローン情報とリーグ テーブル。
1980年代以降の発表済み取引の約3,700万ドル分を
網羅。

これらの情報は、企業 ウェブサイト、年次報告書、企業の社会的責任 (CSR) レポー
ト、企業の寄稿などの公開情報ソースに基づいて、弊社の ESG の専門家が収集、監
査、標準化したものです。

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

サステナブル
ファイナンス

グローバル・インフラストラクチャ・ワークフローのサポート
–

一帯一路 (BRI) データ

ESG データ

中国政府、中国国務省、一帯一路周辺国による
一帯一路構想の一部と見なされるプロジェクト
のデータと分析。

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以上の
ESG メトリックでカバー。2002年以降のデータを
網羅する、業界で最も包括的な ESG データベース
の1つ。

FTSE インフラストラクチャー・インデックス・
シリーズ

ニュース

リスクと
規制

リフィニティブの ESG スコアでは、公開された報告データに基づいて、10個の主要
テーマ (排出量、環境製品イノベーション、人権、株主など) における企業の相対的
な ESG パフォーマンス、姿勢、有効性を、透明性と客観性を確保しながら評価しま
す。

リッパー・ファンド・データ
独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か国
以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。

FTSEインフラストラクチャー・インデックス・シ
リーズは、世界の先進国および新興市場におけるイ
ンフラおよびインフラ関連の上場証券のパフォーマ
ンスを測定するように設計されています。上場イン
フラは、投資家がインフラ市場にアクセスする機会
を提供するもので、上場株式に付随する流動性と透
明性を備えています。

ESG データを統合して、サステナブルなインフラストラクチャ投資を促進

カバレッジとまとめ
–

グローバル市場の時価総額の80% を超える規模で、2002年以降の500個を超える
ESG データ ポイント、比率、分析をカバー

–

400個を超える ESG データ ポイントと80件を超える ESG 分析

独占提供
–

ESG、ダイバーシティとインクルージョン、化石燃料フリーなど、リフィニティ
ブ独自の指数

–

リフィニティブは400個を超える企業レベルの ESG メジャーを計算。最も比較し
やすく関連性が高い分野の186個のサブセットを利用して、独自の全体スコアリ
ング方式を実現

重要なサード パーティ: TruValue Labs、Exchanges、MSCI、および70社を超える
ESG 協力企業

データの
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ホーム

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

指数とベンチマーク
コモディティ指数

イスラム指数

特徴とお客様のメリット: 指数

コンバーティブル指数

金利ベンチマーク

– すべての主要サードパーティ プロバイダー (MSCI、S&P、FTSE
など) の主要なベンチマークと産業セクター分類に関連する200万
社を超える規制投資会社 (RIC)

ダイバーシティとインクルージョ
ン指数

プライベート・エクイティ・バイア
ウト指数

– すべての先進国市場、新興国市場、フロンティア市場の設立日以
降の時系列データを網羅するソーシングとコンポジションの深さ

ESG 指数
債券指数

価格と
リファレンスデータ

ニュース

外国為替指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

– 市場ドライバー、インフルエンサー、トレンド分析が毎日可能な
指数動向とセクター分類分析アプリ
– 独自の指数計算サービス、カスタマイズされたトレーディング戦
略と基盤ファンド オファリングのカスタム指数の作成

FTSE ラッセル

特徴とお客様のメリット: ベンチマーク

グローバル株式指数

– WMR フランチャイズすべての主要市場の外国為替レートとクロス
を提供

指数、構成銘柄、加重値

– 30以上のベンチマークの管理者、60以上のベンチマークの計算代
理人

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

ベンチャー キャピタル指数

– 動向とトレンドのクオンツ分析調査が可能なコンポジション過去
データの深さ

– 世界中の300種以上のベンチマークをリフィニティブ製品でカバー

データの
相互運用性
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指数とベンチマーク

コモディティ指数

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

コモディティ指数

債券指数

弊社のコモディティ指数は、コモディティ バス
ケットを追跡して、価格動向を反映。コモディ
ティ価格とコモディティ市場の主要指標として
定着。

弊社の債券指数では、複数の先進国市場や新興国市
場に対する正確な指数を、流動性、償還、リスクの
さまざまなレベルで提供。

コンバーティブル指数

外国為替(FX)指数

弊社のコンバーティブル指数では、転換社債に
対して、中立性と透明性が高い定義を長期にわ
たって提供。多数の指数の組み合わせ提供も可
能。

弊社の外国為替 (FX) 指数では、FX における弊社の
実績をもとに、グローバルな戦略通貨のパフォーマ
ンスを追跡するベンチマークを作成。トレーディン
グや投資商品のベースとして使用可能。

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE Russell

ダイバーシティとインクルージョン指数では、
世界中の7,000社以上をランク付けして、ダイ
バーシティとインクルージョンが最も実践され
ている上位100社の上場企業を特定。

FTSE Russell は、投資家向けのベンチマーク、分析、
データ ソリューションの世界的なリーディング プ
ロバイダーで、投資プロセスに関連する市場の正確
な状況を投資家に提供。

弊社のコモディティ指数は、コモディティ バスケットを追跡して、価格動向を反映。
コモディティ価格とコモディティ市場の主要指標として定着。
グローバルなコモディティ産業での利用を前提として作成されているため、すべて
の指数で、コモディティ・リサーチ・ビューロー (CRB®) の名称と結びつきが強く、
上場投資信託 (ETF) および他のデリバティブも、これらの指数の多くを追跡。
リフィニティブ/コアコモディティ CRB インデックスは、EU BMR のベンチマーク
管理者として認証されているリフィニティブ・ベンチマーク・サービス・リミテッ
ド (RBSL) が管理。
まとめ
–

世評: コモディティ価格およびコモディティ市場の主なバロメーターとして定着

–

IOSCO 準拠の指数: 弊社のすべての指数は IOSCO の財務ベンチマークの原則に
準拠

–

EU BMR 準拠: リフィニティブ コアコモディティ CRB インデックスは、欧州ベ
ンチマーク規制に準拠

コア指数

ESG 指数
弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

追加のコンテンツ セット
グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

指数、構成銘柄、加重値

ベンチャー キャピタル指数

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

–

リフィニティブ/コアコモディティ CRB® インデックス (RBSL が管理): エネル
ギー契約、農産物、貴金属と工業用金属など、19 のコモディティ バスケット。
この指数はコモディティ市場の代表的な指標として定着

–

リフィニティブ/コアコモディティ CRB® 非エネルギー指数: 農産物商品とメタル
のエクスポージャが高いコモディティ指数。原油、ヒーティング オイル、天然ガ
ス、および RBOB ガソリンを標準指数から除外

–

リフィニティブ/コアコモディティ CRB® 農産物・畜産物除外指数: メタルとエネ
ルギーのエクスポージャが高い指数 (農産物と畜産物を除外)

–

リフィニティブ CRB® 商品株式指数: コモディティ関連企業のエクスポージャが
高い指数。農産物、エネルギー、工業用金属などの特定の内訳、およびコモディ
ティ価格と比較可能なエクスポージャ

金利ベンチマーク
データの
相互運用性
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指数とベンチマーク

コンバーティブル指数

コモディティ
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指数と
ベンチマーク

価格と
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リスクと
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サステナブル
ファイナンス

コモディティ指数

債券指数

弊社のコモディティ指数は、コモディティ バス
ケットを追跡して、価格動向を反映。コモディ
ティ価格とコモディティ市場の主要指標として
定着。

弊社の債券指数では、複数の先進国市場や新興国市
場に対する正確な指数を、流動性、償還、リスクの
さまざまなレベルで提供。

コンバーティブル指数

外国為替(FX)指数

弊社のコンバーティブル指数では、転換社債に
対して、中立性と透明性が高い定義を長期にわ
たって提供。多数の指数の組み合わせ提供も可
能。

弊社の外国為替 (FX) 指数では、FX における弊社の
実績をもとに、グローバルな戦略通貨のパフォーマ
ンスを追跡するベンチマークを作成。トレーディン
グや投資商品のベースとして使用可能。

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE Russell

ダイバーシティとインクルージョン指数では、
世界中の7,000社以上をランク付けして、ダイ
バーシティとインクルージョンが最も実践され
ている上位100社の上場企業を特定。

FTSE Russell は、投資家向けのベンチマーク、分析、
データ ソリューションの世界的なリーディング プ
ロバイダーで、投資プロセスに関連する市場の正確
な状況を投資家に提供。

コンバーティブル指数は、転換社債に対して、中立性と透明性が高い定義を長期に
わたって提供します。
グローバルと地域別のカバレッジ、ヘッジなしまたはヘッジありの通貨、カーブア
ウト、多数の指数の組み合わせが可能で、バランスの取れた投資適格発行のみを取
り上げています。カスタム指数の開発およびレポートも可能です。
これらの指数は証券監督者国際機構 (IOSCO) の原則に従って管理および計算されて
います。
リフィニティブのコンバーティブル指数は、EU BMR のベンチマーク管理者として
認証されているリフィニティブ・ベンチマーク・サービス・リミテッドが管理して
います。

まとめ

ESG 指数
弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

– 包括的なカバレッジ: グローバル市場をカバー。複数のサブ指数とカーブアウト
に細分化されているので、どのようなポートフォリオや投資マンデートにも対応
可能
–

高い専門性と高品質なサービス: 専門家と諮問チームがコンバーティブル指数を
算出。複数のカスタム指数オプションを提供

–

独立性、規制準拠、透明性: 欧州ベンチマーク規制に準拠し、ルールベース方式
の IOSCO 原則も遵守

–

柔軟な配信オプション: コンバーティブル指数は、Eikon および Datastream 経由
またはスタンドアロン、FTP、E メール、サードパーティ ベンダー経由で利用可
能

追加のコンテンツ セット
グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

指数、構成銘柄、加重値

ベンチャー キャピタル指数

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

金利ベンチマーク
データの
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コモディティ指数

債券指数

弊社のコモディティ指数は、コモディティ バス
ケットを追跡して、価格動向を反映。コモディ
ティ価格とコモディティ市場の主要指標として
定着。

弊社の債券指数では、複数の先進国市場や新興国市
場に対する正確な指数を、流動性、償還、リスクの
さまざまなレベルで提供。

コンバーティブル指数

外国為替(FX)指数

弊社のコンバーティブル指数では、転換社債に
対して、中立性と透明性が高い定義を長期にわ
たって提供。多数の指数の組み合わせ提供も可
能。

弊社の外国為替 (FX) 指数では、FX における弊社の
実績をもとに、グローバルな戦略通貨のパフォーマ
ンスを追跡するベンチマークを作成。トレーディン
グや投資商品のベースとして使用可能。

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE Russell

ダイバーシティとインクルージョン指数では、
世界中の7,000社以上をランク付けして、ダイ
バーシティとインクルージョンが最も実践され
ている上位100社の上場企業を特定。

FTSE Russell は、投資家向けのベンチマーク、分析、
データ ソリューションの世界的なリーディング プ
ロバイダーで、投資プロセスに関連する市場の正確
な状況を投資家に提供。

ESG 指数
弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

弊社のダイバーシティとインクルージョン指数は、世界中の7,000社以上をランク付
けして、ダイバーシティとインクルージョンが最も実践されている上位100社の上場
企業を特定します。4つの主要ピラーの24個の個別メトリック（データ項目）で評価
されます。
この指数は、ダイバーシティ、インクルージョン、人材開発のメジャー（計測項
目）を追跡、報告、達成している企業は、これらのメジャーのスコアが低いか、追
跡していない企業と比べて、長期的なパフォーマンスがよいという仮説に基づいて
設計されています。
企業パフォーマンスに対するより深いインサイトを得ることにより、長期的な投資
機会や投資リスクを見極めることができます。
弊社の ESG データは、社会的責任を意識した詳細な投資分析のためのパフォーマン
ス情報を提供します。

まとめ
–

柔軟性: スコアリングが自動化されているので、アーキテクチャの柔軟性が高く、
新しいデータ フローの追加統合が容易。

–

スケーラビリティ: データ ポイントが動的に加重されて市場動向を反映。分析時
にデータごとに利用可能かどうかが確認され、加重を自動調整

–

グローバル ベンチマーク標準: 通常は、同業他社の特定やタギング調査のグロー
バル標準である TRBC セクター分類に基づくベンチマーク グループを使用

コア インデックス
–

Global Equal Opportunities Select Index: 弊社の Global Equal Opportunities
Select Index は、ESG の価値観と原則を経営で推進し、積極的に投資している企
業に投資したいと考えている投資家向けの革新的なベンチマーク

–

Europe Equal Opportunities Select Index: Europe Equal Opportunities Select
Index では、職場でのダイバーシティとインクルージョンを推進している企業の
株式パフォーマンス情報を提供

追加のコンテンツ セット
グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

指数、構成銘柄、加重値

ベンチャー キャピタル指数

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

金利ベンチマーク
データの
相互運用性
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コモディティ指数

債券指数

弊社のコモディティ指数は、コモディティ バス
ケットを追跡して、価格動向を反映。コモディ
ティ価格とコモディティ市場の主要指標として
定着。

弊社の債券指数では、複数の先進国市場や新興国市
場に対する正確な指数を、流動性、償還、リスクの
さまざまなレベルで提供。

コンバーティブル指数

外国為替(FX)指数

弊社のコンバーティブル指数では、転換社債に
対して、中立性と透明性が高い定義を長期にわ
たって提供。多数の指数の組み合わせ提供も可
能。

弊社の外国為替 (FX) 指数では、FX における弊社の
実績をもとに、グローバルな戦略通貨のパフォーマ
ンスを追跡するベンチマークを作成。トレーディン
グや投資商品のベースとして使用可能。

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE Russell

ダイバーシティとインクルージョン指数では、
世界中の7,000社以上をランク付けして、ダイ
バーシティとインクルージョンが最も実践され
ている上位100社の上場企業を特定。

FTSE Russell は、投資家向けのベンチマーク、分析、
データ ソリューションの世界的なリーディング プ
ロバイダーで、投資プロセスに関連する市場の正確
な状況を投資家に提供。

弊社の ESG 指数は、ESG の要因に対する企業リスクを評価および軽減し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるように支援します。

まとめ
–

個別の ESG ピラーやコンポジット: 特定の CSR 要件や義務がある投資家が、自
分のポートフォリオをより正確にベンチマーク可能

–

「動的」格付けベース: ESG パフォーマンスの400個以上の主要指標を採用した、
わかりやすい企業格付け

–

ESG 格付け上位企業: 主要なグローバル指数のパフォーマンスを反映した、より
多様で安定したベンチマークを提供

–

リアルタイムまたは終値: ETF などの投資商品ごとの追跡、ベンチマークを目的
とした追跡が可能

– ダウンロード格付け: 投資マネージャー、アドバイザー、学生、メディアが、株
式ポートフォリオの ESG パフォーマンスを手頃な価格で格付け可能
コア インデックス

ESG 指数

–

Refinitiv/S-Network ESG best practice indices

弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

–

Refinitiv/Future Super Australia fossil-free index

–

Refinitiv IX Global ESG Equal-Weighted Index および Refinitiv IX Global ESG
High Dividend Low Volatility Equal-Weighted Index

–

Refinitiv Global Resource Protection Select Index

–

Refinitiv eurozone ESG Select Index

追加のコンテンツ セット
グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

指数、構成銘柄、加重値

ベンチャー キャピタル指数

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

金利ベンチマーク
データの
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コモディティ指数

債券指数

弊社のコモディティ指数は、コモディティ バス
ケットを追跡して、価格動向を反映。コモディ
ティ価格とコモディティ市場の主要指標として
定着。

弊社の債券指数では、複数の先進国市場や新興国市
場に対する正確な指数を、流動性、償還、リスクの
さまざまなレベルで提供。

コンバーティブル指数

外国為替(FX)指数

弊社のコンバーティブル指数では、転換社債に
対して、中立性と透明性が高い定義を長期にわ
たって提供。多数の指数の組み合わせ提供も可
能。

弊社の外国為替 (FX) 指数では、FX における弊社の
実績をもとに、グローバルな戦略通貨のパフォーマ
ンスを追跡するベンチマークを作成。トレーディン
グや投資商品のベースとして使用可能。

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE Russell

ダイバーシティとインクルージョン指数では、
世界中の7,000社以上をランク付けして、ダイ
バーシティとインクルージョンが最も実践され
ている上位100社の上場企業を特定。

FTSE Russell は、投資家向けのベンチマーク、分析、
データ ソリューションの世界的なリーディング プ
ロバイダーで、投資プロセスに関連する市場の正確
な状況を投資家に提供。

債券ポートフォリオ管理のベンチマークおよび債券市場パフォーマンスの指標とし
て20年以上の実績がある弊社の債券指数は、複数の先進国市場や新興国市場に対す
る正確な指数を、流動性、償還、リスクのさまざまなレベルで提供します。

まとめ
–

実績: 弊社の債券指数計算実績は20年以上

–

歴史: 調査とバックテスト用に債券指数を長年提供

–

多様な用途: ベンチマークと分析のさまざまな用途に指数を利用可能

コア インデックス
–

ソブリン債指数: 欧州証券アナリスト協会連合会 (EFFAS) のルールに従って20年
以上債券指数を算出。各指数には合意済みのルールに従った債券のみが含まれ、
すべての指数をバックテスト済み。

–

カナダ債券指数: 弊社のソブリン債で使用するのと同じ EFFAS 指数方式で、社
債、地方債、政府債発行の9種類の債券償還期間をカバー

–

RF/iEDGE シンガポール債券指数 (SFI): ユナイテッド・オーバーシーズ銀行
(UOB) が推奨債券ベンチマークとして選んだ、これらの指数は、シンガポールの
ソブリン債、社債、法定期間債の発行を含む最初の債券指数。2009年1月以降の
過去データを弊社の評価額に基づいて提供

–

マレーシア債券価格評価機関指数: 政府債、社債およびスクークなど、地域の債
券市場全体をカバー。ベンチマークに利用できる代表的なマレーシア債券指数を
提供

–

グローバル スクーク指数: 政府と企業両方のセクターのゼロ クーポンと固定利付
のグローバル スクーク。シャリア法適合の債券投資のための中立かつ包括的なベ
ンチマークを提供

–

CDS 指数: 流動性を反映して大手地域ディーラーが厳選した構成銘柄の出来高加
重指数。南米、欧州、アジアの広範なソブリン銘柄間のクレジット移動に対する
ヘッジを投資家に提供

ESG 指数
弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

追加のコンテンツ セット
グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

指数、構成銘柄、加重値

ベンチャー キャピタル指数

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

金利ベンチマーク
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コモディティ指数

債券指数

弊社のコモディティ指数は、コモディティ バス
ケットを追跡して、価格動向を反映。コモディ
ティ価格とコモディティ市場の主要指標として
定着。

弊社の債券指数では、複数の先進国市場や新興国市
場に対する正確な指数を、流動性、償還、リスクの
さまざまなレベルで提供。

コンバーティブル指数

外国為替(FX)指数

弊社のコンバーティブル指数では、転換社債に
対して、中立性と透明性が高い定義を長期にわ
たって提供。多数の指数の組み合わせ提供も可
能。

弊社の外国為替 (FX) 指数では、FX における弊社の
実績をもとに、グローバルな戦略通貨のパフォーマ
ンスを追跡するベンチマークを作成。トレーディン
グや投資商品のベースとして使用可能。

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE Russell

ダイバーシティとインクルージョン指数では、
世界中の7,000社以上をランク付けして、ダイ
バーシティとインクルージョンが最も実践され
ている上位100社の上場企業を特定。

FTSE Russell は、投資家向けのベンチマーク、分析、
データ ソリューションの世界的なリーディング プ
ロバイダーで、投資プロセスに関連する市場の正確
な状況を投資家に提供。

弊社の外国為替 (FX) 指数では、FX における弊社の実績をもとに、グローバルな戦
略通貨のパフォーマンスを追跡するベンチマークを作成。トレーディングや投資商
品のベースとして使用可能。

Refinitiv/HKEX RMB 通貨指数 (RXY) について
RXY 指数は、中国の最重要取引パートナーの通貨に対する RMB の中立、透明かつ
タイムリーなベンチマークを提供。この指数は、RMB の上場取引およびリスク管理
のツールと商品開発のパイオニアである HKEX との共同作業により作成。
まとめ
–

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

ESG 指数

信頼性: 弊社の FX 指数の専門家が WM/ロイターのレートを使用して作成した指
数。世界中の指数や財務契約の多くがこの指数を参照

– 独立性: 独立したエンティティとして、弊社は金融市場に積極的に関与せず、公
平なパフォーマンス メジャーを提供
–

透明性: 弊社の指数は、財務ベンチマークのガバナンスと管理に関する IOSCO
の原則に準拠して透明性を確保

方法:

弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

追加のコンテンツ セット

–

計算方法: 幾何平均

–

加重方法: 双方向取引は、香港再輸出用に調整して加重

–

取引データ ソース: UN Comtrade、HK Census and Statistics Department

–

加重リバランス: 年次レビュー。6月に発表、Q4 の初営業日に実装

–

RXY Simplified CNH の加重は固定でリバランスなし

グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

–

指数計算頻度: 1時間ごと

指数、構成銘柄、加重値

ベンチャー キャピタル指数

–

FX レート・データ・ソース: WM/ロイター外国為替レート

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

金利ベンチマーク
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コモディティ指数

債券指数

弊社のコモディティ指数は、コモディティ バス
ケットを追跡して、価格動向を反映。コモディ
ティ価格とコモディティ市場の主要指標として
定着。

弊社の債券指数では、複数の先進国市場や新興国市
場に対する正確な指数を、流動性、償還、リスクの
さまざまなレベルで提供。

コンバーティブル指数

外国為替(FX)指数

弊社のコンバーティブル指数では、転換社債に
対して、中立性と透明性が高い定義を長期にわ
たって提供。多数の指数の組み合わせ提供も可
能。

弊社の外国為替 (FX) 指数では、FX における弊社の
実績をもとに、グローバルな戦略通貨のパフォーマ
ンスを追跡するベンチマークを作成。トレーディン
グや投資商品のベースとして使用可能。

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE Russell

ダイバーシティとインクルージョン指数では、
世界中の7,000社以上をランク付けして、ダイ
バーシティとインクルージョンが最も実践され
ている上位100社の上場企業を特定。

FTSE Russell は、投資家向けのベンチマーク、分析、
データ ソリューションの世界的なリーディング プ
ロバイダーで、投資プロセスに関連する市場の正確
な状況を投資家に提供。

FTSE Russell (ラッセル)は、投資家向けのベンチマーク、分析、データ ソリュー
ションの世界的なリーディング プロバイダーで、投資プロセスに関連する市場の正
確な状況を投資家に提供。
広範囲をカバーする正確な指数により、アセットクラス、運用スタイル、戦略ごと
に市場動向を投資家が正確に把握可能。
FTSE Russel は、お客様のニーズとパートナーシップに基づいて指数のイノベー
ションを進めることにより、提供サービスの幅と深さを継続的に拡大中。

まとめ
–

– グローバルな視点とローカルな知識を組み合わせた指数は、関係とパートナー
シップで世界中の市場のローカル ベンチマークを作成してきた FTSE Russell の
経験を反映
–

資産配分、投資戦略、リスク管理のためのツールをお客様に提供

–

スマート・ベータ・ファクター・ベンチマーク、テーマ別、業種別および ESG
の指数スイート

–

業界最高水準の指数設計とガバナンス。著名な市場関係者の独立委員会による透
明性の高いルールベース方式を採用

ESG 指数
弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

資産所有者、アセット マネージャー、ETF プロバイダー、投資銀行が、投資パ
フォーマンスのベンチマーク、ETF、仕組み商品、指数ベースのデリバティブの
作成に FTSE ラッセルの指数を採用

FTSE Russell インデックスを参照
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

追加のコンテンツ セット
グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

指数、構成銘柄、加重値

ベンチャー キャピタル指数

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

金利ベンチマーク
データの
相互運用性
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グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

弊社の株式指数では、先進国市場、新興国市場、お
よび一部のフロンティア市場をさまざまなレベルと
粒度で分析および比較可能。

弊社の PE バイアウト指数では、米国プライベー
ト・エクイティ・バイアウト業界のパフォーマンス
を、流動性資産と上場資産を組み合わせて計測。

指数、構成銘柄と加重値

ベンチャー キャピタル指数

指数の価格、構成銘柄、過去データの世界最大の
ソースの1つ。すべての先進国と新興国の取引所の
株式および包括的なサードパーティ ソースから作
成。

流動性資産と上場資産を組み合わせて、ベンチャー
キャピタル調査指数のパフォーマンスを再現する指
数。

イスラム指数
リフィニティブと IdealRatings の指数では、BRIC、
MENA、マレーシア、UAE およびグローバル ヘル
スケアなど、最も一般的なイスラム投資先を網羅。
イスラムのすべての解釈で承認済み。

弊社の株式指数では、先進国市場、新興国市場、および一部のフロンティア市場を
さまざまなレベルと粒度で分析および比較できます。
セクター指数は、業界で最も包括的な最新の詳細分類スキームである ザ・リフィニ
ティブ事業分類 (TRBC) に基づいています。
また、各市場で投資可能な時価総額の99.5% 以上を網羅する代表的な指数でもあり、
ベンチマークと分析、カスタム指数戦略と比較処理に最適です。

まとめ
–

広範なマーケット カバレッジ: 各マーケットを代表する指数で、カスタマイズの
素材として最適。大型株、中型株、小型株、および一部の超小型株を網羅

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

–

WM/ロイター レートは、市場取引を直接のソース
とするデータで作成されており、取得して計算され
たレートを複数の方法で検証して、正確なスポット
レートを1日中提供。

シンプルな料金体系: 指数の使用量に基づく体系で、指数の公開表示は追加料金
なし

– 透明性が高いルール基本方式: すべての国、地域、セクターに適用。株式市場間
の公正な比較が可能

金利ベンチマーク
弊社の金利ベンチマーク サービスでは、計算、計
算とガバナンス、計算とガバナンスと管理の参照
レートの組み合わせを提供。

–

浮動株式市場加重方式: 著名な指数に対する相関パフォーマンス

–

リアルタイムと終値の指数: リアルタイム指標を追跡する上場投資または取引商
品を立ち上げ可能

–

セクター指数: 国や地域ごとに4レベルの粒度で提供。ニッチ産業およびグローバ
ルなセクター動向を追跡およびベンチマーク

ニュース

コア インデックス

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

追加のコンテンツ セット
コモディティ指数

債券指数

コンバーティブル指数

外国為替指数

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE Russell

ESG 指数

–

FTSE Russel 指数

–

リフィニティブ グローバル指数 (ファクト シート)

–

リフィニティブ北米・中南米指数 (ファクト シート)

–

リフィニティブ欧州指数 (ファクト シート)

–

リフィニティブ イタリア指数 (ファクト シート)

– リフィニティブ アジア太平洋指数 (ファクト シート)

データの
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指数とベンチマーク

指数、構成銘柄と加重値 (ICW)

コモディティ
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グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

リフィニティブは、指数価格、構成銘柄、過去データの世界最大のソースの1つです。
このことは、弊社の金融市場の提案およびエンドクライアントのワークフローに非
常に重要です。

グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

弊社の株式指数では、先進国市場、新興国市場、お
よび一部のフロンティア市場をさまざまなレベルと
粒度で分析および比較可能。

弊社の PE バイアウト指数では、米国プライベー
ト・エクイティ・バイアウト業界のパフォーマンス
を、流動性資産と上場資産を組み合わせて計測。

指数、構成銘柄と加重値

ベンチャー キャピタル指数

弊社は、すべての先進国と新興国の取引所の株式のコンテンツを、ベンチマークか
らセクター分析、カスタム・バスケット・レベルまでサポートしており、MSCI、
FTSE、S&P/DJ など、すべての一流指数ベンダーの広範なホールセール サードパー
ティ製品スイートも提供しています。

指数の価格、構成銘柄、過去データの世界最大の
ソースの1つ。すべての先進国と新興国の取引所の
株式および包括的なサードパーティ ソースから作
成。

流動性資産と上場資産を組み合わせて、ベンチャー
キャピタル調査指数のパフォーマンスを再現する指
数。

まとめ

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

リフィニティブと IdealRatings の指数では、BRIC、
MENA、マレーシア、UAE およびグローバル ヘル
スケアなど、最も一般的なイスラム投資先を網羅。
イスラムのすべての解釈で承認済み。

WM/ロイター レートは、市場取引を直接のソース
とするデータで作成されており、取得して計算され
たレートを複数の方法で検証して、正確なスポット
レートを1日中提供。

金利ベンチマーク
弊社の金利ベンチマーク サービスでは、計算、計
算とガバナンス、計算とガバナンスと管理の参照
レートの組み合わせを提供。

–

取引所から指数ベンダー商品まで、すべての主要指数のリアルタイム コンテンツ
を提供。デスクトップおよびデータフィード方式で提供。

–

1950年以降の約50万件の指数エンティティの時系列 (終値) コンテンツを提供し
ているので、パフォーマンス アクティビティのベンチマーク、バリュエーション、
チャート化が可能。

–

指数のベンチマーク、セクター、サードパーティ商品に対して、プレマーケット
とポストマーケットの指数の構成銘柄と加重値を提供。

–

リフィニティブの超準拠イネーブルメント システムによるメリット。取引所およ
び指数ベンダーの意向を理解し委任と共にクライアントの使用方法をカスタマイ
ズ。

ニュース

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、UI、XML
配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel、FTP、ウェブサイト
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

公開頻度: リアルタイム、15分、日次、インターデイ、週次、月次、年次、オンデマンド、イベン
トベース

追加のコンテンツ セット
コモディティ指数

債券指数

コンバーティブル指数

外国為替指数

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE ラッセル

ESG 指数

主要製品/製品スイート

Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Datastream、Refinitiv Quantitative Analytics、
Refinitiv On Demand
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

弊社の株式指数では、先進国市場、新興国市場、お
よび一部のフロンティア市場をさまざまなレベルと
粒度で分析および比較可能。

弊社の PE バイアウト指数では、米国プライベー
ト・エクイティ・バイアウト業界のパフォーマンス
を、流動性資産と上場資産を組み合わせて計測。

指数、構成銘柄と加重値

ベンチャー キャピタル指数

指数の価格、構成銘柄、過去データの世界最大の
ソースの1つ。すべての先進国と新興国の取引所の
株式および包括的なサードパーティ ソースから作
成。

流動性資産と上場資産を組み合わせて、ベンチャー
キャピタル調査指数のパフォーマンスを再現する指
数。

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

リフィニティブと IdealRatings の指数では、BRIC、
MENA、マレーシア、UAE およびグローバル ヘル
スケアなど、最も一般的なイスラム投資先を網羅。
イスラムのすべての解釈で承認済み。

WM/ロイター レートは、市場取引を直接のソース
とするデータで作成されており、取得して計算され
たレートを複数の方法で検証して、正確なスポット
レートを1日中提供。

サステナブル
ファイナンス

広範なシャリア法適合ベンチマーク指数も保有。これらの組み合わせにより、一貫
性のあるルールベース方式、IdealRatings の専門知識とシャリア法適合スクリーニン
グに対する調査ベースのアプローチで、他社の追随を許さないクローバル株式市場
カバレッジを実現。
BPA マレーシアの幅広い経験に基づく、包括的なマレーシア債券指数スイートを提
供。リフィニティブ BPA マレーシア債券およびスクーク指数は、ローカル債券全体
をカバーする、マレーシア債券の最も代表的なベンチマーク。

まとめ

– 包括的なカバレッジ: 最も人気があるイスラム投資先を包括的にカバーする指数
スイート
–

指数エキスパート: 広範なカバレッジと一貫したルールベース方式を包含した指
数

金利ベンチマーク

–

シャリア法適合: 弊社のすべてのイスラム指数はシャリア法に適合

弊社の金利ベンチマーク サービスでは、計算、計
算とガバナンス、計算とガバナンスと管理の参照
レートの組み合わせを提供。

コア インデックス

ニュース

リスクと
規制

弊社のパートナーである IdealRatings および債券価格設定機関 (BPA) マレーシアと
共同でイスラム指数を作成。リフィニティブと IdealRatings の指数では、BRIC、
MENA、マレーシア、UAE およびグローバル ヘルスケアなど、最も一般的なイスラ
ム投資先を網羅。

–

リフィニティブ/IdealRatings 指数: BRIC、MENA、マレーシア、UAE およびグ
ローバル ヘルスケアなど、最も人気があるイスラム投資先を網羅。リフィニティ
ブ/IdealRatings 指数はイスラムのすべての解釈で承認済み

–

リフィニティブ・グローバル・スクーク指数: 債券とスクークの中立的な評価で
幅広い経験を持つ BPA マレーシアと共同開発。スクーク指数はマレーシア市場
とグローバル市場の両方で利用可能。広範な債券クラスと償還期間をカバー。

–

リフィニティブ アジア太平洋農業ビジネス指数: アジア太平洋地域の上流農業生
産に関係するシャリア法適合株式のパフォーマンス ベンチマーク用に設計。

追加のコンテンツ セット
コモディティ指数

債券指数

コンバーティブル指数

外国為替指数

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE ラッセル

ESG 指数
データの
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プライベート・エクイティ・バイアウト指数

弊社の株式指数では、先進国市場、新興国市場、お
よび一部のフロンティア市場をさまざまなレベルと
粒度で分析および比較可能。

弊社の PE バイアウト指数では、米国プライベー
ト・エクイティ・バイアウト業界のパフォーマンス
を、流動性資産と上場資産を組み合わせて計測。

指数、構成銘柄と加重値

ベンチャー キャピタル指数

弊社は、30以上の主要金利の管理者、40以上の最重要の国家および地域の金利、シ
ンガポール、香港、ロシアなど、12か国の FX ベンチマークの計算代理人を務めて
います。

指数の価格、構成銘柄、過去データの世界最大の
ソースの1つ。すべての先進国と新興国の取引所の
株式および包括的なサードパーティ ソースから作
成。

流動性資産と上場資産を組み合わせて、ベンチャー
キャピタル調査指数のパフォーマンスを再現する指
数。

RBSL が管理するベンチマーク

イスラム指数
リフィニティブと IdealRatings の指数では、BRIC、
MENA、マレーシア、UAE およびグローバル ヘル
スケアなど、最も一般的なイスラム投資先を網羅。
イスラムのすべての解釈で承認済み。

–

カナダ金利ベンチマーク: 弊社は、短期担保ローンに対して、カナダの銀行が設
定する公式ベンチマーク金利のプロバイダーに選択されています (詳細情報)。

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

–

WM/ロイター レートは、市場取引を直接のソース
とするデータで作成されており、取得して計算され
たレートを複数の方法で検証して、正確なスポット
レートを1日中提供。

サウジアラビア銀行間取引金利 (SAIBOR): 弊社は、サウジアラビア王国の銀行
間貸出金利である SAIBOR の公式管理者および計算者です (詳細情報)。

–

リフィニティブ ターム物 SONIA: RBSL は SONIA を参照するターム物金利を管
理しており、業界の GBP LIBOR からの移行をサポートしています (詳細情報)。

金利ベンチマーク

リフィニティブが管理するベンチマーク

弊社の金利ベンチマーク サービスでは、計算、計
算とガバナンス、計算とガバナンスと管理の参照
レートの組み合わせを提供。

–

東京円金利スワップレート (TSR): TSR のグローバル ベンチマーク。6M LIBOR
と 6M TIBOR に対する個別の金利レートを反映

–

ベトナム銀行間取引金利 (VNIBOR): ベトナムのホールセール・マネー・マー
ケットにおける一流銀行間取引の定期預金の平均金利を提供

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

弊社は、グローバル財務システムの中心となる、財務ベンチマークの設計、計算、
管理、発行で25年以上の実績があります。弊社の金利ベンチマーク サービスでは、
計算、計算とガバナンス、計算と管理、計算とガバナンスと管理の参照レートの組
み合わせを提供します。

グローバル株式指数

追加のコンテンツ セット
コモディティ指数

債券指数

コンバーティブル指数

外国為替指数

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE ラッセル

ESG 指数
データの
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グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

弊社の株式指数では、先進国市場、新興国市場、
および一部のフロンティア市場をさまざまなレベ
ルと粒度で分析および比較可能。

弊社の PE バイアウト指数では、米国プライベー
ト・エクイティ・バイアウト業界のパフォーマン
スを、流動性資産と上場資産を組み合わせて計測。

指数、構成銘柄と加重値

ベンチャー キャピタル指数

指数の価格、構成銘柄、過去データの世界最大の
ソースの1つ。すべての先進国と新興国の取引所の
株式および包括的なサードパーティ ソースから作
成。

流動性資産と上場資産を組み合わせて、ベン
チャー キャピタル調査指数のパフォーマンスを再
現する指数。

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

リフィニティブと IdealRatings の指数では、BRIC、
MENA、マレーシア、UAE およびグローバル ヘル
スケアなど、最も一般的なイスラム投資先を網羅。
イスラムのすべての解釈で承認済み。

WM/ロイター レートは、市場取引を直接のソース
とするデータで作成されており、取得して計算さ
れたレートを複数の方法で検証して、正確なス
ポット レートを1日中提供。

弊社の PE バイアウト指数では、米国プライベート・エクイティ・バイアウト業界
のパフォーマンスを、流動性資産と上場資産を組み合わせて計測。
これらの上場資産は、7 つのセクター ポートフォリオに割り当てられており、それ
ぞれが米国 PE バイアウト企業が投資する個別のセクターを代表。
このシリーズは、PE バイアウト調査のプライベート エクイティ指数で構成されて
おり、米国 PE バイアウト業界の包括的かつ代表的な指標。PE バイアウト指数は、
流動性公開債券を使用した、弊社の PE バイアウト調査指数を追跡する、革新的な
インベスタブル インデックス。

まとめ
–

– エクスポージャのフォーカス: 買収とレバレッジ バイアウトにフォーカスした指
数
–

コア インデックス
–

PE バイアウト調査指数: PE バイアウト調査指数では、弊社のプライベート エク
イティ投資データベースを利用して、8,000社を超える米国プライベート エクイ
ティ企業を分析。これらの指数では、企業価値を包括的に集計して米国 PE バイ
アウト業界のグロス パフォーマンスを追跡

–

PE バイアウト指数: セクター ポートフォリオは、PE 企業に直接投資するのでは
なく、
流動性上場銘柄を保持して、PE セクターの投資パフォーマンスを追跡するよう
に設計。取引日の終値で計算されるため、PE 環境の動向に関する最新情報を取
得可能

ニュース

サステナブル
ファイナンス

ストラクチャ: プライベート エクイティ市場を代表するストラクチャに基づく指
数

金利ベンチマーク
弊社の金利ベンチマーク サービスでは、計算、計
算とガバナンス、計算とガバナンスと管理の参照
レートの組み合わせを提供。

リスクと
規制

プライベート エクイティへのアクセス: これらの指標では、企業価値を集計して
米国プライベート エクイティのパフォーマンスを追跡

追加のコンテンツ セット
コモディティ指数

債券指数

コンバーティブル指数

外国為替指数

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE ラッセル

ESG 指数
データの
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グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

弊社の株式指数では、先進国市場、新興国市場、
および一部のフロンティア市場をさまざまなレベ
ルと粒度で分析および比較可能。

弊社の PE バイアウト指数では、米国プライベー
ト・エクイティ・バイアウト業界のパフォーマン
スを、流動性資産と上場資産を組み合わせて計測。

指数、構成銘柄と加重値

ベンチャー キャピタル指数

指数の価格、構成銘柄、過去データの世界最大の
ソースの1つ。すべての先進国と新興国の取引所の
株式および包括的なサードパーティ ソースから作
成。

流動性資産と上場資産を組み合わせて、ベン
チャー キャピタル調査指数のパフォーマンスを再
現する指数。

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

リフィニティブと IdealRatings の指数では、BRIC、
MENA、マレーシア、UAE およびグローバル ヘル
スケアなど、最も一般的なイスラム投資先を網羅。
イスラムのすべての解釈で承認済み。

WM/ロイター レートは、市場取引を直接のソース
とするデータで作成されており、取得して計算さ
れたレートを複数の方法で検証して、正確なス
ポット レートを1日中提供。

非上場企業の企業価値に基づく米国ベンチャー キャピタルのパフォーマンス計測。
弊社のベンチャー キャピタル指数の構成は次のとおりです。
–

リフィニティブ・ベンチャー・キャピタル (VC) 調査指数。米国ベンチャー キャ
ピタル業界の包括的かつ代表的な指標

–

リフィニティブ・ベンチャー・キャピタル (VC) 指数。流動性公開債券を使用し
たリフィニティブ VC 調査指数のパフォーマンスを再現する強力なインベスタブ
ル インデックス

まとめ
–

インベスタブル: ベンチャー キャピタルのリターンに通常はアクセスできない投
資家に情報を提供する、最初のインベスタブル・ベンチャー・キャピタル指数

–

ベンチャー キャピタルへのアクセス: ベンチャーが資金提供する非上場企業の企
業価値を集計して、米国ベンチャー キャピタル業界のパフォーマンスを追跡

–

堅牢な方式: リフィニティブ、DSC Quantitative Group、 アカデミック アドバイ
ザーとの緊密なパートナーシップにより開発

金利ベンチマーク

詳細情報

弊社の金利ベンチマーク サービスでは、計算、計
算とガバナンス、計算とガバナンスと管理の参照
レートの組み合わせを提供。

•

弊社のベンチャー キャピタル指数: 流動性資産と上場資産を組み合わせて、ベン
チャー キャピタル調査指数のパフォーマンスを再現する指数。これらの上場資産
は、
7 つのセクター指数に割り当てられており、それぞれが米国のベンチャー キャピ
タリストが投資する個別のセクターを代表

•

ベンチャー キャピタル調査指数: ベンチャーが資金提供する非上場企業の企業価
値を包括的に集計して、米国ベンチャー キャピタル業界のパフォーマンスを追跡。
この指数は時価総額加重で四半期ごとに発行

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

追加のコンテンツ セット
コモディティ指数

債券指数

コンバーティブル指数

外国為替指数

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE ラッセル

ESG 指数
データの
相互運用性
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グローバル株式指数

プライベート・エクイティ・バイアウト指数

弊社の株式指数では、先進国市場、新興国市場、
および一部のフロンティア市場をさまざまなレベ
ルと粒度で分析および比較可能。

弊社の PE バイアウト指数では、米国プライベー
ト・エクイティ・バイアウト業界のパフォーマン
スを、流動性資産と上場資産を組み合わせて計測。

指数、構成銘柄と加重値

ベンチャー キャピタル指数

指数の価格、構成銘柄、過去データの世界最大の
ソースの1つ。すべての先進国と新興国の取引所の
株式および包括的なサードパーティ ソースから作
成。

流動性資産と上場資産を組み合わせて、ベン
チャー キャピタル調査指数のパフォーマンスを再
現する指数。

イスラム指数

WM/ロイター外国為替ベンチマーク

リフィニティブと IdealRatings の指数では、BRIC、
MENA、マレーシア、UAE およびグローバル ヘル
スケアなど、最も一般的なイスラム投資先を網羅。
イスラムのすべての解釈で承認済み。

WM/ロイター レートは、市場取引を直接のソース
とするデータで作成されており、取得して計算さ
れたレートを複数の方法で検証して、正確なス
ポット レートを1日中提供。

サステナブル
ファイナンス

弊社は、30以上の主要金利の管理者、40以上の最重要の国家および地域の金利、シ
ンガポール、香港、ロシアなど、12か国の FX ベンチマークの計算代理人を務めて
います。

まとめ
–

包括的なカバレッジ: WM/リフィニティブは、最も広範なカバレッジで、日中と
終値のスポット レート、フォワード レート、NDF を提供

–

規制の遵守: 完全な透明性と IOSCO 準拠の方法。午後4時のレートは EU/BMR
を
遵守

–

信頼される業界標準: グローバル市場をより明確に評価するために、1,000社を超
える金融機関が WM/リフィニティブのレートを利用

金利ベンチマーク

主要な WM/ロイター レート

弊社の金利ベンチマーク サービスでは、計算、計
算とガバナンス、計算とガバナンスと管理の参照
レートの組み合わせを提供。

–

3pm ブラジル ベンチマーク

–

4pm ブラジル ベンチマーク

–

2pm CET Fix

–

正午の EST FX ベンチマーク

–

終値スポット レート

–

終値フォワードと NDF

–

イントラデイ フォワードと NDF

–

ヒストリカル データ

–

イントラデイ スポット レート

ニュース

リスクと
規制

20年以上にわたり、WM/ロイター外国為替は、完全に中立な外国為替データを提供
してきました。弊社が公開している透明性の高い計算方法は、財務ベンチマークに
関する IOSCO の原則に完全に準拠しています。

追加のコンテンツ セット
コモディティ指数

債券指数

コンバーティブル指数

外国為替指数

ダイバーシティとインクルージョン指数

FTSE ラッセル

ESG 指数
データの
相互運用性
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価格とリファレンスデータ
リファレンスデータ

デリバティブ – オプション

指数、構成銘柄と加重値

株式

リッパー・ファンド・データ

上場投資信託 (ETF)

FX とマネー マーケット

債券

暗号化通貨 (デジタル資産)

主要インサイト

債券 - トレードウェブ

過去のティック データ

– 700万銘柄を超えるグローバル カバレッジ、100か国以上の200か
所以上の取引所の20年間の価格の過去データ

サステナブル
ファイナンス

弊社の価格データ サービスでは、包括的な独自データ、
分析、ニュースを提供して、より利益率の高い取引機会
の発見を支援します。弊社のリアルタイム・マーケッ
ト・カバレッジは、すべてのアセットクラスをカバーし、
最も広範なクロスアセットでマーケットデータと価格
データを提供します。

債券 ‐ Yield Book

– 1,200 名を超える寄稿者からの OTC 価格。600万以上の金融商品
をカバー

リフィニティブ評価価格サービス

– 毎日2.5テラバイトのリアルタイム価格データ。1996年以降の過
去データ

リファレンスデータ – MiFID II

– 900個以上のアクティブな経済指標。G7 に関しては1950年代以
降の過去データ

ニュース

リスクと
規制

特徴とお客様のメリット

デリバティブ - 先物

– 80以上の市場の345,000以上のアクティブなシェア クラスを含む
グローバルなファンド データベース
– 8000万種の銘柄と投資商品をカバーするリファレンスデータ

データの
相互運用性
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デリバティブ - 先物

債券

46か国112か所の規制デリバティブ取引所のグ
ローバルな先物データ。1973年以降の過去デー
タをさまざまな時系列で提供。

150か所以上の取引所および800名のコントリビュー
タによる債券価格。すべてのアセットタイプの510
万件の最新銘柄証券をカバー。すべてのディーラー
間ブローカー、MarketAxess およびトレードウェブ
のデータを提供。

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

100か所以上の規制取引所の上場投資オプション
データ。ストックと指数、コモディティとエネ
ルギー、外国為替と債券など、複数のアセット
クラスの取引商品をカバー。

トレードウェブのディーラーと顧客間のオンライン
市場は、流動性の最も深いプールの1つ。50社以上
のグローバル・プライマリ・ディーラーと2,200社以
上のバイサイド機関が参加。

株式

債券 – Yield Book

取引時間前、フル・オーダーブック・コンテン
ツの市場全体をカバーする広範なリアルタイム
取引データ。価格を発見するための高い透明性、
リアルタイムの取引後データによる完全なレベ
ルのサービス品質を提供。

Yield Book は最も複雑な債券商品を扱うことが
でき、グローバル市場における詳細なリスク分
析、規制当局のストレステスト、複雑なポート
フォリオ分析のための信頼できる情報源です。

上場投資信託 (ETF)
ニュース

リフィニティブ上場投資ファンド データでは、
350か所以上の上場投資市場と OTC 市場のリア
ルタイムと時系列のリファレンスデータを提供。

リフィニティブは、金融とコモディティ先物限月を取引する世界中の取引所をカ
バーする先物データを提供します。46か国の112か所の規制デリバティブ取引所をカ
バーします。
ワークフロー要件に従って、さまざまな更新頻度で弊社の先物データにアクセスで
きます。完全なティックとデータ項目を持ったマーケットデータのリアルタイム統
合グローバル フィードに加えて、遅延データと終値も提供します。先物のティック
過去データも提供可能です。

まとめと統計情報
–

弊社のデータは、個々の先物情報の完全な時系列データをカバーするだけでなく、
各限月の上場初日以降の継続的時系列データの形で先物限月の長期過去データを
中断することなく提供

–

最終取引日、通貨コード、ロット サイズ、ティック値など、50種類以上の先物
ファクトを含む包括的な参照コンテンツ

–

アセットタイプごとに計算および細分化されたリアルタイム分析の一貫性を持っ
た時系列データ、出来高、建玉の集計など、終値の派生コンテンツ

–

先物と OTC の両方をカバーするフェア・バリュー・カーブを提供

–

1973年以降の米国先物限月を提供。厳しい基準を40年以上満たしてきた高品質の
コンテンツ

–

主要なサード パーティ: ICE、CME グループ、Euronext、台湾先物取引所、トロ
ント証券取引所

リフィニティブ評価価格サービス
ソブリン債、社債、地方債、仕組み商品、OTC デリ
バティブ、ローンなど、270万件の債券をカバーす
る、中立でグローバルな評価価格ソース。

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、UI、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

配信形態: API、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel、FTP

追加のコンテンツ セット
リファレンスデータ – MiFID II
リファレンスデータ
指数、構成銘柄と加重値

FX とマネー マーケット

リッパー・ファンド・データ

過去のティック データ

暗号化通貨 (デジタル資産)

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中
公開頻度: 15分、20分、コンフレーション、日次、終値、イベントベース、インターデイ、イン
トラデイ、月次、オンデマンド、リアルタイム
主要製品/製品スイート
Refinitiv Real-Time、Refinitiv Quantitative Analytics、Refinitiv DataScope、Refinitiv
Datastream

データの
相互運用性

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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債券

46か国112か所の規制デリバティブ取引所のグ
ローバルな先物データ。1973年以降の過去デー
タをさまざまな時系列で提供。

150か所以上の取引所および800名のコントリビュー
タによる債券価格。すべてのアセットタイプの510
万件の最新銘柄証券をカバー。すべてのディーラー
間ブローカー、MarketAxess およびトレードウェブ
のデータを提供。

リフィニティブは、複数アセットで金融商品をカバーする、100か所以上の規制取引
所の上場取引オプション データを提供しています。弊社のリアルタイム統合グロー
バル・データ・フィードでは、ティックを含むマーケットデータを詳細に提供しま
す。主要な時系列データを含む、日中と終値の価格情報も提供できます。

まとめと統計情報
経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

100か所以上の規制取引所の上場投資オプション
データ。ストックと指数、コモディティとエネ
ルギー、外国為替と債券など、複数のアセット
クラスの取引商品をカバー。

トレードウェブのディーラーと顧客間のオンライン
市場は、流動性の最も深いプールの1つ。50社以上
のグローバル・プライマリ・ディーラーと2,200社以
上のバイサイド機関が参加。

株式

債券 – Yield Book

取引時間前、フル・オーダーブック・コンテン
ツの市場全体をカバーする広範なリアルタイム
取引データ。価格を発見するための高い透明性、
リアルタイムの取引後データによる完全なレベ
ルのサービス品質を提供。

Yield Book は最も複雑な債券商品を扱うことができ、
グローバル市場における詳細なリスク分析、規制当
局のストレステスト、複雑なポートフォリオ分析の
ための信頼できる情報源です。

上場投資信託 (ETF)
リフィニティブ上場投資ファンド データでは、
350か所以上の上場投資市場と OTC 市場のリア
ルタイムと時系列のリファレンスデータを提供。

–

700万以上のアクティブ オプションと3,000万以上の権利行使日を過ぎたオプ
ションのデータを取引所ごとに情報提供可能。

–

原資産ごとに分割したオプション カバレッジ。株式と指数 (310万)、コモディ
ティとエネルギー (300万)、FX (50万)、債券 (40万)

–

権利行使日、通貨コード、ロット サイズ、権利行使価格など、50種類以上のオ
プション ファクトを含む包括的な参照コンテンツ

– インプライド ボラティリティ、グリークス、デルタおよびマネー サーフェスな
どのオプション分析をリアルタイム、リクエスト・レスポンスベース、終値時系
列データで提供可能
–

グリークスはすべての市場でリアルタイムに提供可能。香港、日本、インドにつ
いては、時系列でも提供可能

リフィニティブ評価価格サービス

–

厳格な基準を20年以上守り続けた実績を誇る上質なコンテンツ

ソブリン債、社債、地方債、仕組み商品、OTC デリ
バティブ、ローンなど、270万件の債券をカバーす
る、中立でグローバルな評価価格ソース。

–

日中と終値の時系列データは、クォート、Excel アドイン、時系列機能として提
供可能

–

主要なサード パーティ: CME グループ、Euronext、ICE、Options Price
Reporting Authority (OPRA)、トロント証券取引所

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、XML
リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel、FTP

追加のコンテンツ セット
リファレンスデータ – MiFID II

FX とマネー マーケット

リファレンスデータ
指数、構成銘柄、重み付け

暗号化通貨 (デジタル資産)

リッパー・ファンド・データ

過去のティック データ

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中
公開頻度: 15分、20分、コンフレーション、日次、終値、イベントベース、インターデイ、イント
ラデイ、オンデマンド、リアルタイム
主要製品/製品スイート
Refinitiv Real-Time、Refinitiv Quantitative Analytics、Refinitiv DataScope、Refinitiv
Datastream
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
67

ホーム

価格とリファレンスデータ

株式

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

デリバティブ - 先物

債券

46か国112か所の規制デリバティブ取引所のグ
ローバルな先物データ。1973年以降の過去
データをさまざまな時系列で提供。

150か所以上の取引所および800名のコントリ
ビュータによる債券価格。すべてのアセットタイ
プの510万件の最新銘柄証券をカバー。すべての
ディーラー間ブローカー、MarketAxess およびト
レードウェブのデータを提供。

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

100か所以上の規制取引所の上場投資オプショ
ン データ。ストックと指数、コモディティと
エネルギー、外国為替と債券など、複数のア
セットクラスの取引商品をカバー。

トレードウェブのディーラーと顧客間のオンライ
ン市場は、流動性の最も深いプールの1つ。50社
以上のグローバル・プライマリ・ディーラーと
2,200社以上のバイサイド機関が参加。

