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特徴とメリット

より詳細で幅広いマーケット	
データ

独占コンテンツを含む 8,000  
万以上の商品にアクセスでき、	
幅広い地域をカバーしています。

迅速で効率的な配信
効率的な低レイテンシーの最適
化、およびクラウド配信オプション
でワークフローを効率化できます。

機械に取り込めるデータ
フィルタリング、クリーニング、統合
済みのデータセットで的確な意思

決定を支援します。

統合のしやすさ
一貫性のあるフィールド ID を用
いて、お使いのワークフロー アプ
リケーションとコンテンツを統合

できます。  
古いモデルとも完全な後方互換

性があります。

総所有コスト (TCO) の削減
統合されたデータ サービス、接続
性、サービス配信オプションによ
り、コストを最小限に抑えます。

シンプルなオンボーディング
効率的なオンボーディング プロセ
スにより、コンテンツにアクセスす
るまでの複雑で長い待ち時間を回

避できます。

発見可能なデータ
データとシンボロジーの標準化に
より、必要なコンテンツを必要な
時にすばやく見つけることができ

ます。

信頼できるデータ
当社のツールと業界トップのリ	
ファレンスデータにより、MiFID II 
の高頻度取引特有の取引報告要
件の遵守を支援します。

リフィニティブのデータ サービスの特長
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リフィニティブのデータを自由に活用する

6 万
テラバイトの保存データ

5,000 万
予想データと KPI (全世界)

480 万
リサーチ文書/年

1,500 万
経済指標時系列データ

1,340 万
債券

130 万
M&A 案件

25 万
企業イベント

5 万 7 千
上場企業

800 万
マーケットデータ更新頻度 (毎秒)

1,070 万
非上場企業

1 億
4,200 万
企業財務データ項目 (年)

52 万
株式上場銘柄(297 の取引所)

リフィニティブが提供する業界最大規模のデータ カタログは、リアルタイム データ、価格データ、リファレンスデータ、
時系列データ、機械読み取り可能データに加え、企業データ、リサーチ、ニュース、ESG データも網羅しています。
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マーケットデータの提供と配信

13,000 以上の資本市場とアドバイザリーデスク、店頭取引 (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、	
Refinitiv Eikon、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 ソリューション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。

提供するメリット
	– 最適なディールメイキングへ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

データの提供を開始する

数字で見る

5,500
OTC 市場全体で 800 万
を超える商品の価格デー
タを提供するセルサイドデ

スク

800
世界 120 の市場をサポー
トする債券価格データの
コントリビューター

1,300
リサーチおよび業績予想
データを提供するセルサイ
ドおよび独立系リサー	

チ会社

1,600
ディールフローに貢献する
銀行および法律事務所

400
投資データを提供するプラ
イベートエクイティファーム

https://contribute.refinitiv.com/?ReturnUrl=Account
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	– MarketPsych	分析	
特許取得済みの自然言語処理エンジンである MarketPsych 
分析を用いて、厳選されたニュースやソーシャル・メディア・ソー
スの非構造化テキストを構造化されたスコアへ変換します。 

	– StarMine	クオンツ分析	
確かな経済的洞察に基づき、厳密な分析に裏付けられた独自
のアルファ計算用の分析およびモデルを使用してより高いリ
ターンを実現します。

	– Yield	Book	–	債券分析
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。

分析
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分析

 – MarketPsych 分析
特許取得済みの自然言語処理エンジンである MarketPsych 分析を用いて、厳選された
ニュースやソーシャル・メディア・ソースの非構造化テキストを構造化されたスコアへ変
換します。 

	– StarMine	クオンツ分析	
確かな経済的洞察に基づき、厳密な分析に裏付けられた独自のアルファ計算用の分析
およびモデルを使用してより高いリターンを実現します。

	– Yield	Book	–	債券分析
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。

MarketPsych は、金融固有の包括的なセンチメント 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。

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。

MarketPsych のセンチメント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、マクロ経済予測、決算発表会の助言など、多くの理由があります。

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

 – 世界の 2,000 社の主要ビジネス報道機関、800 の金融ソーシャル・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 分析は、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 データを提供
し、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データをカ
バーするとともに、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・モデルは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

ソフトウェア
Refinitiv Data Platform 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

MarketPsych 分析
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分析

	– MarketPsych	分析
特許取得済みの自然言語処理エンジンである MarketPsych 分析を用いて、厳選された
ニュースやソーシャル・メディア・ソースの非構造化テキストを構造化されたスコアへ変
換します。 

 – StarMine クオンツ分析 
確かな経済的洞察に基づき、厳密な分析に裏付けられた独自のアルファ計算用の分析
およびモデルを使用してより高いリターンを実現します。

	– Yield	Book	–	債券分析
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。

リフィニティブ StarMine® ではよりスマートな投資リサーチが可能です。リフィニティブの一連のクオンツ モデルのような分析および
株式リサーチ ツールは、アルファの計算とエクイティ情報の処理を効率化し、世界の運用プロフェッショナルが投資アイデアをいち早
く市場で実行できるようにします。 

StarMine クオンツ モデルは、確かな経済的洞察に基づき、業界最高水準のモデリング手法を活用して開発された銘柄選択ファクター
です。これらの堅固なモデルは、さまざまな地域、セクター、市場環境をカバーしており、幅広い投資スタイルにわたってより高いリター
ンの達成に役立ちます。

分析: 
 – SmartEstimates および SmartEconomics 

クオンツ モデル:
 – 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) 

 – 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)

 – クレジットおよびソブリン モデル: ストラクチュラル・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

ソフトウェア
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

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

Refinitiv Data Platform 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

StarMine クオンツ分析
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Yield Book –  
債券分析 
	– インサイトの差別化

	– 規制への準拠

	– シングルソース	ソリューション

	– 高度な分析

	– 卓越した柔軟性

特徴とお客様のメリット
 – Yield Book、Workspace、DataScope など、広範な配信チャ
ネルを通して提供され、債券データ、発行要項データ、価格デー
タ、アナリティクスをカバーする包括的なソリューション

 – 保有債券の包括的な分析や、分析の完全なカスタマイズを可
能にする卓越した柔軟性を提供する高度な分析

 – Yield Book の市場をリードするエージェンシー RMBS モデル
など、期限前償還、デフォルト、損失規模の独自モデルへのアク
セス

 – さまざまな提供チャネルを通して、ユニバース レベルの集計
や包括的なレポート機能をサポート

 – 10 年以上前からの日次プライシング モデルへのアクセスを通
した、カスタマイズされた過去データや分析のソリューション

 – 包括的資本分析およびレビュー (CCAR)、トレーディング勘定
の抜本的見直し (FRTB)、ドット・フランク法に基づくストレステ
スト (DFAST) など、規制上のリスク申告の一環としての中立
的なリスク評価の取り組みをサポート
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Yield Book –  
債券分析 
Yield Book は 30 年に及ぶ経験を活用し、債券のリスク分析を提供する先進的な分析プ
ラットフォームです。1989 年にトレーディング フロアで生み出され、何年にもわたり業
界の専門家たちによって洗練されてきた Yield Book は、今日ではバイサイドとセルサイ
ド機関双方の業界リーダーたちに広くご利用いただいており、ロンドン証券取引所グルー
プ (LSEG) の投資ソリューション部門に導入されています。

市場が信頼し、お客様が主導する。
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。Yield Book は機関投資家、マーケット メーカーのご要望に包括的
に応えるべく、さまざまな機能を提供しています。

中核的な債券分析ソリューション:
	– インサイトの差別化

	– 規制への準拠

	– シングルソース	ソリューション

	– 高度な分析

	– 卓越した柔軟性

流動性、サステナブル投資、キャッシュフローのモデリング、およびデフォルトを調整した分析における Yield Book の発展とその柔軟
性は、分析的な洞察力を高め、視点を磨き上げる独自の機会を提供します。 

まとめ – ESG (環境、社会、ガバナンス)
 – 保有する社債、ソブリン、証券化債券のサステナビリティへの理解を深めて明確化する、アセットクラスで最高水準の ESG データ
セットの分析へアクセス

 – 効果的な投資判断、投資スクリーニング、リスク分析、規制上のフレームワークへの準拠を可能にする、60 万の債券に関する 
550 を超える ESG 指標と分析

 – カスタマイズ可能な柔軟性に優れたプラットフォームは、債券の複雑な分析における信頼性の高いソースであり、ESG や気候関
連の指標を顧客ソリューションの基本部分として統合することが可能

まとめ – デフォルト調整後の指標
 – シンガポール大学の Credit Research Institute (CRI) との提携により、デフォルト確率に関する同研究所の定評ある信頼性の高い
データセットの Yield Book への組み込みを実現

 – 世界の社債市場に関するデフォルト調整後の分析指標を算出し、必要性が高まっているデフォルト リスクの管理に対応可能

 – デフォルト確率を組み込んだ債券ポートフォリオの分析。デフォルト確率に基づいて調整したトラッキング エラーを使用する対ベ
ンチマークのポートフォリオ分析など

ソフトウェア
さまざまな Yield Book プラットフォーム上で利用可能
主要製品/製品スイート:   Yield Book API

 Yield Book Classic & Batch、Yield Book Add-In

インサイトの差別化
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Yield Book –  
債券分析
Yield Book は 30 年に及ぶ経験を活用し、債券のリスク分析を提供する先進的な分析プ
ラットフォームです。1989 年にトレーディング フロアで生み出され、何年にもわたり業
界の専門家たちによって洗練されてきた Yield Book は、今日ではバイサイドとセルサイ
ド機関双方の業界リーダーたちに広くご利用いただいており、ロンドン証券取引所グルー
プ (LSEG) の投資ソリューション部門に導入されています。

市場が信頼し、お客様が主導する。
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。Yield Book は機関投資家、マーケット メーカーのご要望に包括的
に応えるべく、さまざまな機能を提供しています。

中核的な債券分析ソリューション:
	– インサイトの差別化

	– 規制への準拠

	– シングルソース	ソリューション

	– 高度な分析

	– 卓越した柔軟性

Yield Book は、何十年もの間、規制上のリスク申告の一環として中立的なリスク評価を行う取り組みをサポートしてきました。こうし
たモデル検証の取り組みを含む規制上の申告をサポートする経験を通して、Yield Book はお客様の信頼性の高いパートナーという
地位を確立しています。 

さらに、世界のさまざまな債券商品とアセットクラスに関する分析も提供しています。それらの算出方法は、銀行間取引金利 (IBOR) 移
行によって変わります。Yield Book は、影響を受けるあらゆる通貨とアセットクラスの新規発行と既存の商品のすべてについて、新レー
トへのフォールバックをサポートし、詳細なシナリオ分析などの付加的なインサイトを提供することを目指しています。重要な点は、そ
の取り組みのほとんどがリフィニティブ提供の情報に基づいており、グループ間の活発な協力による取り組みであることです。 

まとめ – IBOR 移行
 – キャッシュ商品やデリバティブの新たなリスクフリー レート (SOFR、SONIA、ESTR など) にリンクする新規発行債券の分析をカ
バー 

 – 米国 MBS エージェンシー債と、その新規発行の SOFR リンク債に完全に整合

 – さまざまな新しい算出手法をサポート (後決め、アベレージ/複利、ルックバック、ロックアウトなど)

 – 新たなリスクフリー レートにリンクする、ユーザー定義の債券やデリバティブの組成が可能

 – 将来の移行日のキャッシュフロー予測 (開発中) など、フォールバック レートや、IBOR から新たなリスクフリー レートへの移行を
サポート

 – リフィニティブの発行要項データ、価格データ、IBOR 移行イニシアティブとの整合性

ソフトウェア
さまざまな Yield Book プラットフォーム上で利用可能
主要製品/製品スイート:   Yield Book API

 Yield Book Classic & Batch、Yield Book Add-In、Yield Book Calculator

規制への準拠
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Yield Book –  
債券分析
Yield Book は 30 年に及ぶ経験を活用し、債券のリスク分析を提供する先進的な分析プ
ラットフォームです。1989 年にトレーディング フロアで生み出され、何年にもわたり業
界の専門家たちによって洗練されてきた Yield Book は、今日ではバイサイドとセルサイ
ド機関双方の業界リーダーたちに広くご利用いただいており、ロンドン証券取引所グルー
プ (LSEG) の投資ソリューション部門に導入されています。

市場が信頼し、お客様が主導する。
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。Yield Book は機関投資家、マーケット メーカーのご要望に包括的
に応えるべく、さまざまな機能を提供しています。

中核的な債券分析ソリューション:
	– インサイトの差別化

	– 規制への準拠

	– シングルソース ソリューション

	– 高度な分析

	– 卓越した柔軟性

保有債券と投資ユニバースの一貫性を提供し、債券データ、発行要項データ、価格データ、アナリティクス、指数をカバーする包括的
なシングルソース ソリューションへアクセスできます。 

リフィニティブのグローバル債券データベースは、世界の国債や社債、米国地方債、複雑なモーゲージ証券やアセットバック証
券、CLO、仕組み債、さまざまなデリバティブなど、1,000 万以上のネイティブにサポートされた証券を網羅しています。ユーザー定
義の証券を組成して分析に組み込むことも可能です。 

債券の分析とデータは、既存のデータ プロセスと強化されたワークフローにシームレスに統合することができ、ダウンストリーム機
能へ取り込むのに手間がかかりません。

まとめ
 – 複雑なモーゲージ証券 (MBS)、アセットバック証券 (ABS)、デリバティブなどを含む、債券ユニバース全体を幅広くカバー

 – キャッシュフローを含む包括的な分析が、単一の銘柄についても、ポートフォリオ/ユニバース全体についても利用可能

 – 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

 – リフィニティブの発行要項データ、Mergent のデータ、REPS の価格データ、Yield Book のアナリティクス、FTSE Russell の債
券指数における一貫性

 – 業務に欠かせないバッチ処理に広く使用されている信頼性の高い、実証済みのインフラによって駆動

ソフトウェア
さまざまな Yield Book やリフィニティブのプラットフォーム上で利用可能
主要製品/製品スイート:   Yield Book API、Refinitiv Datascope Select Landing Zone

  Yield Book Classic & Batch、Yield Book Add-In、Yield Book Calculator、Yield Book 
Structuring Tool、Yield Book Loan Collateral Analyzer、Refinitiv Workspace

シングルソースの債券ソリューション
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Yield Book –  
債券分析
Yield Book は 30 年に及ぶ経験を活用し、債券のリスク分析を提供する先進的な分析プ
ラットフォームです。1989 年にトレーディング フロアで生み出され、何年にもわたり業
界の専門家たちによって洗練されてきた Yield Book は、今日ではバイサイドとセルサイ
ド機関双方の業界リーダーたちに広くご利用いただいており、ロンドン証券取引所グルー
プ (LSEG) の投資ソリューション部門に導入されています。

市場が信頼し、お客様が主導する。
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。Yield Book は機関投資家、マーケット メーカーのご要望に包括的
に応えるべく、さまざまな機能を提供しています。

中核的な債券分析ソリューション:
	– インサイトの差別化

	– 規制への準拠

	– シングルソース	ソリューション

	– 高度な分析

	– 卓越した柔軟性

リフィニティブのグローバル債券データベースは、世界の国債や社債、米国地方債、複雑なモーゲージ証券やアセットバック証
券、CLO、仕組み債、さまざまなデリバティブなど、1,000 万以上のネイティブにサポートされた証券を網羅しています。ユーザー定
義の証券を組成して分析に組み込むことも可能です。 

リフィニティブの価格データおよび Yield Book の市場をリードするモデルと組み合わせたこのデータベースの広範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
 – 成果の差別化をサポートする、強化された単一銘柄の債券分析プラットフォームの柔軟性の高いオープン アーキテクチャにより、
ユーザー定義の有価証券、イールドカーブ、算定のオプションなどの幅広いカスタム入力が可能

 – 市場をリードする Yield Book のモーゲージ機能を通じて、証券化取引のキャッシュフロー、市場をリードする期限前償還モデル、
最先端の期限前償還モデルの設定を生かした高度な分析のための算出方法、コホートの構築、損益 (P&L) 要因分析機能へのア
クセスや、市場に対するモデルのパフォーマンスの追跡が可能

 – 10 年以上にわた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 (OTC) 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可能

 – 単一銘柄の分析を集約することで、ポートフォリオ/ユニバースを包括的に概観するとともに、過去のパフォーマンスを評価し、特定
時点のポートフォリオのリスク特性やキャッシュフローを計算し、シナリオ分析やトラッキング エラーおよびバリュー・アット・リスク 
(VaR) のレポートを用いた行動予測を検討

ソフトウェア
さまざまな Yield Book やリフィニティブのプラットフォーム上で利用可能
主要製品/製品スイート:   Yield Book API、Refinitiv Datascope Select Landing Zone

 Yield Book Classic & Batch、Yield Book Add-In、Yield Book Calculator、Refinitiv 
Workspace

高度な分析
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Yield Book –  
債券分析
Yield Book は 30 年に及ぶ経験を活用し、債券のリスク分析を提供する先進的な分析プ
ラットフォームです。1989 年にトレーディング フロアで生み出され、何年にもわたり業
界の専門家たちによって洗練されてきた Yield Book は、今日ではバイサイドとセルサイ
ド機関双方の業界リーダーたちに広くご利用いただいており、ロンドン証券取引所グルー
プ (LSEG) の投資ソリューション部門に導入されています。

市場が信頼し、お客様が主導する。
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。Yield Book は機関投資家、マーケット メーカーのご要望に包括的
に応えるべく、さまざまな機能を提供しています。

中核的な債券分析ソリューション:
	– インサイトの差別化

	– 規制への準拠

	– シングルソース	ソリューション

	– 高度な分析

	– 卓越した柔軟性

Yield Book を利用することで、市場に合わせた標準的な前提条件に基づき、他の追随を許さない柔軟で高度な機能を活用しなが
ら、容易に分析を実行できます。分析を高度化し、カスタム データ、カーブ予測、シナリオを加えることができます。 

まとめ
Yield Book の機能の中核的要素は独自のオープン アーキテクチャであり、ユーザーはカスタムの入出力を指定して分析を完全にカ
スタマイズ可能です。

 – 入力: ユーザー定義の証券、カーブ、受渡の市場慣習、為替レート、価格水準、期限前償還タイプや速度などのモーゲージ関連の
入力、モーゲージ・モデル・ダイヤル

 – 出力: カスタム基準金利デュレーション、部分 DV01、ユーザー定義のキーワード、計算式 

 – カスタム シナリオ: カーブ シフト、タイミング、補間手法、再投資レート、投資期間における価格の想定などの設定をカスタマイズ

 – カスタムレポート機能

ソフトウェア
さまざまな Yield Book やリフィニティブのプラットフォーム上で利用可能
主要製品/製品スイート:   Yield Book API

 Yield Book Classic & Batch、Yield Book Add-In、Yield Book Calculator、Refinitiv 
Workspace

卓越した柔軟性
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コモディティ
	– 農産物

	– コモディティ指数

	– エネルギー:	石油、精製品、石油化学

	– エネルギー:	電力、ガス、LNG、カーボン

	– 	グローバル気象

	– メタル

	– 輸送

特徴とお客様のメリット
 – 石油、精製品、石油化学、輸送、電力、ガス、液化天然ガス 

(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

 – コモディティリサーチチームによる、すべての商品に対する実
績と予測を含む需給データ

 – 広範な取引所価格と店頭価格データ

 – 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)

 – 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

 – Platts、Argus、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
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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。

農産物

価格データ 	– 取引所データ: 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
	– グローバル現物価格データ: ロイター、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
	– リフィニティブリサーチ価格評価: リフィニティブのリサーチチームが、主要コモディティ市場の価格評価を
提供

ファンダメンタルズ  
データ

	– 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、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

リサーチと予測 	– リフィニティブのリサーチ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、菜
種、砂糖、パーム油に関するグローバルな作付けおよび生産予想を含むサービス
	– 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
	– 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

分析 	– 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
リフィティブリサーチ価格評価 

	– 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

サードパーティ  
プロバイダー

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

ソフトウェア
主要製品/製品スイート:   Refinitiv DataScope、Refinitiv Point Connect、Refinitiv Data Management Solutions

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

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しています。 

価格データ

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 など

価格レポート会社 Platts、Argus、ICIS、OPIS

サードパーティの価格データ 米国 ISO、Antaike、Fast Markets (MB)、SMM (上海金属市場)、	
SHMET、CU Steel、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。 

リサーチ、予測、分析
リフィニティブのリサーチチームが、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
独自予測、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	
リフィニティブ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。

	– 農産物
	– エネルギー:	石油、精製品、石油化学
	– エネルギー:	電力、ガス、LNG、カーボン

	– 	グローバル気象
	– メタル
	– 輸送
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リフィニティブ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しています。

リフィニティブ/コアコモディティ CRB インデックスは、EU ベンチマーク規制 (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) が管理しています。

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: リフィニティブのすべての指数は 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へのエクスポージャー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へのエクスポージャーが高い指数 (農産物
と畜産物を除外)

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しています。 

価格データ

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 Platts、Argus、ICIS、OPIS

サードパーティの価格データ 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。 

リサーチ、予測、分析
リフィニティブのリサーチチームが、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
独自予測、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 
リフィニティブ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。

	– 農産物
	– エネルギー:	石油、精製品、石油化学
	– エネルギー:	電力、ガス、LNG、カーボン

	– 	グローバル気象
	– メタル
	– 輸送
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リフィニティブは、取引所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、石油、精製品、石油化学に関す
るコンテンツを提供します。 

エネルギー: 石油、精製品、石油化学

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。製油所のリアルタイムと過去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

リサーチと予測 	– 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、リフィニティブ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
	– ロシアと独立国家共同体 (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

分析 	– 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

サードパーティ  
プロバイダー

– Platts、Argus、IIR Energy、ICIS、OPIS、Polymerupdate 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 

ソフトウェア
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

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しています。 

価格データ

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 Platts、Argus、ICIS、OPIS

サードパーティの価格データ 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。 

リサーチ、予測、分析
リフィニティブのリサーチチームが、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
独自予測、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	
リフィニティブ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。

	– 農産物
	– エネルギー: 石油、精製品、石油化学
	– エネルギー:	電力、ガス、LNG、カーボン

	– 	グローバル気象
	– メタル
	– 輸送
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リフィニティブは、取引所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。

エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

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

リサーチと予測 	– 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
	– 長期のシステム価格とエリア価格の予想
	– 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 

	– 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

分析 	– 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、長期価格予想 (2030 年まで)

サードパーティ  
プロバイダー

– Platts、Argus、IIR Energy、PIERS、Polymerupdate、Hart Energy、ICIS、RIMI Intelligence などの定
評あるエネルギー・データ・プロバイダーや、GFI、ICAP、MXS、Griffin、TFS などのインターディーラー 
ブローカーからのデータ

ソフトウェア
主要製品/製品スイート:   Refinitiv DataScope、Refinitiv Point Connect、Refinitiv Data Management Solutions

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

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しています。 

価格データ

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 Platts、Argus、ICIS、OPIS

サードパーティの価格データ 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。 

リサーチ、予測、分析
リフィニティブのリサーチチームが、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
独自予測、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	
リフィニティブ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。

	– 農産物
	– エネルギー:	石油、精製品、石油化学
	– エネルギー: 電力、ガス、LNG、カーボン

	– 	グローバル気象
	– メタル
	– 輸送
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米国および EU の気象センターから収集した、リフィニティブ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、リフィニティブの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。

グローバル気象

リサーチと予測 	– 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、リフィニティブの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

ソフトウェア
主要製品/製品スイート:   Refinitiv DataScope、Refinitiv Point Connect、Refinitiv Data Management Solutions

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

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しています。 

価格データ

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 Platts、Argus、ICIS、OPIS

サードパーティの価格データ 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。 

リサーチ、予測、分析
リフィニティブのリサーチチームが、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
独自予測、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	
リフィニティブ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。

	– 農産物
	– エネルギー:	石油、精製品、石油化学
	– エネルギー:	電力、ガス、LNG、カーボン

 –  グローバル気象
	– メタル
	– 輸送
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リフィニティブは、取引所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。

メタル

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
	– 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
	– 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

リサーチと予測 	– 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

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

サードパーティ  
プロバイダー

– Platts、Argus、Fastmarkets、Custeel、Asian Metal、Steelorbis、Steelhome、Antaike、CRU、	
Steelmint、Cochilco、LBMA のデータ

ソフトウェア
主要製品/製品スイート:  Refinitiv DataScope、Refinitiv Point Connect、Refinitiv Data Management Solutions

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

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しています。 

価格データ

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 Platts、Argus、ICIS、OPIS

サードパーティの価格データ 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。 

リサーチ、予測、分析
リフィニティブのリサーチチームが、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
独自予測、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	
リフィニティブ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。

	– 農産物
	– エネルギー:	石油、精製品、石油化学
	– エネルギー:	電力、ガス、LNG、カーボン

	– 	グローバル気象
	– メタル
	– 輸送
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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、得られたインサイトを視覚化、分析、活用するための強
力なツールとともに提供しています。

輸送

価格データ 	– 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路の計算

リサーチと予測 	– 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

分析 – 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

サードパーティ  
プロバイダー

– Orbcomm

– Clearlynx

	– バルチック取引所、Simpson Spence Young、Thurlestone Shipping、Riverlake、GFI、Spire 
Maritime、Alibra Shipping、TonnEdge、ISM (International Seaborne Market)、Siglar Carbon、	
G-Ports、Golden Destiny

ソフトウェア
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Point Connect

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

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しています。 

価格データ

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 Platts、Argus、ICIS、OPIS

サードパーティの価格データ 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。 

リサーチ、予測、分析
リフィニティブのリサーチチームが、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
独自予測、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	
リフィニティブ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。

	– 農産物
	– エネルギー:	石油、精製品、石油化学
	– エネルギー:	電力、ガス、LNG、カーボン

	– 	グローバル気象
	– メタル
	– 輸送
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企業データと M&A
	– 企業イベント