株式

債券 – Yield Book

取引時間前、フル・オーダーブック・コンテ
ンツの市場全体をカバーする広範なリアルタ
イム取引データ。価格を発見するための高い
透明性、リアルタイムの取引後データによる
完全なレベルのサービス品質を提供。

Yield Book は最も複雑な債券商品を扱うこと
ができ、グローバル市場における詳細なリス
ク分析、規制当局のストレステスト、複雑な
ポートフォリオ分析のための信頼できる情報
源です。

上場投資信託 (ETF)
ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

リフィニティブ上場投資ファンド データでは、
350か所以上の上場投資市場と OTC 市場のリ
アルタイムと時系列のリファレンスデータを
提供。

リフィニティブ評価価格サービス
ソブリン債、社債、地方債、仕組み商品、OTC デ
リバティブ、ローンなど、270万件の債券をカ
バーする、中立でグローバルな評価価格ソース。

追加のコンテンツ セット

リフィニティブは、リアルタイムと過去データ両方の株式関連コンテンツの世界最
大のソースの1つです。このことは、弊社の金融市場の提案およびエンドクライアン
トのワークフローに非常に重要です。
–

広範な株式コンテンツの概要は、すべての主要取引所および世界中のほとんどの
小規模取引所との商用および技術インフラストラクチャを通した関係をもとに作
成されています

–

取引所との長年の関係を利用して、上場株式に対する深い市場インサイトを提供
します

まとめと統計情報
–

700万銘柄を超えるグローバル カバレッジ、100か国以上の200か所以上の取引所
の20年間の価格履歴データ

– 取引後サービスのレベル1と取引前サービスのレベル2に対するリアルタイムの市
場カバレッジ。オーダー・ブック・コンテンツも提供
–

正確な終値、グローバルな発行条件、コーポレート アクション、相互参照市場識
別子の日次アップデート:の提供

–

すべての株式コンテンツの広範な履歴データを保有。ティック データ、日次要約
データ チャートと分析を提供

–

リフィニティブの自社編集チームとサードパーティ・ニュース・ソースによる広
範な株式ニュース カバレッジ

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、UI、XML
配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel、FTP RSS フィード
リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

リファレンスデータ – MiFID II

FX とマネー マーケット

リファレンスデータ
指数、構成銘柄、重み付け

暗号化通貨 (デジタル資産)

リッパー・ファンド・データ

過去のティック データ

公開頻度: 15分、20分、コンフレーション、日次、終値、イベントベース、毎時、インターデイ、
イントラデイ、オンデマンド、リアルタイム
主要製品/製品スイート
Refinitiv Real-Time、Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv DataScope、Refinitiv
Datastream
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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上場投資信託 (ETF)

コモディティ

企業データ

リフィニティブは、350か所以上の取引所と OTC の市場のグローバルなリアルタイ
ムおよび時系列の最大級のリファレンスデータを提供します。タイムリーで正確な
価格とパフォーマンス データには、NAV、買い気配、売り気配、純資産総額、配当、
手数料、経費が含まれます。リフィニティブは、1990年代の初頭から，ETF 分野で
このコンテンツと機能を作成してきました。さらに、リフィニティブ リッパーは、
ファンド運用会社およびその関連会社から直接入手したデータを利用しています。

デリバティブ - 先物

債券

46か国112か所の規制デリバティブ取引所のグ
ローバルな先物データ。1973年以降の過去デー
タをさまざまな時系列で提供。

150か所以上の取引所および800名のコントリビュー
タによる債券価格。すべてのアセットタイプの510
万件の最新銘柄証券をカバー。すべてのディーラー
間ブローカー、MarketAxess およびトレードウェブ
のデータを提供。

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

まとめ

100か所以上の規制取引所の上場投資オプション
データ。ストックと指数、コモディティとエネ
ルギー、外国為替と債券など、複数のアセット
クラスの取引商品をカバー。

トレードウェブのディーラーと顧客間のオンライン
市場は、流動性の最も深いプールの1つ。50社以上
のグローバル・プライマリ・ディーラーと2,200社以
上のバイサイド機関が参加。

–

世界中の上場投資プラットフォームのすべての ETF クォートのリアルタイム価
格と時系列データを提供

–

ファンド価格とパフォーマンス・データ・ワークフローおよび ETF のコスト構
造に対する幅広いインサイト

株式

債券 – Yield Book

–

他社の追随を許さない、ファンドの保有情報と関連コンポジションの過去データ
の深さ。月末形式でも、取引可能日次バスケット形式でも提供可能

取引時間前、フル・オーダーブック・コンテン
ツの市場全体をカバーする広範なリアルタイム
取引データ。価格を発見するための高い透明性、
リアルタイムの取引後データによる完全なレベ
ルのサービス品質を提供。

Yield Book は最も複雑な債券商品を扱うことが
でき、グローバル市場における詳細なリスク分
析、規制当局のストレステスト、複雑なポート
フォリオ分析のための信頼できる情報源です。

–

NAV、買い気配、売り気配、純資産総額、配当/分配など、価格とパフォーマンス
データに対する深いグローバル インサイト

–

ベンチマーク、対象地域、所在地、リッパー グローバル分類などの正確なプロ
ファイル情報

–

38か所の市場が保有する ETF 全体のポートフォリオに対する完全な透明性

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

上場投資信託 (ETF)
リフィニティブ上場投資ファンド データでは、
350か所以上の上場投資市場と OTC 市場のリア
ルタイムと時系列のリファレンスデータを提供。

リフィニティブ評価価格サービス
ソブリン債、社債、地方債、仕組み商品、OTC デリ
バティブ、ローンなど、270万件の債券をカバーす
る、中立でグローバルな評価価格ソース。

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、UI、XML
配信形態: API、クラウド、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel、FTP、ウェブサイト

追加のコンテンツ セット

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

リファレンスデータ – MiFID II

FX とマネー マーケット

リファレンスデータ
指数、構成銘柄、重み付け

暗号化通貨 (デジタル資産)

リッパー・ファンド・データ

過去のティック データ

公開頻度: 15分、20分、隔月、隔週、コンフレーション、日次、終値、イベントベース、インター
デイ、イントラデイ、オンデマンド、リアルタイム、変動
主要製品/製品スイート
Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv DataScope、Refinitiv Lipper
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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債券

コモディティ

企業データ

デリバティブ - 先物

債券

46か国112か所の規制デリバティブ取引所のグ
ローバルな先物データ。1973年以降の過去デー
タをさまざまな時系列で提供。

150か所以上の取引所および800名のコントリビュー
タによる債券価格。すべてのアセットタイプの510
万件の最新銘柄証券をカバー。すべてのディーラー
間ブローカー、MarketAxess およびトレードウェブ
のデータを提供。

リフィニティブの債券コンテンツは、価格、指数、カーブ、リーグ テーブル、ドキュ
メントと発行条件情報など、最大級の債券情報をグローバルにカバーしています。
–

アッセットクラスには、国債、社債、コンバーティブル、MTN、証券化商品、モー
ゲージ、ローン、CD、CP、地方債の情報が含まれます

–

データには、銘柄とエンティティのリファレンスデータ、発行条件、債券スケ
ジュール、ファクター履歴、コーポレート アクション、格付け、ファンドの割当と
所有権の情報が含まれます

–

リフィニティブ評価価格サービスでは、エキスパートが270万銘柄の適正市場価格
を毎日計算します

–

トレードウェブ (リフィニティブ独占)、MarketAxess、YieldBroker、TRACE, ICAP、
タレット、MiFID APA、トレーディング ベニュー

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

100か所以上の規制取引所の上場投資オプション
データ。ストックと指数、コモディティとエネ
ルギー、外国為替と債券など、複数のアセット
クラスの取引商品をカバー。

トレードウェブのディーラーと顧客間のオンライン
市場は、流動性の最も深いプールの1つ。50社以上
のグローバル・プライマリ・ディーラーと2,200社以
上のバイサイド機関が参加。

株式

債券 – Yield Book

まとめと統計情報

取引時間前、フル・オーダーブック・コンテン
ツの市場全体をカバーする広範なリアルタイム
取引データ。価格を発見するための高い透明性、
リアルタイムの取引後データによる完全なレベ
ルのサービス品質を提供。

Yield Book は最も複雑な債券商品を扱うことが
でき、グローバル市場における詳細なリスク分
析、規制当局のストレステスト、複雑なポート
フォリオ分析のための信頼できる情報源です。

–

800名以上のコントリビュータと150か所以上の取引所の価格データ

–

350,000種以上の金融商品をカバー

–

世界中の4,000以上の CDS カーブの終値データ

–

175以上の独自分析により、期間、コンベクシティ、OAS 分析、利回り計算など、
各債券銘柄の日次ビューを提供

上場投資信託 (ETF)
ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

リフィニティブ上場投資ファンド データでは、
350か所以上の上場投資市場と OTC 市場のリア
ルタイムと時系列のリファレンスデータを提供
。

リフィニティブ評価価格サービス
ソブリン債、社債、地方債、仕組み商品、OTC デリ
バティブ、ローンなど、270万件の債券をカバーす
る、中立でグローバルな評価価格ソース。

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、UI、XML
配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、Excel、FTP、ウェブサ
イト

追加のコンテンツ セット
リファレンスデータ – MiFID II

FX とマネー マーケット

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

リファレンスデータ
指数、構成銘柄、重み付け

暗号化通貨 (デジタル資産)

公開頻度: 15分、20分、コンフレーション、日次、終値、イベントベース、インターデイ、イン
トラデイ、オンデマンド、リアルタイム、変動

リッパー・ファンド・データ

過去のティック データ

主要製品/製品スイート
Refinitiv Real-Time、Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv DataScope、Refinitiv
Datastream

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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債券 - トレードウェブ

コモディティ

企業データ

デリバティブ - 先物

債券

46か国112か所の規制デリバティブ取引所のグ
ローバルな先物データ。1973年以降の過去デー
タをさまざまな時系列で提供。

150か所以上の取引所および800名のコントリビュー
タによる債券価格。すべてのアセットタイプの510
万件の最新銘柄証券をカバー。すべてのディーラー
間ブローカー、MarketAxess およびトレードウェブ
のデータを提供。

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

100か所以上の規制取引所の上場投資オプション
データ。ストックと指数、コモディティとエネ
ルギー、外国為替と債券など、複数のアセット
クラスの取引商品をカバー。

トレードウェブのディーラーと顧客間のオンライン
市場は、流動性の最も深いプールの1つ。50社以上
のグローバル・プライマリ・ディーラーと2,200社以
上のバイサイド機関が参加。

株式

債券 – Yield Book

取引時間前、フル・オーダーブック・コンテン
ツの市場全体をカバーする広範なリアルタイム
取引データ。価格を発見するための高い透明性、
リアルタイムの取引後データによる完全なレベ
ルのサービス品質を提供。

Yield Book は最も複雑な債券商品を扱うことが
でき、グローバル市場における詳細なリスク分
析、規制当局のストレステスト、複雑なポート
フォリオ分析のための信頼できる情報源です。

上場投資信託 (ETF)
リフィニティブ上場投資ファンド データでは、
350か所以上の上場投資市場と OTC 市場のリア
ルタイムと時系列のリファレンスデータを提供。

リフィニティブ評価価格サービス
ソブリン債、社債、地方債、仕組み商品、OTC デリ
バティブ、ローンなど、270万件の債券をカバーす
る、中立でグローバルな評価価格ソース。

リフィニティブが独占的に提供するトレードウェブのディーラーと顧客間のオンラ
イン市場は、流動性の最も深いプールの1つで、50社以上のグローバル・プライマ
リ・ディーラーと2,200社以上の大手バイサイド機関が参加しています。

まとめ
–

トレードウェブは、20種以上のアセットクラスをサポート。執行、処理、取引後
分析、マーケットデータを電子的に提供

–

トレードウェブは OTC 価格データのベンチマーク価格と見なされ、完全に中立
した価格情報ソース

–

世界で最も効率的な金融市場を形成および運用。債券、デリバティブ、ETF の透
明性と効率性を参加者に提供

–

トレードウェブの信頼あるマーケットデータは世界中の主要金融出版物に参照さ
れる。

–

取引ライフサイクル全体の効率を高める最新技術を重視。トレードウェブは、債
券のストレートスルー プロセシング（STP)のパイオニア

–

弊社のリアルタイム フィードから価格データを入手することにより、ユーザーの
手作業による運用リスクを軽減

–

マーケット メイクをする銀行、バイサイド取引機関、リスクとポートフォリオの
管理部門、コンプライアンス担当がトレードウェブのコンテンツを利用

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、UI、XML
配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、Excel、FTP、ウェブサ
イト

追加のコンテンツ セット

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

リファレンスデータ – MiFID II

FX とマネー マーケット

リファレンスデータ
指数、構成銘柄、重み付け

暗号化通貨 (デジタル資産)

公開頻度: 15分、20分、コンフレーション、日次、終値、イベントベース、インターデイ、イン
トラデイ、
オンデマンド、リアルタイム、変動

リッパー・ファンド・データ

過去のティック データ

主要製品/製品スイート
Refinitiv Real-Time、Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv DataScope、Refinitiv
Datastream
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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デリバティブ - 先物

債券

企業データ

46か国112か所の規制デリバティブ取引所のグ
ローバルな先物データ。1973年以降の過去デー
タをさまざまな時系列で提供。

150か所以上の取引所および800名のコントリビュー
タによる債券価格。すべてのアセットタイプの510
万件の最新銘柄証券をカバー。すべてのディーラー
間ブローカー、MarketAxess およびトレードウェブ
のデータを提供。

経済データ

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

100か所以上の規制取引所の上場投資オプション
データ。ストックと指数、コモディティとエネ
ルギー、外国為替と債券など、複数のアセット
クラスの取引商品をカバー。

トレードウェブのディーラーと顧客間のオンライン
市場は、流動性の最も深いプールの1つ。50社以上
のグローバル・プライマリ・ディーラーと2,200社以
上のバイサイド機関が参加。

株式
取引時間前、フル・オーダーブック・コンテン
ツの市場全体をカバーする広範なリアルタイム
取引データ。価格を発見するための高い透明性、
リアルタイムの取引後データによる完全なレベ
ルのサービス品質を提供。

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

上場投資信託 (ETF)
リフィニティブ上場投資ファンド データでは、
350か所以上の上場投資市場と OTC 市場のリア
ルタイムと時系列のリファレンスデータを提供。

リフィニティブ評価価格サービスは、270万件以上の債券、デリバティブ、銀行ロー
ンをカバーする、中立かつグローバルな評価価格ソースです。
投資とポートフォリオの多様化がますます複雑になり、市場ボラティリティの増大
と規制強化が進むなか、評価価格は、企業が保有すべき重要なビジネス要件になっ
ています。

まとめとアセットクラスのカバレッジ
–

フルスケール価格情報サービス: 許容度分岐点、価格変更なし、ブローカー
クォートの整合性とデータの完全性を監視する、厳密な検証手順を包含する評価
プロセス

債券 – Yield Book

–

迅速な配信: 日中と終値、リアルタイム・ティック・データなど、1 日に複数回、
評価結果を配信

Yield Book は最も複雑な債券商品を扱うことが
でき、グローバル市場における詳細なリスク分
析、規制当局のストレステスト、複雑なポート
フォリオ分析のための信頼できる情報源です

– 規制コンプライアンス: 価格レシピ、対応する市場カラー、他の関連データなど、
すべての評価に対する透明性を確保許容度しきい値を超える問題に対しては、解
説を提供可能
–

透明性: 経験豊富なプロの評価者が、規制と会計基準を反映した、一貫性と透明
性を確保した価格評価方法を適用

リフィニティブ評価価格サービス
ソブリン債、社債、地方債、仕組み商品、OTC デリ
バティブ、ローンなど、270万件の債券をカバーす
る、中立でグローバルな評価価格ソース。

ソブリン債と
社債
アセット ク
ラス

•
•
•
•

投資適格
高利回り
転換社債型
マネー
マーケット

地方債
•
•
•
•

投資適格
高利回り
課税
マネー
マーケット

•
•
•
•

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

証券数

追加のコンテンツ セット
リファレンスデータ – MiFID II

FX とマネー マーケット

リファレンスデータ
指数、構成銘柄、重み付け

暗号化通貨 (デジタル資産)

リッパー・ファンド・データ

過去のティック データ

275,000

OTC
デリバティブ

仕組み商品

998,000

MBS プール
政府機関
CMO
ABS/RMBS
/CMBS
CLO/CDO

•
•
•

1,300,000

金利
•
クレジット
•
その他:
•
コモディティ、
エクイティ、
FX
19,500

貸付金
機関
非機関
再編済
エクイティ

4,600

データ形式: CSV、JSON、PDF、Python、テキスト、UI、XML
公開頻度: オンデマンド
主要製品/製品スイート
Refinitiv DataScope、Refinitiv On Demand

データの
相互運用性
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リファレンスデータ – MiFID II

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

リファレンス データ – MiFID II

リッパー・ファンド・データ

MiFID II リスク、流動性、出来高、追加の
価格および参照コンテンツと指標をまとめ
て提供。MiFID II 取引レポートが必要な商
品の識別を支援。

独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か
国以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。
70個以上のパフォーマンス メジャーとリスク
メジャーの分析に加えて、独自のファンド評価
と分類を提供。

サステナブル
ファイナンス

弊社は、このような情報の正規化に深い専門知識があり、独自の識別子(ID)とオープ
ン・メッセージ・モデルを使用して、複数のデータ ソースを管理および統合してい
ます。

リファレンスデータ
弊社のリファレンスデータは8,000万件の証券と
投資商品を正確にカバー。債権スケジュールの
日中更新、モーゲージ証券のファクター履歴、
トランシェ、ファンド割当、所有権、格付け、
発行条件データなどを提供

FX とマネー マーケット

まとめ

通貨、通貨デリバティブ商品、短期マネーマーケッ
ト商品、金利デリバティブに関する、すべての証券
リファレンスデータ、リアルタイム価格、過去の価
格と指数データを包括的にカバー

–

指数、構成銘柄と加重値

暗号化通貨 (デジタル資産)

すべての先進国と新興国の取引所の株式のコン
テンツを、ベンチマークからセクター分析、カ
スタム・バスケット・レベルまでサポート。
MSCI、FTSE、S&P/ダウ ジョーンズとすべての
主要指数プロバイダーの広範なホールセール
サードパーティ製品スイートも提供。

30か所の個別取引所、および400以上のデジタル ペ
アの価格アグリゲーターをカバー

– 取引前と取引後の透明性 – 弊社のリアルタイム ネットワークにより、MiFID II の
結果として、欧州に導入された多数の取引レポート APA をサポート。エクイ
ティ以外に重点を置いた APA や取引所ベースの APA もサポート

ニュース

リスクと
規制

リフィニティブは、MTF、OTF および規制市場の財務データの集計でトップの実績
があり、証券リファレンスデータの世界最大のプロバイダーです。お客様の分析と
レポート作成をサポートする、MiFID II リスク、流動性、出来高、追加の価格および
参考コンテンツの集計情報を提供します。

過去のティック データ
すべての資産分類の1996年以降のグローバルな
ティック データを提供。500か所以上の取引所と
サードパーティ寄稿者のデータにより OTC と上場
取引銘柄をカバー。大部分では引け後2時間の情報
も提供

追加のコンテンツ セット
デリバティブ - 先物
デリバティブ – オプション
株式
上場投資信託 (ETF)

リファレンスデータ – MiFID II の取引レポートの基礎となるのは、コンプライア
ンスを遵守したリファレンスデータ。リフィニティブは、MiFID II へのコンプラ
イアンスのために200以上のフィールドを追加。さらに、ブレグジット前のリ
ファレンスデータ フィールドの追加などに継続的に対応

–

SI 判定 – 弊社のソリューションにより、MiFID II システマティック インターナ
ライザ― (SI) しきい値（threshold)に違反したかどうかを組織が判定可能

–

取引ベニュー（場） – トレードウェブ、ブルームバーグ、TP ICAP および BGC
パートナーズの MTF と OTF を弊社のリアルタイム ネットワークで提供。これ
らのベニューでは、即時タイムスタンプ、ESMA 取引後規制フラグ、FIX MMT
取引フラグ レジームをサポート

–

最良執行 – マーケットデータと顧客所有データを一体化にすることにより、
MiFID II 準拠の最良執行のモニタリングとレポートを提供可能

–

取引レポートと記録保持 – 投資会社はすべての MiFID II 銘柄の取引を、翌営業日
のクローズまでに規制当局または認定報告機関 (ARM) に報告が必要。弊社は、
MiFID II 取引を報告する必要がある銘柄を識別するための、証券リファレンス
データと指標へのアクセスを提供

債券
債券 - トレードウェブ
債券 – Yield Book

データ形式: XML

リフィニティブ評価価格サービス

公開頻度: 15分、オンデマンド

配信形態: API、FTP、SFTP

主要製品/製品スイート:

Refinitiv DataScope

データの
相互運用性
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リファレンスデータ

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

リファレンス データ – MiFID II

リッパー・ファンド・データ

MiFID II リスク、流動性、出来高、追加の
価格および参照コンテンツと指標をまとめ
て提供。MiFID II 取引レポートが必要な商
品の識別を支援。

独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か
国以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。
70個以上のパフォーマンス メジャーとリスク
メジャーの分析に加えて、独自のファンド評価
と分類を提供。

リファレンスデータ
弊社のリファレンスデータは8,000万件の証券と
投資商品を正確にカバー。債権スケジュールの
日中更新、モーゲージ証券のファクター履歴、
トランシェ、ファンド割当、所有権、格付け、
発行条件データなどを提供

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

Request-responseベースの配信と一括配信(bulk delivery)の両方で、銘柄リファ
レンスデータ、シンボル・クロス・リファレンス、エンティティリファレンス
データ、発行条件、債権スケジュール、ファクター履歴、コーポレート アクショ
ン、格付け、ファンドの割当と所有権など、さまざまなリファレンスデータ コン
テンツにアクセスできます

–

ISIN、CUSIP、SEDOL、RIC および PermID など、銘柄を識別するさまざまな
コード システムを利用できます

–

ANNA DSB、ESMA および取引ベニューからのデータに対する規制要件を満たし、
MiFID II 規制の義務を果たすために必要なリファレンスデータをすべて網羅して
います

FX とマネー マーケット
通貨、通貨デリバティブ商品、短期マネーマーケッ
ト商品、金利デリバティブに関する、すべての証券
リファレンスデータ、リアルタイム価格、過去の価
格と指数データを包括的にカバー

指数、構成銘柄と加重値

暗号化通貨 (デジタル資産)

すべての先進国と新興国の取引所の株式のコン
テンツを、ベンチマークからセクター分析、カ
スタム・バスケット・レベルまでサポート。
MSCI、FTSE、S&P/ダウ ジョーンズとすべての
主要指数プロバイダーの広範なホールセール
サードパーティ製品スイートも提供。

30か所の個別取引所、および400以上のデジタル ペ
アの価格アグリゲーターをカバー

ニュース

–

まとめと統計情報
–

弊社の業界分類データと独自分類データは8,000万件の証券と投資商品を包括的
かつ正確にカバー

–

分類、識別子、リンク先データも提供

過去のティック データ
すべての資産分類の1996年以降のグローバルな
ティック データを提供。500か所以上の取引所と
サードパーティ寄稿者のデータにより OTC と上場
取引銘柄をカバー。大部分では引け後2時間の情報
も提供

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、UI、XML
配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel、FTP、ウェブサイト
リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

追加のコンテンツ セット
デリバティブ - 先物
デリバティブ – オプション
株式

債券
債券 - トレードウェブ
債券 – Yield Book
リフィニティブ評価価格サービス

上場投資信託 (ETF)

公開頻度: 年次、コンフレーション、日次、終値、イベントベース、イントラデイ、月次、オンデ
マンド、
四半期、リアルタイム、変動、週次
主要製品/製品スイート
Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Lipper、Refinitiv DataScope
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon、Thomson One、Refinitiv Lipper for Investment
Management

データの
相互運用性

74

ホーム

価格とリファレンスデータ

指数、構成銘柄と加重値 (ICW)

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

リファレンス データ – MiFID II

リッパー・ファンド・データ

MiFID II リスク、流動性、出来高、追加の
価格および参照コンテンツと指標をまとめ
て提供。MiFID II 取引レポートが必要な商
品の識別を支援。

独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か
国以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。
70個以上のパフォーマンス メジャーとリスク
メジャーの分析に加えて、独自のファンド評価
と分類を提供。

サステナブル
ファイナンス

弊社は、すべての先進国と新興国の取引所の株式のコンテンツを、ベンチマークから
セクター分析、カスタム・バスケット・レベルまでサポートしており、MSCI、FTSE、
S&P/DJ など、すべての主要指数ベンダーの広範なホールセール サードパーティ製品
スイートも提供しています。

リファレンスデータ
弊社のリファレンスデータは8,000万件の証券と
投資商品を正確にカバー。債権スケジュールの
日中更新、モーゲージ証券のファクター履歴、
トランシェ、ファンド割当、所有権、格付け、
発行条件データなどを提供

FX とマネー マーケット

まとめ

通貨、通貨デリバティブ商品、短期マネーマーケッ
ト商品、金利デリバティブに関する、すべての証券
リファレンスデータ、リアルタイム価格、過去の価
格と指数データを包括的にカバー

–

取引所からベンダー商品まで、すべての主要指数のリアルタイム コンテンツを提供。
デスクトップおよびマーケットフィード形式で提供

–

1950年以降の約50万件の指数エンティティの時系列 (終値) コンテンツを提供して
いるので、パフォーマンス アクティビティのベンチマーク、バリュエーション、
チャート化が可能

–

指数のベンチマーク、セクター、サードパーティ商品に対して、プレマーケットと
ポストマーケットの指数の構成銘柄と加重値を提供。

–

リフィニティブの超準拠イネーブルメント システムによるメリット。取引所および
指数ベンダーの意向を理解し委任と共にクライアントの使用方法をカスタマイズ。

指数、構成銘柄と加重値

暗号化通貨 (デジタル資産)

すべての先進国と新興国の取引所の株式のコン
テンツを、ベンチマークからセクター分析、カ
スタム・バスケット・レベルまでサポート。
MSCI、FTSE、S&P/ダウ ジョーンズとすべての
主要指数プロバイダーの広範なホールセール
サードパーティ製品スイートも提供。

30か所の個別取引所、および400以上のデジタル ペ
アの価格アグリゲーターをカバー

ニュース

リスクと
規制

リフィニティブは、指数の価格、構成銘柄、過去データの世界最大のソースの1つです。
このことは、金融市場における提案およびエンドユーザーのワークフローに非常に重
要です。

過去のティック データ
すべての資産分類の1996年以降のグローバルな
ティック データを提供。500か所以上の取引所と
サードパーティ寄稿者のデータにより OTC と上場
取引銘柄をカバー。大部分では引け後2時間の情報
も提供

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、UI、XML
配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel、FTP、ウェブサイト
公開頻度: 15分、年次、日次、イベントベース、インターデイ、月次、オンデマンド、リアル
タイム、週次

追加のコンテンツ セット

主要製品/製品スイート

デリバティブ - 先物

債券

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Datastream、Refinitiv Quantitative Analytics、
Refinitiv On Demand

株式

債券 – Yield Book

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon、Thomson One

リフィニティブ評価価格サービス
データの
相互運用性

上場投資信託 (ETF)
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リッパー・ファンド・データ

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

リファレンス データ – MiFID II

リッパー・ファンド・データ

MiFID II リスク、流動性、出来高、追加の
価格および参照コンテンツと指標をまとめ
て提供。MiFID II 取引レポートが必要な商
品の識別を支援。

独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か
国以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。
70個以上のパフォーマンス メジャーとリスク
メジャーの分析に加えて、独自のファンド評価
と分類を提供。

リファレンスデータ
弊社のリファレンスデータは8,000万件の証券と
投資商品を正確にカバー。債権スケジュールの
日中更新、モーゲージ証券のファクター履歴、
トランシェ、ファンド割当、所有権、格付け、
発行条件データなどを提供

サステナブル
ファイナンス

通貨、通貨デリバティブ商品、短期マネーマーケッ
ト商品、金利デリバティブに関する、すべての証券
リファレンスデータ、リアルタイム価格、過去の価
格と指数データを包括的にカバー

指数、構成銘柄と加重値

暗号化通貨 (デジタル資産)

すべての先進国と新興国の取引所の株式のコン
テンツを、ベンチマークからセクター分析、カ
スタム・バスケット・レベルまでサポート。
MSCI、FTSE、S&P/ダウ ジョーンズとすべての
主要指数プロバイダーの広範なホールセール
サードパーティ製品スイートも提供。

30か所の個別取引所、および400以上のデジタル ペ
アの価格アグリゲーターをカバー

ニュース

リスクと
規制

FX とマネー マーケット

過去のティック データ
すべての資産分類の1996年以降のグローバルな
ティック データを提供。500か所以上の取引所と
サードパーティ寄稿者のデータにより OTC と上場
取引銘柄をカバー。大部分では引け後2時間の情報
も提供

リッパー社は、世界中の投資コミュニティに、独立ファンド コンテンツ、分析、イ
ンサイトを 45年以上提供しているリーディング プロバイダーで、ファンド パ
フォーマンスのベンチマーク、リスク管理、ファンドのデュー ディリジェンスと選
択の実施、商品戦略の策定、投資家への適切な投資対象の提案を行っています。

カバレッジとまとめ
–

世界のファンドを包括的に網羅: 80か所以上の市場の 345,000以上のアクティブ
なシェア クラスを含むグローバルなデータベース

–

ファンド分類システム: リッパー社による500種以上の独自分類により、類似の
ファンドやベンチマーク パフォーマンスを簡単に比較可能

–

リスク管理: リスクとリターン、規制リスク データ、保有資産のルックスルー ソ
リューションの70以上の相対メジャーと絶対メジャーを使用して、リスク管理と
リスク軽減能力を向上

–

リッパー リーダーズ: 弊社独自のファンド格付けシステムを利用して、トータル
リターン、収益一貫性、元本保全性、費用、米国税効率など、特定の投資目標に
対して、個々のファンド パフォーマンスを評価。このファンド格付けシステムは
単独で使用することも、他と組み合わせて投資家の好みにあわせた個人向けポー
トフォリオを作成することも可能

–

トップ パフォーマーと市場動向の特定: 広範なパフォーマンス データと分析デー
タを使用して、トップ パフォーマンスのファンド、製品および市場動向を特定可
能

–

リッパー・グローバル・ファンド・フロー: 業界をリードする売却・償還のコン
テンツと分析にアクセスして、現在と過去の市場心理に対するインサイトを獲得

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、UI、XML

追加のコンテンツ セット

配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel、FTP、ウェブサイト

デリバティブ - 先物

債券

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

株式

リフィニティブ評価価格サービス

公開頻度: 年次、コンフレーション、日次、終値、イベントベース、イントラデイ、月次、オンデ
マンド、四半期、リアルタイム、変動、週次

上場投資信託 (ETF)

リファレンスデータ – MiFID II

主要製品/製品スイート
Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Lipper、Refinitiv DataScope

データの
相互運用性

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon、Thomson One、Refinitiv Lipper for Investment
Management
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リファレンス データ – MiFID II

リッパー・ファンド・データ

MiFID II リスク、流動性、出来高、追加の
価格および参照コンテンツと指標をまとめ
て提供。MiFID II 取引レポートが必要な商
品の識別を支援。

独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か
国以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。
70個以上のパフォーマンス メジャーとリスク
メジャーの分析に加えて、独自のファンド評価
と分類を提供。

サステナブル
ファイナンス

弊社のリファレンスデータは8,000万件の証券と
投資商品を正確にカバー。債権スケジュールの
日中更新、モーゲージ証券のファクター履歴、
トランシェ、ファンド割当、所有権、格付け、
発行条件データなどを提供

EBS の取引マッチング ベニューによる最高レベルの価格発見能力および
Refinitiv Dealing と Refinitiv Matching をブローカーと OTC 価格に独占提供

–

非デリバラブル市場の複数のブローカーと銀行から収集したクラス最高の NDF
カーブ データ、分析、価格情報など、優れたフォワード コンテンツ

FX とマネー マーケット

–

拡大するフロンティア市場 (アフリカ)、東南アジア、新興国市場 (CIS/中国、
CEE および南米) など、新興国市場データの独占提供。

通貨、通貨デリバティブ商品、短期マネーマーケッ
ト商品、金利デリバティブに関する、すべての証券
リファレンスデータ、リアルタイム価格、過去の価
格と指数データを包括的にカバー

–

マーケットレートの気配値の包括的なソースとして、リフィニティブ FX ブレン
デッド・スポット・コンポジットを提供。マーケットで最大規模のスポット FX
流動性プール (1日の平均スポット出来高 1億2,000万ドル超) から作成

指数、構成銘柄と加重値

暗号化通貨 (デジタル資産)

すべての先進国と新興国の取引所の株式のコン
テンツを、ベンチマークからセクター分析、カ
スタム・バスケット・レベルまでサポート。
MSCI、FTSE、S&P/ダウ ジョーンズとすべての
主要指数プロバイダーの広範なホールセール
サードパーティ製品スイートも提供。

30か所の個別取引所、および400以上のデジタル ペ
アの価格アグリゲーターをカバー

–

リフィニティブの FX コンテンツでは、150,000銘柄のすべての重要資産タイプ
に対する2,000名以上の寄稿者の情報により、175種類の通貨のリアルタイム価格
を提供

過去のティック データ

–

35年以上にわたる日次や週次などのインターデイ価格過去データ、30日分のフ
ル・ティック・データ、3か月分の1分間隔データ

–

独占提供: FXall IQ、取引、マッチング (D2/D3)、リフィニティブ スポットおよび
フォワード マッチング銘柄、EBS データ

–

重要なサード パーティ: BGC パートナーズ、EBS、GFI、ICAP、トラディション、
タレット プレボン、WM/ロイター、CFETS、FENICS FX Option Vols

すべての資産分類の1996年以降のグローバルな
ティック データを提供。500か所以上の取引所と
サードパーティ寄稿者のデータにより OTC と上場
取引銘柄をカバー。大部分では引け後2時間の情報
も提供

まとめと統計情報

データ形式: CSV、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、UI、XML

追加のコンテンツ セット
デリバティブ - 先物

債券

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

株式

債券 – Yield Book
リフィニティブ評価価格サービス

上場投資信託 (ETF)
データの
相互運用性

–

リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

通貨、通貨デリバティブ商品の取引に関する、すべての証券リファレンスデータ、
リアルタイム価格、過去の価格と指数データを、取引所の取引と店頭取引 (OTC) の
両方で包括的にカバーします。

配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel、FTP
リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中
公開頻度: 15分、20分、コンフレーション、日次、終値、イベントベース、インターデイ、イ
ントラデイ、オンデマンド、リアルタイム
主要製品/製品スイート
Refinitiv Real-Time、Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv DataScope、Refinitiv
Datastream
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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リファレンス データ – MiFID II

リッパー・ファンド・データ

MiFID II リスク、流動性、出来高、追加の
価格および参照コンテンツと指標をまとめ
て提供。MiFID II 取引レポートが必要な商
品の識別を支援。

独立ファンド・パフォーマンス・データのグ
ローバル リーダー。40年以上にわたり、80か
国以上の345,000を超えるシェア クラスを網羅。
70個以上のパフォーマンス メジャーとリスク
メジャーの分析に加えて、独自のファンド評価
と分類を提供。

リファレンスデータ
弊社のリファレンスデータは8,000万件の証券と
投資商品を正確にカバー。債権スケジュールの
日中更新、モーゲージ証券のファクター履歴、
トランシェ、ファンド割当、所有権、格付け、
発行条件データなどを提供

サステナブル
ファイナンス

通貨、通貨デリバティブ商品、短期マネーマーケッ
ト商品、金利デリバティブに関する、すべての証券
リファレンスデータ、リアルタイム価格、過去の価
格と指数データを包括的にカバー

指数、構成銘柄と加重値

暗号化通貨 (デジタル資産)

すべての先進国と新興国の取引所の株式のコン
テンツを、ベンチマークからセクター分析、カ
スタム・バスケット・レベルまでサポート。
MSCI、FTSE、S&P/ダウ ジョーンズとすべての
主要指数プロバイダーの広範なホールセール
サードパーティ製品スイートも提供。

30か所の個別取引所、および400以上のデジタル ペ
アの価格アグリゲーターをカバー

ニュース

リスクと
規制

FX とマネー マーケット

過去のティック データ
すべての資産分類の1996年以降のグローバルな
ティック データを提供。500か所以上の取引所と
サードパーティ寄稿者のデータにより OTC と上場
取引銘柄をカバー。大部分では引け後2時間の情報
も提供

追加のコンテンツ セット
デリバティブ - 先物

債券

デリバティブ – オプション

債券 - トレードウェブ

株式

債券 – Yield Book

リフィニティブ評価価格サービス
上場投資信託 (ETF)

ティック ヒストリーは、弊社のリアルタイム コンテンツから抽出した過去のティッ
ク データのアーカイブです。弊社の7,000万件の上場中および上場廃止証券情報をオ
ンデマンド配信するプラットフォーム上に構築されています。ウェブベースのユー
ザー インターフェースに加えて、REST API も提供されているので、この製品のす
べてのコンテンツと機能にプログラムを使ってアクセスできます。
リアルタイム・ティック・ヒストリーは、Google クラウド プラットフォームでも利
用可能です。安価な総所有コストで、膨大なティック・ヒストリー・データにアク
セスして、データをすばやく分析できます。

まとめ
–

25年分の過去データ – 1996年以降の投資動向を RIC 形式で保存。企業の規制遵
守とアルゴリズムの調整に便利

–

500か所以上のグローバル ベニューとサードパーティ寄稿者 – APA や MTF を含
む、すべてのアセットクラスの OTC と取引所取引の銘柄をカバー。アルファの
発見と MiFID II 準拠を支援

–

マーケットデータの深さ – ティック ヒストリーには、レベル1とレベル2のデー
タが含まれているので、ユーザーによるアルゴリズムのバックテストと取引シグ
ナルの発見が可能

–

RICを含むパッケージで標準化されたデータセット – 特定のベニューの特定の日
付のすべての銘柄を簡単かつ完全に抽出できるベニュー・バイ・デイ・サービス
(Venue-by-day service)

–

カスタム抽出サービス – 過去データ検索機能、リファレンスデータ、発行条件コ
ンテンツ、検索対象の絞り込み機能を提供

–

柔軟なアクセス – REST API によるパブリック クラウドでのコンテンツ使用、
Google クラウド プラットフォームによるティック ヒストリーへのアクセス、
BigQuery エンジンによるクラウド データの直接クエリが可能

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、XML
配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、FTP
公開頻度: オンデマンド
主要製品/製品スイート

Refinitiv Tick History、Refinitiv DataScope

データの
相互運用性
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センチメント: MarketPsych 分析
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指数と
ベンチマーク

価格と
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特徴とお客様のメリット
ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調
査レポート、インサイト解説など、ヒトとコンピュー
ター向けに世界中のニュースをお届けします。政治、
一般問題、経済、中央銀行、企業、業種、銀行業務や
財務、コモディティ、外国為替、株式、エクイティ市
場など、財務のプロに関係があるニュースと分析を提
供します。

主要動向
リフィニティブ ニュースキャスト –
マルチメディア番組

主要インサイト

トップ ニュース

– ロイター。業界をリードする信頼性と定評があるニューと分析
– 重要なニュース イベント、専門的な財務ニュースを迅速に配信

ニュース

– 48言語による10,500以上のグローバル・ニュース・ソース
– 詳細検索、ナビゲーション、キュレーション、分析機能

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性
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ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

権威あるソース。独占提供コンテンツ。
ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ
コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析

ロイター株式バズ

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

主要動向
トップ ニュース

リフィニティブは、コモディティの専門家向けのロイター ニュースを金融業界のお
客様に独占的に提供しています。ロイターは、エネルギー、メタル、農産物市場の
専門家向けに、コモディティ関連の産業、企業、市場ファンダメンタルズ、市場動
向に関する情報を提供しています。リフィニティブのチームは、速報、インサイト、
市場解説、実物コモディティ価格を作成します。
コモディティの専門レポーターは、世界中のロイター支局と緊密に協力して、コモ
ディティ市場に関係がある政治、政策と経済の記事を提供します。各拠点のレポー
ターは、コモディティ市場に影響する関連事象に目を光らせています。リフィニ
ティブのチャートとグラフ付きの記事と市場解説をお届けします。
ロイターのコモディティ チームには、経験豊かな解説チームが含まれています。エ
ネルギー、メタル、農産物市場の見通しを示すコラムでは、解説チームがデータを
駆使した市場と産業の分析とインテリジェンス情報を提供します。

まとめ
–

石油、電力、ガス、カーボン、石炭、産業用金属と貴金属、穀物、油糧種子とソ
フト コモディティなど、すべてのコモディティ市場の速報

–

ロイター支局のクローバル ネットワークによる、コモディティ市場関連の自然災
害、政治経済に関するニュース

–

コモディティ市場全体の需給ファンダメンタルズの詳細情報

–

経験豊富なコモディティ・アナリスト・チームによる専門的解説

–

すべての主要コモディティ市場の動向と変化の理由に関する24時間態勢の詳細市
場解説

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中
主要製品/製品スイート
Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv On Demand
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性
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ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

権威あるソース。独占提供コンテンツ。
ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ
コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析

ロイター株式バズ

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

主要動向
トップ ニュース

ロイターは、外国為替、ソブリン債、エクイティ市場に関する重要ニュースをリ
フィニティブに独占的に提供しています。ロイターは、市場動向とその理由を知る
ための指標、次の展開の見通しを知るための早期アラート媒体として信頼されてい
ます。
ロイターの市場専門レポーターは専門性が高く、情報源も豊富です。これらのレ
ポーターは、世界中のロイター支局の市場インテリジェンス情報網の中心で、市場
に重要なニュースを識別し、政治や政策の問題が出現、爆発的拡大、収束へと推移
するのにあわせて注目度をシフトさせます。レポーターは、これらの支局と共同で、
政治や政策のアクションと市場の反応を結びつけます。
ロイター レポートでは、まず事実を伝え、次に、専門家による独自の市場インサイ
トを追加します。すべての主要市場セクターのすべての営業日に、金融市場のプロ
にとって重要な3つの質問、「何が起こったか」、「なぜ重要か」、「次に何に気を
つけるのか」に、ロイターは答えています。

まとめ
–

市場動向の理由に関するニュース

–

グラフ付きの分析ニュース記事

–

頻繁で定期的な市場解説

–

外国為替とエクイティ市場に関する FX バズと株式バズの解説

–

エクイティ市場のライブ・マーケット・ブログ

–

Global Market Forum と Dealing Room チャットルーム

データ形式: HTML、JSON、PDF、テキスト、ユーザー インターフェース、XML
配信形態: API、デスクトップ、FTP、ウエブ サービス
リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中
公開頻度: リアルタイム、イベントベース、変動

主要製品/製品スイート
Refinitiv Machine Readable News、Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv DataScope

データの
相互運用性

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon、Thomson One、Refinitiv Lipper for Investment
Management
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ホーム

ニュース

International Financing Review (IFR)

コモディティ

世界をリードする金融ニュース プロバイダー。
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

権威あるソース。独占提供コンテンツ。
ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ
コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析
リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

ロイター株式バズ

International Financing Review (IFR) のブリーフィング (ifrbriefings.com) は、世界中
の債券、ローン、エクイティ資本市場の権威ある情報プロバイダーである Capital
Markets Insights の簡明なレポートで、噂レベルからアフターマーケット・パフォー
マンスまでの新しい話題に特化したレポートです。
IFR のブリーフィングは、市場が閉じた後、毎晩作成されます。対象地域とアセッ
トクラスは、アジア ACM、アジア ECM、アジア ローン、中国資本市場、欧州 ECM、
欧州証券化、湾岸資本市場、インド資本市場、日本資本市場、南米資本市場および
米国 ECM です。
まとめ
•

グローバルおよびクロスカバレッジ: 南北アメリカ、EMEA およびアジアのすべ
ての主要金融ハブの専門家による、債券、ローン、仕組みファイナンス、レート、
エクイティ、経済と市場に関する公平な解説

•

マルチメディア配信: 印刷、デスクトップ、フィードなど、さまざまなチャネル
で市場インテリジェンスと分析を配信

•

市場直結: 弊社自身がこの業界の一員。IFR は、コンファレンス、セミナー、討
論会の包括的なプログラムを通年開催。特定の地域とアセットクラスのトレンド
と見通しに関して定評あるインサイトを提供

資本市場のインサイト関連製品

IFR

LPC ローン プライシング

Project Finance International

債券、資本市場、
投資銀行の
ニュースと解説。

リアルタイムと過去の
ニュース、包括的データ
と専門家の分析。

国際的なエネルギーと
インフラストラクチャの
金融市場に関するニュース。

主要動向
トップ ニュース

主要製品/製品スイート
Loan Connector FTP, IFR REST API

データの
相互運用性

Refinitiv Loan Connector, IFR Onliine (IFRe.com), PFI Online (PFIe.com), Refinitiv
workspace, Refinitiv Eikon
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世界をリードする金融ニュース プロバイダー。

MarketPsych は、金融固有の包括的な景況感データを保有し、すべての主要国家、
通貨、エクイティ セクター、個々の米国および米国以外の株式をカバーしています。

ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

データは、詳細にキュレートされた言語フレームワークを通してニュースとソー
シャル・メディア・コンテンツの膨大なコレクションから抽出されます。さまざま
な感情 (楽観、混乱、緊急感など) だけでなく、金融用語 (価格予測など) や特定のト
ピック (利率、合併など) も計測されます。

権威あるソース。独占提供コンテンツ。

MarketPsych の景況感指標をリフィニティブとお客様が使用するのは、取引戦略の
作成と強化、ボラティリティの予測、リスク管理、イベント モニタリング、マクロ
経済のナウキャスト、決算発表会の助言など、多くの理由があります。

ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ
コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析

ロイター株式バズ

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

主要動向
トップ ニュース

まとめ
•

30,000社以上の企業、100以上の株式指数、44種のコモディティ、45種の通貨、
200か国以上のマクロ経済、60か国の債券銘柄、150種以上の暗号通貨をカバー

•

2,000社のトップ・グローバル・ビジネス報道機関、800件のグローバル金融ソー
シャ・メディア・サイト、何千万人もの記者のテキスト分析に基づくフィード
ニュースとソーシャル メディア両方に対する1998年以降の過去データ (暗号通貨
は2009年以降)

•

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析: ニュースやソーシャル メディアから抽
出したリアルタイムの ESG データ。30,000社以上の企業と252の国や地域の重
要な ESG テーマをキャッチ。1998年1月以降の特定時点の企業カバレッジ。機
械学習 (ML) の自然言語処理 (NLP) システムを利用して、複雑な ESG の概念を
抽出。

•

リフィニティブ MarketPsych メディア・センチメント・モデル: このメディア
ベースの株式ランキング システムで、世界中の各株式に対して、1～100 の日次
スコア (パーセンタイル ランキング) でランク付け。MMS スコアは、翌月の株価
リターンの気配値を示すもので、解釈と使用が容易

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中
主要製品/製品スイート
Refinitiv Machine Readable News、Refinitiv DataScope、Refinitiv Quantitative Analytics
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
拡張
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ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

権威あるソース。独占提供コンテンツ。
ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

リフィニティブ ニュースキャストは、ロイター編集部による優れた金融ビデオ ンテ
ンツを提供します。弊社のコンテンツは、オンライン利用者向けで、多くのビデオ
は3～8分の長さです。毎日約20本のビデオを提供します。追加コンテンツ セットの
オンボードや配信も簡単に行えます。

カバレッジ
–

日次市場アップデート

–

経済と政治の速報

–

CEO、ファンド マネージャー、市場専門家のインタビュー

–

分析と取引アイデア

–

ロイター ニュースメーカー

– 特別なライブ イベント
Asia Insights

アジア 4:30 AM | 4分

Reuters Today

U.S. Morning Call
米国、8:30 AM | 4分

UK Day Ahead

EMEA、5:30 AM | 3～5
分

U.S. Day Ahead

Breakingviews

ニュースメーカー

英国、10:30 AM | 3～4分

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ
コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析

ロイター株式バズ

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

Trading at Noon

米国、12:30 AM | 6～8分

米国、4:00 PM | 2～4分

グローバル | 1～2分

グローバル|スペシャルレ
ポート

詳細は、リフィニティブ・ニュースキャスト番組ガイドをご覧ください

主要動向
主要製品/製品スイート

トップ ニュース

弊社のウェルス カスタマーは、API で社内クライアント ポータルと統合して再配信可能
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性
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世界をリードする金融ニュース プロバイダー。

通貨政策と金融政策、M&A、資本市場、コモディティなど、すべての主要な経済
ニュースとビジネス ニュースに関する簡明で洗練された解説。

ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

ロイター Breakingviews は世界をリードするニュース ソースで、方針決定に役立つ
金融インサイトを提供。金融解説のロイター Breakingviews では、特に日々世界中
で起こるビジネスと経済のビッグ ニュースを細かく解説。

権威あるソース。独占提供コンテンツ。

ニューヨーク、ロンドン、香港、他の主要都市にいる約30名の通信員がリアルタイ
ムに専門的な分析を提供。

ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

まとめ
–

実際に使える観点: Breakingviews は市場と株式の動向を定期的に予測。BRV の
記者の主張は常に明確

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

–

インテリジェンスと独立性: Breakingviews は、何が起こったかを伝えるのではく、
なぜ起こったかを説明。本物のインサイトとフレッシュなアイデアを喚起

–

思考スピード: Breakingviews は事象の進展中にすぐ反応。主要メディアより速く、
ニアリアルタイムで熟慮された観点を提供。

–

疑い深くプロアクティブなアイデア: Breakingviews の記者は、自由に自分の考え
を主張。その観点に必要であれば異論を述べることも多く、鋭く論議を呼ぶ論調

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ
コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析

ロイター株式バズ

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

主要動向
トップ ニュース

リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中
主要製品/製品スイート
Refinitiv Machine Readable News
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性
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ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

権威あるソース。独占提供コンテンツ。
ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ
コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析

ロイター株式バズ

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

主要動向
トップ ニュース

FX Buzzでは、お客様の好みにあわせて自由にカスタマイズできる、専用の FX 解説
と分析を1日中提供します。毎日取引する場合も、月に数回外国為替リスクをチェッ
クする場合も、FX バズは、重大ニュースやディール フローから中長期的トレンドの
深い分析まで、実践的なインサイトを提供します。

特徴とメリット
–

幅広いクロスマーケットと深い専門知識。FX バズでは、外国為替に影響する市
場間のつながりをコア通貨のペア以外にも広げて調査

–

すべての G10 通貨をカバー。さらに、上位新興国市場のペアもカバー

–

技術分析。主要通貨の動向を予測。FX のプロがリスク識別し取引利益を上げる
意思決定をサポート

–

経験豊富な FX アナリスト チームとのコネクション。資本市場の広範な商品に対
する経験やプロとしての長年の取引経験で培った、弊社アナリストの専門知識を
最大限に活用可能

–

新しい機会と取引戦略の発見: FX バズでは、通貨動向に影響する方向性ファク
ター、および景況感や市場動向の噂を調査。深い解説や分析を即座に独占提供し
て、一歩先を行く行動を支援

–

100 本を超える重大ニュースを毎日配信。アメリカ、欧州、アジアをカバー

主要製品/製品スイート
Refinitiv Knowledge Direct API
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
拡張
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世界をリードする金融ニュース プロバイダー。

–

ロイター調査では、専門家の意見を調査します。金融市場のトップ フォアキャス
ターの考えを、特定の時点で追跡可能な形式で提供します。

ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

–

コンテンツには、経済指標、外国為替、中央銀行の金利政策、マネー マーケット
のレートと国債利回りに対する詳細な予測とコンセンサス予想の調査履歴が含ま
れます。世界の上位ファンド管理会社数社の推奨資産配分総計も提供可能です

–

ロイターはデータの独占分析を提供して、極端な観点にも注意を引き、コンセン
サスが動いていない時点でも、転換点のフラグを上げる場合があります

–

寄稿者には、著名エコノミスト、バイサイドとセルサイドのリサーチ アナリスト、
ストラテジスト、リサーチ シンクタンクも含まれ、予想に関する示唆に富んだ解
説を提供しています

–

市場ベンチマークと見なされており、中央銀行の政策文書や市場調査でもたびた
び引用されています

権威あるソース。独占提供コンテンツ。
ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ

まとめと統計情報
–

経済指標: 900種類の経済指標の短期予測と、500種類の経済指標の長期予測

–

FX 調査: 1、3、6、12か月の期間の36個のスポット レート、25個のクロス レー
トの予測を提供可能

–

マネー マーケットと国債利回り予測調査: 5か国のマネー マーケット調査と18か
国の国債利回り調査を提供可能

コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析

ロイター株式バズ

公開頻度: イベントベース、オンデマンド、変動

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、ユーザー インターフェース、XML

主要製品/製品スイート

主要動向
トップ ニュース

Refinitiv Datastream、Refinitiv On Demand
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon、Thomson One、Refinitiv Lipper for Investment
Management

データの
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ホーム

ニュース

ロイター株式Buzz（バズ）

コモディティ

世界をリードする金融ニュース プロバイダー。
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

権威あるソース。独占提供コンテンツ。
ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ
コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析

ロイター株式バズ

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

主要動向
トップ ニュース

ロイター株式Buzz（バズ）は、株式市場に対する洗練された分析を提供し、注目銘
柄と注目セクターをカバーしています。分析から生まれたインサイトとアイデアで、
お客様の取引と投資の意思決定を支援します。
株式バズでは、値動きの激しい株式の簡潔な情報を提供します。「自分の株価が変
動しているのはなぜか」という質問に答えるために、株式バズでは、業績、コーポ
レート アクションなどの企業速報、および企業価値やパフォーマンス情報も同時に
提供します。
同じ STXBX コードで株式バズと並行して提供するロイター・ライブ・マーケットは、
欧州と米国のタイムゾーンのその日の株式市場に関するブログスタイルの解説です。
業界をリードする専門家の分析など、業種セクターの動向に関する詳細な解説が掲
載されます。

特徴とメリット

– IPO、売り出し、ブロック トレードと負債の増加などのコーポレート アクション
に対する市場の反応の評価。価格ターゲット、業績予測と推奨、トップランクの
アナリストによるブローカー調査など、収益報告後の反応をつかむための調査総
括
–