	– コーポレート	アクション

	– 案件データ

	– ESG

	– 開示書類

	– ファンダメンタルズ

	– I/B/E/S	予想データ

	– 組織エンティティ	データ

	– 株主、インサイダー、投資機関の
プロファイル

	– 人物	(役員および取締役)

	– 非上場企業のプロファイルと	
財務情報

	– 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

	– リサーチ	–	アフターマーケット

	– リサーチ	–	リアルタイム

	– シンジケート	ローン	(案件)

	– トランスクリプトと要旨

特徴とお客様のメリット
 – 世界の時価総額の 99% をカバーする企業データを活用し
て、グローバルなトレンドと投資機会を特定

 – 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

 – 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 

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合併・買収 

(M&A) 取引。米国分は 376,000 件、米国以外は 924,000 件

 – 4,400 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、機関リサーチの分野で
最も広範かつ詳細なコレクションを保有
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企業イベント

– 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、新規株式公開 (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

ソフトウェア
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

配信形態: API、クラウド、デプロイ/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

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
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Quantitative Analytics

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

CONTRIBUTOR TOOL を利用して	
データを提供する

企業データと M&A
	– 企業イベント

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。 

	– コーポレート	アクション
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。 

	– 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。

	– ESG
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。

	– 開示書類
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。 

	– ファンダメンタルズ	(財務)
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。

	– I/B/E/S	予想データ
リフィニティブの I/B/E/S® 予想データは、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。

	– 組織エンティティ	データ
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
	– 株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

	– 人物	(役員および取締役)

	– 非上場企業のプロファイルと財務情報

	– 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

	– リサーチ:	アフターマーケット

	– リサーチ:	リアルタイム

	– シンジケート	ローン	(案件)

	– トランスクリプトと要旨

https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
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コーポレート アクション
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)

 – 地理的には 156 か国の法人をカバー。FTSE Russell 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

ソフトウェア
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、ウェブ サービス
公開頻度: 15 分、日次、イベントベース、オンデマンド、定期
主要製品/製品スイート:   Refinitiv DataScope 

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

企業データと M&A
	– 企業イベント

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。 

	– コーポレート アクション
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。 

	– 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。

	– ESG
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。

	– 開示書類
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。 

	– ファンダメンタルズ	(財務)
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。

	– I/B/E/S	予想データ
リフィニティブの I/B/E/S® 予想データは、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。

	– 組織エンティティ	データ
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
	– 株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

	– 人物	(役員および取締役)

	– 非上場企業のプロファイルと財務情報

	– 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

	– リサーチ:	アフターマーケット

	– リサーチ:	リアルタイム

	– シンジケート	ローン	(案件)

	– トランスクリプトと要旨
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案件データとリーグ テーブル

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 万件以上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、業界をリードするリフィニティブのリーグ 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。リフィニティブのグローバルな情報収集能力、および投資銀行との強固な関係に基づいて、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

 – 債券資本市場: 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

 – 株式資本市場: 株式資本市場における 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

 – 公債: 63 万件以上の米国新規発行地方債および約 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

ソフトウェア
配信形態: API、デスクトップ、Excel、FTP

公開頻度: 日次、イベントベース、オンデマンド
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

CONTRIBUTOR TOOL を利用して	
データを提供する

企業データと M&A
	– 企業イベント

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。 

	– コーポレート	アクション
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。 

	– 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。

	– ESG
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。

	– 開示書類
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。 

	– ファンダメンタルズ	(財務)
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。

	– I/B/E/S	予想データ
リフィニティブの I/B/E/S® 予想データは、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。

	– 組織エンティティ	データ
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
	– 株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

	– 人物	(役員および取締役)

	– 非上場企業のプロファイルと財務情報

	– 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

	– リサーチ:	アフターマーケット

	– リサーチ:	リアルタイム

	– シンジケート	ローン	(案件)

	– トランスクリプトと要旨

https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
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ESG

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、リフィニティブの 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
 – 世界の時価総額の 86%、630 種類以上の ESG 指標について、2002 年以降のデータをカバー 

 – 76 か国の 1 万 2,000 社以上について、主要な世界および地域のインデックスをカバー

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 630 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

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

ソフトウェア
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、デプロイ/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

Refinitiv Data Platform で提供中 

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、RDP Bulk for ESG

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

CONTRIBUTOR TOOL を利用して	
データを提供する

企業データと M&A
	– 企業イベント

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。 

	– コーポレート	アクション
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。 

	– 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。

 – ESG
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。

	– 開示書類
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。 

	– ファンダメンタルズ	(財務)
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。

	– I/B/E/S	予想データ
リフィニティブの I/B/E/S® 予想データは、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。

	– 組織エンティティ	データ
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
	– 株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

	– 人物	(役員および取締役)

	– 非上場企業のプロファイルと財務情報

	– 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

	– リサーチ:	アフターマーケット

	– リサーチ:	リアルタイム

	– シンジケート	ローン	(案件)

	– トランスクリプトと要旨

https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration


27

開示書類
	– 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

	– 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

	– 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迅速に取得

カバレッジとまとめ
 – 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 20 万社をカバー、うち 6 万社は上場中
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

ソフトウェア
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

配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel

Refinitiv Data Platform で提供中 

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

企業データと M&A
	– 企業イベント

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。 

	– コーポレート	アクション
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。 

	– 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。

	– ESG
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。

	– 開示書類
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。 

	– ファンダメンタルズ	(財務)
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。

	– I/B/E/S	予想データ
リフィニティブの I/B/E/S® 予想データは、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。

	– 組織エンティティ	データ
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
	– 株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

	– 人物	(役員および取締役)

	– 非上場企業のプロファイルと財務情報

	– 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

	– リサーチ:	アフターマーケット

	– リサーチ:	リアルタイム

	– シンジケート	ローン	(案件)

	– トランスクリプトと要旨
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ファンダメンタルズ
	– 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向上。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

	– 企業の足元の財務健全性を評価するとともに、過去データと組み合わせてこれまでの財務面の実態も評価

	– 標準化した財務情報と企業固有の財務情報を使用し、企業同士の比較と信頼性の高いスクリーニングを実施

カバレッジとまとめ
 – 120 か国以上で取引される 10 万 8,000 を超える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。米国企業は 1980 年代初頭、その他の国や地域は 1990 年代
以降

 – 修正データと改訂データにより、前期の業績を修正した企業を前年度比で正確に比較

 – 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

ソフトウェア
データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、ユーザー インターフェース、XML

配信形態: API、クラウド、デプロイ/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 サービス

Refinitiv Data Platform で提供中 

公開頻度: 4 時間ごと、日次、終値、毎時、オンデマンド
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Datastream、Refinitiv Quantitative 

Analytics 

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

企業データと M&A
	– 企業イベント

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。 

	– コーポレート	アクション
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。 

	– 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。

	– ESG
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。

	– 開示書類
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。 

	– ファンダメンタルズ (財務)
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。

	– I/B/E/S	予想データ
リフィニティブの I/B/E/S® 予想データは、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。

	– 組織エンティティ	データ
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
	– 株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

	– 人物	(役員および取締役)

	– 非上場企業のプロファイルと財務情報

	– 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

	– リサーチ:	アフターマーケット

	– リサーチ:	リアルタイム

	– シンジケート	ローン	(案件)

	– トランスクリプトと要旨
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I/B/E/S 予想データ

リフィニティブの市場をリードする業績予想データは、12 業種を横断する 270 以上の測定基準および指標を提供しています。	
100 か国 22,000 社を業種別に収録しており、製品およびセグメント単位で深いインサイトや分析が得られます。 

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、事業および地域の両セグメント 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: 900 を超えるブローカーによる 100 か国以上に及ぶ 2 万 2,000 社に関するアクティ
ブな業績予想。過去データは、米国が 1970 年代、その他の市場は 1987 年以降のデータを収録

 – 比較可能なガイダンス: 1994 年以降の詳細な過去データとともに、14 種類のデータ測定基準について利用可能 

 – マクロレベルのビュー: MSCI や Russell、S&P などあらゆる主要なサードパーティのインデックスについて、1 万 5,000 以
上のアクティブなシリーズに関する 13 の測定基準をグローバルに集計。過去データについては、30 年超の月次および  
10 年超の週次のデータを収録

コア データセット
 – I/B/E/S 予想データ: 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 グローバルアグリゲート

ソフトウェア
データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、SQL、ユーザー インターフェース、XML

配信形態: API、クラウド、デプロイ/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

Refinitiv Data Platform で提供中 

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
主要製品/製品スイート:   Refinitiv DataScope、Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv 

Datastream、Refinitiv Quantitative Analytics、Refinitiv On Demand 

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

CONTRIBUTOR TOOL を利用して	
データを提供する

企業データと M&A
	– 企業イベント

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。 

	– コーポレート	アクション
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。 

	– 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。

	– ESG
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。

	– 開示書類
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。 

	– ファンダメンタルズ	(財務)
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。

 – I/B/E/S 予想データ
リフィニティブの I/B/E/S® 予想データは、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。

	– 組織エンティティ	データ
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
	– 株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

	– 人物	(役員および取締役)

	– 非上場企業のプロファイルと財務情報

	– 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

	– リサーチ:	アフターマーケット

	– リサーチ:	リアルタイム

	– シンジケート	ローン	(案件)

	– トランスクリプトと要旨

https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
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組織エンティティ データ
組織エンティティ データには、組織を特定、関連付け、および説明するために必要な情報が収録されています。このデータは、
各組織を、金融商品、文書、規制当局などの関連性のある組織、および株主概要などに関する資産および情報と結び付ける重
要な情報です。

コア コンポーネント
 – OA (組織機関) データベースは、単一の一貫した組織レコードをリフィニティブ製品に提供。これらのレコードはリフィニティ
ブの全金融商品に発行体情報およびその関連情報を提供し、全商品グループの唯一の正しい情報源として機能

 – Verified Entity Data as a Service (VEDaaS) はマネージド・データ・サービスであり、リフィニティブはお客様の要望に応じて
お客様の組織エンティティ データを管理

 – 業種分類ベンチマーク (ICB) は、投資ソリューションのサポートのために設計された、リサーチと市場動向に基づく包括的
なルールベースの透明性の高い分類手法

まとめ
 – 25 を超える製品を通して、法人 (上場および非上場) について独自の情報を提供し、M&A や倒産、組織再編、再法人化、ス
ピンオフ、企業分離、IPO などのコーポレート アクションやその他の重要な動向について、広範かつ正確な情報を日次で
継続的に配信

 – 各組織に一意のパーマネント識別子や他の識別子 (LEI や CIK など) を割り当てることで、OA データの重複を防止

 – 組織エンティティ データには、ICB、The Refinitiv Business Classification (TRBC)、NACE、NAICS、SIC などの事業お
よび業種分類を収録

ソフトウェア
データ形式: HTML、SQL、XML

配信形態: API、クラウド、デプロイ/オンサイト サーバー、デスクトップ、FTP、SFTP、ウェブ サービ
ス

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
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Verified Entity Data as a Service (VEDaaS)、Refinitiv Quantitative 

Analytics、Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv DataScope

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

企業データと M&A
	– 企業イベント

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。 

	– コーポレート	アクション
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。 

	– 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。

	– ESG
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。

	– 開示書類
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。 

	– ファンダメンタルズ	(財務)
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。

	– I/B/E/S	予想データ
リフィニティブの I/B/E/S® 予想データは、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。

	– 組織エンティティ データ
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
	– 株主、インサイダー、投資機関のプロファイル

	– 人物	(役員および取締役)

	– 非上場企業のプロファイルと財務情報

	– 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

	– リサーチ:	アフターマーケット

	– リサーチ:	リアルタイム

	– シンジケート	ローン	(案件)

	– トランスクリプトと要旨
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株主、インサイダー、投資機関のプロファイル
	– 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、業界随一の包括的でグローバルな株主およびプロ
ファイル データであり、これを利用して企業と投資家の詳細な分析を実施

	– 関連企業、名称変更、合併、雇用履歴などの強固な属性/関連性データにアクセスし、投資会社や市場に影響を与える人物
についてインテリジェンスを提供

	– 機関投資家や証券会社と直接連携して、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

カバレッジとまとめ
 – 1997 年以降の 70 市場における 7 万 5 千社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

 – 情報ソースは、米国 SEC 提出書類、各国の大量保有報告書、世界の投資信託と ETF のポートフォリオ、英国の株主名簿、
米国、カナダ、英国、欧州、およびアジアの取締役/インサイダーの開示情報、日本の詳細な株式保有通知など

 – 世界の取引所や規制当局への提出書類、株主名簿から取得した 830,000 件に及ぶ株式保有の申告が必要な株主情
報。34,000 の投資家プロファイルおよび 200,000 のバイサイドとセルサイド連絡先の詳細情報も提供

 – 地域のコンテンツに精通したスタッフによるグローバルな詳細資料 (英国の詳細な株主名簿コンテンツなど) を通じて、現
地へのインサイトを提供

 – 58,000 のファンドから取得したポートフォリオ保有状況データ

 – 20 年分に及ぶ世界の株式保有データ、40 年分の米国 13F データ

ソフトウェア
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、デプロイ/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

Refinitiv Data Platform 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 Quantitative Analytics

  Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

企業データと M&A
	– 株主、インサイダー、投資機関の	
プロファイル

世界株式に対する機関投資家の保有、戦略的保有、
およびインサイダー保有に関する詳細なデータに加
えて、運用マネージャーや証券会社、その中の主要な
運用プロフェッショナルに関するインテリジェンス。

	– 人物	(役員および取締役)
経営幹部および取締役に関する詳細な情報。	
317 万人の役員のうち 250 万人分以上の情報と 
20 年分以上の報酬履歴を収録。

	– 非上場企業のプロファイルと財務
情報

世界の非上場企業やプライベート エクイティ企
業、ファンド、およびその投資先企業 1,070 万社以
上に関する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に関す
る過去データも提供。

	– リサーチ:	アフターマーケット
	– リサーチ:	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、機関リサーチの分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

	– シンジケート	ローン	(案件)
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。 

	– トランスクリプトと要旨
ニュースワイヤーやジャーナル、電話会議のスクリ
プトなどの重要な企業動向を検索できる業界最大
規模のアーカイブ。2001 年以降の履歴を提供。

追加のコンテンツ セット
	– 企業イベント
	– コーポレート	アクション
	– 案件	(Deals)	データとリーグ	テーブル
	– ESG

	– 開示書類
	– ファンダメンタルズ	(財務)

	– I/B/E/S	予想データ
	– 組織エンティティ	データ
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人物 (役員および取締役)

	– 役員/取締役データは、企業幹部および取締役に関して、報酬・パフォーマンスや雇用・学歴、委員会のメンバーシップといっ
た包括的な経歴情報を詳細に提供します。その情報を活用することで、人物同士のつながりを調べ、経営陣/取締役会の強
みを評価できます

	– 組織内の主要な意思決定者を特定して主だった人間関係を調べ、経営陣の強みを評価

	– リフィニティブが各人に割り当てる一意の ID コードを用いて、そのキャリアの進展を追跡

	– 人的つながりを活かして面識を得ることで、提携や営業機会を追求

	– 特定の企業や業種内での人事異動をモニタリング

カバレッジとまとめ
 – データベースは、317 万件の役員/取締役ポジションに関する 250 万人以上のデータと、20 年分以上の雇用および報酬
データをカバー

 – 120 以上の市場における 8 万 5,000 以上の上場企業に関して、グローバルかつ包括的で一貫性のあるカバレッジを提供

 – 米国の 20 年分以上の雇用データ、および米国外の 15 年分以上の雇用データにアクセス可能

ソフトウェア
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

配信形態: API、クラウド、デプロイ/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

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
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Quantitative Analytics、Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv On 

Demand

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

CONTRIBUTOR TOOL を利用して	
データを提供する

企業データと M&A
	– 株主、インサイダー、投資機関の	
プロファイル

世界株式に対する機関投資家の保有、戦略的保有、
およびインサイダー保有に関する詳細なデータに加
えて、運用マネージャーや証券会社、その中の主要な
運用プロフェッショナルに関するインテリジェンス。

	– 人物 (役員および取締役)
経営幹部および取締役に関する詳細な情報。	
317 万人の役員のうち 250 万人分以上の情報と 
20 年分以上の報酬履歴を収録。

	– 非上場企業のプロファイルと財務
情報

世界の非上場企業やプライベート エクイティ企
業、ファンド、およびその投資先企業 1,070 万社以
上に関する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に関す
る過去データも提供。

	– リサーチ:	アフターマーケット
	– リサーチ:	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、機関リサーチの分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

	– シンジケート	ローン	(案件)
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。 

	– トランスクリプトと要旨
ニュースワイヤーやジャーナル、電話会議のスクリ
プトなどの重要な企業動向を検索できる業界最大
規模のアーカイブ。2001 年以降の履歴を提供。

追加のコンテンツ セット
	– 企業イベント
	– コーポレート	アクション
	– 案件	(Deals)	データとリーグ	テーブル
	– ESG

	– 開示書類
	– ファンダメンタルズ	(財務)

	– I/B/E/S	予想データ
	– 組織エンティティ	データ

https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
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非上場企業のプロファイルと財務情報
	– 非上場企業に関する詳細なプロファイルや入手困難な詳細情報を包括的かつグローバルにカバーしたデータにアクセスする
とともに、強固なスクリーニング機能を活用

	– 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リジェンスを実施。買収や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評価を実施

	– データ項目は、企業名、所在地、業種、詳細情報、URL、収益、財務諸表、プライベート エクイティ/ベンチャー キャピタルの投
資、M&A 取引、ニュース、信用スコア、主要幹部など

	– 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

カバレッジとまとめ
 – さまざまな情報源を組み合わせて 1,300 万に及ぶ世界の非上場企業の情報にアクセス

 – 1,300 社の M&A 取引情報、2 万 7,000 社の公債情報、19 万社に関するプライベート 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

 – 非上場企業やプライベート エクイティ企業、ファンド、およびその投資先企業に関する企業プロファイルや財務諸表

 – 業界をリードするベンダーからのプレ IPO 企業やサードパーティのデータ

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

ソフトウェア
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

配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel

公開頻度: 週次、月次
主要製品/製品スイート:   Refinitiv On Demand

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

企業データと M&A
	– 株主、インサイダー、投資機関の	
プロファイル

世界株式に対する機関投資家の保有、戦略的保有、
およびインサイダー保有に関する詳細なデータに加
えて、運用マネージャーや証券会社、その中の主要な
運用プロフェッショナルに関するインテリジェンス。

	– 人物	(役員および取締役)
経営幹部および取締役に関する詳細な情報。	
317 万人の役員のうち 250 万人分以上の情報と 
20 年分以上の報酬履歴を収録。

	– 非上場企業のプロファイルと財務
情報

世界の非上場企業やプライベート エクイティ企
業、ファンド、およびその投資先企業 1,070 万社以
上に関する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に関す
る過去データも提供。

	– リサーチ:	アフターマーケット
	– リサーチ:	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、機関リサーチの分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

	– シンジケート	ローン	(案件)
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。 

	– トランスクリプトと要旨
ニュースワイヤーやジャーナル、電話会議のスクリ
プトなどの重要な企業動向を検索できる業界最大
規模のアーカイブ。2001 年以降の履歴を提供。

追加のコンテンツ セット
	– 企業イベント
	– コーポレート	アクション
	– 案件	(Deals)	データとリーグ	テーブル
	– ESG

	– 開示書類
	– ファンダメンタルズ	(財務)

	– I/B/E/S	予想データ
	– 組織エンティティ	データ
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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

リフィニティブのプライベート エクイティ向けコンテンツ セットには、金融のプロフェッショナルや調査員が世界中の広範なプ
ライベート エクイティ活動をモニタリング、測定、追跡、および分析するためのデータやインサイトが盛り込まれています。

リフィニティブは、プライベート エクイティ/ベンチャー キャピタル企業、ファンドのプロファイル、資金調達、投資・エグジット取
引など、1970 年代以降の多岐にわたるプライベート エクイティ情報を包括的に追跡しています。

カバレッジとまとめ
 – 投資日、投資額、投資ステージ、参加投資家など、37 万 4,000 件を超えるプライベート エクイティ取引の詳細

 – 2 万 2,000 件以上のトレード セールと 7,000 件以上の IPO を含む、米国およびカナダの全取引データ、および 2005 年
以降の 4 万 件を超える世界中のエグジット取引

 – Cambridge Associates との提携により、四半期ごとのプライベート・エクイティ・ファンドのパフォーマンス ベンチマークを
利用可能 (時価総額が 6 兆米ドルにのぼる 8,300 以上のファンドを含む)

 – 2 万 8,000 社以上のプライベート エクイティ/ベンチャー キャピタル企業および 6 万 7,000 以上のファンドについて、ファ
ンドが注力する投資テーマやファンド規模、資金調達の過去データ、運用資産残高、投資先企業の詳細、ポートフォリオ配分
などの詳細なプロファイル

 – 現在または過去にプライベート エクイティ/ベンチャー キャピタル企業から資金を調達した、16 万 7,000 を超える企業に
ついて、企業概要、主要な事実、役員/取締役、現在および過去の投資家情報、投資ラウンドの詳細、関連する M&A 取引、開
示資料などの包括的な企業プロファイル

ソフトウェア
配信形態: API、デスクトップ、Excel、FTP

公開頻度: 日次、イベントベース、オンデマンド
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Deals Intelligence、Refinitiv On Demand、Refinitiv Private Equity Data 

Feed

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

CONTRIBUTOR TOOL を利用して	
データを提供する

企業データと M&A
	– 株主、インサイダー、投資機関の	
プロファイル

世界株式に対する機関投資家の保有、戦略的保有、
およびインサイダー保有に関する詳細なデータに加
えて、運用マネージャーや証券会社、その中の主要な
運用プロフェッショナルに関するインテリジェンス。

	– 人物	(役員および取締役)
経営幹部および取締役に関する詳細な情報。	
317 万人の役員のうち 250 万人分以上の情報と 
20 年分以上の報酬履歴を収録。

	– 非上場企業のプロファイルと財務
情報

世界の非上場企業やプライベート エクイティ企
業、ファンド、およびその投資先企業 1,070 万社以
上に関する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に関す
る過去データも提供。

	– リサーチ:	アフターマーケット
	– リサーチ:	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、機関リサーチの分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

	– シンジケート	ローン	(案件)
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。 

	– トランスクリプトと要旨
ニュースワイヤーやジャーナル、電話会議のスクリ
プトなどの重要な企業動向を検索できる業界最大
規模のアーカイブ。2001 年以降の履歴を提供。

追加のコンテンツ セット
	– 企業イベント
	– コーポレート	アクション
	– 案件	(Deals)	データとリーグ	テーブル
	– ESG

	– 開示書類
	– ファンダメンタルズ	(財務)

	– I/B/E/S	予想データ
	– 組織エンティティ	データ

https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
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リサーチレポート: アフターマーケット リサーチ

アフターマーケット・リサーチ・コレクションは、主要なセルサイド銀行や主要な中立のリサーチ機関/シンクタンクなどの注目
度の最も高い業界エキスパートによる予測や見解をはじめ、独自のインサイトを提供しています。 

	– そのレポートには、企業のファンダメンタルズ調査、市場およびセクターのリサーチ、さらにはマクロ経済、債券、ESG、一次
調査などを収録

	– 初回公表から短期の公開制限期間 (平均 5 ～ 7 日間) を経て、セルサイドのリサーチ アナリストが執筆したレポートを入手
可能

	– 豊富で精度の高い検索機能で目的の情報をすばやく探すだけでなく、付加価値の高い機能で生産性と効率性も大幅に向上

カバレッジとまとめ
 – 世界有数のブローカーや主要な地域のリサーチ機関など、15 の独占情報源へリフィニティブ経由限定でアクセス可能

 – Investext® サブスクリプション コレクションが、業界随一の広範なコントリビューターへのアクセスを提供

 – 1,900 以上のアクティブおよび過去データソースから、1982 年以降の 3,000 万件以上の調査レポートを収録

ソフトウェア
データ形式: JSON、PDF、ユーザー インターフェース
配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル
公開頻度: 日次、オンデマンド
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv On Demand

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

CONTRIBUTOR TOOL を利用して	
データを提供する

企業データと M&A
	– 株主、インサイダー、投資機関の	
プロファイル

世界株式に対する機関投資家の保有、戦略的保有、
およびインサイダー保有に関する詳細なデータに加
えて、運用マネージャーや証券会社、その中の主要な
運用プロフェッショナルに関するインテリジェンス。

	– 人物	(役員および取締役)
経営幹部および取締役に関する詳細な情報。	
317 万人の役員のうち 250 万人分以上の情報と 
20 年分以上の報酬履歴を収録。

	– 非上場企業のプロファイルと財務
情報

世界の非上場企業やプライベート エクイティ企
業、ファンド、およびその投資先企業 1,070 万社以
上に関する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に関す
る過去データも提供。

	– リサーチ: アフターマーケット
	– リサーチ:	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、機関リサーチの分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

	– シンジケート	ローン	(案件)
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。 

	– トランスクリプトと要旨
ニュースワイヤーやジャーナル、電話会議のスクリ
プトなどの重要な企業動向を検索できる業界最大
規模のアーカイブ。2001 年以降の履歴を提供。

追加のコンテンツ セット
	– 企業イベント
	– コーポレート	アクション
	– 案件	(Deals)	データとリーグ	テーブル
	– ESG

	– 開示書類
	– ファンダメンタルズ	(財務)

	– I/B/E/S	予想データ
	– 組織エンティティ	データ

https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
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リサーチ: リアルタイム リサーチ

リアルタイム・リサーチ・プラットフォームでは、企業のファンダメンタルズ調査、市場・セクターのリサーチ、マクロ経済や債
券、ESG の一次調査を提供する、世界的なブローカーや地域および国内市場のブローカー、中立的なリサーチ提供機関な
ど、1,300 近いアクティブなコントリビューターへのアクセスが可能です。

	– すべての世界的な大手ブローカーおよび主要な地域ブローカーが提供するリサーチ情報にアクセス可能 (アクセス権限の
保有が条件) であり、株式や債券、マクロ経済、ESG などすべてのアセットクラスを網羅