個々の株式、業種セクター、株式市場全体の動向のレバレッジ スナップショット。
価格パフォーマンスまたは時価総額の観点から、特定の業種セクター内の外れ値
部分を強調表示

–

欧州の株式市場アクションのプレマーケット ポインターと総括に関するインサイ
トの提供。注目すべき株式調査と要点、大手ブローカーとファンドの示唆に富ん
だグラフ、表、図表およびソーシャル・メディア・ヒット。ロイター メッセン
ジャーや E メールにより、読者がレポーター チームと直接連絡して情報共有可
能

主要製品/製品スイート
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
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ホーム

ニュース

主要動向

コモディティ

世界をリードする金融ニュース プロバイダー。
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

主要動向では、市場動向に影響する重要な企業イベントのリアルタイムの要約と分
類を提供。ニュース分析とフィルタリング サービスにより、お客様のワークフロー
を簡素化。
カバレッジ
–

2000年以降の250万件以上のニュース。毎週5,000件のペースで増加中。すべて
のイベントは、トピック、重要性、発表日時でタグ付け

–

中欧と東欧、アジア、中東とアフリカのフロンティア市場と新興国市場のすべて
の主要指数の構成銘柄を含む53,000社以上の上場企業

権威あるソース。独占提供コンテンツ。
ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

ワークフロー アプリケーション
–

マーケットと業種ビュー: 地理や業種の観点からイベントを表示可能。エコノミ
ストの予測に基づいたすばやい意思決定が可能

–

ガイダンスと予測の比較: 決算発表ごとに3000件を超える新しい事前発表を追加。
弊社の予想データベースにある「市場ビュー」と企業ガイダンスを比較可能2002
年以降のガイダンス過去データにより、正確なバックテストと過去分析が可能

–

時間管理: 投資家が1件のプレスリリースを読むのに必要な時間で、自身のポート
フォリオに影響を与える最近のニュースを即座に把握可能

–

定性的なイベント情報を定量的なモデルに統合し、ニュース イベント、ファンダ
メンタル データ、価格変動の相関関係の識別を支援

–

将来のパフォーマンスのヒントになる履歴トレンドを参照して、投資の意思決定、
ポートフォリオ保有銘柄の意思決定に活用可能

–

作成企業ごと、地域ごと、産業ごと、ニュース・トピックごとのポートフォリオ
をまとめたカスタム レポートの作成。動向や詳細な過去データがインテリジェン
トにタグ付けされた重要企業動向により、クオンツ モデルを強力にサポート

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ
コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析

ロイター株式バズ

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

主要動向
トップ ニュース

主要製品/製品スイート
Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Datastream、Refinitiv On Demand、Refinitiv
Quantitative Analytics
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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ニュース

トップ ニュース

コモディティ

世界をリードする金融ニュース プロバイダー。
企業データ

経済データ

グローバル
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指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

ニュース速報、市場動向に関する独占情報や分析、調査レポート、インサイト解説など、ヒト
とコンピューター向けに世界中のニュースをお届けします。弊社のニュースは金融市場に大き
な影響を与えています。

権威あるソース。独占提供コンテンツ。
ロイターは、弊社のニュース サービスの中心であり、170年にわたって金融機関にニュースを
配信してきました。弊社は、金融サービスのお客様にロイター ニュースを独占配信しています。
市場動向のスクープで有名なロイターは、世界で最も信頼されている通信社です。

弊社は、数々の賞に輝いたロイター ニュースに加えて、1,000社以上の通信社を含むさまざま
な言語の10,500以上の情報ソースを駆使して、世界中のニュースをカバーしています。他の著
名な情報ソースとして、リフィニティブ IFR、エコノミスト誌、共同通信社、BBC、ダウ
ジョーンズ、CNBC、PR ニュースワイヤー、ビジネス ワイヤ、Quick News in Japan、Platts
and Argus Media for commodities などがあります。

ロイターがキュレーションしたトップ ニュースでは、ビジネスと政治の重大ニュー
スが、ロイターの図表入りでわかりやすく日々刻々と報じられます。市場、業種セ
クター、地域のロイター編集者がキュレーションした記事には、トップ ニュースの
機能でカスタマイズしてアクセスできます。
まとめ
–

フロント ページ: 金融のプロのために世界中から集めたその日のトップ ニュース

–

業種: テクノロジー、消費財、ヘルスケア、製薬、運輸など、広範な業種セク
ター ニュースのカスタマイズ ビュー

–

企業: アジア、欧州、北米の投資家のための地域企業ニュース ページ

–

地域と言語: 世界の地域別トップ ニュース。日本、中国、ドイツ、フランスなど
一部の国では、現地語のトップニュースも提供

–

市場とコモディティ: 世界中の金融市場、FX、株式、新興国市場、コモディティ
のページでは、通貨、負債、エクイティ、石油、メタル、農産物に関する主要
ニュースをカバー

–

経済と中央銀行: 世界中の経済データ、経済政策のトップニュースと中央銀行の
ニュース

リフィニティブ ニュースのコア カバレッジ
コモディティ ニュース

ロイター Breakingviews

金融市場ニュース

ロイター FX バズ

International Financing Review

ロイター調査

ニュースとソーシャル・メディア・センチ
メント: MarketPsych 分析

ロイター株式バズ

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチ
メディア番組

主要動向
トップ ニュース

主要製品/製品スイート
Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Datastream、Refinitiv On Demand、Refinitiv
Quantitative Analytics
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

データの
相互運用性

90

ホーム

コモディティ

企業データ

経済データ

リスクと規制データ
アドバース メディア (ネガティブ ニュース)
法と規制の施行
政治的影響力のある人物 (PEP)

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

特徴とお客様のメリット
弊社のリスク・インテリジェンス・データは、顧客、支
払、サプライヤー、エージェント、仲介機関、船舶、
UBO、SMO、その他のサードパーティ、証券などのリス
クベースのデュー ディリジェンスやスクリーニング プロ
グラムで利用できます。

制裁
国有企業
国別リスク

主要インサイト
– World-Check は180 か国以上の8,000社以上のお客様で採用されて
いるグローバル スタンダード
– World-Check は、毎月5万件以上の新規レコードにより継続的に
更新。毎月10万件以上のレコードをレビュー

– World-Check の制裁コンテンツは24時間年中無休で更新。
ISAE 3000 認証を毎年取得
– 280件を超える制裁リストをカバー

リスクと
規制

– 130件を超える司法当局リストをカバー
– 380件を超える規制リストをカバー

サステナブル
ファイナンス

– 190万人を超える政治的影響力のある人物

データの
相互運用性
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ホーム

リスク・インテリジェンス・データ

アドバース メディア (ネガティブ ニュース)

コモディティ

リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
企業データ

Refinitiv® World-Check® は、アンチマネー ロンダリング、制裁、反賄賂と反汚職コンプライア
ンスのためのデュー ディリジェンスとスクリーニング プログラムのためにご利用いただけます。

World-Check の犯罪で、尋問、告発、指名手配または訴追されたという、司法当局
または規制当局の信頼できる報告がある個人や法人に対するアドバース メディアを
カバーしています。

まとめ
経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

特徴とメリット

–

180か国以上の8,000社以上のお客様で
採用されているグローバル スンダード

450万件以上のレコードで世界中を
カバー

毎月5万件以上の最新レコードにより
継続的に更新。毎月10万件以上のレ
コードをレビュー

運用コストと TCO を最小限に抑え
るデザインと構成

制裁コンテンツは24時間年中無休で更
新。ISAE 3000 認証を毎年取得

厳格なデータ品質管理で正確性と
関連性を確保

コンテンツ カテゴリ
アドバース メディア (ネガティブ ニュース)

制裁

法と規制の施行

国有企業

政治的影響力のある人物 (PEP)
リスクと
規制

StarMine
サステナブル
ファイナンス

国別リスク

110万件以上のアドバース・メディア・レコード

対象カテゴリ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

地位の乱用
ずさんな管理
航空機のハイジャックと航空犯罪
反トラスト法違反
武器弾薬の不正取引
放火および建物の破壊
受託者義務違反
贈収賄
排除措置命令
民事罰
消費者保護法違反
規制違反
偽造
ネット犯罪
国家に対する犯罪
除外措置
強制送還や国外追放
懲戒処分
資格剥奪
エネルギー犯罪
環境犯罪
子どもの搾取
恐喝
財務不正

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

金融サービスの警告
強制奴隷労働
偽造と偽造通貨の行使
詐欺
資産の凍結と差し押さえ
医療詐欺
人権侵害
人身売買
不法賭博
不法移民
不法所持と販売
不法な監禁と誘拐
インサイダー取引
犯罪的倒産と破産
知的財産権侵害
労働権侵害
土地権侵害
法的措置
免許取消
マネーロンダリング
麻薬売買
司法妨害
組織犯罪
医薬品の不法取引

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

規制措置
制裁
証券取引法違反
性的搾取
密輸
租税と関税の違反
入札違反
テロ
窃盗と横領
盗品の不法取引
渡航やビザの制限
不正競争
不正な貸金
凶悪犯罪
戦争犯罪
野生動物犯罪

規制データ
主要製品/製品スイート: Refinitiv World-Check

データの
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リスク・インテリジェンス・データ

法と規制の施行

コモディティ

リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

は、アンチマネー ロンダリング、制裁、反賄賂と反汚職コンプライア
ンスのためのデュー ディリジェンスとスクリーニング プログラムのためにご利用いただけます。
Refinitiv®

World-Check®

法的措置
弊社の司法当局データベースには、司法当局の公式サイト、政府や金融当局、指名
手配、資格剥奪、World-Check の犯罪、組織犯罪やテロの除外措置リストに掲載さ
れている法人や個人が含まれます。これらには、米国司法省、INTERPOL、FBI、重
大不正捜査局、CBBI、RCMP が含まれます。

特徴とメリット
まとめ
180か国以上の8,000社以上のお客様で
採用されているグローバル スンダード

450万件以上のレコードで世界中を
カバー

毎月5万件以上の最新レコードにより
継続的に更新。毎月10万件以上のレ
コードをレビュー

運用コストと TCO を最小限に抑え
るデザインと構成

制裁コンテンツは24時間年中無休で更
新。ISAE 3000 認証を毎年取得

厳格なデータ品質管理で正確性と
関連性を確保

–

130件を超える司法当局リストをカバー。司法当局による指名手配、捜査、逮捕
対象の法人や個人のレコードを提供

–

World-Check の犯罪だけでなく、司法当局のリストのすべての内容もカバー

規制措置
規制措置とは、地元当局の管轄内の犯罪行為を防止し、地元当局と中央政府の連携
を強化するための保護的制限措置のことです。

まとめ

コンテンツ カテゴリ
アドバース メディア (ネガティブ ニュース)

制裁

法と規制の施行

国有企業

–

380件を超える規制リストをカバー

–

政府または独立規制機関により、公式の規制管理措置がとられた個人や法人を含
むリスト

政治的影響力のある人物 (PEP)
リスクと
規制

StarMine
サステナブル
ファイナンス

国別リスク

規制データ
主要製品/製品スイート: Refinitiv World-Check

データの
相互運用性
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ホーム

リスク・インテリジェンス・データ

政治的影響力のある人物

コモディティ

リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

Refinitiv® World-Check® は、アンチマネー ロンダリング、制裁、反賄賂と反汚職コンプライア
ンスのためのデュー ディリジェンスとスクリーニング プログラムのためにご利用いただけます。

弊社の政治的影響力のある人物 (PEP) リストには、金融関係の犯罪で訴追または有
罪判決を受けた個人や法人のレコードが含まれます。PEP データにより、どのクラ
イアントに金融機関による追加の監督が必要かがわかります。金融犯罪を網羅した
レコードにより、金融機関とその他の企業は、避けるべき法人や個人を決定しやす
くなります。
誰が PEP であるかを決める普遍的な定義はありませんが、弊社は FATF と
Wolfsberg のガイドに基づいて分析戦略上重要な PEP を定義し、特定地域の定義が
ある場合は、それらを柔軟に取り入れています。確実にすべてを網羅できるよう、
法律制定もモニタリングしています。

特徴とメリット

180か国以上の8,000社以上のお客様で
採用されているグローバル スンダード

450万件以上のレコードで世界中を
カバー

毎月5万件以上の最新レコードにより
継続的に更新。毎月10万件以上のレ
コードをレビュー

運用コストと TCO を最小限に抑え
るデザインと構成

–

制裁コンテンツは24時間年中無休で更
新。ISAE 3000 認証を毎年取得

厳格なデータ品質管理で正確性と
関連性を確保

すべての PEP レコードを18のカテゴリのいずれかに分類。

まとめ
1190万人を超える政治的影響力のある人物をデータベースに登録。主要 PEP、
その近親者、密接な関係者を網羅

機関
価格と
リファレンスデータ

ニュース

コンテンツ カテゴリ

直接の親族

親しい仲間

国際組織

PEP IO

PEP IO-R

PEP IO-A

アドバース メディア (ネガティブ ニュース)

制裁

地域組織

PEP RO

PEP RO-R

PEP RO-A

法と規制の施行

国有企業

国家政府

PEP N

PEP N-R

PEP N-A

PEP SN

PEP SN-R

PEP SN-A

PEP L

PEP L-R

PEP L-A

PEP NG

PEP NG-R

PEP NG-A

準国家政府

政治的影響力のある人物 (PEP)

地方政府

リスクと
規制

StarMine
サステナブル
ファイナンス

メインPEP

国別リスク

非政府

規制データ
主要製品/製品スイート: Refinitiv World-Check

データの
相互運用性
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ホーム

リスク・インテリジェンス・データ

制裁

コモディティ

リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

Refinitiv® World-Check® は、アンチマネー ロンダリング、制裁、反賄賂と反汚職コンプライア
ンスのためのデュー ディリジェンスとスクリーニング プログラムのためにご利用いただけます。
特徴とメリット

まとめ
–

既知のすべての制裁リスト: 280件以上のリスト

180か国以上の8,000社以上のお客様で
採用されているグローバル スンダード

450万件以上のレコードで世界中を
カバー

–

100% カバレッジ: ISAE 3000 による年次ベースの主要制裁リスト監査による外
部保証

毎月5万件以上の最新レコードにより
継続的に更新。毎月10万件以上のレ
コードをレビュー

運用コストと TCO を最小限に抑え
るデザインと構成

–

主要制裁リストを24時間年中無休でモニター

–

すべての制裁リストを網羅する専任の特別チームおよび専任の品質管理

制裁コンテンツは24時間年中無休で更
新。ISAE 3000 認証を毎年取得

厳格なデータ品質管理で正確性と
関連性を確保

アドバース メディア (ネガティブ ニュース)

制裁

法と規制の施行

国有企業

リスクと
規制

StarMine

– キーワード設定済みレコードにより、柔軟なスクリーニングが可能
–

レコードは重複排除済み。ノイズを約70% 削減

暗黙の制裁への対応

コンテンツ カテゴリ

政治的影響力のある人物 (PEP)

サステナブル
ファイナンス

弊社のグローバル制裁データベースには、海外や国内の制裁リストに名前があるす
べての法人と個人の最新情報が保存されています。これには、資産凍結、投資禁止
や渡航禁止、反テロ制裁などの武器禁輸や通商禁止、対麻薬密輸制裁、不拡散制裁、
OFAC、UN、EU、UKHMT、SECO および DFAT などの国別制裁プログラムが含ま
れます。

制裁命令、リストまたは規制が名指しではなく、文面で法人や個人に制裁を科して
いる場合は、暗黙の制裁が適用されます。典型的な例は OFAC 50% ルールですが、
EU、UN および ロシアの制裁にも適用されます。World-Check では、
–

そのような法人や個人を見つけるための詳細な定性調査を実施する専門チームを
保有

–

暗黙の制裁を科すすべての政府を網羅

–

制裁対象の法人が発行した金融銘柄の ISIN、CUSIP および SEDOL などの制裁
対象証券を網羅

国別リスク

規制データ
主要製品/製品スイート: Refinitiv World-Check

データの
相互運用性
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ホーム

リスク・インテリジェンス・データ

国有企業

コモディティ

企業データ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス

弊社の国有企業 (SOE) データベースは、政府や地方自治体の直接、間接または間接
合計の持ち株が50% を超える企業に関する法人情報を保有しています。

Refinitiv® World-Check® は、アンチマネー ロンダリング、制裁、反賄賂と反汚職コンプライア
ンスのためのデュー ディリジェンスとスクリーニング プログラムのためにご利用いただけます。

そのような SOE の役員 (主要 PEP) および直系の家族、密接な関係者 (二次 PEP) を
データベースに保存し、World-Check PEP 包含基準に従って、サブカテゴリに分類
しています。

特徴とメリット
その他の情報
180か国以上の8,000社以上のお客様で
採用されているグローバル スンダード

450万件以上のレコードで世界中を
カバー

毎月5万件以上の最新レコードにより
継続的に更新。毎月10万件以上のレ
コードをレビュー

運用コストと TCO を最小限に抑え
るデザインと構成

制裁コンテンツは24時間年中無休で更
新。ISAE 3000 認証を毎年取得

厳格なデータ品質管理で正確性と
関連性を確保

–

政府出資企業 (SIE)。つまり、政府の直接、間接または間接合計の持ち株割合が
10% を超えるが50% 未満の法人。

コンテンツ カテゴリ
アドバース メディア (ネガティブ ニュース)

制裁

法と規制の施行

国有企業

政治的影響力のある人物 (PEP)
リスクと
規制

StarMine
サステナブル
ファイナンス

国別リスク

規制データ
主要製品/製品スイート: Refinitiv World-Check

データの
相互運用性

96

ホーム

リスク・インテリジェンス・データ

国別リスク

コモディティ

リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
企業データ

経済データ

Refinitiv® World-Check® は、アンチマネー ロンダリング、制裁、反賄賂と反汚職コンプライア
ンスのためのデュー ディリジェンスとスクリーニング プログラムのためにご利用いただけます。
特徴とメリット

国別リスクでは、リスク全体の重要要素を示し、特定企業が事業を展開する国の信
用リスクを明確に可視化します。これにより、企業が事業を展開する場所に関係な
く、完全なリスク エクスポージャを確保できます。特定の企業のリスクの次の情報
を即座に表示できます。
–

その企業のリスクが最も大きい国

–

リスク エクスポージャが大きな他の上位9か国

主要コンポーネント
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

180か国以上の8,000社以上のお客様で
採用されているグローバル スンダード

450万件以上のレコードで世界中を
カバー

–

毎月5万件以上の最新レコードにより
継続的に更新。毎月10万件以上のレ
コードをレビュー

運用コストと TCO を最小限に抑え
るデザインと構成

StarMine 国別リスク (CoR) : StarMine の分析、アルゴリズム、人的インテリ
ジェンスを駆使して、さまざまな国の特定の企業のエクスポージャを数値化。地
域、本社所在地、主要証券の取引国リスト、開示書類の通貨情報も提供

–

制裁コンテンツは24時間年中無休で更
新。ISAE 3000 認証を毎年取得

厳格なデータ品質管理で正確性と
関連性を確保

StarMine エクイティ・リスク・プレミアム (ERP) モデル: 長期株式市場リターン、
および世界の66か所の株式市場のリスクフリー・レートを超える超過リターンを、
バリュエーションベースのフレームワークで予測。 相対バリュエーション、
GDP 成長予想、インフレ予測と市場の期待リターンを容易に評価可能

–

StarMine ソブリン・リスク (SR) モデル: マクロ経済、市場関連、政治などの幅
広いデータを評価して、主権政府の国債がデフォルトに陥る確率を予想。このモ
デルでは、1、2、3、5、7、10年の6つの期間で 150か国のデフォルトに陥る年
換算の確率を予測。デフォルトに陥る確率を、従来の文字の等級にもマップおよ
びランク付けして、1～100パーセントのスコアを設定

コンテンツ カテゴリ
アドバース メディア (ネガティブ ニュース)

制裁

法と規制の施行

国有企業

政治的影響力のある人物 (PEP)
リスクと
規制

StarMine
サステナブル
ファイナンス

国別リスク

規制データ
主要製品/製品スイート: Refinitiv World-Check

データの
相互運用性
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ホーム

コモディティ

企業データ

経済データ

サステナブル ファイナンス
リフィニティブ ESG データ

特徴とお客様のメリット

FTSE ラッセル ESG レーティング

– グローバル市場の時価総額の80% を超える規模で、2002年以降の500個 を超
える ESG データ ポイント、比率、分析をカバー

FTSE ラッセル ESG 指数
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

リフィニティブ ESG 指数
リフィニティブ MarketPsych ESG 分析
Green Revenue 2.0 データ モデル
Beyond Ratings

ニュース

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

– 400個を超える ESG データ ポイントと80件を超える ESG 分析
– サステナブル債券 (ESG、グリーン ボンドなど) を発行する769,000種の個別
債券
– リフィニティブ MarketPsych 分析では、NLP を活用した分析を使用して、企
業の ESG に対する人々の見方を調査。4,000以上のニュース ソースと2,000以
上のソーシャル・メディア・ソースを利用
– リフィニティブ リッパーのグローバル・ファンド・データベースを組み合わ
せて、33万件以上のファンドをカバー。弊社の ESG 企業データベースでは、
31,675件の株式、債券およびミックス・アセット・ポートフォリオのリッ
パー ファンド ESG スコアを提供

– ダイバーシティとインクルージョン指数など、弊社独自の指数を含む ESG 指
数FTSE ラッセル、MSCI、S&P など、他の主要指数プロバイダーの上位指数
も提供
– リフィニティブは、世界の ESG 調査の主要な配信プラットフォームの1つ。
MSCI、シティ、ゴールドマン サックスなど、ブローカーや調査会社からの
ESG 調査も提供開始
– IFR ESG ニュースレター、ロイター ニュース ESG、サステナブル・ファイナ
ンス・ニュースも提供

データの
相互運用性
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ホーム

サステナブル ファイナンス

リフィニティブ ESG データ

コモディティ

企業データ

Contribute your data via the
Contributor Tool

リフィニティブ ESG データ

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリック（測定基準）でカバー。
2002年以降のデータを網羅する、業界で最も包
括的な ESG データベースの1つ。

AI ベースの ESG フィードで30,000社以上の企業を
252の国や地域でカバー。1998年以降の何千もの
ソースと何千万人ものニュースやソーシャル メディ
ア執筆者の情報から抽出

FTSE Russell ESG レーティング

Green Revenue 2.0 データ モデル

47か所の先進国市場と新興国市場の7,200種の証
券の ESG リスクとパフォーマンスを計測。

成長を続けるグリーン エコノミーへの貢献度を総計
および個別で、正確に評価およびモニターするため
の構造、計測方法、プロセスを FTSE ラッセルが開
発

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

FTSE Russell ESG 指数

Beyond Ratings

FTSE ESG 指数は、基盤となる母集団と同様の
リスク/リターン特性を提供。指数レベルの ESG
パフォーマンスも向上。

Beyond Ratings は、ESG と債券の統合を可能にす
るスマート データと分析で定評があるプロバイダー。
従来の信用分析を補完。

価格と
リファレンスデータ

リフィニティブ ESG 指数
ニュース

リスクと
規制

弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

リフィニティブは、業界で最も包括的な ESG データベースを提供しており、LSEG
との統合でさらに機能が拡張されています。
リフィニティブの ESG スコアでは、公開された報告データに基づいて、10個の主要
テーマ (排出量、環境製品イノベーション、人権、株主など) における企業の相対的
な ESG パフォーマンス、姿勢、有効性を、透明性と客観性を確保しながら評価しま
す。
これらの情報は、企業 ウェブサイト、年次報告書、企業の社会的責任 (CSR) レポー
ト、企業の寄稿などの公開情報ソースに基づいて、弊社の ESG の専門家が収集、監
査、標準化したものです。
カバレッジとまとめ
–

グローバル市場の時価総額の80% を超える規模で、2002年以降の 500個 を超え
る ESG データ ポイント、比率、分析をカバー

–

400個を超える ESG データ ポイントと80件を超える ESG 分析

独占提供:
–

ESG、ダイバーシティとインクルージョン、化石燃料フリーなど、リフィニティブ
独自の指数

–

リフィニティブは400個を超える企業レベルの ESG メジャーを計算。最も比較し
やすく関連性が高い分野の186個のサブセットを利用して、独自の全体スコアリ
ング方式を実現

重要なサード パーティ: TruValue Labs、Exchanges、MSCI、および70社を超える
ESG 協力企業。
データ形式: CSV、JSON、PDF、Python、SQL、テキスト、ユーザー インターフェース、XML
配信形態: API、クラウド、展開済/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、
Excel、ウェブサイト
リフィニティブ・データ・プラットフォームで提供中

サステナブル
ファイナンス

公開頻度: イベントベース、オンデマンド、週次
主要製品/製品スイート
Refinitiv Datastream、Refinitiv Quantitative Analytics、Refinitiv On Demand

データの
相互運用性

Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon
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サステナブル ファイナンス

FTSE Russell ESG レーティング

コモディティ

企業データ

リフィニティブ ESG データ

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリック（測定基準）でカバー。
2002年以降のデータを網羅する、業界で最も包
括的な ESG データベースの1つ。

AI ベースの ESG フィードで30,000社以上の企業を
252の国や地域でカバー。1998年以降の何千もの
ソースと何千万人ものニュースやソーシャル メディ
ア執筆者の情報から抽出

FTSE Russell ESG レーティング

Green Revenue 2.0 データ モデル

47か所の先進国市場と新興国市場の7,200種の証
券の ESG リスクとパフォーマンスを計測。

成長を続けるグリーン エコノミーへの貢献度を総計
および個別で、正確に評価およびモニターするため
の構造、計測方法、プロセスを FTSE ラッセルが開
発

FTSE Russell の ESG レーティングとデータ モデルでは、調査者が複数のディメン
ションで、ESG 問題に対する企業のエクスポージャと管理を把握できます。ESG
レーティングは、総合レーティングで構成されていますが、基盤となるピラーと
テーマのエクスポージャとスコアに細分化できます。ピラーとテーマは、300個を超
える個別指標の評価に基づいて作成されており、各企業独自の状況にあわせて適用
されます。

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

FTSE Russell ESG 指数

Beyond Ratings

FTSE ESG 指数は、基盤となる母集団と同様の
リスク/リターン特性を提供。指数レベルの ESG
パフォーマンスも向上。

Beyond Ratings は、ESG と債券の統合を可能にす
るスマート データと分析で定評があるプロバイダー。
従来の信用分析を補完。

価格と
リファレンスデータ

リフィニティブ ESG 指数
ニュース

弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

まとめ
–

包括的: オンライン・データ・モデルからアクセス可能。FTSE All-World 指数、
FTSE All-Share 指数、ラッセル 1000 指数の構成銘柄である、47か所の先進国と
新興国の市場の7,200種の証券を包含

–

柔軟性とカスタマイズ: ユーザーごとのニーズを満たすために細分化してカスタ
マイズ可能な設計のデータ モデル

– 重要性の強調: エクスポージャの加重平均を使用してレーティングを計算。最も
重要な ESG 問題の加重を最大化
–

正確なルールとデータ フォーカス: 評価および格付け会社に対するルールを、
ESG レーティングとデータ モデルに明確に定義。定性的な企業調査レポートで
はなく、定量的なデータ ツールを出力