	– 製品内で権限付与をリクエストするシンプルなワークフローのおかげで、リアルタイム リサーチのユーザーはアクセス先ブ
ローカーの追加を容易に申請可能

	– アナリスト予想の閲覧時に、クリックスルー リンク経由で元のリサーチ情報ドキュメントにアクセスし、背景情報を取得可能

	– 条件を満たす場合、StarMine のアナリスト格付け情報を各資料に添えて、主要アナリストの過去の推奨および予想精度を
表示

	– プロダクティビティ機能により、デスクトップ上でワークフロー内のリサーチ情報へ簡単にアクセス

	– 独自のメタデータ タグ付けや全文索引付け、予想修正、高度な機能、目次機能など、豊富で精度の高い検索機能を備えて
おり、探している情報をすばやく発見

カバレッジとまとめ
 – 世界 90 か国の主要、開発途上国、および新興国市場のコントリビューターからリサーチ情報を取得可能

 – 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、機関リサーチの分野で
最も広範かつ詳細なコレクションを保有

ソフトウェア
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

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
Refinitiv Data Platform 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

CONTRIBUTOR TOOL を利用して	
データを提供する

企業データと M&A
	– 株主、インサイダー、投資機関の	
プロファイル

世界株式に対する機関投資家の保有、戦略的保有、
およびインサイダー保有に関する詳細なデータに加
えて、運用マネージャーや証券会社、その中の主要な
運用プロフェッショナルに関するインテリジェンス。

	– 人物	(役員および取締役)
経営幹部および取締役に関する詳細な情報。	
317 万人の役員のうち 250 万人分以上の情報と 
20 年分以上の報酬履歴を収録。

	– 非上場企業のプロファイルと財務
情報

世界の非上場企業やプライベート エクイティ企
業、ファンド、およびその投資先企業 1,070 万社以
上に関する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に関す
る過去データも提供。

	– リサーチ:	アフターマーケット
	– リサーチ: 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、機関リサーチの分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

	– シンジケート	ローン	(案件)
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。 

	– トランスクリプトと要旨
ニュースワイヤーやジャーナル、電話会議のスクリ
プトなどの重要な企業動向を検索できる業界最大
規模のアーカイブ。2001 年以降の履歴を提供。

追加のコンテンツ セット
	– 企業イベント
	– コーポレート	アクション
	– 案件	(Deals)	データとリーグ	テーブル
	– ESG

	– 開示書類
	– ファンダメンタルズ	(財務)

	– I/B/E/S	予想データ
	– 組織エンティティ	データ

https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
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シンジケート ローン

	– リフィニティブはディールメイキングに携わる世界のコミュニティに向けて、業界屈指の詳細なシンジケート ローン取引情
報やリーグ テーブル情報を提供。リフィニティブのデータベースには、1980 年代以降の 30 万件を超える世界のローン案
件を収録

– Refinitiv Deals のローン データは、Refinitiv Loan Pricing Corporation (LPC) と連携して集計されています。各フランチャ
イズが連携し、シンジケート ローン市場に関する最も包括的かつ正確な見解を提供

	– 世界のディール メーカーから案件情報を直接得るほか、規制当局への開示書類やニュースワイヤー、企業のプレスリリー
スなどからも案件情報を積極的に取得し、適時かつ詳細なローン発行情報を収集

	– 投資適格や準投資適格、ミドル マーケット、レバレッジド/ハイレバレッジド ローンのほか、プロジェクト・ファイナンス・ロー
ン、債券・株式発行で資金を調達したプロジェクトまで追跡

まとめと統計情報
 – 世界の 30 万件を超えるローン案件

 – 1980 年代以降の過去データ

ソフトウェア
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

配信形態: API、デスクトップ、Excel

公開頻度: 日次、イベントベース、四半期、変動
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Deals Intelligence、Refinitiv On Demand

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

CONTRIBUTOR TOOL を利用して	
データを提供する

企業データと M&A
	– 株主、インサイダー、投資機関の	
プロファイル

世界株式に対する機関投資家の保有、戦略的保有、
およびインサイダー保有に関する詳細なデータに加
えて、運用マネージャーや証券会社、その中の主要な
運用プロフェッショナルに関するインテリジェンス。

	– 人物	(役員および取締役)
経営幹部および取締役に関する詳細な情報。	
317 万人の役員のうち 250 万人分以上の情報と 
20 年分以上の報酬履歴を収録。

	– 非上場企業のプロファイルと財務
情報

世界の非上場企業やプライベート エクイティ企
業、ファンド、およびその投資先企業 1,070 万社以
上に関する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に関す
る過去データも提供。

	– リサーチ:	アフターマーケット
	– リサーチ:	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、機関リサーチの分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

	– シンジケート ローン (案件)
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。 

	– トランスクリプトと要旨
ニュースワイヤーやジャーナル、電話会議のスクリ
プトなどの重要な企業動向を検索できる業界最大
規模のアーカイブ。2001 年以降の履歴を提供。

追加のコンテンツ セット
	– 企業イベント
	– コーポレート	アクション
	– 案件	(Deals)	データとリーグ	テーブル
	– ESG

	– 開示書類
	– ファンダメンタルズ	(財務)

	– I/B/E/S	予想データ
	– 組織エンティティ	データ

https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
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トランスクリプトと要旨
リフィニティブは、S&P 500 や Russell 1000 など世界のすべての主要インデックス銘柄を含む 7,200 社を対象に、重要な企
業イベントのトランスクリプト資料を提供しています。1,000 社については要旨を提供しています。

カバレッジと統計情報
 – S&P 500 や Russell 1000 など世界のあらゆる主要なインデックス銘柄を含む、7,200 社のトランスクリプト資料。	

1,000 社については要旨を提供

 – 年間 3 万 5,500 件に及ぶ業績発表、M&A 発表、売上報告、アナリスト会議、企業カンファレンスのトランスクリプト。年間 
3,800 件のサマリーを作成

 – 年間平均 4 万 3,200 のトランスクリプトを提供

 – 2001 年以降の過去データ

 – 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

 – ラテンアメリカ – 417

重要なサードパーティ: S&P、Digital Nirvana 

ソフトウェア
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、デプロイ/オンサイト サーバー、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel

Refinitiv Data Platform 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

企業データと M&A
	– 株主、インサイダー、投資機関の	
プロファイル

世界株式に対する機関投資家の保有、戦略的保有、
およびインサイダー保有に関する詳細なデータに加
えて、運用マネージャーや証券会社、その中の主要な
運用プロフェッショナルに関するインテリジェンス。

	– 人物	(役員および取締役)
経営幹部および取締役に関する詳細な情報。	
317 万人の役員のうち 250 万人分以上の情報と 
20 年分以上の報酬履歴を収録。

	– 非上場企業のプロファイルと財務
情報

世界の非上場企業やプライベート エクイティ企
業、ファンド、およびその投資先企業 1,070 万社以
上に関する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に関す
る過去データも提供。

	– リサーチ:	アフターマーケット
	– リサーチ:	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、機関リサーチの分野で最も広範かつ詳細なコ
レクションを保有。

	– シンジケート	ローン	(案件)
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。 

	– トランスクリプトと要旨
ニュースワイヤーやジャーナル、電話会議のスクリ
プトなどの重要な企業動向を検索できる業界最大
規模のアーカイブ。2001 年以降の履歴を提供。

追加のコンテンツ セット
	– 企業イベント
	– コーポレート	アクション
	– 案件	(Deals)	データとリーグ	テーブル
	– ESG

	– 開示書類
	– ファンダメンタルズ	(財務)

	– I/B/E/S	予想データ
	– 組織エンティティ	データ
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データの相互接続性
	– 業種分類ベンチマーク	(ICB)	

	– PermID	(パーム	ID)

	– シンボロジー

特徴とお客様のメリット
 – データの相互接続性とシンボロジーに注力することで、お客様のデー
タエクスペリエンスの合理化を支援

 – 組織、属性、関係性をトップダウンで図式化して、論理モデルを保持

 – クロスアセット情報を関連付けて、お客様のノンストリーミング情
報をすべて結び付け、価格やリファレンスデータのニーズに対応

主要インサイト
 – あらゆるアセットクラス、人、および組織にわたる 10 億以上の 

PermID

 – 200 万近い取引主体識別コード (LEI) をマッピング

 – 2,000 以上のトピック・コードをリフィニティブのニュースにタグ付け
し、非構造化コンテンツのフィルタリングと分析を迅速化
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データの 
相互接続性

ICB

	– 業種分類ベンチマーク (ICB) 

	– PermID	(パーム	ID)

	– シンボロジー

業種分類ベンチマーク (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く包括的かつルールベースの透明
性の高い分類手法です。ICB の提供は 2005 年に開始され、2019 年には 
Russell Global Sectors (RGS) の分類スキームとの統合や、その他の構造的
な改善によって強化されました。
 

ICB は世界中の機関投資家に広く採用されており、さまざまな
適用事例があります 

アセット マネージャー
セクターのエクスポージャー分析、運用戦略の実行、アトリビューション分析レポート。

データ プロバイダー
業種別に企業を分類、管理、追跡できるリファレンス・データ・マップ。

取引所とインデックス
ロンドン証券取引所、FTSE Russell、Euronext、STOXX、NASDAQ、ヨハネスブルグ証券取
引所、SIX スイス証券取引所、イタリア証券取引所、アテネ証券取引所、キプロス証券取引
所、クウェート証券取引所、トロント証券取引所など、世界中の取引所やインデックス プロバイ
ダーにより、上場企業の分類や、各国の市場のセクター別パフォーマンス分析に使用されてい
ます。

ICB は、企業を業種別およびセクター別に比較・分類す
るための基準として、世界的に利用されています。FTSE 
Russell の株式インデックス全体で用いられている公式
のセクター分類システムである ICB は、報告からリサー
チ、商品開発に及ぶ投資プロセスのあらゆるステップを
容易にする目的で設計されています。 
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アセットクラス
普通株式

PERMID: 300281

通貨
英ペンス

PERMID: 500444

クォート
LONDON STOCK 

EXCHANGE GROUP 
ORD

PERMID: 
55850485015

金融商品
LONDON STOCK 

EXCHANGE GROUP 
ORD SHS

PERMID: 8590928053

金融商品 
(コマーシャル　ペーパー)

LSEG 25-FEB-2021
PERMID: 232769013103

組織 (親会社)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

PERMID: 4298007752

ESG
LONDON STOCK EXCHANGE 

GROUP PLC

業種分類
金融・商品市場運営

PERMID: 4294952790

業種分類
企業・商業向けサービス
PERMID: 4294952759

業種分類
ソフトウェア・IT サービス

PERMID: 4294952830

地域
英国

PERMID: 100317

地域
米国

PERMID: 1003179

役員と取締役
DAVID SCHWIMMER

PERMID: 34418936803
ANNA MANZ

PERMID: 34415539703

役員と取締役
CRAIG WELCH

PERMID: 34420810503

組織 (子会社)
REFINITIV UK PARENT LTD

PERMID: 5065976709

組織 (関連会社)
ACADIASOFT INC

PERMID: 4297717664

4298007752

はい
アクティブ
2006 年 5 月 15 日
2005 年 2 月 18 日
213800QAUUUP61445N30

金融・商品市場運営
銀行・投資サービス
金融
英国
英国
www.lseg.com

10 Paternoster Square
LONDON EC4M 7LS UK

+442077971000

10 Paternoster Square
LONDON EC4M 7LS UK

該当なし

London Stock Exchange Group Ord Shs

普通株式

LSEG.L

LSEG

XLON

LSE

PermID

上場
ステータス
上場日
最新設立日
LEI

主たる業種
主たる事業セクター
主たる経済セクター
所在地
設立地
ウェブサイト
本社住所

本社電話番号
登記住所

登記電話番号

主たる金融商品
金融商品名
金融商品タイプ

主たる銘柄
RIC

Ticker

MIC

取引所

組織詳細

データの 
相互接続性

PermID (パーム ID)

	– 業種分類ベンチマーク	(ICB)	

 – PermID (パーム ID)

	– シンボロジー

リフィニティブ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。 

 – 補完性 - Refinitiv Identification Code (RIC)、国際証
券コード (ISIN)、取引主体識別子 (LEI) などの識別子
を補完

 – 包括的 - さまざまな企業、金融商品、ファンド、発行
体、人物に関する識別子を提供

 – マシンリーダブル - バックグラウンドで 64 ビットの数
値を演算し、関連情報を即座かつシームレスに接続

 – オープン - リフィニティブのオープン戦略によって、新
たな機会、連携、イノベーションを推進。リフィニティブ
はオープンデータ研究所 (ODI) の認証を取得済み

 – パーマネント - 一意の識別子を各情報オブジェクト
に割り当て。この識別子が変更されることはないた
め、ユーザーはオブジェクトの変化を経時的に追跡可
能
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LEI
ISIN 

CUSIP

RIC 
SEDOL 
TICKER MIC

組織 銘柄 クォート 取引市場
ベニュー

組織
PermID

銘柄 
PermID

クォート 
PermID

銘柄 
PermID

クォート 
PermID

市場属性ソース 
PermID

クロスアセット 
債券 

デリバティブ 
株式

リアルタイム 
過去データ 

時系列

金融市場情報: 
イベント 

休日 
ラダー

ESG 予想値 
イベント 開示書類

ファンダメンタルズ 
株主情報 
リサーチ

サンプル市場 ID

データの 
相互接続性

シンボロジー

	– 業種分類ベンチマーク	(ICB)	

	– PermID	(パーム	ID)

	– シンボロジー

リフィニティブの情報モデル全体で、お客様のデータ マッピングおよびナビゲーションのプロセスを簡素化します。リフィ
ニティブのシンボロジー API は、単一のデータエクスペリエンスを実現する要求/応答型のサービスであり、リフィニティブ
やサードパーティのデータを使用して簡単にアプリケーションをアクセス、配布、および構築できます。

シンボロジーでリンクされたリフィニティブのデータ 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。 

 – 任意の銘柄に対して、索引検索の結果から利用可能
なすべての ID をすばやく取得

 – ID を用いて単一のアクセス ポイントをリフィニティブ
の対応する ID へマッピング

 – 階層化されたエンティティ構造の中で、始点 ID と終
点 ID 間を、同一レベル (例えば ISIN から CUSIP へ) 
または異なるレベル (例えば RIC から LEI へ) でナビ
ゲート

 – クロスアセットクラス アプローチを徹底し、サードパー
ティ データとシームレスに接続 
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経済データ
	– 比較可能な経済データ

	– 消費者とビジネスの景況感

	– COVID-19	データ

	– 経済予想

	– ポイント・イン・タイム経済データ

	– 	新興国市場経済データ

	– 国内と海外の経済データ

	– リアルタイム経済指標

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

	– StarMine	SmartEconomics

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・モデル	

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。

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
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リフィニティブは 279 か国を対象に、標準化済みのデータ形式で比較可能なデータを提供していま
す。その中には、国民経済計算や財政・金融、物価、労働市場、消費者、産業、政府、対外セクターな
ど、最も重要な変数が含まれています。

まとめ
 – 標準化済みのデータで各国経済が互いにどのように比較されるかを理解できる

 – データは中央統計局や中央銀行などの情報源から直接取得

 – 多くのデータ シリーズにおいて、1950 年以降の過去データを広範にカバー

ソフトウェア
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: 年次、四半期、月次 

主要製品/製品スイート:   Refinitiv Datastream

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

比較可能な経済データ経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

	– COVID-19	データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

	– StarMine	SmartEconomics
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。 

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 
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リフィニティブは、Refinitiv Ipsos Primary Consumer Sentiment データベースや、Markit 
Economics – Purchasing Managers’ Index™ データベースなどのさまざまな情報源から、消費者と
ビジネスの景況感に関する広範なデータを提供しています。 

REFINITIV IPSOS PRIMARY CONSUMER SENTIMENT について 
 – Ipsos Global Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) は 24 か国・7 地域の第一次消費者が
認識している 11 の主要な状況を測定することで、現在および将来の経済状況、意図、および期待
値について最も包括的なデータセットを提供

 – そのデータ結果は、米国およびカナダでは 18 ～ 64 歳、その他の国では 16 ～ 62 歳の第一次消
費者を対象に、無作為に選定した代表サンプル層による月次の最新の見解に基づいており、第一
次消費者は最低限の教育および所得を満たす層を対象とし、標準化および重み付けを施した比
較可能な各国グループで構成

 – 緻密な消費者心理分析を加えることで、20,000 を超える強力で詳細な人口動態データ シリー
ズにアクセス可能

MARKIT ECONOMICS – PURCHASING MANAGERS’ INDEX™ について 
 – IHS/Markit Economics Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) 調査は、最新の正確かつ独自性の
ある月次の経済動向指標を提供しており、世界で最も注目されている企業調査です

 – PMI データは厳選された企業の月次調査に基づいており、各国共通の手法でデータを収集する
ことで国際比較を可能にしています

 – 50 か国以上の国とユーロ圏をはじめとする主要地域についての調査結果を提供

ソフトウェア
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Datastream

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

消費者とビジネスの景況感経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

	– COVID-19	データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

	– StarMine	SmartEconomics
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。 

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 
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リフィニティブが国内および国際的な保健機関や政府機関、シンクタンクから収集したデータセット
を使用することで、新型コロナウイルスのパンデミックと経済の回復状況を追跡できます。すべての
国を対象に、新型コロナウイルスの感染者数、入院患者数、死亡者数、ワクチン接種者数に加えて、
深刻度やロックダウン、政府支援などの新しい統計情報も提供しています。

まとめ
 – パンデミックの発生から現在に至る、感染者数、入院患者数、死亡者数、およびワクチン接種者数
に関する日次データ

 – 新型コロナウイルス感染症関連のデータの動向を特定し、他の主要指標と比較して活用すること
で、同感染症が足元および将来の経済状況に及ぼす影響を把握

 – 感染者数データは非常に詳細で、新規感染者数や合計感染者数、現感染者数、回復者数が含ま
れる

 – ワクチン接種データには 100 人あたりの 1 回目接種者、2 回目接種者、および合計接種者数が
含まれる

ソフトウェア
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
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Datastream

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

COVID-19 データ経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

 – COVID-19 データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

	– StarMine	SmartEconomics
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。 

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 
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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、ロイター調査など、複数の定評あるサードパーティによる広範な経済予測を
提供しています。 

多様な経済指標を対象とするマクロ経済の予測および調査結果がカバーされており、その指標には
対外債務残高やサービス・貿易、対外支払・貿易、財政・金融指標、人口動態・所得、国民経済計算な
どが含まれます。 

リフィニティブは業界をリードするロイター調査のデータを独占配信しています。

コア コンポーネント
 – オックスフォード エコノミクス – 世界のマクロ経済予測で最も定評のある機関であり、世界中の
すべての国を対象に経済の極めて重要な部分について予測。1980 年から 2045 年までのマク
ロ経済、社会経済、および金融の動向をカバー

 – エコノミスト・インテリジェンス・ユニット – EIU の国データは、世界の経済指標の分析データベー
スへの即時のアクセスと、201 か国を対象とした、国別で最大 320 のシリーズに関する予測を提
供。1989 年以降の広範な過去データを収録しており、シリーズに応じて 2 年、10 年、または 20 
年の期間で予測を取得可能

 – コンセンサス エコノミクス – 世界有数の国際経済調査機関であり、700 ～ 1,000 名のエコノミ
ストからマクロ経済指標への見解に関する調査の回答を得て、コンセンサスを作成

 – ロイター調査 – 専門家の意見の調査。金融市場のトップ・アナリストたちの見解を概観し、特定の
時点に遡ってデータを追跡可能。1,850 以上の調査について、詳細な予測やコンセンサス予想を
長年収集。調査の対象には以下の項目をカバー:  経済指標、外国為替、中央銀行の金利政策、債
券利回り、市中金利、世界株式インデックス、コモディティ

ソフトウェア
主要製品/製品スイート:   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。 

経済予想経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

	– COVID-19	データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

	– StarMine	SmartEconomics
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。 

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 
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リフィニティブのポイント・イン・タイム経済データベースを利用することで、発表時の元データを閲覧
するだけでなく、その推移も追跡できます。この情報を活用することで、経済データが市場に及ぼす
影響をより一層正確に把握するとともに、過去分析やバックテストを行い、投資戦略が奏功する可能
性をより詳細に把握できます。

カバレッジとまとめ
 – あらゆる時点のデータや初回発表時のデータを含む、1 万件以上に及ぶ時系列の経済データ

 – 過去データに発表日と参照期間を添えて提示

 – 過去のスナップショットおよび更新情報を日次更新

 – すべての主要市場 (米国、英国、ユーロ圏、日本、中国) および新興国市場における主要指標を含
む、65 以上の国および市場をカバー

 – 時系列データの 30% は 25 年分以上の過去データを、大半のデータは 10 年分以上の過去デー
タをカバー

ソフトウェア
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: 年次、四半期、月次
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Datastream 

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

ポイント・イン・タイム経済データ経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

	– COVID-19	データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

	– StarMine	SmartEconomics
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。 

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 



49

リフィニティブは新興国市場に関して、国内および国際的な時系列データと指標を最も包括的に提
供しています。国内データは中央統計局や中央銀行から、国際的なデータは国際通貨基金 (IMF) や
世界銀行などの国際機関から直接取得しています。

まとめ
 – アフリカ、東南アジア、中国、南米全体で、300 万件を超える時系列データを収録

 – 国内で取得したデータを用いて、早期に投資トレンドを特定

 – 社内で取得したデータを用いて、異なる新興国のパフォーマンスを容易に比較

 – 多くのデータ シリーズにおいて、1950 年以降の過去データを広範にカバー

ソフトウェア
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: 年次、四半期、月次 

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

新興国市場経済データ経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

	– COVID-19	データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

	– StarMine	SmartEconomics
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。 

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 
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過去およびリアルタイムの時系列データを用いて国内経済をモニタリングおよび分析し、市場に影響
を与える要因を追跡します。

経済データを発表時の元データで閲覧するだけでなく、特定時点のデータを用いてその推移も追跡
できます。 

特定時点における経済実績値とロイター調査の比較チャート、時系列および将来イベントのマッピ
ング、短期および長期予想の提示など、ワークフローの機能を統合します。 

まとめ
 – ニュースの見出しや各国の指標など 900 万件を超える指標を入手可能。G7 諸国は 1950 年
代、その他の主要市場では 1970 年代、それ以外の国では 1980 年代以降のデータを収録

 – 国際的に比較可能な経済データには、最大 130 か国における 51 の主要な指標を標準化したデー
タが含まれており、リサーチ時に各国経済を簡単に比較可能

 – リアルタイム経済データは 70 以上の国の経済をカバーし、市場を動かす 1,800 以上の経済指標
を収録 

 – オックスフォード エコノミクスや EIU、コンセンサス エコノミクス、IHS Markit などの民間の情報
源からの将来見通しデータを収録 

 – BIS や IMF、OECD、世界銀行、欧州委員会などの国際的な公的機関から取得した過去および予
測データセット

ソフトウェア
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: 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

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

国内と海外の経済データ経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

	– COVID-19	データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

	– StarMine	SmartEconomics
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。 

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 
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紙面をにぎわすような市場に影響を与える経済イベントを追跡することで、国内マクロ経済の動向
をリアルタイムでモニタリングします。

経済データを発表時の元データで閲覧するだけでなく、特定時点のデータを用いてその推移も追跡
できます。 

特定時点における経済実績値とロイター調査の比較チャート、時系列および将来イベントのマッピ
ング、短期および長期予想の提示など、ワークフローの機能を統合します。  

まとめ
 – リアルタイム経済データには、80 以上の国内経済における市場に影響を与える 1,950 以上の
経済指標が含まれる

 – 関連データの内訳:

 – ロイター調査から取得した、980 以上の経済指標に関する特定時点のコンセンサス予想 

 – 関連する StarMine SmartEstimates – 加重平均法を用いて、経済指標のサプライズが起きる
場合の方向感および規模を予測

独占プロバイダー: 
 – 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総合リスク 

 – リフィニティブ/IPSOS のプライマリー消費者景況感指数

ソフトウェア
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、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 

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

リアルタイム経済指標経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

	– COVID-19	データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

	– StarMine	SmartEconomics
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。 

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 
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StarMine エクイティ・リスク・プレミアム (ERP) モデルは、バリュエーション ベースのフレームワーク
を用いて、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターンやリスクフリー レートからの超
過リターンを予測します。

モデルについて
– StarMine ERP は、総合益回りとともに、予想配当性向、インフレ率と GDP 成長率の長期予測値
を使用して、エクイティ・リスク・プレミアム (ERP) の予測値を算出。StarMine ERP は、StarMine 
Weighted Average Cost of Capital (WACC) へ入力が必要なデータであり、場合によっては資本
モデル、資産配分モデル、年金リターン予測など、多数のファイナンス分野のコストの重要な構成
要素となる

– Workspace や Eikon 上の StarMine ERP の画面には、すべての入力変数の値も表示されるた
め、ユーザーは独自の予測値で入力値を修正可能

まとめ
 – 世界の主要な株式市場について、透明性と質の高い ERP 予測値をユーザーに提供

 – さまざまな市場について、相対バリュエーション、予想 GDP 成長率、予想インフレ率、期待リター
ンを容易に算定可能

ソフトウェア
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: 継続的 

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

StarMine エクイティ・リスク・プレミアム・モデル経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

	– COVID-19	データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

 – StarMine エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

	– StarMine	SmartEconomics
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。 

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 
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StarMine SmartEconomics は StarMine 独自の SmartEstimates® 手法を採用しています。この手法
を、経済指標、FX レート、短期金融市場、および債券利回りに関するロイター調査のコンセンサス
指標に適用し、SmartEconomics Forecast を算出します。これは、単純なコンセンサス予測よりも正
確な加重平均予測です。

モデルについて
StarMine は、各コントリビューターが予測を提供した全調査を対象に、すべての特定時点における
過去の予測精度を評価しています。各コントリビューターに付与される StarMine の指標別の過去の
精度スコアによって、各予測が SmartEconomics Forecast へ寄与するウェイトが決定されます。

まとめ
 – バックテストを行った結果、経済や FX に関する SmartEconomics Forecast がコンセンサス予想
と大きく異なる場合の 61% の事例において、SmartEconomics Forecast がマクロ経済における
サプライズの方向をコンセンサス予想よりも正確に予測していることが判明

 – StarMine SmartEconomics は、リフィニティブの広範な経済データと、業界をリードするロイター
の調査データを組み合わせることで、各コントリビューターの過去の予測精度を厳格に評価

ソフトウェア
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: 毎日
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Real-Time、Refinitiv Tick History、Refinitiv 

DataScope、Refinitiv Datastream

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

StarMine SmartEconomics経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

	– COVID-19	データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

 – StarMine SmartEconomics
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。 

	– StarMine	ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 
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StarMine ソブリン・クレジット・リスク・モデルは多種多様なマクロ経済、市場ベース、および政治デー
タを評価して、主権国家が債務のデフォルトに陥る確率を推定します。 

モデルについて
– 6 つの期間 (1 年、2 年、3 年、5 年、7 年、10 年) における 150 か国の年間デフォルト確率を
予測。デフォルト確率を従来のアルファベットの格付けにマッピングし、1 ～ 100 パーセンタイル
のスコアを付与

	– 国別にインプライド発行体格付けを日次で算出

	– ロジスティック回帰分析を用いてデフォルトの可能性を評価

– 30 年超分のソブリン・クレジット・イベント・データを学習させて予測精度を向上

	– 入力するデータの種類: 実際のデフォルト (債務不履行)、ディストレス債の再組成 (有利でない条
件での再発行)、パリクラブが支援する債務返済繰り延べなど。本モデルでは主にマクロ経済デー
タを基に算出

	– 市場ベースおよび政治リスクに関するデータを追加入力することで、ソブリン リスクを包括的に
把握

まとめ
 – 多様なデータ入力によって、複数の期間における国債のデフォルト確率を高い信頼性で推定

 – StarMine ソブリン・クレジット・リスクのデータを使用してクレジット・デフォルト・スワップ (CDS) 
と債券市場のトレーディング戦略をバックテストすることで、1 か月物フォワード CDS 価格の推
移や国債イールド スプレッドの推移の予測について、利益を創出する投資戦略を明示

ソフトウェア
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: 毎日
主要製品/製品スイート:  Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

StarMine ソブリン・クレジット・リスク・モデル経済データ
	– 比較可能な経済データ
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。

	– 消費者とビジネスの景況感
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。 

	– COVID-19	データ
すべての国の新型コロナウイルスの感染者数、入院者数、死者
数、ワクチン接種に関する情報を毎日提供。

	– 経済予想
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。 

	– ポイント・イン・タイム経済データ
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。

	– 新興国市場経済データ
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。

	– 国内と海外の経済データ
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。

	– リアルタイム経済指標
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。 

	– StarMine	エクイティ・リスク・プレミアム・	
モデル

このモデルは、バリュエーション ベースのフレームワークを用い
て、世界の 66 の株式市場について長期的な株式市場リターン
やリスクフリー レートからの超過リターンを予測。

	– StarMine	SmartEconomics
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。 

 – StarMine ソブリン・クレジット・リスク・	
モデル

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。 
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ファンド
	– リッパー・ファンド・データ 特徴とお客様のメリット

 – 40 年以上にわたり、中立的なファンド・パフォーマンス・
データの分野で世界をリードし、80 か国以上の 34 万 
5,000 を超える種類株式をカバー。 
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ファンド リッパー・ファンド・データ
リッパー社は、45 年以上にわたり、ファンドに関する中立的なコンテンツ、分析、インサイトを世界の投資コミュニティに提供
してきました。それらは、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リジェンスと選定、商品戦略
の策定、適切な投資先の発見などに利用されています。

カバレッジとまとめ
 – 世界のファンドを包括的に網羅: 80 以上の市場で取引されている 34 万 5,000 を超えるアクティブな種類株式の世界的な
データベース

 – ファンド分類システム: 500 種類以上に及ぶリッパー独自の分類によって、類似するファンドやベンチマークのパフォーマン
スをより容易に比較可能

 – リスク管理: 70 以上の相対的/絶対的なリスクおよびリターンの指標、規制リスク データ、保有状況を確認するソリューショ
ンを通じて、リスクの管理や軽減を改善

 – リッパー リーダーズ: リフィニティブ独自のファンド格付けシステムを活用し、トータル リターンや収益一貫性、元本保全
性、経費率、米国租税効率などの観点から、特定の投資目標に照らして各ファンドのパフォーマンスを評価。このファンド格
付けシステムは、単独で利用できるだけでなく、投資家の選好に合わせて他の手法と組み合わせて個々のポートフォリオに
適用することも可能

 – トップ パフォーマーと市場動向の特定: さまざまなパフォーマンスや分析のデータを活用し、最も良いパフォーマンスを上
げているファンドと、商品や市場の動向を特定

 – リッパー・グローバル・ファンド・フロー: 業界をリードする販売や償還のコンテンツと分析を評価し、直近および過去の市場
心理に関するインサイトを提供

ソフトウェア
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

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
Refinitiv Data Platform で提供中 

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、Refinitiv Lipper for Investment 
Management

	– リッパー・ファンド・データ
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グローバル インフラストラクチャ
	– FTSE	インフラストラクチャ・インデックス・	
シリーズ

	– グローバル・インフラストラクチャ・データ

	– Project	Finance	International	(PFI)

	– リフィニティブの案件データ

特徴とお客様のメリット
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。 

リフィニティブのグローバル・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。 

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

 – 過去および現在進行中の取引を参考に、デューデリジェンス、ストラ
クチャリング、バリュエーションを実施
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グローバル  
インフラストラクチャ リフィニティブは、世界の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、分析を業界で最も

包括的に提供しています。案件スキーム、資金調達、リスク プロファイル、規制遵守、また貸手や投資家、投資
アドバイザーのプロファイルなど、噂から非公開情報に至るまでカバーします。

建設業者や国家機関、銀行、コンサルタント、法律事務所、インフラ プロジェクトの資金調達や投資に関与す
るファンドなどのデータが収録されています。

特に、1,300 万ドルを超えるインフラ案件のデータはすべて補捉しており、一帯一路構想 (BRI)、MENA プロ
ジェクト (中東・北アフリカ)、プロジェクト ファイナンスのデータについても詳細まで収録しています。

主なメリット
 – リフィニティブと世界有数のニュース ソースであるロイターとの提携と、PFI 提供のインフラ資金調達情
報を組み合わせて活用し、リターンを最大化

 – 強化されたデューデリジェンスと監視用ツールへアクセスし、インフラ関連のリスクを管理

 – リフィニティブのデスクトップ アプリ Infrastructure 360 が、2020 年から現在に至るまで、卓越したデー
タセットと分析ツールおよび可視化機能を組み合わせることにより、インフラ プロジェクトに携わる関係
者のワークフローを支援

ソフトウェア
データ形式: CSV、PDF、Python、テキスト、ユーザー インターフェース
配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel

公開頻度: イントラデイ
主要製品/製品スイート:   On Demand、SDC Platinum 

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

グローバル・インフラストラクチャ・データ

	– FTSE	インフラストラクチャ・インデックス・
シリーズ

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。 

	– グローバル・インフラストラクチャ・データ
リフィニティブの強化されたデータベースを活用し、世界のイン
フラ開発を全面的に把握できます。

	– Project	Finance	International	(PFI)
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。 

	– リフィニティブの案件データ
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 40 兆ドル分を網羅。 
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グローバル  
インフラストラクチャ
	– FTSE	インフラストラクチャ・インデックス・
シリーズ

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。 

	– グローバル・インフラストラクチャ・データ
リフィニティブの強化されたデータベースを活用し、世界のイン
フラ開発を全面的に把握できます。

 – Project Finance International (PFI)
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。 

	– リフィニティブの案件データ
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 40 兆ドル分を網羅。 

PFI は世界のプロジェクト ファイナンスに関して知見を提供する第一級の情報源です。印刷版は隔週で発行
され、ウェブサイトは毎日更新されます。PFI は初期の噂から完成後の分析に至るまで、案件のライフサイク
ル全体を取り上げています。プロジェクト ファイナンスに携わる世界中のプロフェッショナルが PFI の案件
分析を信頼し、事業機会の特定や競合他社の追跡に役立てています。

世界中のプロジェクト ファイナンス関連ニュースを毎日更新
 – 世界のプロジェクト ファイナンス関連ニュースを毎日更新

 – 市場動向

 – 関係者の動き

 – 案件のケーススタディとセクターの考察

 – リーグ テーブル: プロジェクト ファイナンス業界の定期的なリーグ テーブルが、パフォーマンス ベンチマー
クや案件の機会を提供

 – 資金調達プロジェクト データベース: セクターや地域、案件規模、日付でデータベースをフィルタリング。
案件詳細のページには、スポンサーやアレンジャー、アドバイザーなどのプロジェクト参加者、融資条
件、PFI による解説などを収録

 – パイプライン案件データベース: 初期の噂の段階から進行中の案件を追跡。検索画面から各案件に関す
る最新の PFI の記事を直接フィルタリングし、それにアクセス可能

Project Finance International (PFI)
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リフィニティブはディールメイキングに携わる世界のコミュニティに向けて、業界屈指のプロジェクト・ファイ
ナンス・ローン情報やリーグ テーブルを提供しています。1980 年代初頭以降の 40 兆ドル近い公表済み取
引をカバーし、さらに 4 兆ドルに及ぶ資金調達済みの取引データも収録しています。

リフィニティブのシンジケート・ローン・データベースのサブセットであるプロジェクト・ファイナンス・コンテン
ツには、建設フェーズの完了後にスポンサーに対してリミテッド リコースまたはノンリコースとなるローン取
引も含まれます。

まとめ
 – 一連の厳格な品質保証チェックを日次で実施することで最高のデータ品質をお客様へ確実に提供し、リ
フィニティブ製品上でプロジェクト・ファイナンス・コンテンツを毎時間更新

 – プロジェクトのプロファイル (業種、場所、成果など)、案件の構造、元本額、通貨、満期日、プライシング、
ブックランナー (事務幹事会社)、エージェント、貸し手、利息、手数料情報、プロジェクト概要など、数百種
類のデータ要素を収録

 – プロジェクト ファイナンス分野におけるリフィニティブの包括的なシンジケート・ローン・コンテンツは、世
界中の銀行や法的コントリビューターから直接取得した案件情報に加えて、専門のリサーチ アナリストか
らなるグローバル チームによる広範なリサーチが情報源

リフィニティブの案件データグローバル  
インフラストラクチャ
	– FTSE	インフラストラクチャ・インデックス・
シリーズ

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。 

	– グローバル・インフラストラクチャ・データ
リフィニティブの強化されたデータベースを活用し、世界のイン
フラ開発を全面的に把握できます。

	– Project	Finance	International	(PFI)
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。 

	– リフィニティブの案件データ
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 40 兆ドル分を網羅。 

グローバル インフラ
ストラクチャ 



61

指数とベンチマーク
	– FTSE	Russell	はこちら

代替加重
株式
ファクター インデックス
債券
インフラストラクチャ
マルチアセット
不動産
サステナブル投資

	– リフィニティブはこちら

コモディティ指数
コンバーティブル指数
ダイバーシティ＆インクルージョン指数
ESG 指数
債券指数
外国為替 (FX) 指数
グローバル株式指数
指数、構成銘柄、加重値
金利ベンチマーク
イスラム指数
プライベート・エクイティ・バイアウト指数
ベンチャー キャピタル指数
WM/リフィニティブ外国為替ベンチマーク
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FTSE Russell

	– 代替加重

	– 株式

	– ファクター	インデックス

	– 債券

	– インフラストラクチャ

	– マルチアセット

	– 不動産

	– サステナブル投資

FTSE Russell は投資家に対して世界有数のベンチマー
ク、分析、およびデータ ソリューションを提供する算出機
関であり、各投資家の投資プロセスに関わる市況を正確
に反映しています。
信頼性が高く正確なインデックス情報を包括的に提供することで、アセッ
トクラスや投資スタイル/戦略を問わず、市場の測定およびベンチマーキ
ングに必要なツールを投資家に提供しています。

FTSE Russell は顧客ニーズをくみ取り、顧客と連携することでインデッ
クス指標を革新し、提供するソリューションの幅、深さ、リーチを継続的
に拡充しています。

 – アセット オーナーやアセット マネージャー、上場投資信託 (ETF) の
プロバイダー、投資銀行は、FTSE Russell のインデックスを採用
し、運用パフォーマンスのベンチマーキングや、ETF、仕組み債、およ
び指数ベースのデリバティブの組成に利用しています

 – グローバルな視点とローカルな知識と組み合わせた指数は、FTSE 
Russell が世界中の市場において関係性の構築とパートナーシップ
を通じて培った、ローカル ベンチマークの算出ノウハウを反映して
います

 – お客様へ資産配分、投資戦略、リスク管理に資するツールを提供し
ています

 – 定評のあるスマートベータ、ファクター ベンチマーク、テーマ型、特定
業種タイプ、および ESG のインデックスを幅広く算出しています

 – 主要な市場参加者からなる中立的な委員会の知見を踏まえて透明
性の高いルールベースの手法を採用し、業界最高水準のインデック
ス設計・ガバナンスを実現しています
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インデックス ファミリー タイプ 地域

FTSE Global Minimum Variance インデックス シリーズ 代替加重、リスクベース、ボラティリティ グローバル

FTSE UK Equally Weighted インデックス シリーズ 代替加重、均等加重 欧州・中東・アフリカ

Russell US Equal Weight インデックス シリーズ 代替加重、均等加重 米州

FTSE RAFI™ インデックス シリーズ 代替加重、ファンダメンタル加重、ボラティリティ、配当、スマート サステナビリティ グローバル

Russell RAFI™ 代替加重、ファンダメンタル加重、不動産、業種特性 グローバル

Dividend Growth 代替加重、配当、均等加重 米州

Dividend Select Equal Weight 代替加重、配当、均等加重 米州

EDHEC-Risk Efficient 代替加重、リスクベース グローバル

Equal Risk Contribution (ERC) 代替加重、リスクベース グローバル

Financial Metrics Weighted (FMW) 代替加重、ファンダメンタル加重 グローバル

GDP Weighted 代替加重 グローバル

Global Style 代替加重、スタイル グローバル

High Dividend Low Volatility 代替加重、配当、ボラティリティ グローバル

Low Beta Equal Weight 代替加重、均等加重、リスクベース グローバル

RAFI® Low Volatility 代替加重、ファンダメンタル加重、ボラティリティ グローバル

Russell Equal Weight 代替加重、均等加重 米州

Russell Geographic Exposure 代替加重 グローバル

Russell Pure Style 代替加重、スタイル 米州

Volatility Target 代替加重、ボラティリティ 欧州・中東・アフリカ

Yield Weighted 代替加重、配当 グローバル

代替加重
FTSE Russell の代替加重インデックスは、リスクの軽減や分散性の改善など、特定の投資目的の達成を目指す投資家を支援するために設計されています。透明性の高いルールベース
の手法を用いて構築・維持されているこれらのインデックスは、時価総額加重ベンチマークを補完し、FTSE グローバル・エクイティ・インデックス・シリーズ (FTSE GEIS) やラッセル米
国指数などの FTSE Russell の主要インデックスをベースにしています。

FTSE Russell

	– 代替加重

	– 株式

	– ファクター	インデックス

	– 債券

	– インフラストラクチャ

	– マルチアセット

	– 不動産

	– サステナブル投資

https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/min-variance
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/equally-weighted
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-equal-weight
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-rafi
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-rafi
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/ftse-dividend-growth
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/dividend-select-equal-weight
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/edhec-risk
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/erc
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/financial-metrics-weighted
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/gdp-weighted
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/global-style
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/high-div-low-vol
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/low-beta
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/rafi-low-vol
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-equal-weight
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-geographic-exposure
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-pure-style
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/volatility-target
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/yield-weighted
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FTSE Russell

インデックス ファミリー タイプ 地域

FTSE グローバル・エクイティ・インデックス・シリーズ 
(GEIS) 

時価総額加重 グローバル

ラッセル米国指数 時価総額加重 米州

Russell US Style 時価総額加重、スタイル 米州

FTSE UK (FTSE 100、FTSE All-Share など) 時価総額加重、配当 欧州・中東・アフリカ

FTSE China (China A50、China 50 など) 時価総額加重 アジア太平洋

Frontier 時価総額加重 グローバル

Capped インデックス 時価総額加重 グローバル

Decrement 時価総額加重 グローバル

Domestic and Global Exposure 時価総額加重 グローバル

Fair Value 時価総額加重、フェアバリュー グローバル

Global China A Inclusion 時価総額加重 グローバル

Global Shariah 時価総額加重、シャリア法適合 グローバル

Global Stability 時価総額加重、スタイル、リスクベース グローバル

Gold Mines 時価総額加重、業種特性 グローバル

Mandatory Provident Fund (MPF) 時価総額加重 グローバル

Multinationals 時価総額加重 グローバル

Short and Leveraged 時価総額加重、ショート、レバレッジ グローバル

Super Liquid 時価総額加重、不動産 グローバル

Sustainable Yield 時価総額加重、配当 グローバル

Thematic 時価総額加重 グローバル

BIVA 時価総額加重 米州

Canada Free 時価総額加重 米州

株式 (1/2)
FTSE Russell の主要インデックスである時価総額加重株式インデックスは、資産配分の意思決定やポートフォリオ構築の支援、リスクやパフォーマンスの分析のベースとなる情報とし
て、世界中で利用されています。知名度の高い FTSE グローバル・エクイティ・インデックス・シリーズ (FTSE GEIS)、FTSE UK インデックス シリーズ、ラッセル米国指数などの広範な国
内外株式市場インデックスは、国内外の市場への投資ニーズを有するお客様に、柔軟かつ包括的な基盤を提供しています。

	– 代替加重

	– 株式

	– ファクター	インデックス

	– 債券

	– インフラストラクチャ

	– マルチアセット

	– 不動産

	– サステナブル投資

https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/geisac
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/geisac
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-us
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-us-style
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/uk
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/china
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/frontier
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/capped
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/decrement
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/geo-exposure
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/geis-fair-value
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/global-rqfii
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/global-shariah
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/global-stability
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/gold
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/mpf
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/multinationals
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/short-and-leveraged
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/super-liquid
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/sustainable-yield
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/thematic
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/biva
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/canada-allcap
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インデックス ファミリー タイプ 地域

Russell 1000 ICB Industry Capped 時価総額加重、業種特性 米州

Russell Dividend 時価総額加重、配当 米州

US Stability 時価総額加重、スタイル、リスクベース 米州

US Total Market (USTMI) 時価総額加重 米州

ASEAN 時価総額加重、シャリア法適合、サステナブル投資 アジア太平洋

ASFA Australia 時価総額加重 アジア太平洋

Blossom Japan 代替加重、サステナブル投資 アジア太平洋

Bursa Malaysia 時価総額加重、サステナブル投資、シャリア法適合 アジア太平洋

Russell/Nomura 時価総額加重 アジア太平洋

SET 時価総額加重、シャリア法適合 アジア太平洋

Straits Times and FTSE ST 時価総額加重 アジア太平洋

TWSE Taiwan 時価総額加重、代替加重、シャリア法適合 アジア太平洋

FTSE ADX 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

AIM (UK) 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

ASEA Pan Africa 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

ATHEX 時価総額加重、スタイル 欧州・中東・アフリカ

European 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

FTSEurofirst 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

Italia (inc. FTSE MIB) 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

Italia (inc. FTSE MIB) – Italian 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

JSE 時価総額加重、代替加重、ファンダメンタル加重、シャリア法適合、均等加重、配当、	
リスクベース、業種特性

欧州・中東・アフリカ

LATIBEX 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

Middle East and Africa Extended 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

Nasdaq Dubai 時価総額加重、シャリア法適合 欧州・中東・アフリカ

Nordic 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

Saudi Arabia Free 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

Tradable Plus 時価総額加重 欧州・中東・アフリカ

株式 (2/2) FTSE Russell

	– 代替加重

	– 株式

	– ファクター	インデックス

	– 債券

	– インフラストラクチャ

	– マルチアセット

	– 不動産

	– サステナブル投資

https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-1000-icb-capped
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-dividend
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-stability
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/us-tmi
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/asean
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/asfa-australia
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/blossom-japan
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/bursa-malaysia
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-nomura
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/set
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/sgx-st
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/twse-taiwan
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/adx
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/aim
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/asea-pan-africa
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/athex
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/european
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/eurofirst
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/italia
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/italia-it
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/jse
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/latibex
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/mea-extended
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/nasdaq-dubai
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/nordic
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/saudi-arabia-free
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/tradable-plus
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インデックス ファミリー タイプ 地域

FTSE Global Factor 代替加重、ファクター エクスポ－ジャー グローバル

FTSE Smart Sustainability サステナブル投資、代替加重、ファクター エクスポージャー、スマート サステナビリティ グローバル

ファクター インデックス
FTSE Russell のファクター インデックスを利用することで、市場参加者はシングルファクター インデックスやマルチファクター インデックスを通して、よく知られた 6 つの株式市場ファ
クター (クオリティ、サイズ、バリュー、モメンタム、ボラティリティ、イールド) のパフォーマンスにアクセスすることができます。これら 6 つのファクターは、株式市場におけるリターンの体
系的な決定要因であり、これらについてはリスク プレミアムが存在するという学術的研究も多数存在します。 

これらのマルチファクター インデックスは、ファクター エクスポージャーの組み合わせと調整を通じて、お客様の個別的な目的と期待投資パフォーマンスに対応することができま
す。FTSE グローバル・ファクター・インデックス・シリーズは、FTSE All-World インデックス、ラッセル米国指数、FTSE UK インデックス シリーズなど、ベースとなるよく知られた株式イ
ンデックスと地域を幅広くカバーしています。このシリーズは、透明性の高いルールベースの手法を用いて、親インデックスに関連するターゲット ファクターへの効率的かつ制御された
エクスポージャーを実現することを目指しています。FTSE Target Exposure インデックスは、ファクター、気候、ESG へのエクスポージャーなど、一定の特性をターゲットにしながら、
ターゲット外のあらゆる意図せぬエクスポージャーを最小限に抑えるように設計されています。ターゲットとするエクスポージャーは柔軟性が非常に高いため、組み合わせることによっ
て投資家の特定の目的に合わせることができます。 

FTSE Russell

	– 代替加重

	– 株式

	– ファクター インデックス

	– 債券

	– インフラストラクチャ

	– マルチアセット

	– 不動産

	– サステナブル投資

https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/factor
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/smart-sustainability
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債券 

債券グループ 説明

グローバル FTSE 世界国債インデックス (WGBI)、FTSE 世界インフレ連動債券インデックス (WorldILSI)、FTSE 世界 BIG 債券インデッ
クス (WorldBIG®)、FTSE 世界マネーマーケット インデックス (WMMI) など

新興国市場 FTSE 新興国市場国債インデックス、FTSE 新興国市場インフレ連動債券インデックス、FTSE 新興国市場米ドル建てソブ
リン債券インデックス、FTSE 新興国ブロード債券インデックスなど

米州
FTSE 米国 BIG 債券インデックス、FTSE 米国大規模年金基金インデックス、FTSE 米国債 STRIPS インデックス、FTSE 米
国債ベンチマーク インデックス、FTSE 米国ハイイールド市場インデックス、FTSE LATAM 国債インデックス、FTSE 
Canada など

欧州・中東・アフリカ FTSE EMU 国債インデックス、FTSE CEEMEA 国債インデックス、FTSE ユーロ BIG 債券インデックス、FTSE 汎欧州ハイ
イールド債インデックス、FTSE MENA ブロード債券インデックスなど

APAC
FTSE アジア国債インデックス、FTSE アジア ブロード債券インデックス、FTSE 中国国債・政策金融銀行債インデック
ス、FTSE 中国 (オンショア CNY) ブロード債券インデックス、FTSE 点心 (オフショア CNY) 債券インデックス、FTSE オー
ストラリア BIG 債券インデックスなど

テーマ別および代替加重 
FTSE デット キャパシティ世界国債インデックス、FTSE 香港強制積立年金用世界国債インデックス、FTSE RAFI™ 先進国
ソブリン債券インデックス、FTSE 時間加重米国フォーリン エンジェル債券インデックス、FTSE IdealRatings Broad US 
Dollar Sukuk インデックス シリーズ、FTSE 年金債務カーブなど

サステナブル投資 
FTSE グリーン インパクト債券インデックス シリーズ、FTSE 気候リスク調整国債インデックス シリーズ、FTSE 気候世界イ
ンフレ連動債券インデックス シリーズ、FTSE ESG 国債インデックス シリーズ、FTSE 野村気候 CaRD WGBI など

グローバル、地域、国内の債券指数。FTSE Russell の債券指数を活用することで、投資可能な世界の債券ユニバースをあらゆる角度から評価できます。同債券指数は、グローバル、地
域、国内の債券市場のパフォーマンスを測定、分析するために組成された、包括的で柔軟なベンチマークです。アセットクラス、償還期限、格付けを自由に組み合わせられるモジュール
性の高いサブ インデックスを利用して、投資アイデアを実現することができます。さらに、カスタマイズ可能な幅広い属性を加えて独自の見解を反映させることで、選んだインデックスを
強化することができます。

FTSE Russell

	– 代替加重

	– 株式

	– ファクター	インデックス

	– 債券

	– インフラストラクチャ

	– マルチアセット

	– 不動産

	– サステナブル投資

https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/global-fixed-income-indexes
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/emerging-markets-fixed-income-indexes
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/americas-fixed-income-indexes
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/emea-fixed-income-indexes
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/apac-fixed-income-indexes
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/thematic-and-alternatively-weighted-fixed-income-indexes
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/sustainable-investment-fixed-income-indexes
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インデックス ファミリー タイプ 地域