–

目標のガバナンス: 投資コミュニティ、企業、NGO、労働組合、大学などで構成
される独立外部専門家委員会による監督

–

国連の持続可能な開発目標に準拠: 17個の SDGs すべてを ESG フレームワーク
の 14個のテーマに反映
3 つのピラー
3 つのピラー

14個のテーマ

環境

生物多様性

汚染とリソース

気候変動

水資源の確保

労働基準

健康と安全性

人権とコミュニティ

顧客責任

税の透明性

コーポレート ガバナンス

リスク管理

反汚職

リスクと
規制

社会
1 つの
レーティング
サステナブル
ファイナンス

ガバナンス

14個のテーマ
サプライ
チェーン
サプライ
チェーン

300個を超える指標
データの
相互運用性
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サステナブル ファイナンス

FTSE Russell ESG 指数

コモディティ

企業データ

リフィニティブ ESG データ

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリック（測定基準）でカバー。
2002年以降のデータを網羅する、業界で最も包
括的な ESG データベースの1つ。

AI ベースの ESG フィードで30,000社以上の企業を
252の国や地域でカバー。1998年以降の何千もの
ソースと何千万人ものニュースやソーシャル メディ
ア執筆者の情報から抽出

まとめ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

FTSE Russell ESG レーティング

Green Revenue 2.0 データ モデル

47か所の先進国市場と新興国市場の7,200種の証
券の ESG リスクとパフォーマンスを計測。

成長を続けるグリーン エコノミーへの貢献度を総計
および個別で、正確に評価およびモニターするため
の構造、計測方法、プロセスを FTSE ラッセルが開
発

リスクと
規制

–

目標: インデックス・トラッキング・ファンド、デリバティブの作成、およびパ
フォーマンス ベンチマーク用に指数を設計

–

投資可能性: 指数がインベスタブルになるように、株式を選択して重み付け。指
数が取引可能になるように、流動性株式をスクリーニング

–

透明性: 透明性が高い、ルールに基づく作成プロセスを使用した指数。指数化の
方法は、FTSE Russell のウェブサイトで自由に入手可能

FTSE Russell ESG 指数

Beyond Ratings

–

可用性: 終値で提供される、価格と合計リターンの方法に基づいて指数を計算

FTSE ESG 指数は、基盤となる母集団と同様の
リスク/リターン特性を提供。指数レベルの ESG
パフォーマンスも向上。

Beyond Ratings は、ESG と債券の統合を可能にす
るスマート データと分析で定評があるプロバイダー。
従来の信用分析を補完。

–

産業分類ベンチマーク (ICB): 指数の構成銘柄は、業種セクター分析のグローバル
標準である産業分類ベンチマーク (ICB) に基づいて分類

価格と
リファレンスデータ

ニュース

FTSE ESG 指数は、基盤となる母集団と同様のリスク/リターン特性を提供。指数レ
ベルの ESG パフォーマンスも向上。この指数では FTSE Russell のティルト方式を
使用して、FTSE Russell の ESG レーティングに基づいて企業加重を調整。その後、
業種に中立な再加重を適用し、各指数の業種加重が原指数の母集団と一致するよう
に調整

FTSE ESG インデックス シリーズに含まれる指数

リフィニティブ ESG 指数

–

FTSE Developed ESG Index

弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

–

FTSE Emerging ESG Index

–

FTSE All-Share® ESG Index

–

Russell 1000® ESG Index

主要リソース
FTSE ESG インデックス シリーズの概要

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性
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サステナブル ファイナンス

リフィニティブ ESG 指数

コモディティ

企業データ

リフィニティブ ESG データ

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以上
の ESG メトリック（測定基準）でカバー。2002
年以降のデータを網羅する、業界で最も包括的な
ESG データベースの1つ。

AI ベースの ESG フィードで30,000社以上の企業を
252の国や地域でカバー。1998年以降の何千ものソー
スと何千万人ものニュースやソーシャル メディア執
筆者の情報から抽出

リフィニティブ ESG 指数は、ESG の要因に対する企業リスクを評価および軽減し、
ESG リスクに関わる社会的責任を投資家が果たせるように支援。
まとめ
–

個別の ESG ピラーやコンポジット: 特定の CSR 要件や義務がある投資家が、自
分のポートフォリオをより正確にベンチマーク可能

–

「動的」格付けベース: ESG パフォーマンスの400個以上の主要指標を採用した、
わかりやすい企業格付け

–

ESG 格付け上位企業: 主要なグローバル指数のパフォーマンスを反映した、より
多様で安定したベンチマークを提供

–

リアルタイムまたは終値: ETF などの投資商品ごとの追跡、ベンチマークを目的
とした追跡が可能

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

FTSE Russell ESG レーティング

Green Revenue 2.0 データ モデル

47か所の先進国市場と新興国市場の7,200種の証
券の ESG リスクとパフォーマンスを計測。

成長を続けるグリーン エコノミーへの貢献度を総計
および個別で、正確に評価およびモニターするための
構造、計測方法、プロセスを FTSE ラッセルが開発

FTSE Russell ESG 指数

Beyond Ratings

FTSE ESG 指数は、基盤となる母集団と同様のリ
スク/リターン特性を提供。指数レベルの ESG パ
フォーマンスも向上。

Beyond Ratings は、ESG と債券の統合を可能にする
スマート データと分析で定評があるプロバイダー。
従来の信用分析を補完。

価格と
リファレンスデータ

ニュース

リスクと
規制

– ダウンロード格付け: 投資マネージャー、アドバイザー、学生、メディアが、株
式ポートフォリオの ESG パフォーマンスを手頃な価格で格付け可能
リフィニティブ ESG 指数に含まれる指数:
–

Refinitiv/S-Network ESG best practice indices

リフィニティブ ESG 指数

–

Refinitiv/Future Super Australia fossil-free index

弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよう
に支援。

–

Refinitiv IX Global ESG equal-weighted Index および Refinitiv IX Global ESG High
Dividend Low Volatility equal-weighted Index

–

Refinitiv Global Resource Protection Select Index

–

Refinitiv eurozone ESG Select Index

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性
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サステナブル ファイナンス

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析

コモディティ

企業データ

リフィニティブ ESG データ

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリック（測定基準）でカバー。
2002年以降のデータを網羅する、業界で最も包
括的な ESG データベースの1つ。

AI ベースの ESG フィードで30,000社以上の企業を
252の国や地域でカバー。1998年以降の何千もの
ソースと何千万人ものニュースやソーシャル メディ
ア執筆者の情報から抽出

まとめ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

FTSE Russell ESG レーティング

Green Revenue 2.0 データ モデル

–

広範なカバレッジ: 30,000以上の企業と252の国や地域

47か所の先進国市場と新興国市場の7,200種の証
券の ESG リスクとパフォーマンスを計測。

成長を続けるグリーン エコノミーへの貢献度を総計
および個別で、正確に評価およびモニターするため
の構造、計測方法、プロセスを FTSE ラッセルが開
発

–

長い歴史: 1998年から現在まで

–

複数言語のソース: アラビア語、中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイ
ツ語、イタリア語、インドネシア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン
語、ロシア語

FTSE Russell ESG 指数

Beyond Ratings

FTSE ESG 指数は、基盤となる母集団と同様の
リスク/リターン特性を提供。指数レベルの ESG
パフォーマンスも向上。

Beyond Ratings は、ESG と債券の統合を可能にす
るスマート データと分析で定評があるプロバイダー。
従来の信用分析を補完。

リスクと
規制

– 外部の観点: ESG の努力に関する客観的観点を踏まえた環境保全活動の発見
–

ポイント・イン・タイム: クオンツ分析に適した、1998年1月以降のポイント・
イン・タイムの企業カバレッジ

–

AI ベース: 機械学習 NLP システムにより複雑な ESG の概念を抽出

–

粒度: 100以上の議論やトピック (アドバンスド専用)

–

リアルタイム: 60 秒、毎時、日次更新 (アドバンスド専用)

リフィニティブ ESG 指数

–

弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

ソーシャルとニュース: 個別ニュース (重大ニュース シリーズなど)、ソーシャル
フィードおよび統合フィード (アドバンスド専用)

パッケージ

価格と
リファレンスデータ

ニュース

MarketPsych はリフィニティブとのパートナーシップにより、252の国や地域の
30,000社以上の企業をカバーする AI ベースの ESG フィードを開始。フィードは、
1998年以降の何千もの信頼できるソースと何千万人ものニュースやソーシャル メ
ディア執筆者の情報から抽出。企業と国レベルの ESG 活動に対するメディアの認知
度情報を提供。

1.

コア パッケージでは、企業や国の長期平均 ESG スコアを反映した17個の日次
要約スコアを提供

2.

アドバンスド パッケージでは、ESG の活動や不祥事のメディア レポートを反
映した、毎分、毎時、日次の何百もの時系列データを提供

サステナブル
ファイナンス

主要リソース
データの
相互運用性

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析ファクトシート
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サステナブル ファイナンス

Green Revenue 2.0 データ モデル

コモディティ

企業データ

リフィニティブ ESG データ

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリック（測定基準）でカバー。
2002年以降のデータを網羅する、業界で最も包
括的な ESG データベースの1つ。

AI ベースの ESG フィードで30,000社以上の企業を
252の国や地域でカバー。1998年以降の何千もの
ソースと何千万人ものニュースやソーシャル メディ
ア執筆者の情報から抽出

まとめ

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

グリーン投資を数値化するのは困難でした。何年もの間、グリーンの定義はあいま
いで、特定の産業システムではなく、概念に基づいていました。FTSE Russell は熟
慮を重ね、成長を続けるグリーン エコノミーへの貢献度を全体および個別に評価お
よびモニターできる上質なデータの提供を求めるお客様の声に答えるための構造、
計測方法、プロセスを開発しました。

FTSE Russell ESG レーティング

Green Revenue 2.0 データ モデル

47か所の先進国市場と新興国市場の7,200種の証
券の ESG リスクとパフォーマンスを計測。

成長を続けるグリーン エコノミーへの貢献度を総計
および個別で、正確に評価およびモニターするため
の構造、計測方法、プロセスを FTSE ラッセルが開
発

FTSE Russell ESG 指数

Beyond Ratings

FTSE ESG 指数は、基盤となる母集団と同様の
リスク/リターン特性を提供。指数レベルの ESG
パフォーマンスも向上。

Beyond Ratings は、ESG と債券の統合を可能にす
るスマート データと分析で定評があるプロバイダー。
従来の信用分析を補完。

価格と
リファレンスデータ

–

広範なカバレッジ – マーケット時価総額全体のほぼ99% に Green Revenues
データ モデルを適用。超小型株から超大型株まで、48か所の先進国と新興国の
取引所の16,000社を超える上場企業が対象FTSE Russell 最大の株式指数カバ
レッジ。FTSE グローバル・エクイティ・インデックス・シリーズとラッセル米
国指数全体を包含

–

包括的 – 133のマイクロセクターに分類を拡大して、さらに多くの収益カテゴリ
をカバー。グリーン活動とそれが約3,000社の損益に及ぼす重大な影響を概観。
FTSE グローバル・エクイティ・インデックス・シリーズとラッセル3000指数を
包含

–

粒度 – Green Revenue では、予想手法を使用して、データ ギャップを埋め、ポ
イント データの正確性を確保

–

層構造 – グリーン、よりグリーン、最もグリーン。マイクロセクターを層構造で
評価し、「限定的」、「純プラス」、「明確で重大」の影響カテゴリで容易に評
価

–

EU 分類法 – 「環境にやさしい」または「サステナブル」な商品として投資会社
がファンドをマーケティングするときに客観的に満たす必要がある標準を、分類
法やガイドラインとして EU が策定開始。この重要な時期に、FTSE ラッセルの
Green Revenues データは、投資コミュニティが新しい標準を理解し準拠するた
めの包括的なツールを提供

リフィニティブ ESG 指数
ニュース

弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

リスクと
規制

主要リソース
サステナブル
ファイナンス

Green Revenues 2.0 データ モデルの概要
Green Revenues 分類システム (GRCS)
Green Revenues 指数

データの
相互運用性
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サステナブル ファイナンス

Beyond Ratings

コモディティ

企業データ

リフィニティブ ESG データ

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析

グローバル市場の時価総額の80% 以上を500以
上の ESG メトリック（測定基準）でカバー。
2002年以降のデータを網羅する、業界で最も包
括的な ESG データベースの1つ。

AI ベースの ESG フィードで30,000社以上の企業を
252の国や地域でカバー。1998年以降の何千もの
ソースと何千万人ものニュースやソーシャル メディ
ア執筆者の情報から抽出

FTSE Russell ESG レーティング

Green Revenue 2.0 データ モデル

47か所の先進国市場と新興国市場の7,200種の証
券の ESG リスクとパフォーマンスを計測。

成長を続けるグリーン エコノミーへの貢献度を総計
および個別で、正確に評価およびモニターするため
の構造、計測方法、プロセスを FTSE ラッセルが開
発

経済データ

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

Beyond Ratings は、ESG の基準を透明性の高いシステムとして組み込むための新し
い金融分析標準を提供。
多くの国および180か国の発行者および企業のデータを提供。企業については、
10,000社以上のデータを提供。低炭素、エネルギー転換、自然資本などの指数作成
の専門知識。

まとめと統計情報
国カバレッジ: 拡張信用リスク、カーボン/気候、2℃ 目標、ESG に関するデータ、
スコアおよびレーティング。2000年以降の過去データを四半期と年次ベースで更
新。

–

企業カバレッジ: カーボン、ESG、気候の軌跡に関するデータ、スコアおよび
レーティング。2007年以降の過去データを四半期と年次ベースで更新。

– 229個の国レベル指標、180か国10,000社以上向け 31のテーマ

FTSE Russell ESG 指数

Beyond Ratings

FTSE ESG 指数は、基盤となる母集団と同様の
リスク/リターン特性を提供。指数レベルの ESG
パフォーマンスも向上。

Beyond Ratings は、ESG と債券の統合を可能にす
るスマート データと分析で定評があるプロバイダー。
従来の信用分析を補完。

価格と
リファレンスデータ

–

–

主な価値提案
–

ESG のファクターイン: 国の経済パフォーマンスと ESG を結びつけることによ
り、ESG 分析への統計的かつ非依存型のアプローチを提供。このクオンツ モデ
ルでは、国の全体的な ESG パフォーマンスを他国との比較で評価。国のサステ
ナブルな成長に資する ESG ファクターを強調

–

ソブリン・リスク・モデル: ソブリン・リスク・モニターは、146か国を対象とす
る高度なクオンツ手法で、ソブリン・クレジット・リスクの詳細評価を提供

–

RI コンセンサス: 市場コンセンサスに基づく企業 ESG パフォーマンスの計測。
RI コンセンサスは、上位500社の ESG ファンドの10,000社以上の企業の統合分
析に基づいて、サステナブルな投資市場の意思決定を助ける信頼性の高いデータ
とインサイトを提供

リフィニティブ ESG 指数
ニュース

リスクと
規制

ソブリン・リスク・モデル (SRM) の90個の指標とスコア変数で国の信用力を評
価

弊社の環境、社会、ガバナンス (ESG) 指数は、
ESG 要因に対する企業リスクを評価し、ESG リ
スクに関わる社会的責任を投資家が果たせるよ
うに支援。

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性
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コモディティ

企業データ

経済データ

データの相互運用性
シンボロジー

特徴とお客様のメリット

PermID（パームID)

弊社ではデータの相互運用性とシンボロジーに注目して、お客様のデータエクスペ
リエンスを向上しています。
– エンティティ、属性、関係を図でトップダウン表示して、論理モデルを保守

Industry Classification Benchmark (ICB)
グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

– 価格とリファレンスデータのニーズを満たすため、クロスアセット情報をリン
クして、すべての非ストリーミング情報を接続

主要インサイト
– すべてのアセットクラス、個人、組織エンティティに対する10億個以上の
PermID（パームID)
– 約200万個の取引主体識別子 (LEI) をマップ済み

– 2,000種以上のトピック コードをニュースにタグ付けして、非構造化コンテン
ツのフィルタリングと分析を迅速化

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

データの
相互運用性
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データの相互運用性: シンボロジー
コモディティ

リフィニティブの情報モデルのデータ マッピングとナビゲーション処理を簡素化できます。弊社のシンボロジー API は、Request/response型のサービス
で、単一のデータ体験を保証しているので、リフィニティブとサードパーティ データを使用したアプリケーションのアクセス、配信および作成が簡単に
企業データ

経済データ

なります。
シンボロジーでリンクされた弊社のデータ サービスを利用
して、ID から ID にナビゲートすることにより、データのオ
ンボーディング、集計、正規化を合理化できます。

サンプル市場 ID

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

任意の銘柄に対して、索引検索の結果から使用可能な
すべての ID をすばやく取得。

組織
PermID

データに対するシングル・ポイント・アクセスを、ID
を使用して、リフィニティブの対応する ID にマップ。

組織

銘柄
PermID

銘柄

銘柄
PermID

同じレベル (ISIN から CUSIP) または異なるレベル
(RIC から LEI) の階層エンティティ構造内の開始点と終
了点の識別子の間をナビゲート。
複数アセットクラス・アプローチおよびサードパー
ティ データとのシームレスな接続を確保。

RIC
SEDOL
TICKER

ISIN
CUSIP

LEI

MIC
クォート
PermID

クォート

クォート
PermID

取引市場
ベニュー
市場属性
ソース PermID

ESG
予想値

ファンダメンタルズ

クロスアセット銘柄:

リアルタイム

金融市場情報:

株主情報

株式

過去データ

イベント

イベント

リサーチ

債券

時系列

開示書類

デリバティブ

休日
ラダー

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

PermID

Industry Classification Benchmark

データの
相互運用性
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データの相互運用性: PermID（パームID)
コモディティ

弊社の一意の識別子である PermID は、各データセットの参照ポイントとなり、データ マッピングを合理化し、データ管理を容易にします。
企業データ

経済データ

補完性: ロイター銘柄コード (RIC)、国際証
券コード (ISIN)、取引主体識別子 (LEI) およ
び他の識別子を補完。
包括的: さまざまな組織、銘柄、ファンド、
発行体、個人に識別子を提供。

グローバル
インフラ

指数と
ベンチマーク

価格と
リファレンスデータ

ニュース

マシンリーダブル: 関連情報を即座にシーム
レスに接続する64ビットの数値。
オープン: リフィニティブのオープン戦略に
より、新しい機会、コラボレーション、イ
ノベーションを推進。Open Data Institute
(ODI) の認証取得済み。
永続的: 再利用されない識別子を各情報オブ
ジェクトに割り当て。変更がないため、長
期間にわたってオブジェクトの変化を追跡
可能。

リスクと
規制

サステナブル
ファイナンス

シンボロジー

データの
相互運用性
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データの相互運用性: ICB
COMMODITIES

産業分類ベンチマーク （ICB) は、投資ソリューションをサポートするために設計された、リサーチと市場動向に基づいた、包括的かつルールに基づいた
透明性の高い分類方法です。.2005年に発売され、2019年にはラッセル・グローバル・セクター（RGS）の分類スキームを統合し、さらに構造を強化しま
COMPANY DATA

した
ICBは、グローバルな機関投資家のお客様に広く採用されており、多くのアプリケーションのユースケースがあります。

ECONOMIC DATA

アセットマネージャー
セクターエクスポージャー分析、戦力実行と要因分析レポート
GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

データプロバイダー
参照データマップにより、システムで業種別に企業を分類、管理、フォロー可能
為替 & インデックス
ロンドン証券取引所、FTSE Russell、ユーロネクスト、STOXX、NASDAQ、ヨハネスブルグ証券取引所、SIXスイス取引所、Borsa Italiana、アテネ取引所、キプ
ロス証券取引所、Boursa Kuwait、トロント証券取引所など、世界中の証券取引所およびインデックスプロバイダーによって、上場企業の分類や市場のセクターパ
フォーマンスの分析に使用されています。

PRICING AND
REFERENCE DATA

NEWS

RISK AND
REGULATORY

SUSTAINABLE
FINANCE

PermID

Symbology

DATA INTEROPERABILITY
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COMMODITIES

Appendix

COMPANY DATA

ECONOMIC DATA

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

PRICING AND
REFERENCE DATA

NEWS

RISK AND
REGULATORY

SUSTAINABLE
FINANCE
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価格とリファレンスデータ

Fixed Income – Yield Book

COMMODITIES

COMPANY DATA

ECONOMIC DATA

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

デリバティブ – 先物

債券

46か国112か所の規制デリバティブ取引所の
グローバルな先物データ。1973年以降の過去
データをさまざまな時系列で提供。

150か所以上の取引所および800名のコントリビュー
タによる債券価格。すべてのアセットタイプの510万
件の最新銘柄証券をカバー。すべてのディーラー間
ブローカー、MarketAxess およびトレードウェブの
データを提供。

デリバティブ – オプション

債券 – トレードウェブ

100か所以上の規制取引所の上場投資オプ
ション データ。ストックと指数、コモディ
ティとエネルギー、外国為替と債券など、複
数のアセットクラスの取引商品をカバー。

トレードウェブのディーラーと顧客間のオンライン
市場は、流動性の最も深いプールの1つ。50社以上の
グローバル・プライマリ・ディーラーと2,200社以上
のバイサイド機関が参加。

株式

債券 – Yield Book

取引時間前、フル・オーダーブック・コンテ
ンツの市場全体をカバーする広範なリアルタ
イム取引データ。価格を発見するための高い
透明性、リアルタイムの取引後データによる
完全なレベルのサービス品質を提供。

Yield Book は、最も複雑な債券商品を扱うことができ、
グローバル市場における綿密なリスク分析、規制上のス
トレステスト、複雑なポートフォリオ分析において信頼で
きる情報源となっています。

上場投資信託 (ETF)

リフィニティブ評価価格サービス

リフィニティブ上場投資ファンド データでは、
350か所以上の上場投資市場と OTC 市場のリ
アルタイムと時系列のリファレンスデータを
提供。

ソブリン債、社債、地方債、仕組み商品、OTC デリ
バティブ、ローンなど、270万件の債券をカバーする、
中立でグローバルな評価価格ソース。

PRICING AND
REFERENCE DATA

NEWS

Yield Book のグローバル債券データベースは、世界の国債、社債、米国地方債、複合
モーゲージ証券、アセットバック証券、CLO、仕組債、各種デリバティブなど、債券
全般にわたり幅広くカバーしています。
Refinitiv のプライシングおよびリファレンスデータ、そしてYield Bookの市場をリー
ドするモデルと組み合わせたこの広範囲なカバレッジによって、単一銘柄分析、高度
なモーゲージ機能、動的なヒストリー分析、集合ユニバース分析およびレポートなど
の当社の債券分析機能を支えています。
まとめ
‒ 債券データ、T&C、プライシング、分析、インデックスを網羅する包括的なシング
ルソースソリューションへのアクセスにより、債券保有残高と投資ユニバースに一
貫性を提供することができます。
‒ 世界の債券市場全体で1,000万以上の証券をネイティブにサポート。
‒ 2800以上のキーワードを網羅した分析ライブラリーにより、単一銘柄だけでなく、
ポートフォリオやユニバースの集合体で利用可能な、キャッシュフローを含む包括
的な分析結果を算出することができます。
‒ フロントオフィスとミドルオフィスのバイサイドとセルサイドの両方で使用されて
いる、市場で広く使用され、テストされた一連のモデルへのアクセス。
‒ 10年以上に渡り歴史的に検証された分析ライブラリーと付随する Yield Book デー
タセットにより、不完全な債券リスク分析レコードの補填、上場および店頭商品の
データベースの充実、複数のデータおよびインデックス プロバイダー間での計算の
整合性を図ることができます。

.
Available on various Yield Book & Refinitiv platforms:

RISK AND
REGULATORY

SUSTAINABLE
FINANCE

追加のコンテンツセット

Key products / product suites:

リファレンスデータ – MiFID II

FX と マネーマーケット

Yield Book API, Refinitiv Datascope Select Landing Zone

リファレンスデータ

暗号化通貨 (デジタル資産)

指数、構成銘柄、重み付け

過去のティックデータ

Yield Book Classic & Batch, Yield Book Add-In, Yield Book Calculator, Yield Book Structuring
Tool, Yield Book Loan Collateral Analyzer, Refinitiv Eikon

リッパ－・ファンド・データ
DATA INTEROPERABILITY
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COMMODITIES

COMPANY DATA

ECONOMIC DATA

FTSE Russell
Russell US Indexes

FTSE Global Factor Index Series

FTSE Global Equity Index Series (GEIS)

FTSE Australian Equity Index Series

FTSE UK Index Series

FTSE TWSE Taiwan Index Series

FTSE China Index Series

Russell RAFI Index Series

FTSE RAFI Index Series

Russell Equal Weight Index Series

FTSE Italia Index Series

Russell Stability Index Series

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

PRICING AND
REFERENCE DATA

FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series
NEWS

FTSE Infrastructure Index Series
RISK AND
REGULATORY

SUSTAINABLE
FINANCE

FTSE/JSE Africa Index Series
FTSE MPF Index Series

DATA INTEROPERABILITY
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Russell US Indexes
COMMODITIES

Russell US Index は、超大型株からマイクロキャップに至るまで、機関投資家向け米国株式ベンチマークのリーダー的存在です。モジュール方式で構築された当イン
デックスを利用することで、投資家は特定の規模別または運用スタイル別で現在および過去の市場パフォーマンスをトラックすることができます。すべてのRussel US
COMPANY DATA

インデックスは、Russell3000®インデックスのサブセットです。
Top 10 Indexes

ECONOMIC DATA

The Russell 1000® Index measures the performance of the large-cap segment of the US equity universe. It is a subset of the Russell 3000® Index and
includes approximately 1,000 of the largest securities based on a combination of their market cap and current index membership.

Russell 2000® Index

The Russell 2000® Index measures the performance of the small-cap segment of the US equity universe. The Russell 2000® Index is a subset of the Russell
3000® Index representing approximately 10% of the total market capitalisation of that index. It includes approximately 2,000 of the smallest securities based
on a combination of their market cap and current index membership.

RU2000

Russell 3000® Index

The Russell 3000® Index measures the performance of the largest 3,000 US companies representing approximately 98% of the investable US equity market

RU3000

Russell 2500™ Index

Russell Top 500 Index
PRICING AND
REFERENCE DATA

Russell Midcap® Index

NEWS

Russell 1000® Growth
Index
Russell 1000® Value
Index

RISK AND
REGULATORY

SUSTAINABLE
FINANCE

Index Codes

Russell 1000® Index

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

Description

Russell 2000® Value
Index
Russell 2000® Growth
Index

The Russell 2500™ Index measures the performance of the small to midcap segment of the US equity universe, commonly referred to as "smid" cap. The
Russell 2500™ Index is a subset of the Russell 3000® Index. It includes approximately 2500 of the smallest securities based on a combination of their
market cap and current index membership.
The Russell Top 500 Index measures the performance of the largest cap segment of the U.S. equity universe. The Russell Top 500 Index is a subset of the
Russell 3000® Index. It includes approximately 500 of the largest securities based on a combination of their market cap and current index membership and
represents approximately 83% of the U.S. market.
The Russell Midcap® Index measures the performance of the mid-cap segment of the US equity universe. The Russell Midcap® Index is a subset of the
Russell 1000® Index. It includes approximately 800 of the smallest securities based on a combination of their market cap and current index membership. The
Russell Midcap® Index represents approximately 31% of the total market capitalisation of the Russell 1000® companies.
The Russell 1000® Growth Index measures the performance of the large cap growth segment of the US equity universe. It includes those Russell 1000®
companies with higher price-to-book ratios and higher forecasted growth values
The Russell 1000® Value Index measures the performance of the large cap value segment of the US equity universe. It includes those Russell 1000®
companies with lower price-to-book ratios and lower expected growth values. The Russell 1000® Value Index is constructed to provide a comprehensive and
unbiased barometer for the large-cap value segment.
The Russell 2000® Value Index measures the performance of small-cap value segment of the US equity universe. It includes those Russell 2000®
companies with lower price-to-book ratios and lower forecasted growth values. The Russell 2000® Value Index is constructed to provide a comprehensive
and unbiased barometer for the small-cap value segment.
The Russell 2000® Growth Index measures the performance of the small cap growth segment of the US equity universe. It includes those Russell 2000®
companies with higher price-to-value ratios and higher forecasted growth values. The Russell 2000® Growth Index is constructed to provide a
comprehensive and unbiased barometer for the small-cap growth segment.