FTSE インフラストラクチャ・インデックス・シリーズ 時価総額加重 グローバル

FTSE コア・インフラストラクチャ・インデックス・シリーズ 時価総額加重 グローバル

FTSE 債券コア・インフラストラクチャ・インデックス・	
シリーズ 企業、ソブリン/政府、業種特性 グローバル

FTSE マルチアセット・コア・インフラストラクチャ・	
インデックス・シリーズ 時価総額加重 グローバル

インフラストラクチャ 
インフラは、潜在的に安定したリターンとインカムへのエクスポージャーを得ることにより、長期債務のヘッジとして使用可能な分散ツールであると、市場参加者にみなされることの多
いアセットクラスです。上場インフラ証券は、インフラ市場への投資機会とともに、上場株式のような高い流動性と透明性を投資家に提供します。FTSE Russell のインフラ インデックス
には、FTSE インフラストラクチャ・インデックス・シリーズ (株式)、FTSE 債券コア・インフラストラクチャ・インデックス・シリーズ、FTSE マルチアセット・コア・インフラストラクチャ・イン
デックス・シリーズなどがあり、包括的なクロスアセット ソリューションを投資家に提供しています。上場株式と公債インフラ証券を組み合わせることで、市場参加者はさまざまな資本
構成で投資機会を改善し、リスク調整後リターンを高める可能性や、単一アセットクラスのアプローチへの分散効果を得ることができます。

FTSE Russell

	– 代替加重

	– 株式

	– ファクター	インデックス

	– 債券

	– インフラストラクチャ

	– マルチアセット

	– 不動産

	– サステナブル投資

https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/infra
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/infra
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/infra-fixed-income
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/infra-fixed-income
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/infra-multi-asset
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/infra-multi-asset
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インデックス ファミリー タイプ 地域

FTSE Private Investor 資産配分 欧州・中東・アフリカ

FTSE Market Based Allocation 資産配分 米州

FTSE Multi-Asset Composite 資産配分 グローバル

FTSE Mandatory Provident Fund (MPF) Reference 
Portfolios

資産配分 グローバル

FTSE UK Level Annuity 資産配分 欧州・中東・アフリカ

マルチアセット
FTSE Russell は、国、地域、世界のベンチマークに関する広範な専門知識を活用して、幅広い投資家ニーズに応えるマルチアセット インデックスを提供しています。FTSE 100、FTSE 
All- World、Russell 2000、FTSE 世界国債インデックス (WGBI) などの主要インデックスは、株式および債券のアセットクラスで構成されています。

FTSE Russell

	– 代替加重

	– 株式

	– ファクター	インデックス

	– 債券

	– インフラストラクチャ

	– マルチアセット

	– 不動産

	– サステナブル投資

https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/private-investor
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/market-based-allocation
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/multi-asset-composite
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/mpf
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/mpf
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/uk-level-annuity
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インデックス ファミリー タイプ 地域

FTSE Nareit US Real Estate インデックス シリーズ 時価総額加重、不動産、業種特性 米州

FTSE EPRA Nareit Global Real Estate インデックス
シリーズ 時価総額加重、不動産、業種特性 グローバル

FTSE EPRA Nareit Green Real Estate インデックス  
シリーズ 

代替加重、サステナブル投資、不動産、業種特性 グローバル

FTSE EPRA Nareit IdealRatings Islamic インデックス 
シリーズ 時価総額加重、業種特性、シャリア法適合、不動産 グローバル

不動産
FTSE Russell の不動産インデックスは、業界全体という広範なレベルで、あるいはセクター別というより狭い範囲で、不動産へのエクスポージャーを比較、分析するためのツールを投
資家に提供しています。このインデックスは、欧州上場不動産協会 (EPRA)、および米国の不動産投資信託 (REIT) を含む上場不動産会社のための協会である、全米不動産投資信託協
会 (Nareit) の協力により算出されています。

FTSE Russell

	– 代替加重

	– 株式

	– ファクター	インデックス

	– 債券

	– インフラストラクチャ

	– マルチアセット

	– 不動産

	– サステナブル投資

https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/nareit
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/epra-nareit
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/epra-nareit
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/epra-nareit-green
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/epra-nareit-green
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/epra-nareit-islamic
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/epra-nareit-islamic
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インデックス ファミリー タイプ 地域

FTSE4Good 時価総額加重、サステナブル投資、リスクベース グローバル

FTSE Smart Sustainability サステナブル投資、ファクター エクスポージャー、スマート サステナビリティ グローバル

FTSE Global Choice 時価総額加重、サステナブル投資 グローバル

FTSE Green Revenues 代替加重、サステナブル投資 グローバル

FTSE TPI Climate Transition 代替加重、サステナブル投資 グローバル

FTSE Global Climate 代替加重、サステナブル投資 グローバル

FTSE Climate Risk-Adjusted World Government Bond 
(気候リスク調整世界国債)

ソブリン、サステナブル投資 グローバル

FTSE Blossom Japan 代替加重、サステナブル投資 アジア太平洋

FTSE ESG 代替加重、サステナブル投資 グローバル

Russell US ESG 指数 代替加重、サステナブル投資 米州

FTSE Environmental Markets 時価総額加重、サステナブル投資、業種特性 グローバル

FTSE EU Climate ベンチマーク 代替加重、サステナブル投資 欧州・中東・アフリカ

サステナブル投資
FTSE Russell は、環境・社会・ガバナンス (ESG) に関する投資家の多様なニーズに応えるべく、データと高度な専門知識を提供し、ESG と投資に関する考慮事項を単一のサステナブ
ル投資 (SI) インデックス ソリューションに統合しています。また、20 年以上にわたる SI における経験を活用し、サステナブル投資のデータ モデルや格付け、分析、世界中の数千に及
ぶ企業や主要なソブリン発行体をカバーするインデックスを提供しています。

FTSE Russell

	– 代替加重

	– 株式

	– ファクター	インデックス

	– 債券

	– インフラストラクチャ

	– マルチアセット

	– 不動産

	– サステナブル投資

https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/ftse4good
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/smart-sustainability
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/global-choice
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/green-revenues
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/tpi-climate-transition
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/global-climate
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/climate-wgbi
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/climate-wgbi
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/blossom-japan
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/esg
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/russell-esg
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/env-markets
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/eu-climate-benchmarks
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リフィニティブの指数とベンチマーク

	– コモディティ指数

	– コンバーティブル指数

	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数

	– ESG	指数

	– 債券指数

	– 外国為替	(FX)	指数

	– グローバル株式指数

	– 指数、構成銘柄、加重値

	– イスラム指数

	– 金利ベンチマーク

	– プライベート・エクイティ・バイアウト指数

	– ベンチャー	キャピタル指数

	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチマーク

特徴とお客様のメリット: 指数
 – すべての主要なサードパーティ プロバイダー (MSCI、S&P など) の
主要ベンチマークおよび業種セクター分類に関わる 200 万を超え
る規制投資会社 (RIC) 

 – ソーシング (案件発掘) から構成銘柄の詳細に至るまで、あらゆる先進
国、新興国、およびフロンティア市場の銘柄を時系列データでカバー

 – 構成銘柄の詳細な過去データにより、動静と傾向のクオンツ/分析調
査が可能

 – インデックスに影響を与える要因やセクター分類を分析するアプリ
を使用して、市場を動かし影響を与える要因や市場動向を日次で分
析可能

 – 独自のインデックス算出サービスの提供、オーダーメイドのトレー
ディング戦略に沿うカスタム指数の作成、原資産ファンドの提供

特徴とお客様のメリット: ベンチマーク
 – WM/R フランチャイズが、すべての主要市場を対象に FX  
レートおよびクロス取引の情報を提供

 – 30 以上のベンチマークの管理者、60 以上のベンチマー	
クの算出エージェント

 – リフィニティブ製品上で世界の 300 以上のベンチマー	
クをカバー
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リフィニティブの指数と 
ベンチマーク
	– コモディティ指数
リフィニティブ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。

	– コンバーティブル指数
リフィニティブのコンバーティブル指数は、独立性と透
明性が高く、転換社債アセットクラスの推移を反映
し、多数の指数の組み合わせ提供も可能。

	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数
ダイバーシティ＆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＆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。

	– ESG	指数
リフィニティブの環境、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。

	– 債券指数
リフィニティブの債券指数では、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。

	– 外国為替	(FX)	指数
リフィニティブの外国為替 (FX) 指数では、FX におけ
る実績をもとに、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。

リフィニティブ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しています。

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しています。

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 に準拠するベンチマーク管理者として認定を受けてい
るリフィニティブ・ベンチマーク・サービス・リミテッド (RBSL) が管理しています。

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: すべてのインデックスが証券監督者国際機構 (IOSCO) の金融ベンチマーク原則に準拠

 – 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 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、工業用金属
など 19 種類のコモディティを組み入れた、コモディティ市場を代表するインデックス

 – 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へのエクスポージャーが高いコモディ
ティ指数。原油、ヒーティング オイル、天然ガスおよび含酸素改質ガソリン基材 (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へのエクスポージャーが高い
指数 (農産物と畜産物を除外)

コモディティ指数

追加のコンテンツ セット
	– グローバル株式指数
	– 指数、構成銘柄、加重値
	– 金利ベンチマーク
	– イスラム指数

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数
	– ベンチャー	キャピタル指数
	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク
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コンバーティブル指数は、独立性と透明性が高く、転換社債アセットクラスの推移を反映します。

「バランスのとれた」銘柄または投資適格銘柄に限定して、グローバルおよび特定地域、為替ヘッジなし/あり、カーブア
ウトなどの多様なインデックスを組み合わせることができます。カスタム指数の組成およびレポートも可能です。

これらの指数は、IOSCO (証券監督者国際機構) の原則に基づき、管理および算出されています。

リフィニティブのコンバーティブル指数は、EU ベンチマーク規制 (BMR) 準拠のベンチマーク管理者として認定されてい
るリフィニティブ・ベンチマーク・サービス・リミテッド (RBSL) が管理しています。 

まとめ
 – 包括的なカバレッジ: 世界の市場をカバーし、複数のサブ・インデックスやカーブアウトに分類されているため、あらゆ
るポートフォリオ要件や投資要件に適合

 – 高い専門性と高品質なサービス: コンバーティブル指数のスペシャリストおよびアドバイザリー チームが算出複数の
カスタム指数を選択可能

 – 独立性、規制準拠、透明性: ルールベースの手法を用いて、欧州ベンチマーク規制 (BMR) と IOSCO 原則に準拠

 – 柔軟な配信オプション: コンバーティブル指数は、Eikon、Workspace、Datastream 経由かスタンドアロン、または 
FTP、電子メール、サードパーティ ベンダー経由で利用可能

コンバーティブル指数

	– コモディティ指数
リフィニティブ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。

	– コンバーティブル指数
リフィニティブのコンバーティブル指数は、独立性と透
明性が高く、転換社債アセットクラスの推移を反映
し、多数の指数の組み合わせ提供も可能。

	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数
ダイバーシティ＆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＆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。

	– ESG	指数
リフィニティブの環境、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。

	– 債券指数
リフィニティブの債券指数では、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。

	– 外国為替	(FX)	指数
リフィニティブの外国為替 (FX) 指数では、FX におけ
る実績をもとに、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。

追加のコンテンツ セット
	– グローバル株式指数
	– 指数、構成銘柄、加重値
	– 金利ベンチマーク
	– イスラム指数

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数
	– ベンチャー	キャピタル指数
	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク

リフィニティブの指数と 
ベンチマーク
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リフィニティブのダイバーシティ＆インクルージョン指数は、4 つの重要なピラーにまたがる 24 の個別の指標に基づい
て評価を行うことにより、世界の 1 万 1,000 社をランク付けし、職場のダイバーシティ＆インクルージョンが最も実践され
ている上場企業の上位 100 社を特定します。

この指数の設計理念は、ダイバーシティ、インクルージョン、および人材育成を追跡・報告・達成する企業は、低スコアま
たは未追跡の企業に比べて長期的に業績が向上する、という仮説に基づいています。

より豊富で差別化されたインサイトを企業パフォーマンスに組み入れ、長期的な投資機会とリスクを識別します。

当社の ESG データは、社会的責任投資の詳細な分析に対するパフォーマンス情報を提供します。

まとめ
 – 世界中の企業をカバー: 公開されているソースから収集した評価基準をベースに、ESG データを用いて 1 万 1,000 
社を超える企業をランク付け

 – 柔軟性: 自動スコアリングによる非常に柔軟なアーキテクチャは、新規データ フローの統合に最適

 – スケーラビリティ: 動的に加重されたデータポイントが市況を反映します。アナリティクスがデータごとの可用性を検
証し、加重を自動調整します

 – グローバル ベンチマーク標準: ベンチマーク グループは通常、類似企業の特定およびタグ付けリサーチにおけるグ
ローバル基準である The Refinitiv Business Classification (TRBC) に基づく

コア インデックス
 – Global Equal Opportunities Select Index: 事業運営において ESG の価値観や原則に積極的に投資し、それを推進
する企業へ資金を振り向けたい投資家のための革新的なベンチマーク

 – Europe Equal Opportunities Select Index: 職場のダイバーシティとインクルージョンを推し進める傾向のある企業
の株式パフォーマンスを測定

ダイバーシティ＆インクルージョン指数

	– コモディティ指数
リフィニティブ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。

	– コンバーティブル指数
リフィニティブのコンバーティブル指数は、独立性と透
明性が高く、転換社債アセットクラスの推移を反映
し、多数の指数の組み合わせ提供も可能。

	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数
ダイバーシティ＆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＆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。

	– ESG	指数
リフィニティブの環境、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。

	– 債券指数
リフィニティブの債券指数では、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。

	– 外国為替	(FX)	指数
リフィニティブの外国為替 (FX) 指数では、FX におけ
る実績をもとに、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。

追加のコンテンツ セット
	– グローバル株式指数
	– 指数、構成銘柄、加重値
	– 金利ベンチマーク
	– イスラム指数

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数
	– ベンチャー	キャピタル指数
	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク

リフィニティブの指数と 
ベンチマーク
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リフィニティブ ESG 指数は、ESG 要因による企業リスクの軽減および評価、また社会的責任投資における ESG リスク
への対応を支援します。

まとめ
 – 個別の ESG ピラーやコンポジット: 特定の CSR 要件や投資マンデートのある投資家は、ポートフォリオのより正確
なベンチマーキングが可能

 – 動的な格付けがベース: 630 以上の主要 ESG パフォーマンス指標に基づく、わかりやすい企業格付け

 – ESG 格付け上位企業: 世界の主要インデックスのパフォーマンスを反映する、より分散性が高くボラティリティの低い
ベンチマーク

 – リアルタイムまたは終値: ETF などの上場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

 – 格付け情報のダウンロード: 運用マネージャーやアドバイザーのほか、学生や報道機関も株式ポートフォリオの ESG 
パフォーマンスの格付けを手頃な価格で入手可能

コア インデックス
 – Refinitiv/S-Network ESG Best Practice Indices

 – Refinitiv/Future Super Australia Fossil-Free Index

 – Refinitiv IX Global ESG Equal-Weighted Index、Refinitiv IX Global ESG High Dividend Low Volatility 
Equal-Weighted Index

 – Refinitiv Global Resource Protection Select Index

 – Refinitiv Eurozone ESG Select Index

ESG 指数

	– コモディティ指数
リフィニティブ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。

	– コンバーティブル指数
リフィニティブのコンバーティブル指数は、独立性と透
明性が高く、転換社債アセットクラスの推移を反映
し、多数の指数の組み合わせ提供も可能。

	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数
ダイバーシティ＆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＆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。

 – ESG 指数
リフィニティブの環境、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。

	– 債券指数
リフィニティブの債券指数では、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。

	– 外国為替	(FX)	指数
リフィニティブの外国為替 (FX) 指数では、FX におけ
る実績をもとに、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。

追加のコンテンツ セット
	– グローバル株式指数
	– 指数、構成銘柄、加重値
	– 金利ベンチマーク
	– イスラム指数

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数
	– ベンチャー	キャピタル指数
	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク

リフィニティブの指数と 
ベンチマーク
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20 年以上にわたり、債券ポートフォリオ運用のベンチマークや、債券市場のパフォーマンス指標として使用されてきたリ
フィニティブの債券指数は、流動性、償還、リスクのさまざまな水準で、複数の先進国市場や新興市場を評価する高品質
な測定基準を提供します。

まとめ
 – 実績: リフィニティブの債券指数の算出は 20 年以上

 – 歴史: リフィニティブの債券指数は長い歴史を誇り、リサーチやバックテストに利用可能

 – 多様な用途: 債券指数は、ベンチマークや分析の用途で利用可能

コア インデックス
 – ソブリン債指数: 20 年以上にわたり、欧州証券アナリスト協会連合会 (EFFAS) が定めた債券指数に関するルールに
則って算出。各インデックスは合意済みルールに準拠する債券のみで構成され、すべてのインデックスにバックテスト
を実施

 – カナダ債券指数: これらの指数には、リフィニティブのソブリン債指数と同じ EFFAS のインデックス手法を採用し、社
債、地方債、国債に 9 種類の債券償還期間を設定

 – 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) が推奨する債券ベンチマークに選
出。シンガポールの国債、社債、および法定機関の債券などで構成される初の債券指数であり、リフィニティブの評価
価格に基づき 2009 年 1 月から過去データを利用可能

 – BPA マレーシア指数: 国債、社債、スクーク債など、現地の債券ユニバース全体をカバー。このインデックス シリーズ
はマレーシアの債券市場を最も代表するインデックスであり、ベンチマークとして利用可能 

 – グローバル スクーク指数: 政府および企業セクター向けのグローバルなゼロクーポンおよび固定利付スクーク債 
(イスラム債)。シャリア法 (イスラム法) 適合の債券投資を包括的にカバーする中立的なベンチマーク

 – CDS 指数: この出来高加重インデックスは、地域の主要ディーラーが流動性を反映させるために選定した銘柄で構
成されており、中南米、欧州、アジアの広範なソブリン銘柄のクレジット動向に対するヘッジ手段を提供

債券指数

	– コモディティ指数
リフィニティブ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。

	– コンバーティブル指数
リフィニティブのコンバーティブル指数は、独立性と透
明性が高く、転換社債アセットクラスの推移を反映
し、多数の指数の組み合わせ提供も可能。

	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数
ダイバーシティ＆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＆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。

	– ESG	指数
リフィニティブの環境、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。

	– 債券指数
リフィニティブの債券指数では、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。

	– 外国為替	(FX)	指数
リフィニティブの外国為替 (FX) 指数では、FX におけ
る実績をもとに、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。

リフィニティブの指数と 
ベンチマーク

追加のコンテンツ セット
	– グローバル株式指数
	– 指数、構成銘柄、加重値
	– 金利ベンチマーク
	– イスラム指数

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数
	– ベンチャー	キャピタル指数
	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク
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リフィニティブの外国為替 (FX) 指数では、FX における実績をもとに、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、中国の最重要貿易相手国の各通貨に対する人民元 (RMB) の中立的で透明性と適時性の高いベンチマー
クです。この指数は、上場 RMB 取引やリスク管理ツール/製品のパイオニアである香港証券取引所 (HKEX) と連携して組
成されました。

まとめ
 – 信頼性: リフィニティブの外国為替指数の専門家が、インデックスや金融契約において世界的に最も広く利用される
参照ポイントである WM/リフィニティブのレートを用いて組成

 – 独立性: リフィニティブは独立性の高い事業体として、金融市場には積極的に参加せず、中立的なパフォーマンス指標
を配信

 – 透明性: リフィニティブの指数は、金融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

 – FX 指数へのアクセス: 市場参加者はリフィニティブのデスクトップ製品やフィード サービスを経由して利用可能

方法
 – 計算方法: 幾何平均

 – 加重方法: 二国間貿易の数値で加重し、香港の再輸出統計値で調整

 – 貿易データソース: UN Comtrade (国連商品貿易統計データベース)、HK Census and Statistics Department (香港
統計局)

 – 加重リバランス: 年次見直し。6 月に公表、第 4 四半期最初の営業日に実施

 – RXY Simplified CNH は固定加重され、リバランスは実施しない

 – 指数算出頻度: 1 時間ごと

 – FX レートのデータソース: WM/リフィニティブ外国為替レート 

外国為替 (FX) 指数

	– コモディティ指数
リフィニティブ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。

	– コンバーティブル指数
リフィニティブのコンバーティブル指数は、独立性と透
明性が高く、転換社債アセットクラスの推移を反映
し、多数の指数の組み合わせ提供も可能。

	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数
ダイバーシティ＆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＆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。

	– ESG	指数
リフィニティブの環境、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。

	– 債券指数
リフィニティブの債券指数では、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。

	– 外国為替 (FX) 指数
リフィニティブの外国為替 (FX) 指数では、FX におけ
る実績をもとに、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。

リフィニティブの指数と 
ベンチマーク

追加のコンテンツ セット
	– グローバル株式指数
	– 指数、構成銘柄、加重値
	– 金利ベンチマーク
	– イスラム指数

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数
	– ベンチャー	キャピタル指数
	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク



79

リフィニティブのグローバル株式指数を利用することで、先進国市場、新興市場、特定のフロンティア市場について、さま
ざまな精度の分析や比較が可能になります。

セクター指数は、業界で最も包括的で最新の詳細な分類スキームである The Refinitiv Business Classification (TRBC) 
に基づいて算出されています。

また、この指数は対象範囲が非常に広く、各市場において投資対象となる時価総額の 99.5% 以上をカバーしており、ベ
ンチマークや分析、あるいはカスタム指数戦略やオーバレイのベースとしても最適です。

まとめ
 – 広範なマーケット カバレッジ: 各市場を代表しており、カスタマイズを行う上で最適な出発点。大型株、中型株、小型
株、特定の超小型株をカバー

 – シンプルな料金体系: インデックスの使用量に基づく課金体系で、インデックスを公開しても追加手数料は発生しな
い

 – 透明性が高いルールに基づく方式: あらゆる国、地域、セクターで採用。異なる株式市場を公正に比較可能

 – 浮動株時価総額加重方式: 広く使用されている指数にパフォーマンスを相関 

 – リアルタイムと終値としての指数: リアルタイム指標を追跡する上場投資商品や取引商品をリリース可能

 – セクター指数: 国や地域ごとに 4 段階の詳細度で利用可能。ニッチな業種および世界のセクター別動向を追跡・ベン
チマーキング可能

コア インデックス
	– FTSE	Russell	指数
 – Refinitiv Global Index ファクトシート

 – Refinitiv Americas Index ファクトシート

 – Refinitiv Europe Index ファクトシート

 – Refinitiv Italy Index ファクトシート

 – Refinitiv Asia Pacific Index ファクトシート

グローバル株式指数

	– グローバル株式指数
リフィニティブのグローバル株式指数を利用すること
で、先進国市場、新興市場、特定のフロンティア市場につ
いて、さまざまな精度の分析や比較が可能になります。

	– 指数、構成銘柄、加重値
先進国および新興国の全取引所や包括的なサード
パーティから情報を取得し、世界最大級のインデック
ス価格、構成銘柄コンテンツ、および過去データを収
録しています。

	– 金利ベンチマーク
リフィニティブの金利ベンチマーク サービスは、リファ
レンス レートのサービスを組み合わせて (算出、算
出・ガバナンス、算出・管理、算出・ガバナンス・管理な
ど) ご利用いただけます。

	– イスラム指数
リフィニティブ/IdealRatings の各種インデックス
は、BRIC、MENA、マレーシア、UAE、グローバル ヘ
ルスケアなどのイスラム投資で特に人気のある投資
先をカバーしており、あらゆるイスラム法解釈に対応
しています。 

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数

リフィニティブのプライベート・エクイティ・バイアウト
指数は、流動性の高い上場資産を組み合わせて、米国
のプライベート・エクイティ・バイアウト業界のパフォー
マンスを測定します。

	– ベンチャー	キャピタル指数
流動性の高い上場資産を組み合わせて、リフィニティ
ブの Venture Capital Research Index のパフォーマン
スを再現しています。

	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク

WM/リフィニティブのレートは、市場の取引から直接
得たデータを利用して算出されています。取得し算出
したレートに複数の検証手法を適用し、1 日を通して
フィキシングごとに正確なスポット レートを算出して
います。

追加のコンテンツ セット
	– コモディティ指数
	– コンバーティブル指数
	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数

	– ESG	指数
	– 債券指数
	– 外国為替	(FX)	指数

リフィニティブの指数と 
ベンチマーク

https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/fact-sheets/global-equity-index-global-index-fact-sheet.pdf
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/fact-sheets/global-equity-index-americas-fact-sheet.pdf
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/fact-sheets/global-equity-index-europe-fact-sheet.pdf
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/fact-sheets/global-equity-index-italy-fact-sheet.pdf
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/fact-sheets/global-equity-index-asiapac-fact-sheet.pdf
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リフィニティブは、世界最大規模のインデックス価格、構成銘柄、および過去データを提供しており、大半のリフィニティブ
による金融市場での提案やエンドクライアントのワークフローにおいて不可欠な要素になっています。

リフィニティブは、あらゆる先進国および新興国の取引所が提供するベンチマークからセクター分析、カスタムのバスケッ
ト レベルまでのコンテンツに対応しています。また、MSCI や FTSE、S&P、ダウ・ジョーンズなどのあらゆる伝統的な市
場ベンダーのホールセール サードパーティ商品にも対応しています。

まとめ
 – 取引所から指数ベンダー商品まで、主要なすべての指数を対象にリアルタイムでコンテンツを配信。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ついて、プレマーケットとポストマーケット ベースで指数の構成
銘柄と加重値を提供

 – 取引所や市場ベンダーの期待およびマンデートに沿って使用方法をカスタマイズできる柔軟性の高いシステムを活用

ソフトウェア
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

配信形態: API、クラウド、デプロイ/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: 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

主要製品/製品スイート:   Refinitiv Knowledge Direct API、Refinitiv Datastream、Refinitiv 
Quantitative Analytics、Refinitiv On Demand、Refinitiv DataScope

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

指数、構成銘柄、加重値 (ICW)リフィニティブの指数と 
ベンチマーク
	– グローバル株式指数
リフィニティブのグローバル株式指数を利用すること
で、先進国市場、新興市場、特定のフロンティア市場につ
いて、さまざまな精度の分析や比較が可能になります。