RU1000

RU2500

RU500

RUMIDCAP
RU1000G
RU1000V

RU2000V

RU2000G

FTSE Russell
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FTSE Global Equity Index Series (GEIS)
COMMODITIES

FTSE GEISは、お客様の投資に対する見解に合わせてカスタマイズ可能なグローバル株式インデックスの強固な枠組みを提供します。このシリーズには世界49の先進・
新興国市場の16,000 銘柄を超える大型株、中型株、小型株、マイクロキャップが含まれており、特定の市場や市場セグメントを対象とした幅広いモジュラー・インデッ
COMPANY DATA

クスも用意されています。
Top 10 Indexes

ECONOMIC DATA

The FTSE All-World Index is a market-capitalisation weighted index representing the performance of the large and mid cap stocks from the FTSE Global
Equity Index Series and covers 90-95% of the investable market capitalisation. The index covers Developed and Emerging markets.
The FTSE All-World ex US Index is one of a number of indexes designed to help investors benchmark their international investments. The index comprises
FTSE All-World ex US
Large and Mid cap stocks providing coverage of Developed and Emerging Markets excluding the US. The index is derived from the FTSE Global Equity
Index
Index Series (GEIS), which covers 98% of the world’s investable market capitalisation.
The FTSE Developed Index is a market-capitalisation weighted index representing the performance of large and mid cap companies in Developed markets.
FTSE Developed Index
The index is derived from the FTSE Global Equity Index Series (GEIS), which covers 98% of the world’s investable market capitalisation.
The FTSE Developed Europe ex UK Index is part of a range of indices designed to help European investors benchmark their international investments. The
FTSE Developed Europe
index comprises large and mid cap stocks providing coverage of the Developed markets in Europe excluding the UK. The index is derived from the FTSE
ex UK Index
Global Equity Index Series (GEIS), which covers around 98% of the world's investable market capitalisation.
The FTSE Developed All Cap ex US Index is part of a range of indices designed to help US investors benchmark their international investments. The index
FTSE Developed All Cap
comprises large, mid and small cap stocks from developed markets excluding the US. The index is derived from the FTSE Global Equity Index Series
ex US Index
(GEIS), which covers 98% of the world’s investable market capitalisation.
The FTSE Emerging Index provides investors with a comprehensive means of measuring the performance of the most liquid large and mid Cap companies in
the emerging markets. FTSE Emerging Markets indexes are part of the FTSE Global Equity Index Series (GEIS). The series includes large and mid cap
FTSE Emerging Index
securities from advanced and secondary emerging markets, classified in accordance with FTSE's transparent Country Classification Review Process. The
index is derived from the FTSE Global Equity Index Series (GEIS), which covers 99% of the world's investable market capitalisation.
FTSE Emerging Markets
The FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index comprises the large, mid and small cap constituents. This index includes China A Shares at a
All Cap China A Inclusion
weighting equivalent to total R/QFII allocations.
Index
FTSE Global Total Cap The FTSE Global Total Cap Index is a market-capitalisation weighted index representing the performance of the large, mid, small and microcap stocks
Index
globally. The index aggregate of around 17,000 stocks cover Developed and Emerging Markets representing over 99% of investable market cap globally.
The FTSE Global All Cap ex US Index is part of a range of indices designed to help US investors benchmark their international investments. The index
FTSE Global All Cap ex US
comprises large, mid and small cap stocks globally excluding the US. The index is derived from the FTSE Global Equity Index Series (GEIS), which covers
Index
98% of the world’s investable market capitalisation.
The FTSE Japan Index is part of a range of indexes designed to help Asia investors benchmark their investments. The FTSE Japan index is a marketFTSE Japan Index
capitalisation weighted index representing the performance of Japanese large and mid cap stocks. The index is derived from the FTSE Global Equity Index
Series (GEIS), which covers 98% of the world’s investable market capitalisation.
FTSE All-World Index

GLOBAL
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Description

Index Codes
AWORLDS
AWXUSAS
AWD
AWDEXUKS

ACDXUS

AWALLE

FQEAC
TCG
ACXUSS

WIJPN

FTSE Russell
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FTSE UK Index Series
COMMODITIES

FTSE UK Index Series は英国企業のパフォーマンスを反映するよう設計されたものであり、市場参加者には一連の包括的、補完的なインデックスが提供されます。これ
らのインデックスにより、英国株式市場のすべての時価総額セグメントおよび業種セグメントのパフォーマンス測定が可能になります。
COMPANY DATA

Top 10 Indexes
ECONOMIC DATA

FTSE All-Share Index

FTSE 100 Index
GLOBAL
INFRASTRUCTURE

FTSE 250 Index

INDICES AND
BENCHMARKS

FTSE 250 ex Inv Co Index

Description
The FTSE All-Share Index represents the performance of all eligible companies listed on the London Stock Exchange's (LSE) main market, which pass
screening for size and liquidity. The index captures 98% of the UK's market capitalisation. FTSE All-Share Index constituents are traded on the LSE's SETS
and SETSmm trading systems.
The FTSE 100 is a market-capitalisation weighted index of UK-listed blue-chip companies. The index is part of the FTSE UK Series and is designed to
measure the performance of the 100 largest companies traded on the London Stock Exchange that pass screening for size and liquidity. FTSE 100
constituents are all traded on the London Stock Exchange’s SETS trading system
The FTSE 250 Index represents mid cap stocks traded on the London Stock Exchange (LSE), which pass screening for size and liquidity. FTSE 250 Index
constituents are traded on the LSE's SETS and SETSmm trading systems.
The FTSE 250 Index represents mid cap stocks traded on the London Stock Exchange (LSE), which pass screening for size and liquidity. FTSE 250 Index
constituents are traded on the LSE's SETS and SETSmm trading systems. The FTSE 250 ex Investment Trusts Index excludes Investment Trusts.

The FTSE 350 Index represents large and mid cap stocks traded on the London Stock Exchange (LSE), which pass screening for size and liquidity. The
FTSE 350 index is made up of the constituents of the FTSE 100 and FTSE 250 index. FTSE 350 Index constituents are traded on the LSE's SETS and
SETSmm trading systems.
The FTSE 350 Index represents large and mid cap stocks traded on the London Stock Exchange (LSE), which pass screening for size and liquidity. The
FTSE 350 ex Investment
FTSE 350 index is made up of the constituents of the FTSE 100 and FTSE 250 index. FTSE 350 Index constituents are traded on the LSE's SETS and
Trust Index
SETSmm trading systems. The FTSE 350 ex Investment Trust index excludes Investment Trusts.
FTSE 350 Index

PRICING AND
REFERENCE DATA

FTSE SmallCap Index

The FTSE SmallCap Index includes the companies from the FTSE All-Share Index that are not large enough to be constituents of the FTSE 350.

Index Codes
ASX

UKX
MCX

MCIX
NMX

NMIX
SMX

NEWS

The FTSE AIM All-Share index includes all AIM quoted companies which meet FTSE's eligibility criteria. The FTSE AIM Index Series was developed in
FTSE AIM All-Share Index conjunction with the London Stock Exchange in order to improve the transparency, liquidity and profile of the Alternative Investment Market (AIM), extending
the range of available investment opportunities.
RISK AND
REGULATORY

SUSTAINABLE
FINANCE

FTSE UK Dividend+ Index

The FTSE UK Dividend+ Index is a yield weighted index designed to select and measure the performance of higher yielding stocks within the universe of the
FTSE 350 Index, excluding investment trusts. Stocks are weighted by their one-year forecast dividend yield as opposed to market capitalisation.

The FTSE UK Equity Income Index comprises stocks that are characterised by higher-than-average dividend yields, and is based on the FTSE 350 Index,
FTSE UK Equity Income which is part of the FTSE UK Index Series. Real estate investment trusts (REITS) and investment trusts are removed from the index, as are stocks that are
Index
forecast to pay a zero dividend over the next 12 months or have no forecast data available. The remaining stocks are ranked by annual dividend yield and
the top 50% (accounting for buffers) are included in the index. The constituents are then weighted by float-adjusted market capitalisation.

AXX
FUDP

GPVAN006

FTSE Russell
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FTSE China Index Series
COMMODITIES

進化し続ける中国株式市場の幅広さと奥深さを反映するよう設計された FTSE China Indexes には、この際立った投資機会集合の利用を目指す国内外の投資家を支援す
るよう設計された様々なベンチマークが含まれています。このシリーズには、指数連動型商品のベースとして使用されることを意図した幅広い市場ベンチマークやイン

COMPANY DATA

デックスが含まれており、中国のすべての株式クラスがカバーされています。
Top 10 Indexes

ECONOMIC DATA

FTSE China A50 Index

Description
The FTSE China A50 Index is a real-time tradable index comprising the 50 largest A Share companies. The index offers the optimal balance between
representativeness and tradability for China A Share market.

The FTSE China 50 Index is a real-time tradable index comprising 50 of the largest and most liquid Chinese stocks (H Shares, Red Chips and P Chips) listed
and trading on the Stock Exchange of Hong Kong. The index is specifically designed for international investors, combining the ease of trading on SEHK with a
methodology to meet fund regulatory requirements worldwide.
The FTSE Hong Kong 50 Index represents the performance of 50 of the largest and most liquid Hong Kong companies and mainland China stocks (H shares,
FTSE Hong Kong 50 Index
Red chips, P chips) traded on the Stock Exchange of Hong Kong.
The FTSE China Index is a market-capitalisation weighted index representing the performance of large and mid cap Chinese stocks included in the FTSE
FTSE China Index
Global Equity Index Series universe. The FTSE China Index is a subset of FTSE All World Index and FTSE Emerging Index, and includes constituents of A
Shares, B Shares, H Shares, Red Chips, P Chips, S Chips and N Shares. S Chips and N shares were included in the FTSE China Index from September 2017.
The FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index is designed to represent the performance of the Large and Mid Cap Chinese technology industry. The
FTSE China Incl A 25%
selection universe is based on FTSE China Index (includes A Shares (at 25% inclusion factor), B Shares, H Shares, Red Chips, P Chips, S Chips, and N
Tech Capped Index
Shares). Capping is applied in line with the quarterly review on the third Friday of March, June, September, and December.
The FTSE Total China Connect Index is designed to represent the performance of large and mid cap Chinese companies listed in or outside the People’s
FTSE Total China Connect
Republic of China (PRC). The index reflects a broad China equity opportunity set available to international investors and covers all major Chinese share classes
Index
including A Shares, B Shares, H Shares, Red chips, P Chips, S Chips and N Shares.
The FTSE China A Index is a market-capitalisation weighted, free float adjusted index designed to represent the performance of shares available to international
FTSE China A Index
investors accessing A share markets via Northbound Stock Connect and QFII/RQFII, incorporating stocks listed on the Shanghai and Shenzhen Stock
Exchanges including the Shenzhen ChiNext Board and Shanghai STAR market.
FTSE China 50 Index

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

PRICING AND
REFERENCE DATA

NEWS

FTSE China A Free Index
RISK AND
REGULATORY

SUSTAINABLE
FINANCE

The FTSE China A All-Share Free Index is market-capitalisation weighted, free floated adjusted index designed to represent the performance of China A Shares
that are available for domestic Chinese investors, incorporating stocks listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges.

The FTSE China A Stock Connect CNH Index is designed to represent the performance of constituents of the FTSE China A Index that are eligible under the
Northbound China Stock Connect Scheme Buy-and-Sell List. The constituent prices are denominated in CNH (offshore RMB). The FTSE China A Stock
Connect CNH All Cap Index is incorporated into the FTSE Global Equity Index Series.
The FTSE China A Innovative Enterprise Index is a free floated adjusted benchmarks and are subset of the FTSE China A Index. The index is designed to
FTSE China A Innovative
represent the performance of Shenzhen ChiNext and Shanghai STAR A Share securities that are available to international investors accessing A share markets
Enterprises Index
via Northbound Stock Connect and QFII/RQFII.
FTSE China A Stock
Connect CNH Index

Index Codes
XIN9
XIN0
HKG50
WICHN

FCATC

FTTCC

FQCA
FQCAD
FCSCH

FCHIN
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FTSE RAFI Index Series
COMMODITIES

FTSE Russell は、FTSE RAFI Index Series でリサーチ・アフィリエイツ社と連携しています。これらインデックスの構成銘柄は、現金配当総額、フリーキャッシュフ
ロー、売上総額および株主資本などのファンダメンタル・ファクターを組み合わせて加重されます。株価や時価総額は当インデックスのウェイトの決定要因ではありま
COMPANY DATA

せん。その結果、当インデックスは、個別企業、セクター、国への過度のエクスポージャーをもたらす市場の一時的熱狂による行き過ぎた集中の影響を受けにくくなっ
ています。

ECONOMIC DATA

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

PRICING AND
REFERENCE DATA

NEWS

RISK AND
REGULATORY

SUSTAINABLE
FINANCE

Top 10 Indexes

Description

Index Codes

FTSE RAFI™ All-World The FTSE RAFI® All-World 3000 QSR Index comprises 3000 companies with the largest RAFI fundamental scores selected from the FTSE Global All Cap
3000 - QSR Index
Index.

FRAW3Q

FTSE RAFI™ Canada The FTSE RAFI Canada QSR Index comprises all Canadian stocks in the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index.
QSR Index

FRCANQ

FTSE RAFI™ Developed
1000 - QSR Index
FTSE RAFI™ Developed
Asia Pacific ex Japan QSR Index

The FTSE RAFI® Developed 1000 QSR Index comprises 1000 companies with the largest RAFI fundamental scores selected from the FTSE Developed All
Cap Index.

FRDQ

The FTSE RAFI Developed Asia Pacific ex Japan Index - QSR is comprised of the constituents of the following countries from the FTSE RAFI Developed ex
US 1000 Index: Australia, Hong Kong SAR, New Zealand, Singapore and South Korea.

FRDAPXJQ

FTSE RAFI™ Emerging - The FTSE RAFI® Emerging QSR Index comprises 350 companies with the largest RAFI fundamental scores selected from the FTSE Emerging All Cap
QSR Index
Index.

FREMQ

FTSE RAFI™ Japan 350 - The FTSE RAFI Japan 350 QSR Index consists of the 350 companies with the largest RAFI fundamental values from the constituents of the FTSE Japan All
QSR Index
Cap Index.

FRJP350Q

FTSE RAFI™ UK 300 - The FTSE RAFI UK 300 QSR Index comprises the 300 companies with the largest RAFI fundamental scores selected from the constituents of the FTSE AllQSR Index
Share Index.

FRGBR3Q

FTSE RAFI™ UK Low
Volatility Index

FRUKLVQ

The FTSE RAFI™ UK Low Volatility Index represents a complementary offering to the existing FTSE RAFI™ Index Series by applying the FTSE RAFI™
index methodology to the FTSE UK Low Volatility Index.

The FTSE RAFI US 1000 QSR Index comprises the 1000 US-listed companies with the largest RAFI fundamental scores selected from a constituent
FTSE RAFI™ US 1000 universe of all common stocks on the New York Stock Exchange American Stock Exchange (NYSE AMEX) and NASDAQ National Market System. The
QSR Index
universe is screened for nationality, free float, liquidity and multiple line rules according to the FTSE Global Equity Index Series Ground Rules.
FTSE RAFI™ US 1500
Mid Small - QSR Index

The FTSE RAFI® US 1500 Mid Small QSR Index comprises the next 1500 US-listed companies with the largest RAFI fundamental values after the FTSE
RAFI US 1000 QSR Index.

FR10Q

FR15Q

FTSE Russell
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FTSE Italia Index Series
COMMODITIES

FTSE Italia Series は、投資家に包括的かつ補完的な時価総額加重インデックスを提供します。これにより、イタリア証券取引所のMTAおよびMIV市場に上場するイタリ
ア企業のパフォーマンス測定が可能になります。
COMPANY DATA

Top 10 Indexes

Description

Index Codes

FTSE MIB Index

The FTSE MIB Index is the primary benchmark index for the Italian equity market and represents the large cap component of the FTSE Italia All-Share Index.
Capturing approximately 82% of the domestic Borsa Italiana main equity market capitalisation, the FTSE MIB Index measures the performance of the 40
most liquid and capitalised shares listed on Borsa Italiana main equity market.

FTSEMIB

ECONOMIC DATA

The FTSE Italia Mid Cap Index includes the 60 largest shares by full market capitalisation of Borsa Italiana main equity market after those included in the
FTSE MIB, representing approximately 14% of Borsa Italiana equity market capitalisation.

ITMC

FTSE Italia Small Cap
Index

The FTSE Italia Small Cap Index includes all shares listed of Borsa Italiana main equity market not included in FTSE MB and FTSE Italia Mid Cap,
representing approximately 3% of Borsa Italiana equity market capitalisation.

ITSC

FTSE Italia All-Share Index

The FTSE Italia All-Share Index comprises all the constituents from the FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap and FTSE Italia Small Cap, and captures
approximately 99% of Borsa Italiana equity market capitalisation.

ITLMS

FTSE Italia All-Share
Capped Index

The FTSE Italia All-Share Capped Index is obtained applying to FTSE Italia All-Share a capping filter ensuring its compliance with UCITS 5-10-40
concentration rule.

ITLMSC

The FTSE Italia STAR included all shares of the STAR segment of Borsa Italiana STAR segment, targeting mid-small caps voluntarily subject to more
stringent requirements for transparency, governance and free float.

ITSTAR

FTSE Italia Mid Cap Index
GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

PRICING AND
REFERENCE DATA

NEWS

FTSE Italia STAR Index

The FTSE Italia Brands Index is part of the FTSE Italia Index Series. The index comprises constituents in the FTSE Italia All-Share® Index that are included
FTSE Italia Brands Index in the Italian Listed Brands (http://www.borsaitaliana.it/azioni/listedbrands/homepage/homepage.en.htm) as defined by Borsa Italiana. The index is capped to
address UCITS requirements.
FTSE AIM Italia Index

RISK AND
REGULATORY

The FTSE AIM Italia index includes all shares listed on Borsa Italiana AIM market, built for small caps subject to lower listing requirements.

The FTSE Italia PIR Mid Cap TR Index is a benchmark index for the Italian equity markets, measuring the total return performance of Italian companies
FTSE Italia PIR PMI Index matching the personal savings plan (PIR) Law introduced in Italy in 2017. The index includes all shares in the FTSE Italia Mid Cap basket and the 20 more
liquid and capitalised in the FTSE Italia Small Cap basket, properly weighted to match PIR Law requirements.
The FTSE Italia PIR PMI All Index comprises all constituents in the FTSE Italia Mid Cap Index, FTSE Italia Small Cap Index and FTSE AIM Italia Index. The
FTSE Italia PIR PMI All
index is designed to reflect the requirements of Italy’s law on tax-advantaged personal savings plan “Piani Individuali di Risparmio” (PIR). Price, total return,
Index
and net tax indexes are available. The index is capped on a quarterly basis to comply with UCITS and PIR Law requirements.

ITBRANDS
ITAIM
ITPIRMC

ITPIRPA

SUSTAINABLE
FINANCE
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FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series
COMMODITIES

FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series は、世界の適格不動産株の全般的なトレンドを反映するよう設計されています。適合条件は、インカムを生み出す
不動産の所有、取引、開発と定義されています。
COMPANY DATA

Top 10 Indexes
ECONOMIC DATA

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

Description

FTSE EPRA Nareit Global The FTSE EPRA Nareit Global Index is designed to track the performance of listed real estate companies and REITS in both developed and emerging
Index
markets. The FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series is designed to represent general trends in eligible real estate equities worldwide.

PRICING AND
REFERENCE DATA

NEWS

RISK AND
REGULATORY

ENHG

FTSE EPRA Nareit
Developed Index

The FTSE EPRA Nareit Developed Index is designed to track the performance of listed real estate companies and REITS in developed markets worldwide.
The FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series is designed to represent general trends in eligible real estate equities worldwide.

ENGL

FTSE EPRA Nareit
Emerging Index

The FTSE EPRA Nareit Emerging Index is designed to track the performance of listed real estate companies and REITS in emerging markets. The FTSE
EPRA Nareit Global Real Estate Index Series is designed to represent general trends in eligible real estate equities worldwide.

ENEI

FTSE EPRA Nareit Europe The FTSE EPRA Nareit Europe Index is designed to track the performance of listed real estate companies and REITS in both developed and emerging
Index
markets in Europe. The FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series is designed to represent general trends in eligible real estate equities worldwide.
INDICES AND
BENCHMARKS

Index Codes

The FTSE EPRA Nareit UK Index is a subset of the FTSE EPRA Nareit Developed Index and is designed to track the performance of real estate companies
and REITS listed on the London Stock Exchange. The FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series is designed to represent general trends in eligible
real estate equities worldwide.
The FTSE EPRA Nareit Global REITs index is designed to provide investors with the diversification that real estate offers due to its low correlation with other
FTSE EPRA Nareit Global
asset classes, along with sufficient liquidity to gain access to the asset class easily. The index is a subset of the FTSE EPRA Nareit Global Index, separating
REITs Index
the existing constituents to show only REITs, thereby providing investors with additional granularity in the marketplace.
The FTSE EPRA Nareit Developed REITs index is designed to provide investors with the diversification that real estate offers due to its low correlation with
FTSE EPRA Nareit
other asset classes, along with sufficient liquidity to gain access to the asset class easily. The index is a subset of the FTSE EPRA Nareit Developed Index,
Developed REITS Index
separating the existing constituents to show only REITs, thereby providing investors with additional granularity in the marketplace.
FTSE EPRA Nareit UK
Index

FTSE EPRA Nareit
The FTSE EPRA Nareit Developed Rental Index is a subset of the FTSE EPRA Nareit Developed Index. A company is included in the Rental index if its
Developed Rental Index rental revenue from investment properties is greater than or equal to 70% of total revenue.

ENHU
ELUK

ENXG

ERGL

ENGR

FTSE EPRA Nareit
Developed Dividend+
Index

The FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+ Index represents listed real estate companies and REITS in developed markets that have a one-year forecast
dividend yield of 2% or greater. The index is then weighted by market capitalisation in line with the free-float adjusted EPRA Nareit Developed Index.

ENGD

FTSE EPRA Nareit US
Super Liquid Index

The FTSE EPRA Nareit US Super Liquid Index provides a highly liquid composition whilst retaining the characteristics of the underlying index, increasing the
replicability of global, regional and country based indices. FTSE EPRA Nareit Super Liquid Indices utilise a innovative screening and stock selection process
designed to identify and screen the most liquid stocks in a given universe, quantitatively determine optimal basket size and composition, and create a basket
which closely mirrors the characteristics of the parent index.

FTENNASL

SUSTAINABLE
FINANCE
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FTSE Infrastructure Index Series
COMMODITIES

FTSE Infrastructure Index Series は、世界の先進・新興国市場のインフラおよびインフラ関連の上場銘柄のパフォーマンスを測定するよう設計されています。インフ
ラ上場銘柄は、上場株式による流動性と透明性の高いインフラ市場へのアクセス機会を投資家に提供します。
COMPANY DATA

Top 10 Indexes
ECONOMIC DATA

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

The FTSE Global Infrastructure Index includes companies that derive at least 20% of their revenue from core infrastructure activities or infrastructure-related
FTSE Global Infrastructure
activities, and each constituent from the infrastructure-related activities is included at 10% of it's investable weight. Eligible constituents are selected from the
Index
FTSE Global All Cap Index.
The FTSE Developed Infrastructure Index includes companies that derive at least 20% of their revenue from core infrastructure activities or infrastructureFTSE Developed
related activities, and each constituent from the infrastructure-related activities is included at 10% of it's investable weight. Eligible constituents are selected
Infrastructure Index
from the Developed markets within the FTSE Global All Cap Index.
The FTSE Emerging Infrastructure Index includes companies that derive at least 20% of their revenue from core infrastructure activities or infrastructureFTSE Emerging
related activities, and each constituent from the infrastructure-related activities is included at 10% of it's investable weight. Eligible constituents are selected
Infrastructure Index
from the Emerging markets within the FTSE Global All Cap Index.
FTSE Global Core
Infrastructure Index
FTSE Developed Core
Infrastructure Index

PRICING AND
REFERENCE DATA

NEWS

Description

SUSTAINABLE
FINANCE

FDIIW

FEIIW
FGCII

The FTSE Developed Core Infrastructure Index uses constituents are selected from the FTSE Global All Cap Index using FTSE Russell’s definition of
infrastructure. The selected companies will be from Developed markets.

FDCII

The FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index gives participants an industry-defined interpretation of infrastructure and adjusts the exposure to certain
FTSE Global Core
infrastructure sub-sectors. The constituent weights are adjusted according to three broad industry sectors – 50% Utilities, 30% Transportation and a 20% mix
Infrastructure 50/50 Index
of other sectors. Eligible constituents are selected from the FTSE Global All Cap Index.
The FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index give participants an industry-defined interpretation of infrastructure and adjust the exposure to certain
FTSE Developed Core
infrastructure sub-sectors. The constituent are adjusted as part of the semi-annual review according to three broad industry sectors – 50% Utilities, 30%
Infrastructure 50/50 Index
Transportation and a 20% mix of other sectors. Eligible constituents are selected from the Developed markets within the FTSE Global All Cap Index.

FTSE Developed
Infrastructure
Opportunities Index
FTSE Emerging
Infrastructure
Opportunities Index

FGIIW

The FTSE Global Core Infrastructure Index uses constituents are selected from the FTSE Global All Cap Index using FTSE Russell’s definition of
infrastructure. FTSE Russell applies minimum infrastructure revenue thresholds of 65% for constituents of the Core Infrastructure indexes.

FTSE Global Infrastructure The FTSE Global Infrastructure Opportunities Index includes companies that derive at least 20% of their revenue from core infrastructure activities or
Opportunities Index
infrastructure-related activities. Eligible constituents are selected from the FTSE Global All Cap Index.
RISK AND
REGULATORY

Index Codes

The FTSE Developed Infrastructure Opportunities Index includes companies that derive at least 20% of their revenue from core infrastructure activities or
infrastructure-related activities. Eligible constituents are selected from the FTSE Global All Cap Index. Eligible constituents are selected from the Developed
markets within the FTSE Global All Cap Index.
The FTSE Emerging Infrastructure Opportunities Index includes companies that derive at least 20% of their revenue from core infrastructure activities or
infrastructure-related activities. Eligible constituents are selected from the FTSE Global All Cap Index. Eligible constituents are selected from the Emerging
markets within the FTSE Global All Cap Index.