	– 指数、構成銘柄、加重値
先進国および新興国の全取引所や包括的なサード
パーティから情報を取得し、世界最大級のインデック
ス価格、構成銘柄コンテンツ、および過去データを収
録しています。

	– 金利ベンチマーク
リフィニティブの金利ベンチマーク サービスは、リファ
レンス レートのサービスを組み合わせて (算出、算
出・ガバナンス、算出・管理、算出・ガバナンス・管理な
ど) ご利用いただけます。

	– イスラム指数
リフィニティブ/IdealRatings の各種インデックス
は、BRIC、MENA、マレーシア、UAE、グローバル ヘ
ルスケアなどのイスラム投資で特に人気のある投資
先をカバーしており、あらゆるイスラム法解釈に対応
しています。 

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数

リフィニティブのプライベート・エクイティ・バイアウト
指数は、流動性の高い上場資産を組み合わせて、米国
のプライベート・エクイティ・バイアウト業界のパフォー
マンスを測定します。

	– ベンチャー	キャピタル指数
流動性の高い上場資産を組み合わせて、リフィニティ
ブの Venture Capital Research Index のパフォーマン
スを再現しています。

	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク

WM/リフィニティブのレートは、市場の取引から直接
得たデータを利用して算出されています。取得し算出
したレートに複数の検証手法を適用し、1 日を通して
フィキシングごとに正確なスポット レートを算出して
います。

追加のコンテンツ セット
	– コモディティ指数
	– コンバーティブル指数
	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数

	– ESG	指数
	– 債券指数
	– 外国為替	(FX)	指数
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リフィニティブは 25 年以上にわたり、国際金融システムの中核である金融ベンチマークの設計、算出、管理、および配信
を手掛けています。リフィニティブの金利ベンチマーク サービスは、リファレンス レートのサービスを組み合わせて (算
出、算出・ガバナンス、算出・管理、算出・ガバナンス・管理) ご利用いただけます。

リフィニティブは、30 を超える主要レートを管理しています。また、40 を超える重要な国と地域の金利と、シンガポー
ル、香港、ロシアなど 12 か国の FX ベンチマークを算出しています。

リフィニティブ・ベンチマーク・サービス・リミテッド (RBSL) が管理するベンチマーク
 – カナダ金利ベンチマーク: リフィニティブは、カナダの銀行が短期有担保ローンに課す公的ベンチマーク金利のプロ
バイダーとして定評があります (詳細情報) 

 – サウジアラビア銀行間取引金利 (SAIBOR): リフィニティブは、サウジアラビア王国の銀行間貸出金利である SAIBOR 
の管理、算出を公認で行っています (詳細情報)

 – リフィニティブ ターム物 SONIA: RBSL は金融業界の英国ポンド LIBOR からの移行を支援するためにターム物 
SONIA 参照金利を管理しています (詳細情報)

 – 東京スワップレート (TSR): TSR のグローバル ベンチマークで、6 か月 LIBOR と 6 か月 TIBOR それぞれに対する
参照金利を反映しています (詳細情報)

 – リフィニティブの米ドル IBOR Cash Fallbacks: RBSL は、市場による米ドル LIBOR からの移行を支援するため、リフィ
ニティブの米ドル IBOR Cash Fallbacks を管理しています (詳細情報)

リフィニティブが管理するベンチマーク
 – ベトナム銀行間取引金利 (VNIBOR): ベトナムの卸売金融市場において有力銀行間で取引される定期預金の平均金
利を提供します

金利ベンチマーク リフィニティブの指数と 
ベンチマーク
	– グローバル株式指数
リフィニティブのグローバル株式指数を利用すること
で、先進国市場、新興市場、特定のフロンティア市場につ
いて、さまざまな精度の分析や比較が可能になります。

	– 指数、構成銘柄、加重値
先進国および新興国の全取引所や包括的なサード
パーティから情報を取得し、世界最大級のインデック
ス価格、構成銘柄コンテンツ、および過去データを収
録しています。

	– 金利ベンチマーク
リフィニティブの金利ベンチマーク サービスは、リファ
レンス レートのサービスを組み合わせて (算出、算
出・ガバナンス、算出・管理、算出・ガバナンス・管理な
ど) ご利用いただけます。

	– イスラム指数
リフィニティブ/IdealRatings の各種インデックス
は、BRIC、MENA、マレーシア、UAE、グローバル ヘ
ルスケアなどのイスラム投資で特に人気のある投資
先をカバーしており、あらゆるイスラム法解釈に対応
しています。 

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数

リフィニティブのプライベート・エクイティ・バイアウト
指数は、流動性の高い上場資産を組み合わせて、米国
のプライベート・エクイティ・バイアウト業界のパフォー
マンスを測定します。

	– ベンチャー	キャピタル指数
流動性の高い上場資産を組み合わせて、リフィニティ
ブの Venture Capital Research Index のパフォーマン
スを再現しています。

	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク

WM/リフィニティブのレートは、市場の取引から直接
得たデータを利用して算出されています。取得し算出
したレートに複数の検証手法を適用し、1 日を通して
フィキシングごとに正確なスポット レートを算出して
います。

追加のコンテンツ セット
	– コモディティ指数
	– コンバーティブル指数
	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数

	– ESG	指数
	– 債券指数
	– 外国為替	(FX)	指数

https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/interest-rate-benchmarks/canadian-interest-rates
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/interest-rate-benchmarks/saibor-rates
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/term-sonia-reference-rates
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/tokyo-swap-rate
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/usd-ibor-cash-fallbacks


82

リフィニティブは、パートナーである IdealRatings と債券価格設定機関 (BPA) マレーシアと連携し、イスラム指数を組成
しています。リフィニティブ/IdealRatings のインデックスは、BRIC、MENA、マレーシア、UAE、グローバル ヘルスケアな
どのイスラム投資で特に人気のある投資先をカバーしています。

シャリア法に適合するベンチマーク指数を幅広く提供しています。各種インデックスは、リフィニティブの他に類を見ない
グローバル株式市場のカバレッジおよびルールに基づく一貫性のある手法に、シャリア法適合のスクリーニング手法に
おいて IdealRatings が培った専門性・リサーチ力を融合して成り立っています。

リフィニティブは、BPA マレーシアの豊富な経験を活用して、包括的なマレーシア債券インデックス シリーズを提供して
います。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、現地の債券ユニバース全体を網羅しており、マレーシ
アの債券ベンチマークとして最も代表的な指数です。

まとめ
 – 包括的なカバレッジ: イスラム投資で特に人気のある投資先を包括的にカバー

 – 指数エキスパート: リフィニティブの卓越したカバレッジや一貫したルールベースのメソドロジーなどを活用し、イン
デックスを組成

 – シャリア法適合: リフィニティブのイスラム指数はいずれもシャリア法に適合

コア インデックス
 – リフィニティブ/IdealRatings 指数: リフィニティブ/IdealRatings の各インデックスは、BRIC、MENA、マレーシ
ア、UAE、グローバル ヘルスケアなどのイスラム投資で特に人気のある投資先をカバーし、イスラム法のあらゆる解
釈に準拠 

 – リフィニティブ・グローバル・スクーク指数: 債券やスクーク (イスラム債) を中立的に評価する実績が豊富な BPA マ
レーシアと共同で組成。スクーク指数はマレーシア市場と世界市場の両方を対象に提供されており、幅広い債券クラ
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: アジア太平洋地域におけるアップストリームの農業生産活動を中
心に事業展開するシャリア法適合の株式銘柄を対象に、そのパフォーマンス ベンチマークとして組成

イスラム指数リフィニティブの指数と 
ベンチマーク
	– グローバル株式指数
リフィニティブのグローバル株式指数を利用すること
で、先進国市場、新興市場、特定のフロンティア市場につ
いて、さまざまな精度の分析や比較が可能になります。

	– 指数、構成銘柄、加重値
先進国および新興国の全取引所や包括的なサード
パーティから情報を取得し、世界最大級のインデック
ス価格、構成銘柄コンテンツ、および過去データを収
録しています。

	– 金利ベンチマーク
リフィニティブの金利ベンチマーク サービスは、リファ
レンス レートのサービスを組み合わせて (算出、算
出・ガバナンス、算出・管理、算出・ガバナンス・管理な
ど) ご利用いただけます。

	– イスラム指数
リフィニティブ/IdealRatings の各種インデックス
は、BRIC、MENA、マレーシア、UAE、グローバル ヘ
ルスケアなどのイスラム投資で特に人気のある投資
先をカバーしており、あらゆるイスラム法解釈に対応
しています。 

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数

リフィニティブのプライベート・エクイティ・バイアウト
指数は、流動性の高い上場資産を組み合わせて、米国
のプライベート・エクイティ・バイアウト業界のパフォー
マンスを測定します。

	– ベンチャー	キャピタル指数
流動性の高い上場資産を組み合わせて、リフィニティ
ブの Venture Capital Research Index のパフォーマン
スを再現しています。

	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク

WM/リフィニティブのレートは、市場の取引から直接
得たデータを利用して算出されています。取得し算出
したレートに複数の検証手法を適用し、1 日を通して
フィキシングごとに正確なスポット レートを算出して
います。

追加のコンテンツ セット
	– コモディティ指数
	– コンバーティブル指数
	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数

	– ESG	指数
	– 債券指数
	– 外国為替	(FX)	指数
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リフィニティブのプライベート エクイティ (PE) バイアウト指数は、流動性の高い上場資産を組み合わせて、米国のプライ
ベート・エクイティ・バイアウト業界のパフォーマンスを測定します。

これらの上場資産は 7 つのセクター ポートフォリオに配分され、各ポートフォリオは米国の PE バイアウト企業が投資す
る各セクターを代表しています。

このインデックス シリーズは、米国の PE バイアウト業界を包括的に幅広く代表する指数の PE バイアウト調査プライベー
ト エクイティ指数と、流動性の高い上場銘柄に基づいてリフィニティブの PE バイアウト調査指数のパフォーマンスを追
跡する画期的で投資可能な PE バイアウト指数から構成されています。

まとめ
 – プライベート エクイティへのアクセス: 企業価値の集計により、米国のプライベート エクイティ業界のパフォーマンス
に連動

 – エクスポージャーのフォーカス: 買収とレバレッジド バイアウトをフォーカスした指数

 – 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

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は、リフィニティブのプライベート エクイティ投資データベースを活
用し、米国のプライベート エクイティ企業 8,000 社以上のデータを分析。この指数は、企業価値を包括的に集計する
ことで、米国 PE バイアウト業界の報酬控除前パフォーマンスを追跡

 – PE バイアウト指数: PE ファームに直接投資するのではなく、取引所に上場する流動性の高い金融商品を保有するこ
とで、PE セクターの投資パフォーマンスを追跡するようにセクター ポートフォリオを構成。各取引日の終了時に算出
し、PE 市場の動向を直ちに提供

プライベート・エクイティ・バイアウト指数リフィニティブの指数と 
ベンチマーク
	– グローバル株式指数
リフィニティブのグローバル株式指数を利用すること
で、先進国市場、新興市場、特定のフロンティア市場につ
いて、さまざまな精度の分析や比較が可能になります。

	– 指数、構成銘柄、加重値
先進国および新興国の全取引所や包括的なサード
パーティから情報を取得し、世界最大級のインデック
ス価格、構成銘柄コンテンツ、および過去データを収
録しています。

	– 金利ベンチマーク
リフィニティブの金利ベンチマーク サービスは、リファ
レンス レートのサービスを組み合わせて (算出、算
出・ガバナンス、算出・管理、算出・ガバナンス・管理な
ど) ご利用いただけます。

	– イスラム指数
リフィニティブ/IdealRatings の各種インデックス
は、BRIC、MENA、マレーシア、UAE、グローバル ヘ
ルスケアなどのイスラム投資で特に人気のある投資
先をカバーしており、あらゆるイスラム法解釈に対応
しています。 

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数

リフィニティブのプライベート・エクイティ・バイアウト
指数は、流動性の高い上場資産を組み合わせて、米国
のプライベート・エクイティ・バイアウト業界のパフォー
マンスを測定します。

	– ベンチャー	キャピタル指数
流動性の高い上場資産を組み合わせて、リフィニティ
ブの Venture Capital Research Index のパフォーマン
スを再現しています。

	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク

WM/リフィニティブのレートは、市場の取引から直接
得たデータを利用して算出されています。取得し算出
したレートに複数の検証手法を適用し、1 日を通して
フィキシングごとに正確なスポット レートを算出して
います。

追加のコンテンツ セット
	– コモディティ指数
	– コンバーティブル指数
	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数

	– ESG	指数
	– 債券指数
	– 外国為替	(FX)	指数
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非上場企業の価値評価に基づいて米国ベンチャー キャピタルのパフォーマンスを測定するリフィニティブのベンチャー 
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 - 米国のベンチャー キャピタル業界を包括的に幅広く代表す
るインデックス

	– リフィニティブ・ベンチャー・キャピタル (VC) 指数 - 流動性の高い上場銘柄を組み入れてリフィニティブ VC 調査指数
のパフォーマンスを再現した、強力で投資可能なインデックス

まとめ
 – 投資可能: ベンチャー キャピタルのリターンへのアクセスを通常なら持たない投資家にも提供する、世界初の投資可
能なベンチャー 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 キャピタルが出資する非上場企業の価値を集約し、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

 – 信頼性の高い手法: リフィニティブ、DSC Quantitative Group、学識アドバイザーが緊密に連携して開発

詳細情報
 – ベンチャー キャピタル調査指数: ベンチャー キャピタルが出資する非上場企業の価値を包括的に集約し、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。時価総額で加重され、四半期ごとに公表

 – リフィニティブのベンチャー キャピタル指数: 流動性の高い上場資産を組み合わせて、リフィニティブの Venture 
Capital Research Index のパフォーマンスを再現。これらの上場資産は 7 つのセクター インデックスに分類されてお
り、各インデックスは米国のベンチャー キャピタルが投資する各セクターを代表

ベンチャー キャピタル指数リフィニティブの指数と 
ベンチマーク
	– グローバル株式指数
リフィニティブのグローバル株式指数を利用すること
で、先進国市場、新興市場、特定のフロンティア市場につ
いて、さまざまな精度の分析や比較が可能になります。

	– 指数、構成銘柄、加重値
先進国および新興国の全取引所や包括的なサード
パーティから情報を取得し、世界最大級のインデック
ス価格、構成銘柄コンテンツ、および過去データを収
録しています。

	– 金利ベンチマーク
リフィニティブの金利ベンチマーク サービスは、リファ
レンス レートのサービスを組み合わせて (算出、算
出・ガバナンス、算出・管理、算出・ガバナンス・管理な
ど) ご利用いただけます。

	– イスラム指数
リフィニティブ/IdealRatings の各種インデックス
は、BRIC、MENA、マレーシア、UAE、グローバル ヘ
ルスケアなどのイスラム投資で特に人気のある投資
先をカバーしており、あらゆるイスラム法解釈に対応
しています。 

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数

リフィニティブのプライベート・エクイティ・バイアウト
指数は、流動性の高い上場資産を組み合わせて、米国
のプライベート・エクイティ・バイアウト業界のパフォー
マンスを測定します。

	– ベンチャー キャピタル指数
流動性の高い上場資産を組み合わせて、リフィニティ
ブの Venture Capital Research Index のパフォーマン
スを再現しています。

	– WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク

WM/リフィニティブのレートは、市場の取引から直接
得たデータを利用して算出されています。取得し算出
したレートに複数の検証手法を適用し、1 日を通して
フィキシングごとに正確なスポット レートを算出して
います。

追加のコンテンツ セット
	– コモディティ指数
	– コンバーティブル指数
	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数

	– ESG	指数
	– 債券指数
	– 外国為替	(FX)	指数
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WM/リフィニティブ FX レートは 20 年以上にわたり、完全に中立的な FX データソースとして利用されています。リフィ
ニティブが公表する透明性の高い算出手法は IOSCO の金融ベンチマーク原則に完全に準拠しています。

リフィニティブは、30 を超える主要レートを管理し、40 を超える重要な国と地域の金利と、シンガポール、香港、ロシア
など 12 か国の FX ベンチマークを算出しています。

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、ノンデリバラブル フォワード (NDF) を提供

 – 規制の遵守: 透明性が高く IOSCO 原則に則った手法を用いており、午後 4 時のレートは EU/BMR に準拠

 – 信頼性の高い業界標準: 1,000 を超える金融機関が、WM/リフィニティブのレートをグローバル市場の評価をより高
い精度で算出するために利用

主要な WM/リフィニティブ レート
 – 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

WM/リフィニティブ外国為替ベンチマークリフィニティブの指数と 
ベンチマーク
	– グローバル株式指数
リフィニティブのグローバル株式指数を利用すること
で、先進国市場、新興市場、特定のフロンティア市場につ
いて、さまざまな精度の分析や比較が可能になります。

	– 指数、構成銘柄、加重値
先進国および新興国の全取引所や包括的なサード
パーティから情報を取得し、世界最大級のインデック
ス価格、構成銘柄コンテンツ、および過去データを収
録しています。

	– 金利ベンチマーク
リフィニティブの金利ベンチマーク サービスは、リファ
レンス レートのサービスを組み合わせて (算出、算
出・ガバナンス、算出・管理、算出・ガバナンス・管理な
ど) ご利用いただけます。

	– イスラム指数
リフィニティブ/IdealRatings の各種インデックス
は、BRIC、MENA、マレーシア、UAE、グローバル ヘ
ルスケアなどのイスラム投資で特に人気のある投資
先をカバーしており、あらゆるイスラム法解釈に対応
しています。 

	– プライベート・エクイティ・バイアウト
指数

リフィニティブのプライベート・エクイティ・バイアウト
指数は、流動性の高い上場資産を組み合わせて、米国
のプライベート・エクイティ・バイアウト業界のパフォー
マンスを測定します。

	– ベンチャー	キャピタル指数
流動性の高い上場資産を組み合わせて、リフィニティ
ブの Venture Capital Research Index のパフォーマン
スを再現しています。

 – WM/リフィニティブ外国為替ベンチ
マーク

WM/リフィニティブのレートは、市場の取引から直接
得たデータを利用して算出されています。取得し算出
したレートに複数の検証手法を適用し、1 日を通して
フィキシングごとに正確なスポット レートを算出して
います。

追加のコンテンツ セット
	– コモディティ指数
	– コンバーティブル指数
	– ダイバーシティ＆インクルージョン指数

	– ESG	指数
	– 債券指数
	– 外国為替	(FX)	指数
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ニュース
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。リフィニティブは金融プロフェッショナルにとって重要なあらゆる
ニュースや分析を提供しており、政治・時事問題、経済・中央銀行、企
業・業界、銀行・金融、コモディティ市場、外国為替市場、債券市場、株式
市場をカバーしています。

主要インサイト
 – ロイター – 信頼性が高く定評のある業界屈指のニュー	
スおよび分析

 – 主要なニュース イベントや専門性の高い金融ニュー	
スを迅速に配信

 – 世界の 1 万を超えるニュース ソースから 48 の言語で配信

 – 高度な検索、ナビゲーション、キュレーション、	
および分析機能

	– 資本市場ニュース

	– コモディティ	ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント:	MarketPsych	分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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	Breakingviews

	– ロイター	FX	および株式バズ

	– ロイター調査
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ニュース
世界をリードする金融ニュース プロバイダー
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。リフィニティブ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、リフィニティブ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。リフィニティブは、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。

リフィニティブは、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 
10,000 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、S&P Global Commodity Insights、Argus Media 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
	– 資本市場ニュース

	– コモディティ	ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント:	MarketPsych	分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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	Breakingviews

	– ロイター	FX	および株式バズ

	– ロイター調査

世界の債券市場および投資銀行業界をカバーしながら、重要な資本市場の分析と情報を提供し、より良い投資判断を
支援します。また、グローバルな債券、ローン、株式資本市場に関する信頼性の高い情報プロバイダーであり、新規発行に
特に重点を置いている International Financing Review のレポート (ifrbriefings.com) も提供しており、噂の段階からア
フターマーケット・パフォーマンスに至るまで配信します。

IFR Briefings は市場取引の終了後に毎晩配信されます。主にカバーする地域とアセットクラスには、アジア債券資本市
場 (DCM)、アジア株式資本市場 (ECM)、アジア ローン、中国資本市場、欧州 ECM、欧州の証券化、湾岸資本市場、インド
資本市場、日本資本市場、ラテンアメリカ資本市場、米国 ECM などがあります。

まとめ
 – グローバルおよびクロスカバレッジ: 債券、ローン、ストラクチャード ファイナンス、レート、株式、経済、および市場全
体を対象に、南北アメリカ、EMEA、およびアジアの主要なすべての金融ハブから中立的で専門性の高い解説を提供

 – マルチメディアの提供: リフィニティブは印刷物、デスクトップ、フィード製品などの多様なチャネルを通じて、市場に関
するインテリジェンスや分析を配信

 – 市場に直結: リフィニティブは市場参加者の一員として、IFR は年間を通して会議やセミナー、ラウンドテーブルなど
を包括的に開催し、特定の地域およびアセットクラスの動向・見通しに関して定評のあるインサイトを提供

資本市場のインサイト関連製品:

資本市場ニュース 

IFR

債券、資本市場、および投資銀行に
関するニュースや解説。 

LPC ローン プライシング
リアルタイムおよび過去のニュース
情報、包括的なデータおよび専門家

分析。

Project Finance International

世界のエネルギー市場やインフラ	
金融市場に関するニュース。

ソフトウェア
主要製品/製品スイート:   Loan Connector FTP、IFR REST API

  Refinitiv Loan Connector、IFR Online (IFRe.com)、PFI Online (PFIe.com)、	
Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

https://www.ifrbriefings.com/
http://www.ifre.com/
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/market-data/lpc-loan-pricing
http://www.pfie.com/
http://IFRe.com
http://PFIe.com


88

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、現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ィック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

ソフトウェア
Refinitiv Data Platform 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 Knowledge Direct API、Refinitiv On Demand

  Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

コモディティ ニュースニュース
世界をリードする金融ニュース プロバイダー
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。リフィニティブ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、リフィニティブ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。リフィニティブは、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。

リフィニティブは、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 
10,000 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、S&P Global Commodity Insights、Argus Media 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
	– 資本市場ニュース

	– コモディティ ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント:	MarketPsych	分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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	Breakingviews

	– ロイター	FX	および株式バズ

	– ロイター調査
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ニュース 企業および業種のニュース
ロイターの速報ニュースと分析から、ロイター Breakingviews とリフィニティブの主要動向、企業イベントのカバレッジ、
ブローカーのリサーチの要約まで、リフィニティブは企業や業界のニュースを非常に幅広くカバーしています。

ロイターでは 300 人を超えるレポーターがニュースをモニタリングして迅速に報道しており、何千もの企業やコーポレー
ト アクションのニュースをカバーしています。世界のさまざまな支局が、企業の経営幹部へのインタビューを実施し、ヘ
ルスケア・製薬から、航空会社・航空宇宙、鉱物・エネルギー、小売・消費財まで、さまざまな業種セクターについて、市場
をリードするインサイトや情報を発信しています。

ロイターの FOCUS のタグ付けされた記事は、独自の視点で企業や業界の動向をレポートし、ロイターの株式バズやラ
イブ マーケットは専門家による日中の株式市場の分析を提供します。

まとめ
 – 世界中の何千もの企業の速報ニュースを迅速にカバー

 – 企業のリーダーへのインタビューと市場をリードする業界情報

 – 企業イベントに関する主要動向データベース

 – 24 時間体制で提供する市場解説やインサイト

ソフトウェア
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

世界をリードする金融ニュース プロバイダー
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。リフィニティブ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、リフィニティブ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。リフィニティブは、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。

リフィニティブは、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 
10,000 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、S&P Global Commodity Insights、Argus Media 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
	– 資本市場ニュース

	– コモディティ	ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント:	MarketPsych	分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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	Breakingviews

	– ロイター	FX	および株式バズ

	– ロイター調査
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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

 – グラフィック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

ソフトウェア
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、ウェブ サービス
Refinitiv Data Platform 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

  Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon、Refinitiv Lipper for Investment 
Management

金融市場ニュースニュース
世界をリードする金融ニュース プロバイダー
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。リフィニティブ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、リフィニティブ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。リフィニティブは、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。

リフィニティブは、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 
10,000 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、S&P Global Commodity Insights、Argus Media 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
	– 資本市場ニュース

	– コモディティ	ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント:	MarketPsych	分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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	Breakingviews

	– ロイター	FX	および株式バズ

	– ロイター調査
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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。

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。

MarketPsych のセンチメント指標は、リフィニティブとそのお客様が多くの用途で利用しており、トレーディング戦略の策
定や強化、ボラティリティ予測、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ティング、業績発表のアドバ
イザリーなどに活用されています。

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ル・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 月以降の全時点における
データをカバーするとともに、複雑な ESG コンセプトを抽出するために機械学習 (ML) による自然言語処理 (NLP) シ
ステムも導入

 – 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 システムは、世界
の各株式銘柄に対して 1 ～ 100 の日次スコア (パーセンタイル ランキング) を算出。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

ソフトウェア
Refinitiv Data Platform 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

ニュースとソーシャル・メディア・センチメント: 
MarketPsych 分析ニュース

世界をリードする金融ニュース プロバイダー
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。リフィニティブ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、リフィニティブ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。リフィニティブは、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。

リフィニティブは、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 
10,000 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、S&P Global Commodity Insights、Argus Media 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
	– 資本市場ニュース

	– コモディティ	ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント: MarketPsych 分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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	Breakingviews

	– ロイター	FX	および株式バズ

	– ロイター調査
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ニュース
リフィニティブは、金融関係者向けの国内外の経済、中央銀行、政治や一般のトピックに関する、ロイターの専門的な信
頼性の高いニュースを独占配信しています。ロイターの情報源は業界随一であり、世界中のすべての支局が重要な政府
関係者や政策担当者とのつながりを維持しています。主要な支局は年中無休で稼働しているため、ニュースを逃すこと
がありません。