FGCIICU

FDCIICU
FGIOI
FDIOI

FEIOI

FTSE Russell
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FTSE/JSE Africa Index Series
COMMODITIES

FTSE/JSE Africa Index Series は南アフリカ企業のパフォーマンスを反映するよう設計されたものであり、投資家には一連の包括的、補完的なインデックスが提供され
ます。これらのインデックスにより、南アフリカ株式市場の主要な時価総額および業種セグメントのパフォーマンス測定が可能になります。
COMPANY DATA

Top 10 Indexes
ECONOMIC DATA

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

FTSE/JSE SWIX All Share The constituents of the FTSE/JSE Shareholder Weighted (SWIX) All Share Index are based on the FTSE/JSE All Share Index and selected by gross market
Index
capitalisation.
The constituents of the FTSE/JSE Shareholder Weighted (SWIX) All Share Index are based on the FTSE/JSE All Share Index and selected by gross market
FTSE/JSE Capped SWIX
capitalisation. Constituent companies are capped at 10% using prices as at the close of business on the second Friday in March, June, September and
All Share Index
December and shares in issue and free float adjusted for corporate actions as at the Monday after the third Friday.
The FTSE/JSE SWIX Top 40 Index will consist of the 40 most investable companies ranked by investable market capitalisation, in the FTSE/JSE All Share
FTSE/JSE SWIX Top 40
Index. However, all constituents are down-weighted in the index by applying an alternate free float, called the SWIX free float. The SWIX free float represents
Index
the proportion of a constituent’s share capital that is held in dematerialised form and registered on the South African share register.

J403
J433

J400
J203

The constituents of the FTSE/JSE Capped All Share Index are based on the FTSE/JSE All Share Index. Constituent companies are capped at 10% using
prices as at the close of business on the second Friday in March, June, September and December and shares in issue and free float adjusted for corporate
actions as at the Monday after the third Friday.

J303

FTSE/JSE Top 40 Index The FTSE/JSE Top 40 Index will consist of the 40 most investable companies ranked by investable market capitalisation, in the FTSE/JSE All Share Index.

J200

PRICING AND
REFERENCE DATA

RISK AND
REGULATORY

Index Codes

The FTSE/JSE All Share Index represents 99% of the full market capital value i.e. before the application of any investability weightings, of all ordinary
securities listed on the main board of the JSE, subject to minimum free float and liquidity criteria.

FTSE/JSE All Share Index
FTSE/JSE Capped All
Share Index

NEWS

Description

FTSE/JSE Mid Cap Index The FTSE/JSE Mid Cap Index is comprised from the FTSE/JSE All-Share Index and will represent 85%-96% of the full market capital value.

J201

FTSE/JSE SA Listed
Property Index

The FTSE/JSE SA Listed Property Index takes the top 20 liquid companies, by full market capitalisation, taken from the All Share index and listed in the ICB
Industry Real Estate 35, with a primary listing on the JSE.

J253

FTSE/JSE Dividend+
Index

The FTSE/JSE Dividend+ Index selects the top 30 stocks by one-year forecast dividend yield. The constituents’ weightings within the index are determined
by their dividend yield as opposed to market capitalisation.

J259

FTSE/JSE Shariah All
Share Index

The FTSE/JSE Shariah All Share Index has been designed to be used as the basis of Shariah compliant investment products that meet the requirements of
Islamic investors in South Africa and internationally.

J143

SUSTAINABLE
FINANCE

FTSE Russell
DATA INTEROPERABILITY

121

HOME

FTSE MPF Index Series
COMMODITIES

強制積立基金（MPF）インデックスシリーズは、FTSE Russell がウィリス・タワーズワトソン（WTW）および香港投資ファンド協会（HKIFA）と共同で 2001年に発
表したものです。MPFインデックス・シリーズは、FTSE All-World Index Series をベースに、香港の市場参加者が使用するために香港ドルに為替ヘッジされた国・地
COMPANY DATA

域のインデックスを提供するものです。

Top 10 Indexes

Description

Index Codes

ECONOMIC DATA

FTSE MPF All-World Index

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

INDICES AND
BENCHMARKS

PRICING AND
REFERENCE DATA

NEWS

FTSE MPF Asia Pacific ex The FTSE MPF Asia Pacific ex Japan ex Australia ex New Zealand Index consists of eligible large cap and mid cap Asia Pacific companies, excluding
Japan Australia & New Japanese, Australian and New Zealand companies, which are listed on the stock exchanges approved by the Mandatory Provident Fund Schemes Authority
Zealand Index
(MPFA).
The FTSE MPF Europe Index consists of eligible large cap and mid cap European companies which are listed on the stock exchanges approved by the
FTSE MPF Europe Index
Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA).
The FTSE MPF Hong Kong Index consists of HSBC (the Hong Kong listed line), as well as eligible large cap and mid cap Hong Kong and Hong Kong listed
FTSE MPF Hong Kong
Chinese companies in the FTSE MPF All-World Index which are listed on the stock exchanges approved by the Mandatory Provident Fund Schemes
Index
Authority (MPFA).
FTSE MPF North America The FTSE MPF North America Index consists of eligible U.S. and Canadian large and mid cap companies which are listed on the stock exchanges approved
Index
by the Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA).

GPMPF025
GPMPF026
GPMPF023
GPMPF028
GPMPF024

FTSE MPF China Index

The FTSE MPF China Index consists of eligible large cap and mid cap Chinese companies in the FTSE MPF All-World Index which are listed on the stock
exchanges approved by the Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA).

GPMPF030

FTSE MPF Japan Index

The FTSE MPF Japan Index consists of eligible large cap and mid cap Japanese companies which are listed on the stock exchanges approved by the
Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA).

GPMPF020

The FTSE MPF China A Index consists of eligible large cap and mid cap China A share companies in the FTSE MPF All-World Index which are listed on the
stock exchanges approved by the Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA).

GPMPF040

FTSE MPF China A Index
RISK AND
REGULATORY

The FTSE MPF All-World Index is the composite index in the FTSE MPF Index Series. It consists of eligible large cap and mid cap companies in the FTSE
All-World Index which are listed on the stock exchanges approved by the Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA).

FTSE MPF Asia Pacific ex The FTSE MPF Asia Pacific ex Japan Index consists of eligible large cap and mid cap Asia Pacific companies which are listed on the stock exchanges
Japan Index
approved by the Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA).
FTSE MPF All-World Index

The FTSE MPF All-World Index is the composite index in the FTSE MPF Index Series. It consists of eligible large cap and mid cap companies in the FTSE
All-World Index which are listed on the stock exchanges approved by the Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA).

GPMPF027
GPMPF025
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FTSE Global Factor Index Series
COMMODITIES

FTSEターゲット・エクスポージャ・インデックスは、ファクターや気候、ESGエクスポージャといった特定の特性をターゲットとし、ターゲット外の派生的なエクス
ポージャはすべて最小限に抑えるように設計された一連のベンチマークです。ターゲットとするエクスポージャは完全にフレキシブルに設定でき、お客様の個別の投資
COMPANY DATA

目的に合わせて組み合わせることができます。
Top 10 Indexes

ECONOMIC DATA

GLOBAL
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FTSE All-World Target
Exposure Qual Vol Factor
Index
FTSE All-World
Comprehensive Target
Exposure Factor Index
FTSE Developed
Comprehensive Target
Exposure Factor Index
FTSE Emerging
Comprehensive Target
Exposure Factor Index

Description
The FTSE All-World Target Exposure Qual/Vol Factor Index is a multi factor index seeking to maintain a constant exposure to the Quality and Low
Volatility factors while maintaining country and industry neutrality and limiting any off-target factor exposure.

The FTSE All-World Comprehensive Target Exposure Factor Index is a benchmark designed to maintain a constant level of targeted active factor
exposure against the FTSE All-World Index at review date, while minimising off-target consequential exposures. The factors targeted are: Quality, Value,
Momentum, Low Volatility and Size.
The FTSE Developed Comprehensive Target Exposure Factor Index is a benchmark designed to maintain a constant level of targeted active factor
exposure against the FTSE Developed Index at review date, while minimising off-target consequential exposures. The factors targeted are: Quality,
Value, Momentum, Low Volatility and Size.
The FTSE Emerging Comprehensive Target Exposure Factor Index is a benchmark designed to maintain a constant level of targeted active factor
exposure against the FTSE Emerging Index at review date, while minimising off-target consequential exposures. The factors targeted are: Quality, Value,
Momentum, Low Volatility and Size.
The Russell 1000 Comprehensive Target Exposure Factor Index is a benchmark designed to maintain a constant level of targeted active factor exposure
Russell 1000 Comprehensive
against the Russell 1000 Index at review date, while minimising off-target consequential exposures. The factors targeted are: Quality, Value, Momentum,
Target Exposure Factor Index
Low Volatility and Size.

Index Codes
AWTEQV

AWTECE

ADTEFE

AETECF

R1TEFC

Russell 1000 Target Exposure The Russell 1000 Target Exposure Pure Momentum Factor Index is a single factor index comprised of securities within the Russell 1000 Index, seeking
Pure Momentum Factor Index to maintain a constant exposure to the momentum factor while maintaining country and industry neutrality and limiting any off-target factor exposure.

R1TEPM

Russell 1000 Target Exposure The Russell 1000 Target Exposure Pure Quality Factor Index is a single factor index comprised of securities within the Russell 1000 Index, seeking to
Pure Quality Factor Index maintain a constant exposure to the quality factor while maintaining country and industry neutrality and limiting any off-target factor exposure.

R1TEPQ

Russell 1000 Target Exposure The Russell 1000 Target Exposure Pure Size Factor Index is a single factor index comprised of securities within the Russell 1000 Index, seeking to
Pure Size Factor Index
maintain a constant exposure to the size factor while maintaining country and industry neutrality and limiting any off-target factor exposure.

R1TEPS

Russell 1000 Target Exposure The Russell 1000 Target Exposure Pure Value Factor Index is a single factor index comprised of securities within the Russell 1000 Index, seeking to
Pure Value Factor Index
maintain a constant exposure to the value factor while maintaining country and industry neutrality and limiting any off-target factor exposure.

R1TEPV

Russell 1000 Target Exposure
The Russell 1000 Target Exposure Pure Low Volatility Factor Index is a single factor index comprised of securities within the Russell 1000 Index, seeking
Pure Low Volatility Factor
to maintain a constant exposure to the low volatility factor while maintaining country and industry neutrality and limiting any off-target factor exposure.
Index

R1TEPL

FTSE Russell
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FTSE Australian Equity Index Series
COMMODITIES

FTSE Australian Equity Index Series はオーストラリア企業のパフォーマンスを反映するよう設計されたものであり、市場参加者には一連の包括的、補完的なインデッ
クスが提供されます。これらのインデックスにより、オーストラリア株式市場のすべての時価総額および業種セグメントのパフォーマンス測定が可能になります。
COMPANY DATA

Top 10 Indexes
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Description

Index Codes

The FTSE ASFA Australia 100 Index comprises the 100 largest companies by full market capitalisation of the FTSE ASFA Australia All-Share Index. The
FTSE ASFA Australia 100
index is a part of the FTSE ASFA Australia Index Series and contains tax-exempt and tax-adjusted indices.*
Index

FAUSO

FTSE ASFA Australia 200 The FTSE ASFA Australia 200 Index comprises the 200 largest companies by full market capitalisation of the FTSE ASFA Australia All-Share Index. The
Index
index is a part of the FTSE ASFA Australia Index Series and contains tax-exempt and tax-adjusted indices.*

FAUSLM

FTSE ASFA Australia 300 The FTSE ASFA Australia 300 Index comprises the 300 largest companies within the eligible universe when ranked by full market capitalisation that meet the
Index
stated eligibility requirements. The index is a part of the FTSE ASFA Australia Index Series and contains tax-exempt and tax-adjusted indices.*

FAUST

FTSE ASFA Australia All- The FTSE ASFA Australia All-Share Index will comprise of all companies within the top 98% of the eligible universe when ranked by full market capitalisation
Share Index
that meet the stated eligibility requirements. The index is a part of the FTSE ASFA Australia Index Series and contains tax-exempt and tax-adjusted indices.*

FAUSA

FTSE Australia 100 Index

The FTSE Australia 100 Index comprises the 100 largest companies by full market capitalisation of the FTSE ASFA Australia All-Share Index. The index is a
part of the FTSE Australian Companies Index Series and contains non-tax-adjusted indices.*

FAUSO

FTSE Australia 200 Index

The FTSE Australia 200 Index comprises the 200 largest companies by full market capitalisation of the FTSE ASFA Australia All-Share Index. The index is a
part of the FTSE Australian Companies Index Series and contains non-tax-adjusted indices.*

FAUSLMC

FTSE Australia 300 Index

The FTSE Australia 300 Index comprises the 300 largest companies within the eligible universe when ranked by full market capitalisation that meet the stated
eligibility requirements. The index is a part of the FTSE Australian Companies Index Series and contains non-tax-adjusted indices.*

FAUST

FTSE Australia All-Share The FTSE Australia All-Share Index will comprise of all companies within the top 98% of the eligible universe when ranked by full market capitalisation that
Index
meet the stated eligibility requirements. The index is a part of the FTSE Australian Companies Index Series, and contains non-tax-adjusted indices*
The FTSE Australia 300 Choice Index measures the performance of eligible companies in the FTSE Australia 300 Index. The index excludes companies with
FTSE Australia 300 Choice significant business activities involving fossil fuels, nuclear power, alcohol, tobacco, gambling, weapons, adult entertainment and a conduct related screen
Index
based on severe controversies. The index is part of the FTSE Global Choice Index Series, which is designed to help investors align their values with their
investment choices by selecting companies based on the impact of their products and conduct on society and the environment.
FTSE ASFA Australia 300 The FTSE ASFA Australia 300 ex OMBB - Tax Exempt Index comprises the 300 largest companies within the eligible universe when ranked by full market
ex OMBB - Tax Exempt capitalisation that meet the stated eligibility requirements. This index excludes off-market buy-backs from the index calculation and has been created for the
Index
tax-exempt brackets.

SUSTAINABLE
FINANCE

FAUSA

FAUCI

FAUXTX

*Designed specifically for Australian domestic investors.
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FTSE TWSE Taiwan Index Series
COMMODITIES

FTSE グループは台湾証券取引所 （TWSE） と提携し、FTSE TWSE Taiwan Index Series を算出しました。このシリーズは、現地の知識と国際的なインデックス機能
の両方を組み合わせ、国内外の投資家向けに8つのインデックスを作成しています。
COMPANY DATA

Top 10 Indexes
ECONOMIC DATA

Description

FTSE TWSE Taiwan 50 The FTSE TWSE Taiwan 50 is the headline index, representing the performance of the top 50 Taiwanese companies by market capitalisation that meet the
Index
relevant investability screening requirements set by FTSE.
FTSE TWSE Taiwan 50 The FTSE TWSE Taiwan 50 30% Capped Index will contain the same constituents as the FTSE TWSE Taiwan 50 Index but each constituent company
30% Capped Index
weight is capped at 30% at the quarterly review.

GLOBAL
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FTSE TWSE Taiwan Mid- The FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100 Index comprises the next 100 Taiwanese companies after the FTSE TWSE Taiwan 50 Index by market capitalisation.
Cap 100 Index
The index predominantly measures growth sectors and represents nearly 20% of the market.
The FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index is a tradable dividend yield weighted index designed to provide a daily measure of performance of the 30 higher
FTSE TWSE Taiwan
yielding stocks within the universe of the FTSE TWSE Taiwan 50 and FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100 Indices. The index allows investors to capture the
Dividend+ Index
long-term effect of higher compounding returns. The index further benefits from lower correlations with traditional market capitalisation weighted indices.
FTSE TWSE Technology The FTSE TWSE Technology Index comprises all the information technology stocks from the FTSE TWSE Taiwan 50 and FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100
Index
Indices. The Taiwanese information technology sector is the largest industry sector and represents nearly 30% of the market.
The FTSE TWSE Taiwan Eight Industries Index, represents the performance of key industry sectors in the Taiwan stock market, based on the combined
FTSE TWSE Taiwan Eight
constituents of the FTSE TWSE Taiwan 50 and FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100 indices. The eight industries included in the index are Energy, Basic
Industries Index
Materials, Industrials, Consumer Staples, Health Care, Consumer Discretionary, Telecommunications, and Utilities.
The FTSE TWSE Shariah Index has been designed to be used as the basis of Shariah compliant investment products that focus on Shariah-compliant
FTSE TWSE Taiwan
companies listed on the Taiwan Stock Exchange. Using the Large and Mid Cap stocks from the FTSE Global Equity Index Series as a base universe,
Shariah Index
constituents are screened against a clear set of Shariah principles to create a robust Shariah compliant index for the Taiwan market
The FTSE TWSE RAFI Taiwan 50 Index comprises the top 50 Taiwanese companies with the largest RAFI fundamental scores, selected from the FTSE
FTSE TWSE RAFI™
Global Equity Index Series (excluding stocks listed on FTO - Taiwan (Taipei OTC)). Index constituents are weighted using a composite of fundamental
Taiwan 50 Index
factors, including total cash dividends, free cash flow, total sales and book equity value. FTSE partners with Research Affiliates this Index.
The FTSE TWSE RAFI Taiwan 100 Index comprises the next 100 Taiwanese companies outside the FTSE TWSE Taiwan 50 Index with the largest RAFI
FTSE TWSE RAFI™
fundamental scores, selected from the FTSE Global Equity Index Series (excluding stocks listed on FTO - Taiwan (Taipei OTC)). Index constituents are
Taiwan 100 Index
weighted using a composite of fundamental factors, including total cash dividends, free cash flow, total sales and book equity value. FTSE partners with
Research Affiliates on this Index.
FTSE TWSE Taiwan 50 The FTSE TWSE Taiwan 50 is the headline index, representing the performance of the top 50 Taiwanese companies by market capitalisation that meet the
Index
relevant investability screening requirements set by FTSE.

Index Codes
TW50
TW50CN
TW100
TWDP
TWTECH
TWEI

TWSH

FRTW50

FRTW100

TW50

FTSE Russell
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Russell RAFI Index Series
COMMODITIES

Russell RAFI Index Series は、ファンダメンタル・インデックス戦略のベータ値を捕捉するよう設計されています。
Russel Index に期待する透明性、客観性、幅広い分散投資と、Research Affiliates Fundamental Index®の戦略の利点を融合させたインデックスです。
COMPANY DATA

Russell RAFI Index Series は、従来のパッシブ運用戦略を補完する、コスト効率の高いインデックス・ベース のソリューションを投資家に提供します。
Top 10 Indexes
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Index Codes

Russell RAFI™ US Large
The Russell RAFI US Large Company Index comprises companies with the largest RAFI fundamental scores selected from the FTSE US All Cap Index.
Company Index

D41447

Russell RAFI™ US Small
The Russell RAFI US Small Company Index comprises companies with the smallest RAFI fundamental scores selected from the FTSE US All Cap Index.
Company Index

D41448

Russell RAFI™ Global ex
The Russell RAFI Global ex US Index comprises companies from the FTSE Global All Cap ex US Index.
US Index

D41449

Russell RAFI™ Developed
The Russell RAFI Developed Index comprises companies from the FTSE Developed All Cap Index.
Index

D41452

Russell RAFI™ Developed
The Russell RAFI Developed ex-US Large Company Index comprises companies with the largest RAFI fundamental scores selected from the FTSE
ex US Large Company
Developed ex-US All Cap Index.
Index
Russell RAFI™ Developed
The Russell RAFI Developed ex-US Small Company Index comprises companies with the smallest RAFI fundamental scores selected from the FTSE
ex US Small Company
Developed ex-US All Cap Index.
Index
Russell RAFI™ Emerging
The Russell RAFI Emerging Markets Large Company Index comprises companies with the largest RAFI fundamental scores selected from the FTSE
Markets Large Company
Emerging All Cap Index.
Index
The Russell RAFI Global Select Real Estate Index comprises real estate companies from the Russell RAFI Global Index. The index is designed to provide
Russell RAFI™ Global
exposure to the real estate segment of the global equity market by selecting and weighting securities using the average of three fundamental measures of
Select Real Estate Index
company size including adjusted sales, retained operating cash flow and dividends plus buybacks.

D41456

D41457

D41459

D54907

Russell RAFI™ US Index The Russell RAFI US Index comprises companies from the FTSE US All Cap Index.

D41446

The Russell RAFI Select Real Estate Index is designed to provide exposure to the real estate segment of the global equity market by selecting and weighting
Russell RAFI™ US Select
securities by fundamental measures of company size as opposed to market capitalisation. The index select companies by non-price measures of firm size
Real Estate Index
using the following fundamental variables: Adjusted Sales, Retained Operating Cash Flow, and Dividend plus buybacks.

D54919

FTSE Russell
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Description

Using publicly available data, the Russell RAFI Index Series methodology selects and weights securities
using the average of three fundamental measures of company size including adjusted sales, retained
operating cash flow and dividends plus buybacks.
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Russell Equal Weight Index Series
COMMODITIES

Russellのセクター均等加重インデックスの手法は、インデックス内の各セクターを均等加重した上で、各セクター内の企業を均等加重します。この画期的なアプローチ
は、従来の均等加重インデックスを上回る分散効果をもたらします。均等加重を行うことで、経済的要因によるミスプライシングが無作為化されると同時に、インデッ
COMPANY DATA

クスのパフォーマンスが少数の大企業によって左右されるのを回避することができます。

Top 10 Indexes

Description

Index Codes

Russell 1000® Equal
Weight Index

The Russell 1000 Equal Weight Index is comprised of securities within the Russell 1000® Index universe. Rather than simply assigning an equal weight to
each constituent of the index, Russell's industry equal weight index methodology equally weights each industry within the index and then equally weights the
companies within each industry.

D41430

ECONOMIC DATA

GLOBAL
INFRASTRUCTURE

Russell 1000® Enhanced The Russell 1000 Enhanced Value Equal Weight Index is comprised of securities within the Russell 1000® Index universe and has been designed to include
Value Equal Weight Index securities exhibiting characteristics of good relative valuation and upward price momentum where all index constituents are equally weighted.
Russell 1000® Equal
The Russell 1000 Equal Weight Technology Index is comprised of securities within the Russell 1000® Technology Index universe.
Weight Technology Index
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Russell 2000® Equal
Weight Index

The Russell 2000 Equal Weight Index is comprised of securities within the Russell 2000® Index universe.

D94626
D41432

Russell Top 200® Equal
The Russell Top 200 Equal Weight Index is comprised of securities within the Russell Top 200® Index universe.
Weight Index

D94680

Russell Midcap® Equal
The Russell Midcap Equal Weight Index is comprised of securities within the Russell Midcap® Index universe.
Weight Index

D41431

Russell 1000® Equal
Weight Index

The Russell 1000 Equal Weight Index is comprised of securities within the Russell 1000® Index universe.

Russell 1000® Enhanced The Russell 1000 Enhanced Value Equal Weight Index is comprised of securities within the Russell 1000® Index universe and has been designed to include
Value Equal Weight Index securities exhibiting characteristics of good relative valuation and upward price momentum where all index constituents are equally weighted.
RISK AND
REGULATORY

R1EVEW

Russell 1000® Equal
The Russell 1000 Equal Weight Technology Index is comprised of securities within the Russell 1000® Technology Index universe.
Weight Technology Index
Russell 2000® Equal
Weight Index

The Russell 2000 Equal Weight Index is comprised of securities within the Russell 2000® Index universe.

D41430
R1EVEW
D94626
D41432
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Russell Stability Index Series
COMMODITIES

Russell US Stability Indexes™ は、投資家により詳細かつ具体的な情報を提供する投資スタイルをベースとしたベンチマークで、他のスタイル定義（グロースやバ
リューなど）とは独立した第三の次元を Russell US Style Indexes に加えています。このインデックスは、経済サイクル、信用サイクル、安定性と呼ばれる市場のボラ
COMPANY DATA

ティリティに対する感度に基づき、市場の一部を測定します*。
Top 10 Indexes
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Description

Index Codes

Russell 1000® Defensive The Russell 1000® Defensive Index® measures the performance of the large-cap defensive segment of the US equity universe. It includes those Russell
Index®
1000® Index companies that are more stable and are less sensitive to economic cycles, credit cycles, and market volatility based on their stability variables.

R1000DF

Russell 1000® Dynamic The Russell 1000® Dynamic Index® measures the performance of the large-cap dynamic segment of the US equity universe. It includes those Russell
Index®
1000® Index companies that are less stable and are more sensitive to economic cycles, credit cycles and market volatility based on their stability variables.

R1000DY

Russell 2000® Defensive The Russell 2000® Defensive Index® measures the performance of the small-cap defensive segment of the US equity universe. It includes those Russell
Index®
2000® Index companies that are more stable and are less sensitive to economic cycles, credit cycles, and market volatility based on their stability variables.
The Russell 2000 Value-Defensive Index measures the performance of the small-cap value-defensive segment of the U.S. equity universe. It includes
Russell 2000 ValueRussell 2000 Index companies with lower price-to-book ratios, lower forecasted growth values and relatively stable business conditions that are less sensitive
Defensive Index
to economic cycles, credit cycles, and market volatility based on their stability variables.
Russell Top 200 Defensive Index™ measures the performance of defensive stocks in the especially large cap segment of the U.S. equity universe
Russell Top 200 Defensive
represented by stocks in the largest 200 by market cap. It includes those Russell Top 200 Index companies with relatively stable business conditions which
Index™
are less sensitive to economic cycles, credit cycles, and market volatility based on their stability variables.
Russell Top 200 Dynamic Index™ measures the performance of stocks in the especially large cap segment of the U.S. equity universe represented by stocks
Russell Top 200 Dynamic
in the largest 200 by market cap. It includes those Russell Top 200 Index companies with relatively less stable business conditions which are more sensitive
Index™
to economic cycles, credit cycles, and market volatility based on their stability variables.
Russell 2500 Defensive Index™ measures the performance of the small to mid-cap defensive segment of the U.S. equity universe. It includes those Russell
Russell 2500 Defensive
2500 Index companies with relatively stable business conditions which are less sensitive to economic cycles, credit cycles, and market volatility based on
Index™
their stability variables.
Russell Midcap Defensive Index™ measures the performance of the midcap defensive segment of the U.S. equity universe. It includes those Russell Midcap
Russell Midcap Defensive
Index companies with relatively stable business conditions which are less sensitive to economic cycles, credit cycles, and market volatility based on their
Index™
stability variables.

R2000DF
R2000VDF

RT200DF

RT200DY

R2500DF

RMCAPDF

Russell 1000® Defensive The Russell 1000® Defensive Index® measures the performance of the large-cap defensive segment of the US equity universe. It includes those Russell
Index®
1000® Index companies that are more stable and are less sensitive to economic cycles, credit cycles, and market volatility based on their stability variables.

R1000DF

Russell 1000® Dynamic The Russell 1000® Dynamic Index® measures the performance of the large-cap dynamic segment of the US equity universe. It includes those Russell
Index®
1000® Index companies that are less stable and are more sensitive to economic cycles, credit cycles and market volatility based on their stability variables.

R1000DY
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*Stability is measured at the company level in terms of volatility (price and earnings), leverage, and
return on assets. The more stable half of the index is called the Defensive Index® and the less
stable half is called the Dynamic Index®.
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