まとめ
 – 政治・政策、選挙・国民投票、自然災害・気象事象、新型コロナウイルス感染症のような健康事象など、世界の市場を
動かすトップ ニュースを、使いやすいフォーマットでいつでも入手可能

 – ロイターは、世界のあらゆる主要な金融当局や中央銀行の内部事情を何十年も報道してきた経験から、あらゆる視
点を提供: 700 ほどの主要な経済データの発表や世界の政策決定に関する最高水準の調査、市場を動かすデータや
意思決定の瞬時のカバレッジ、起きたばかりの出来事の理解を容易にする迅速なインサイトと解説

 – ヘッドラインの裏にあるストーリーを発信し、ECB や BOJ の審議の内情を伝え、データを使用して現場からの報道
を行い、中国から米国までの経済の実情を明らかにする

 – ユーザーの関心のあるセクターや地域について、ロイターの編集者が重点的に収集したニュースへのアクセス

ソフトウェア
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、ウェブ サービス
Refinitiv Data Platform で提供中 

公開頻度: 継続的、日次
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Machine Readable News、Refinitiv Knowledge Direct API

  Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

政治・経済ニュース

世界をリードする金融ニュース プロバイダー
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。リフィニティブ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、リフィニティブ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。リフィニティブは、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。

リフィニティブは、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 
10,000 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、S&P Global Commodity Insights、Argus Media 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
	– 資本市場ニュース

	– コモディティ	ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント:	MarketPsych	分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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	Breakingviews

	– ロイター	FX	および株式バズ

	– ロイター調査
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金融・ビジネス関連のさまざまなコンテンツへマルチメディア形式でアクセスできます。リフィニティブ ニュースキャスト
はデバイスの Refinitiv Eikon または Workspace 上でライブおよびオンデマンドで視聴でき、1 日に 80 本以上の動画
ニュースを配信しています。検索をカスタマイズし、企業名、セクター情報、地域、トランスクリプトを検索することで、	
Intelligent Tagging 機能を用いて必要なインサイトを動画から得ることができます。

カバレッジ
 – ロイターと LSEG の独占的な金融関連動画やオーディオ コンテンツ: 国内外市場の更新情報、CEO へのインタ
ビュー、Breakingviews、分析や取引アイデア、アナリストの解説、ポッドキャストなどをカバーする短い動画を毎日配信

 – ロイターのライブ カバレッジ: 世界経済フォーラム、中央銀行の会合、ロイターの Next Summits や Newsmakers な
ど、市場に影響を及ぼす現在進行中のグローバルなビジネス イベントにアクセス

 – SparkLive のライブ ストリーミング: 業績発表、キャピタル・マーケット・デイ、投資家向け説明会、LSEG の発行体に
よる ESG のプレゼンテーションなどのライブ ストリームへのアクセス

 – 信頼性の高いパートナーからの重要なコンテンツ: より幅広いニュース、他の業界のソート リーダーによる分析や解
説、Real Vision などによる日次の簡易レポート

 – 外国語コンテンツ: コンテンツはドイツ語、アラビア語、日本語に対応 (字幕のみ)

ソフトウェア
主要製品/製品スイート:   API 経由で視聴可能であり、社内ポータルとの統合やリフィニティブのウェルス

顧客による再配布に対応

  Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

リフィニティブ ニュースキャスト – マルチメディア番組ニュース
世界をリードする金融ニュース プロバイダー
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。リフィニティブ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、リフィニティブ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。リフィニティブは、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。

リフィニティブは、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 
10,000 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、S&P Global Commodity Insights、Argus Media 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
	– 資本市場ニュース

	– コモディティ	ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント:	MarketPsych	分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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	Breakingviews

	– ロイター	FX	および株式バズ

	– ロイター調査
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金融・財政政策、M&A、資本市場、コモディティなど、主要な経済やビジネスのニュース全般について簡潔かつ洗練され
た解説をお届けします。

ロイター Breakingviews は影響の大きい金融インサイトを配信する世界有数の情報源です。金融情報の解説を目的と
するロイターのブランドとして、日々世界中で発生する企業や経済の重要ニュースを詳しく分析します。

ニューヨークやロンドン、香港などの主要都市に在籍する約 30 名の特派員チームがリアルタイムで専門的な分析を提
供します。

まとめ
 – 実際に使える視点: Breakingviews は市場や株式の動向を定期的に予想。Breakingviews の記者は常に現場を訪問

 – インテリジェンスと独立性: Breakingviews は単に何が起きたかを伝えるのではなく、その理由を解説し、真のインサ
イトを提供するとともに斬新なアイデアを喚起

 – 迅速な視点の提供: Breakingviews はニュースの進展にすばやく反応し、主流メディアより速く、リアルタイムに近いス
ピード感で示唆に富む視点を提供

 – 懐疑的かつ刺激的なアイデア: Breakingviews の記者が独自の視点で自由に執筆。往々にして時代の風潮と逆行す
ることもあり、必要に応じて、鋭い視点で物議をかもすことも許容

ソフトウェア
Refinitiv Data Platform で提供中 

主要製品/製品スイート:   Refinitiv Machine Readable News

  Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

ロイター Breakingviewsニュース
世界をリードする金融ニュース プロバイダー
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。リフィニティブ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、リフィニティブ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。リフィニティブは、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。

リフィニティブは、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 
10,000 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、S&P Global Commodity Insights、Argus Media 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
	– 資本市場ニュース

	– コモディティ	ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント:	MarketPsych	分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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 Breakingviews

	– ロイター	FX	および株式バズ

	– ロイター調査
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FX バズは 1 日を通して FX 情報を積極的に解説および分析しており、ユーザーの好みに合わせて完全にカスタマイズ可
能です。毎日取引を実行する場合でも、月に数回ほど外国為替リスクを監視する必要のある場合でも、FX バズは、簡潔
な解説から、ニュースの見出しや案件フローに関するコンテンツ、中期または長期のトレンドの詳細な分析まで、実用的
なインサイトを提供します。

株式バズは注目の銘柄およびセクターをカバーし、株式市場の高度な分析を提供します。クライアントは分析に裏打ち
されたインサイトやアイデアを、トレーディングや投資の判断に活かすことができます。株式バズは値動きの大きい株式銘
柄を簡易表記でカバーします。「なぜ保有銘柄の価格が動いているのか？」との問いに答えるべく、株式バズは、業績発表
やコーポレート アクションなどの企業に関する速報と並行して情報を配信するだけでなく、バリュエーションおよびパ
フォーマンスに関する指標も提供します。

特徴とメリット
 – 新たな機会およびトレーディング戦略の発見: FX バズ独自の詳細な解説や分析を誰よりも早く行動に活かし、通貨の
方向性を左右する要因だけでなく、センチメントや市場を動かす噂までを調査可能

 – 熟練の FX アナリストから成るチームにアクセスし、アナリストが幅広い資本市場商品について得た専門知識を活用

 – IPO やセカンダリー市場での株式売出し、ブロック トレード、債券による資金調達などのコーポレート アクションに
対する市場の反応を評価。価格目標や決算予想、推奨などの決算発表後の反応に関して概要を調査。上位アナリスト
によるブローカー リサーチ

 – 欧州株式において、プレマーケットでの市場の方向感や概要から知見を得る。注目の株式リサーチや論点、大手ブロー
カーやファンドによる示唆に富むグラフ、表、写真、ソーシャル メディアの検索ヒット数からインサイトを得る。そし
て、Reuters Messenger や電子メールでレポーターへ簡単に問い合わせて、チームや株式情報について読者が直接
的なコミュニケーションの機会を得る

ソフトウェア
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

ロイター FX および株式バズニュース
世界をリードする金融ニュース プロバイダー
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。リフィニティブ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、リフィニティブ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。リフィニティブは、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。

リフィニティブは、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 
10,000 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、S&P Global Commodity Insights、Argus Media 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
	– 資本市場ニュース

	– コモディティ	ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント:	MarketPsych	分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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	Breakingviews

	– ロイター FX および株式バズ

	– ロイター調査
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	– ロイター調査は専門家の見解を調査することで、金融市場の最優秀アナリストの予想・見方を配信しており、任意の
特定時点に遡ってデータを追跡可能です

	– 過去から現在に至るまで、経済指標や外国為替、中央銀行の金利政策、短期金融市場のレート、債券利回りに関し
て、詳細な予測およびコンセンサスを収録しています。世界の上位ファンド運用会社の一部が推奨する資産配分につ
いて、集計データを入手可能です

	– ロイターは独自のデータ分析を提供しており、コンセンサスに変化がない場合でも極端な見方を紹介して局面の転
換に注意を喚起します

	– コントリビューターには、著名エコノミストや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、調査シン
クタンクが含まれ、示唆に富む解説を交えて今後の動向を予測します 

	– 市場のベンチマークとみなされており、中央銀行の政策資料や市場リサーチでも頻繁に引用されています

まとめと統計情報
 – 経済指標: 900 の経済指標に関する短期予測、500 以上の経済指標に関する長期予測

 – FX 調査: 1 か月、3 か月、6 か月、12 か月の期間で、36 のスポット レートおよび 25 のクロス レートの予測を入
手可能

 – 短期金融市場および債券利回り調査: 5 か国対象の短期金融市場の調査結果と、18 か国対象の債券利回りの調査
結果を入手可能

ソフトウェア
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

配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel

公開頻度: イベントベース、オンデマンド、変動
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Datastream、Refinitiv On Demand

  Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon、Refinitiv Lipper for Investment 
Management

ロイター調査ニュース
世界をリードする金融ニュース プロバイダー
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。リフィニティブ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、リフィニティブ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。リフィニティブは、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。

リフィニティブは、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 
10,000 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、S&P Global Commodity Insights、Argus Media 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
	– 資本市場ニュース

	– コモディティ	ニュース

	– 企業および業種のニュース

	– 金融市場ニュース

	– ニュースとソーシャル・メディア・	
センチメント:	MarketPsych	分析

	– 政治・経済ニュース

	– 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	Breakingviews

	– ロイター	FX	および株式バズ

	– ロイター調査
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価格とリファレンスデータ
	– 暗号通貨	(デジタル資産)

	– 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

	– 債券

	– 債券	-	トレードウェブ

	– FX	と短期金融市場

	– 過去のティック	データ

	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ

	– リファレンスデータ

	– リファレンスデータ	–	MiFID	II

	– リフィニティブ評価価格サービス

特徴とお客様のメリット
リフィニティブのプライシング・データ・サービスは、独自の包括的
なデータ、分析、ニュースを提供し、より収益率の高いトレーディン
グ機会の発見を支援します。あらゆるアセットクラスを網羅するリ
フィニティブの包括的なリアルタイム市場データは、クロスアセッ
ト市場や価格データを極めて広範にカバーしています。

主要インサイト
 – 世界 100 か国以上の 200 を超える証券取引所に上場する 

700 万以上の銘柄をカバーし、20 年分の過去データを収録

 – 600 万件を超える金融商品をカバーする、1,200 以上のコン
トリビューターから OTC 価格情報を取得

 – 1996 年以降の 2.5 テラバイトに及ぶリアルタイムの価格情報
を日次で配信

 – 900 万以上に及ぶ更新中の経済指標をカバーし、G 7 諸国に
ついては 1950 年代に遡って収録

 – 80 以上の市場で取引されている 34 万 5,000 以上のアクティ
ブな種類株式を収録したグローバルなファンド データベース

 – 8,000 万の銘柄や投資商品をカバーするリファレンスデータ
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価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ – 先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II

リフィニティブは、金融およびコモディティ先物契約を取引する世界中の取引所をカバーする広範な先物データを提供し
ます。46 か国 112 か所の規制デリバティブ取引所をカバーしています。

ワークフロー要件に従って、さまざまな更新頻度でリフィニティブ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
 – 各先物情報をすべての時系列でカバーするリフィニティブの広範なデータ ソリューションは、先物取引の初日から途
切れることなく長期的に追跡

 – 最終取引日や通貨コード、ロット サイズ、ティック値など、50 を超える個別の先物情報を包括的にカバーするリファ
レンス 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。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

 – 先物と店頭取引 (OTC) の両方をカバーする公正価値カーブを提供

 – 1973 年以降の米国先物取引情報を含む、40 年以上にわたり厳格な基準に準拠してきた質の高いコンテンツ

 – 重要なサードパーティ: ICE、CME Group、Euronext、Taiwan Futures Exchange、Toronto Stock Exchange

ソフトウェア
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

配信形態: API、デプロイ/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

Refinitiv Data Platform 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 

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

デリバティブ – 先物
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リフィニティブは 100 以上の規制取引所から得る取引所取引オプションのデータを提供し、マルチアセット取引商品をカ
バーしています。世界のデータをリアルタイムで統合するリフィニティブのデータフィードは、フル ティックの詳細な市場
情報を配信します。重要な時系列データをはじめ、日中および終値ベースの価格情報を入手可能です。

まとめと統計情報
 – 700 万以上のアクティブなオプションおよび 3,000 万以上の期限切れオプションについて、取引所ごとのデータをカ
バー

 – 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)

 – 満期日や通貨コード、ロット サイズ、行使価格など、50 を超える個別のオプション情報をカバーする包括的な参照
コンテンツ

 – インプライド ボラティリティ、ギリシャ指標、デルタ、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、要望に応
じて、さらに時系列の終値データで取得可能 

 – 全市場のギリシャ指標をリアルタイムで配信。香港、日本、およびインドに関しては時系列データも提供

 – 20 年以上にわたり、厳格な基準に適合してきた質の高いコンテンツ

 – クォート、Excel のアドイン、および時系列機能を用いて、日中および終値の時系列データを取得可能

 – 重要なサードパーティ: CME Group、Euronext、ICE、Options Price Reporting Authority (OPRA)、Toronto Stock 
Exchange

ソフトウェア
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

配信形態: API、デスクトップ、デジタル ファイル、Excel、FTP

Refinitiv Data Platform 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

デリバティブ – オプション価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ – オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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リフィニティブは、株式関連コンテンツの世界最大規模のソースとして、金融市場における当社の提案や、エンド クライ
アントのワークフローのほとんどにとって欠かせない、リアルタイム データと過去データの両方を提供しています。

	– 世界中の主要な全取引所および大半の小規模な取引所との商業面・技術面のインフラ関係を活用して、多岐にわた
る株式コンテンツ概要を提供

	– 取引所との長期的な関係性を活かして、上場商品について世界的な鋭い視点を提示

まとめと統計情報
 – 卓越した技術で世界 100 か国以上の 200 を超える証券取引所に上場する 700 万以上の銘柄をカバーし、20 年分
の過去データを収録

 – 板情報のコンテンツを含む、レベル 1「ポストトレード」およびレベル 2「プレトレード」サービスに関するリアルタイム
の市場データ

 – 良質な終値、世界の発行要項、コーポレート アクション、およびクロス リファレンスに関する市場 ID を毎日更新

 – すべての株式コンテンツを対象に広範な過去データを保存し、ティック データと日次サマリー データの両方でチャー
トおよび分析機能を利用可能

 – リフィニティブの編集チームやサードパーティのニュース ソースを情報源として、広範な株式ニュースをカバー

ソフトウェア
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

配信形態: API、クラウド、デプロイ/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

Refinitiv Data Platform 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、1 時間、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

株式価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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リフィニティブは、350 以上の取引所や OTC 市場を対象に、市場をリードするグローバルなリアルタイムおよび時系列
のリファレンスデータを配信しています。これには、純資産価値 (NAV)、ビッド、オファー、純資産総額、分配金、手数料、費
用などの適時かつ正確な価格やパフォーマンスのデータが含まれます。リフィニティブは 1990 年代初頭から、ETF 分野
のコンテンツと機能を構築してきました。さらに、Refinitiv Lipper の情報網を活用して、ファンド運用会社やその関連会
社からデータを直接取得しています。

まとめ
 – 世界の取引所プラットフォームに上場する全 ETF のクォートについて価格データをリアルタイムかつ時系列で配信

 – ファンドの価格およびパフォーマンスに関するデータ フローや ETF のコスト構造に対する幅広いインサイト

 – 月末の完全なデータ形式か追跡可能な日次のバスケット形式かを問わず、ファンドの保有状況および関連する構成
について比類なき精度で過去データを収録

 – NAV や買値、売値、純資産総額、配当/分配金などの価格およびパフォーマンスに関して、きめ細かな世界的知見を提示

 – 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 市場における各 ETF の運用ポートフォリオに関する完全な透明性

ソフトウェア
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

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
Refinitiv Data Platform で提供中 

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

上場投資信託価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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リフィニティブの債券コンテンツは市場トップクラスのグローバルなカバレッジを誇り、価格やインデックス、カーブ、リー
グ テーブル、文書、発行要項などの情報を網羅しています。 

	– 国債、手形、社債、転換社債、ミディアム・ターム・ノート (MTN)、証券化商品、モーゲージ、ローン、譲渡性預金 (CD)、コ
マーシャル ペーパー (CP)、地方債などのアセットクラスをカバー

	– データ カバレッジには、金融商品および組織のリファレンスデータ、発行要項、債券スケジュール、過去のファクター
情報、コーポレート アクション、格付け、さらにはファンドの配分・保有者情報などが含まれる 

	– リフィニティブ評価価格サービス – リフィニティブの価格エキスパートが 270 万件の金融商品の公正市場価値を日
次で算出

	– トレードウェブ (リフィニティブが独占的に配信)、MarketAxess、YieldBroker、TRACE、ICAP、Tullett、MiFID 
APA、および Trading Venues など、世界最大規模の電子取引プラットフォームから市場トップクラスの価格データを
取得

まとめと統計情報
 – 800 以上のコントリビューターおよび 150 以上の取引所から価格データを取得

 – 35 万以上の金融商品をカバー 

 – 世界中の 4,000 以上のクレジット・デフォルト・スワップ (CDS) カーブの終値

 – 175 を超える独自の分析によって、デュレーションやコンベクシティ、OAS 分析、イールド計算などの各債券に関する
情報を日次ベースで完全に可視化

ソフトウェア
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

配信形態: API、クラウド、デプロイ/オンサイト サーバー、デスクトップ、Excel、FTP、ウェブサ
イト

Refinitiv Data Platform 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、変動

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

債券価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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リフィニティブが独占的にデータを配信するトレードウェブのディーラー・顧客間オンライン市場の流動性プールは最大
級の厚みを誇り、2,200 以上の大手バイサイド機関を相手に取引が成立しやすい環境を世界の 50 以上のプライマリー 
ディーラーに提供しています。

まとめ
 – トレードウェブは 20 以上のアセットクラスを対象に、電子執行、処理、取引後分析、およびマーケットデータを提供

 – トレードウェブは完全に中立的な価格情報ソースであり、OTC 価格データのベンチマーク情報源

 – トレードウェブは、世界の極めて効率的な金融市場の多くで運用・管理業務を担っており、債券、デリバティブ、ETF に
関して市場参加者に高い透明性と効率性を提供

 – トレードウェブの定評あるマーケットデータは世界中の主要な金融出版物から取得

 – トレードウェブは、テクノロジーを積極的に活用して取引のライフサイクル全体で効率性の向上を図っており、債券の
ストレート・スルー・プロセッシング分野の先駆けで

 – リフィニティブのリアルタイム フィード経由で価格データを入手することで、ユーザーは手動プロセスに伴う運営リス
クを軽減

 – トレードウェブのコンテンツは、マーケットメイクを担う銀行やバイサイドの取引機関、リスク・ポートフォリオ運用部
門、コンプライアンス部門が利用

ソフトウェア
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

配信形態: API、クラウド、デプロイ/オンサイト サーバー、デスクトップ、Excel、FTP、ウェブサ
イト

Refinitiv Data Platform 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、変動

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

債券 - トレードウェブ価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券 - トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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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、バンク 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分散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中、評価価格は、企
業にとって非常に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: 評価プロセスでは、厳格な検証手順によって、許容範囲からの逸脱、非変動価格、ブ
ローカー相場の一貫性、およびデータの整合性をモニタリング

 – 迅速な配信: 日中価格や終値、リアルタイム・ティック・データなどに関する評価を 1 日に複数回配信 

 – 規制遵守: すべての評価データに透明性を確保し、計算方法や該当市場の特徴、その他の関連データなどを提示。許
容範囲から逸脱した事象について解説

 – 透明性: リフィニティブの専門性が高く経験も豊富な評価者は、一貫した透明性の高いプライシング手法を適用し、規
制と会計の基準を算出に反映

ソブリン債と社債 地方債 仕組み債 OTC デリバティブ ローン

アセットクラス 	– 投資適格
	– 高利回り
	– 転換社債
	– 短期金融市場

	– 投資適格
	– 高利回り
	– 課税対象
	– 短期金融市場

– MBS プール
	– エージェンシー 

CMO

– ABS/RMBS 
/CMBS

– CLO/CDO

	– 金利
	– クレジット
	– その他: コモデ
ィティ、株
式、FX

	– 機関投資家向
け 

	– 非機関投資家
向け
	– 条件変更後エ
クイティ

銘柄数 275,000 998,000 1,300,000 19,500 4,600

ソフトウェア
データ形式: CSV、JSON、PDF、Python、テキスト、ユーザー インターフェース、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

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

リフィニティブ評価価格サービス価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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LSEG は、暗号通貨のニュースや解説を求める投資家、市場を監視する投資家、ビットコインの資産配分への組み入れを
望む投資家に、信頼性の高いニュースとデータを、デスクトップやリアルタイムのデータ フィード経由で提供します。ま
た、インデックスも提供し、企業はこれを用いてトレードやリテール、ウェルス関連のアプリを直接強化することができま
す。Refinitiv Workspace または Eikon をお使いの場合、CRYPTO や FXG 経由でニュース、データ、チャートへのアクセ
スが可能です。

まとめ
デスクトップやフィード経由で提供する、リフィニティブのリアルタイム データやニュース カバレッジ:

 – 約 1 万 2,000 種類の金融商品

 – 35 以上の取引所のリアルタイム データ (レベル 1- トップ・オブ・ブック)

 – 場合によっては、5 年以上前までの過去のデータポイント

 – ロイターなどのソースからの暗号関連ニュースに加えて、ロイター FX バズの解説

 – リフィニティブ MarketPsych 分析アプリケーション上の 300 を超える暗号通貨に関するニュースやソーシャル メディ
アのトピックに起因するセンチメント

FTSE Russell は、デジタル資産のパフォーマンスの明確な測定を容易にするツールと手法を開発し、「クリプトネイティ
ブ」なプロバイダーと従来の投資コミュニティ間の隔たりを埋めてきました。たとえば、以下の理由が挙げられます。 

 – The FTSE DAR Reference Price

 – FTSE Digital Asset インデックス シリーズ

ソフトウェア
データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、XML

配信形態: API、クラウド、デプロイ/オンサイト サーバー、FTP

公開頻度: リアルタイム
主要製品/製品スイート:   Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

暗号通貨 (デジタル資産)価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨 (デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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ティック ヒストリーは、リフィニティブのリアルタイム 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。7,000 万のアクティブおよび償還済みの有価証券情報をオンデマンドで配信するプラットフォームを土台としていま
す。Web ベースのユーザー インターフェースと REST API を備えており、商品に関わるすべてのコンテンツと機能へ、プ
ログラムを介して効率的なアクセスを提供します。

リフィニティブのティック ヒストリーは、Google Cloud Platform からも利用可能です。他の追随を許さない広範で詳細
な過去のティック データへ低コストでアクセスし、データを迅速に分析できます。

まとめ
 – 25 年分以上の過去データ: RIC 形式で保存した、1996 年以降の投資行動の過去データにより、企業の規制遵守と
アルゴリズムの微調整を支援

 – 世界の 500 以上のベニューやサードパーティ コントリビューター: APA や MTF のほか、OTC や取引所で取引さ
れたあらゆるアセットクラスの商品をカバーし、アルファの発見と MiFID II への準拠を支援

 – マーケットデータの厚み: ティック ヒストリーにはレベル 1 とレベル 2 両方のデータが含まれているため、アルゴリズ
ムのバックテストや取引シグナルの検出が可能

 – 事前にパッケージ化され、RIC で正規化されたデータセット: 特定の日に特定のベニューで取引された全商品の各
ティックをシンプルかつ完全に抽出する、ベニュー別の日次サービス

 – カスタム抽出サービス: 履歴検索機能、リファレンスデータ、発行要項コンテンツを提供し、効率的な絞り込み検索を
可能に

 – 柔軟なアクセス: REST API によってパブリック クラウド上でコンテンツを利用するか、Google Cloud Platform 経由
でティック ヒストリーにアクセスし、BigQuery エンジンを用いてクラウドからデータを直接照会

ソフトウェア
データ形式: CSV、HTML、JSON、PDF、Python、テキスト、XML

配信形態: API、クラウド、デプロイ/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

過去のティック データ価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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リフィニティブは、世界最大規模のインデックス価格、構成銘柄、および過去データを提供しており、大半のリフィニティブ
による金融市場での提案やエンドクライアントのワークフローにおいて不可欠な要素になっています。

リフィニティブは、あらゆる先進国および新興国の取引所が提供するベンチマークからセクター分析、カスタム・バスケッ
ト・レベルまでのコンテンツに対応しています。また、MSCI や FTSE、S&P、ダウ・ジョーンズなどのあらゆる伝統的な市
場ベンダーのホールセール サードパーティの商品にも対応しています。

まとめ
 – 取引所から指数ベンダー商品まで、主要なすべての指数を対象にリアルタイムでコンテンツを配信。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ついて、プレマーケットとポストマーケット ベースで指数の構成
銘柄と加重値を提供

 – リフィニティブは、取引所や市場ベンダーの期待およびマンデートに沿って使用方法を完全にカスタマイズできる最高
峰のシステムを活用

ソフトウェア
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

配信形態: API、クラウド、デプロイ/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

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

指数、構成銘柄、加重値 (ICW)価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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リッパー社は、45 年以上にわたり、ファンドに関する中立的なコンテンツ、分析、インサイトを世界の投資コミュニティに
提供してきました。それらは、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リジェンスと選定、
商品戦略の策定、適切な投資先の発見などに利用されています。

カバレッジとまとめ
 – 世界のファンドを包括的に網羅: 80 以上の市場で取引されている 34 万 5,000 以上のアクティブな種類株式を収録
したグローバルなデータベース

 – ファンド分類システム: 500 種類以上に及ぶリッパー独自の分類によって、類似するファンドやベンチマークのパフォー
マンスをより容易に比較可能

 – リスク管理: 70 以上の相対的/絶対的なリスクおよびリターンの指標、規制リスク データ、保有状況を確認するソリュー
ションを通じて、リスクの管理や軽減を改善

 – リッパー リーダーズ: リフィニティブ独自のファンド格付けシステムを活用し、トータル リターンや収益一貫性、元本保
全性、経費率、米国租税効率などの観点から、特定の投資目標に照らして各ファンドのパフォーマンスを評価。このファ
ンド格付けシステムは、単独で利用できるだけでなく、投資家の選好に合わせて他の手法と組み合わせて個々のポー
トフォリオに適用することも可能

 – トップ パフォーマーと市場動向の特定: さまざまなパフォーマンスや分析のデータを活用し、最も良いパフォーマンス
を上げているファンドと、商品や市場の動向を特定

 – リッパー・グローバル・ファンド・フロー: 業界をリードする販売や償還のコンテンツと分析を評価し、直近および過去
の市場心理に関するインサイトを提供

ソフトウェア
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

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
Refinitiv Data Platform で提供中 

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、Refinitiv Lipper for Investment 
Management

リッパー・ファンド・データ価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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通貨や通貨デリバティブ商品 (上場投資商品と店頭取引商品の両方) に関連する、あらゆる金融リファレンスデータ、リア
ルタイムの価格情報、過去の価格情報、インデックス データを包括的にカバーしています。

– EBS の取引可能なマッチング ベニューから、リフィニティブ独自の Refinitiv Dealing と Matching、ブローカー、OTC 
価格まで、他の追随を許さないプライスディスカバリーが可能

	– ノンデリバラブル市場の複数のブローカーや銀行から取得した、最高水準のノンデリバラブル フォワード (NDF) カー
ブ データ、分析、価格情報などの優れたフォワード コンテンツ

	– 新興国市場データの独占提供 – 発展を遂げるフロンティア市場 (アフリカ)、東南アジア市場、および開発途上国市場 
(CIS/中国、CEE、ラテンアメリカ) に関するデータ

	– リフィニティブ FX ブレンデッド・スポット・コンポジットは、市場最大規模のスポット FX 流動性プール (1 日の平均ス
ポット取扱高が 1 億 2,000 万ドル以上) に基づく、単一の最も包括的な参照市場レートのソースを提供

まとめと統計情報
 – リフィニティブの FX コンテンツは 175 に及ぶ通貨の値動きをリアルタイムでカバーし、2,000 以上のコントリビュー
ターが提供する主要な全資産タイプにおける 150,000 に及ぶ金融商品をカバー

 – 35 年以上分のインターデイ価格データ、30 日分のフル・ティック・データ、3 か月分の 1 分間隔データを収録

 – 独占提供: FXall IQ、Dealing、Matching (D2/D3)、Refinitiv Spot and Forwards Matching 商品、EBS データ

 – 重要なサードパーティ: BGC Partners、EBS、GFI、ICAP、Tradition、Tullett Prebon、WM/リフィニティ
ブ、CFETS、FENICS FX Option Vols

ソフトウェア
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、デプロイ/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

Refinitiv Data Platform 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

FX と短期金融市場価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
 – FX と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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	– さまざまなリファレンス・データ・コンテンツをオンデマンド型アクセスと一括アクセスの両方で提供。金融商品リファ
レンスデータ、シンボル・クロス・リファレンス、企業リファレンスデータ、発行要項、発行スケジュール、ファクターの過
去データ、コーポレート アクション、格付け、ファンド配分、株主概要など、幅広いデータを利用可能

	– さまざまな業界標準および独自のコーディング システムを活用して、ISIN や CUSIP、SEDOL、RIC、PermID など
の金融商品を特定可能

– ANNA DSB、ESMA、および取引所から取得したデータで規制要件を満たし、MiFID II が求める規制要件への準拠
に必要となる完全なリファレンスデータ セットを確保

まとめと統計情報
 – リフィニティブ独自の業界分類データは包括性と正確性を兼ね備え、8,000 万に及ぶ証券および投資商品をカバー

 – 分類、識別子、関連データなどを収録

ソフトウェア
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

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
Refinitiv Data Platform で提供中 

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、Refinitiv Lipper for Investment 
Management

リファレンスデータ価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ	–	MiFID	II
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リフィニティブは多国間取引機関 (MTF)、組織的取引機関 (OTF)、規制市場から取得した金融データの最大のアグリゲー
タであり、金融リファレンスデータの世界最大のプロバイダーでもあります。MiFID II に関するリスク、流動性、ボリュー
ム、追加価格およびリファレンス コンテンツを集計することで、お客様の分析および報告業務を支援します。 

該当情報を正規化するエキスパートとして、リフィニティブは一意の識別子を用いてオープン・メッセージ・モデルを適用
し、複数のデータソースを管理および統合しています。 

まとめ
 – リファレンスデータ: 規制に準拠したリファレンスデータは MiFID II に基づく取引報告の土台。リフィニティブ
は、MiFID II へのコンプライアンスをサポートする 200 以上のフィールドを追加済みであり、今後も継続的に追加予
定

 – 取引前と取引後の透明性: リフィニティブのリアルタイム ネットワークは、株式以外に注力する APA や取引所ベース
の APA など、MiFID II に応じて認定公表機構 (APA) が欧州で導入した多数の取引レポートの作成をサポート

 – SI 判定: 企業はリフィニティブのソリューションを用いることで、自社が MiFID II のシステマティック インターナライザー 
(SI) の閾値に違反していないかどうかを判定可能 

 – 取引ベニュー: リフィニティブのリアルタイム ネットワークがトレードウェブ、Bloomberg、TP ICAP、および BGC 
Partners から立ち上げた MTF と OTF。これらの取引ベニューは、即座のタイムスタンプ機能、ESMA ポストトレード
規制フラグ、FIX MMT 取引フラグ制度に対応

 – 最良執行: 市場とクライアントのデータを統合することで、MiFID II に準拠する最良執行のモニタリングおよび報告を
実施

 – 取引レポートと記録保持: 投資会社は、翌営業日の終了時点までに、MiFID II の対象であるすべての金融商品の取
引について、現地の規制当局または認定報告機関 (ARM) へ報告する義務を負っている。リフィニティブは、MiFID II 
に基づく取引報告が必要な金融商品を特定するための金融リファレンスデータおよび指標を提供

ソフトウェア
データ形式: XML

配信形態: API、FTP、SFTP

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

主な製品/製品スイート:   Refinitiv DataScope

リファレンスデータ – MiFID II価格とリファレンスデータ
	– デリバティブ	–	先物

46 か国 112 の規制デリバティブ取引所における世界
の先物データを、1973 年にまで遡って多様な頻度で
取得可能。 

	– デリバティブ	–	オプション
株式・インデックス、コモディティ・エネルギー、外国為
替、債券などのマルチアセット取引商品をカバーす
る、規制対象の取引所 100 以上が提供する取引所取
引オプションのデータ。

	– 株式
市場を横断して広範なリアルタイムのトレーディング 
データを配信し、トレード前の完全な気配値コンテン
ツによって高水準の透明性でプライスディスカバリー
機能を提供するとともに、トレーディング後はリアルタ
イムでデータを配信して完全性の高いサービス品質
を達成。

	– 上場投資信託
リフィニティブ上場投資信託データは世界の 350 以
上の上場市場および OTC 市場を対象に、業界をリー
ドするリアルタイムおよび時系列のリファレンスデー
タを提供。

	– 債券
510 万の未償還の債券をカバーする、150 以上の取
引所と 800 のコントリビューターから得た債券の価
格データに加えて、すべてのインターディーラー ブロー
カー、MarketAxess、トレードウェブのデータも収録。  

	– 債券	-	トレードウェブ
ディーラーと顧客をつなぐトレードウェブのオンライン
市場の流動性プールは最大級の厚みがあり、2,200 
以上のバイサイド機関を相手に取引が成立しやすい
環境を世界の 50 以上のプライマリー ディーラーに
提供。

	– リフィニティブ評価価格サービス
国債、社債、地方債、仕組み債、OTC デリバティブ、
ローンなど、270 万を超える世界の債券銘柄をカバー
する中立的な評価時価データソース。 

追加のコンテンツ セット
	– 暗号通貨	(デジタル資産)
	– 過去のティック	データ
	– 指数、構成銘柄、加重値

	– リッパー・ファンド・データ
	– FX	と短期金融市場
	– リファレンスデータ
	– リファレンスデータ – MiFID II
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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)

	– 国別リスク

	– 法と規制の施行

	– 政治的影響力のある人物	(PEP)

	– 制裁

	– 国有企業

特徴とお客様のメリット
 – リフィニティブのリスク・インテリジェンス・データは、クライアントや
決済業者、サプライヤー、エージェント、仲介業者、船舶、最終受益者 
(UBO)、シニア・マネージング・オフィシャル (SMO)、その他のサード
パーティ、証券会社などにおいて、リスクベースのデューデリジェン
スおよびスクリーニング・プログラムで使用されています。 

主要インサイト
 – Refinitiv® World-Check® は世界標準として、	

180 か国以上の 8,000 を超える顧客から信頼を得ている

 – World-Check のコンテンツは継続的に	
更新されており、毎月 5 万件以上の新規レ	
コードを追加するとともに  
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 365 日更新され、ISAE 3000  
の認証を毎年取得

 – 280 を超える制裁リストをカバー

 – 130 以上の法執行機関リストをカバー

 – 380 以上の規制リストをカバー

 – 190 万人以上の政治的影響力のある人物
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リスク・インテリジェンス・データ
リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
Refinitiv® World-Check® は、マネーロンダリング対策 (AML)、制裁、贈収賄防止、汚職コン
プライアンスに関するデューデリジェンス/スクリーニング プログラムにおいて利用するこ
とを目的に設計されたリスク・インテリジェンス・データベースです。 

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)

	– 法と規制の施行

	– 政治的影響力のある人物	(PEP)

	– 制裁

	– 国有企業

World-Check は、World-Check がモニタリングする犯罪について、法執行機関や規制施行機関から尋問、告発、指名手
配、または起訴の対象となっている個人もしくは組織に関する信頼性の高いアドバース メディアをカバーしています。 

まとめ
 – 110 万件以上のアドバース・メディア・レコード

アドバース メディア (ネガティブ ニュース)

ソフトウェア
主な製品/製品スイート:   Refinitiv World-Check

対象カテゴリ: 

	– 職権乱用
	– 管理上の違反行為
	– 航空機ハイジャックおよび航空犯
罪
	– 独禁法違反
	– 武器・弾薬の不正取引
	– 放火・器物損壊
	– フィデューシャリー・デューティー
違反
	– 贈収賄および汚職
	– 中止/停止命令
	– 制裁金 
	– 消費者製品違反
	– 監督または規制違反
	– 偽造
	– サイバー犯罪
	– 国事犯
	– 除外/禁止
	– 強制退去または亡命
	– 懲罰
	– 資格剥奪
	– エネルギー犯罪
	– 環境犯罪

	– 児童搾取
	– 恐喝 
	– 財務不正
	– 金融サービスの警告
	– 強制または奴隷労働
	– 文書改ざん・偽造貨幣使用
	– 不正行為
	– 凍結資産・差し押さえ資産
	– 医療詐欺
	– 人権侵害
	– 人身売買
	– 違法ギャンブル
	– 不法移住
	– 不法所持および販売
	– 不法拘束および誘拐
	– インサイダー取引
	– 詐欺破産
	– 知的財産権の侵害
	– 労働基本権の侵害
	– 土地所有権の侵害
	– 法執行機関
	– ライセンス取り消し
	– マネーロンダリング

	– 麻薬の密売
	– 司法妨害
	– 組織犯罪
	– 医薬品の不正取引
	– 規制施行
	– 制裁
	– 証券違反
	– 性的搾取
	– 密輸
	– 税法および税関法違反
	– 入札違反
	– テロリズム
	– 窃盗・横領
	– 盗難品の不正取引
	– 渡航またはビザの制限
	– 不正競争
	– 違法なマネーロンダリング
	– 粗暴犯罪
	– 戦争犯罪
	– 野生生物犯罪

StarMine

規制データ

	– 国別リスク

特徴とメリット

180 か国以上の 8,000 を超える顧客から
信頼を得ている世界標準

毎月、5 万件以上の新規レコードを追加
するとともに 10 万件以上のレコードをレ
ビュー  

制裁コンテンツは 24 時間 365 日の更新
態勢 ISAE 3000 の認証を毎年取得

世界の 450 万件を超える包括的なレコード  

運用コストの最小化と TCO の削減を念頭に置い
た設計

厳格な品質管理の下で収録基準を設定し、精度と
関連性を確保 
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法執行機関
リフィニティブの法執行機関データベースには、公的な法執行機関のウェブサイトや政府、金融当局に掲載される組織ま
たは個人に加えて、World-Check の犯罪、組織犯罪、またはテロに関する指名手配/資格剥奪/除外リストが含まれま
す。掲載先には米国司法省、インターポール、FBI、重大不正捜査局、CBBI、RCMP が含まれます。 

まとめ
 – 130 以上の法執行機関リストをカバーし、公的な法執行機関に指名手配、捜査、あるいは逮捕されている組織や個人
の記録を収録

 – World-Check の犯罪情報にとどまらず、法執行機関リストなどの全コンテンツを収録 

規制施行
規制施行は制限措置であり、現地当局の垣根を越えて犯罪活動を予防するだけでなく、現地当局と中央政府の連携の
質も高めます。

まとめ
 – 380 以上の規制リストをカバー

 – リストには、政府や独立の規制機関によって公的な規制行政措置が講じられた個人または組織を収録

ソフトウェア
主な製品/製品スイート:   Refinitiv World-Check

法と規制の施行リスク・インテリジェンス・データ
リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
Refinitiv® World-Check® は、マネーロンダリング対策 (AML)、制裁、贈収賄防止、汚職コン
プライアンスに関するデューデリジェンス/スクリーニング プログラムにおいて利用するこ
とを目的に設計されたリスク・インテリジェンス・データベースです。 

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)

	– 法と規制の施行

	– 政治的影響力のある人物	(PEP)

	– 制裁

	– 国有企業

StarMine

規制データ

	– 国別リスク

特徴とメリット

180 か国以上の 8,000 を超える顧客から
信頼を得ている世界標準

毎月、5 万件以上の新規レコードを追加
するとともに 10 万件以上のレコードをレ
ビュー  

制裁コンテンツは 24 時間 365 日の更新
態勢 ISAE 3000 の認証を毎年取得

世界の 450 万件を超える包括的なレコード  

運用コストの最小化と TCO の削減を念頭に置い
た設計

厳格な品質管理の下で収録基準を設定し、精度と
関連性を確保 
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リフィニティブの政治的影響力のある人物 (PEP) リストには、金融関連犯罪で起訴または有罪となった人物および組織
の記録が含まれます。PEP データは、金融機関による追加の監督が必要である可能性がある顧客を特定します。金融犯
罪に関する記録を利用することで、金融機関やその他の企業は、避けるべき組織や人物を判断しやすくなります。 

PEP には世界共通の定義がないため、リフィニティブは、金融活動作業部会 (FATF) や Wolfsberg の指針だけでなく各
地の定義 (存在する場合) に基づき、高度な分析による業務上の定義を提供しています。リフィニティブは法律制定の動向
をモニタリングすることで、データの完全な網羅を徹底しています。 

まとめ
 – 190 万人以上の政治的影響力のある人物の情報をデータベースに収録し、主要 PEP、その近親者、密接な関係者に
ついてもカバー

すべての PEP レコードを 18 カテゴリのいずれかに分類: 

機関 主要 PEP 最近親者 密接な関係者

国際組織 PEP IO PEP IO-R PEP IO-A

地域組織 PEP RO PEP RO-R PEP RO-A

中央政府 PEP N PEP N-R PEP N-A

サブナショナル政府 PEP SN PEP SN-R PEP SN-A

地方政府 PEP L PEP L-R PEP L-A

非政府 PEP NG PEP NG-R PEP NG-A

ソフトウェア
主な製品/製品スイート:   Refinitiv World-Check

政治的影響力のある人物リスク・インテリジェンス・データ
リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
Refinitiv® World-Check® は、マネーロンダリング対策 (AML)、制裁、贈収賄防止、汚職コン
プライアンスに関するデューデリジェンス/スクリーニング プログラムにおいて利用するこ
とを目的に設計されたリスク・インテリジェンス・データベースです。 

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)

	– 法と規制の施行

	– 政治的影響力のある人物 (PEP)

	– 制裁

	– 国有企業

StarMine

規制データ

	– 国別リスク

特徴とメリット

180 か国以上の 8,000 を超える顧客から
信頼を得ている世界標準

毎月、5 万件以上の新規レコードを追加
するとともに 10 万件以上のレコードをレ
ビュー  

制裁コンテンツは 24 時間 365 日の更新
態勢 ISAE 3000 の認証を毎年取得

世界の 450 万件を超える包括的なレコード  

運用コストの最小化と TCO の削減を念頭に置い
た設計

厳格な品質管理の下で収録基準を設定し、精度と
関連性を確保 
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リフィニティブのグローバル制裁データベースは、国際的または国内の制裁リストに登録されたすべての組織および個
人について、最新の情報を保持します。具体的には、資産凍結、投資または渡航の禁止だけでなく、テロ対策制裁や麻薬
密売対策制裁、核兵器不拡散制裁などの武器禁輸・通商禁止、さらには OFAC、UN、EU、UKHMT、SECO、DFAT な
どによる特定国への制裁措置などが含まれます。

まとめ
 – あらゆる既知の制裁リスト: 280 以上のリスト 

 – 包括的にカバー: 主要な制裁リストについて ISAE 3000 の監査を毎年受け、外部からの保証を獲得

 – 主要な制裁リストを年中無休でモニタリングおよびカバー

 – すべての制裁リストを網羅して品質管理を行う専任の特別チームを設置

 – レコードにキーワードを付加し、柔軟なスクリーニングを可能に

 – レコードの重複は排除され、不要な情報を約 70% 削減 

黙示的な制裁への対応
黙示的な制裁が適用されるのは、ナラティブ ステートメントで名指しされていない組織や個人に対して、制裁命令やリス
トへの追加、規制措置により制裁が及ぶ場合です。その典型的な事例は OFAC の 50% ルールですが、EU や UN、ロシ
アの制裁にも適用されています。World-Check	の特長は以下のとおりです。 

 – 該当する組織や個人を洗い出すために広範な定性調査を行う専任のチームを設置 

 – あらゆる黙示的な制裁レジームを網羅 

 – 制裁対象の法人が発行する ISIN、CUSIP、SEDOL などの制裁対象の証券コードを網羅

ソフトウェア
主な製品/製品スイート:   Refinitiv World-Check

制裁リスク・インテリジェンス・データ
リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
Refinitiv® World-Check® は、マネーロンダリング対策 (AML)、制裁、贈収賄防止、汚職コン
プライアンスに関するデューデリジェンス/スクリーニング プログラムにおいて利用するこ
とを目的に設計されたリスク・インテリジェンス・データベースです。 

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)

	– 法と規制の施行

	– 政治的影響力のある人物	(PEP)

	– 制裁

	– 国有企業

StarMine

規制データ

	– 国別リスク

特徴とメリット

180 か国以上の 8,000 を超える顧客から
信頼を得ている世界標準

毎月、5 万件以上の新規レコードを追加
するとともに 10 万件以上のレコードをレ
ビュー  

制裁コンテンツは 24 時間 365 日の更新
態勢 ISAE 3000 の認証を毎年取得

世界の 450 万件を超える包括的なレコード  

運用コストの最小化と TCO の削減を念頭に置い
た設計

厳格な品質管理の下で収録基準を設定し、精度と
関連性を確保 
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リフィニティブの国有企業 (SOE) データベースには、政府や州が株式の 50% 以上を直接的、間接的、または合算後に間
接的に保有する組織や企業の法人情報が含まれます。

該当する SOE の政府高官 (主要 PEP)、さらにその直近の家族および密接な関係者 (二次 PEP) をデータベースに収録
し、World-Check PEP の収録基準に従って下位カテゴリに分類します。

その他の収録データ: 
 – 政府出資企業 (SIE): 政府/州が直接的、間接的、または合算後に間接的に、株式の 10% 超、50% 未満を保有する企
業

ソフトウェア
主な製品/製品スイート:   Refinitiv World-Check

国有企業リスク・インテリジェンス・データ
リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
Refinitiv® World-Check® は、マネーロンダリング対策 (AML)、制裁、贈収賄防止、汚職コン
プライアンスに関するデューデリジェンス/スクリーニング プログラムにおいて利用するこ
とを目的に設計されたリスク・インテリジェンス・データベースです。 

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)

	– 法と規制の施行

	– 政治的影響力のある人物	(PEP)

	– 制裁

	– 国有企業

StarMine

規制データ

	– 国別リスク

特徴とメリット

180 か国以上の 8,000 を超える顧客から
信頼を得ている世界標準

毎月、5 万件以上の新規レコードを追加
するとともに 10 万件以上のレコードをレ
ビュー  

制裁コンテンツは 24 時間 365 日の更新
態勢 ISAE 3000 の認証を毎年取得

世界の 450 万件を超える包括的なレコード  

運用コストの最小化と TCO の削減を念頭に置い
た設計

厳格な品質管理の下で収録基準を設定し、精度と
関連性を確保 



118

国別リスク情報は、特定の企業が事業を展開する国の信用リスクについて、主要なリスク要素を把握し、高い水準で可視
化することに貢献します。その結果、事業を展開する場所を問わず、リスク エクスポージャーの程度が完全に明らかにな
ります。以下の項目をはじめ、ユーザーは特定企業に関するリスクの所在を即座に把握できます。

	– 当該企業に関して主要な国別リスクとなっている国

	– その次にリスク エクスポージャーが高い上位 9 か国を続けて表示

主要コンポーネント
 – StarMine 国別リスク (CoR): 地域別の収益、本社所在地、主要上場国、決算報告に使用する通貨などに関する分
析、アルゴリズム、StarMine のヒューマン インテリジェンスを組み合わせ、さまざまな国における特定企業のエクス
ポージャー水準を定量化 

 – StarMine エクイティ・リスク・プレミアム (ERP) モデル: バリュエーションを土台とするフレームワークを用いて、世界
の 66 の株式市場について、長期的な株式市場リターンやリスクフリー レートからの超過リターンを評価。これによ
り、あらゆる市場について、相対バリュエーション、予想 GDP 成長率、予想インフレ率、期待リターンを容易に測定

 – StarMine ソブリン リスク (SR) モデル: マクロ経済データ、市場に基づくデータ、および政治データを広く評価し、主
権国家が債務のデフォルトに陥る確率を推定。このモデルでは、6 つの期間 (1 年、2 年、3 年、5 年、10 年) で 150 
か国の年間デフォルト確率を推定。デフォルト確率を従来のアルファベットの格付けにマッピングし、1 ～ 100 パーセ
ンタイルのスコアを付与

ソフトウェア
主な製品/製品スイート:   Refinitiv World-Check

国別リスクリスク・インテリジェンス・データ
リフィニティブ World-Check リスク インテリジェンス
Refinitiv® World-Check® は、マネーロンダリング対策 (AML)、制裁、贈収賄防止、汚職コン
プライアンスに関するデューデリジェンス/スクリーニング プログラムにおいて利用するこ
とを目的に設計されたリスク・インテリジェンス・データベースです。 

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)

	– 法と規制の施行

	– 政治的影響力のある人物	(PEP)

	– 制裁

	– 国有企業

StarMine

規制データ

	– 国別リスク

特徴とメリット

180 か国以上の 8,000 を超える顧客から
信頼を得ている世界標準

毎月、5 万件以上の新規レコードを追加
するとともに 10 万件以上のレコードをレ
ビュー  

制裁コンテンツは 24 時間 365 日の更新
態勢 ISAE 3000 の認証を毎年取得

世界の 450 万件を超える包括的なレコード  

運用コストの最小化と TCO の削減を念頭に置い
た設計

厳格な品質管理の下で収録基準を設定し、精度と
関連性を確保 
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サステナブル ファイナンス
	– Beyond	Ratings

	– FTSE	Russell	ESG	指数

	– FTSE	Russell	ESG	レーティング

	– Green	Revenues	2.0	データ	モデル

	– リフィニティブ	ESG	データ

	– リフィニティブ	ESG	指数

	– リフィニティブ	MarketPsych	ESG	分析

	– Yield	Book	ESG	分析	

特徴とお客様のメリット
 – 世界の時価総額の 80% 以上、ESG データポイント 630 以上、比率や
分析などの 2002 年以降のデータ

 – 630 以上の ESG データポイントと 80 を超える ESG 分析

 – サステナブル債券 (ESG ボンド、グリーン ボンドなど) が発行されている 
76 万 9,000 に及ぶ個々の債券銘柄

 – リフィニティブ MarketPsych 分析は自然言語処理 (NLP) を用いて、企
業の ESG 活動に対する一般社会の認識を分析し、4,000 以上のニュー
スや 2,000 以上のソーシャル・メディア・ソースを評価

 – 33 万以上のファンドをカバーするリフィニティブ リッパーの優れたグ
ローバル・ファンド・データベースに、リフィニティブの卓越した ESG 企
業データベースを組み合わせ、3 万 1,675 に及ぶ株式、債券、および	
ミックス アセットのポートフォリオに関する Lipper Fund ESG スコアを
提供

 – ESG 指数 – ダイバーシティ＆インクルージョン指数など、リフィニティブ
独自のインデックスを含む。また、FTSE Russell、MSCI、S&P など他
の主要インデックス プロバイダーの上位インデックスも積極的に配信

 – ESG リサーチ – リフィニティブはリサーチ情報を配信する世界有数の
プラットフォーム。  MSCI、シティ、ゴールドマン サックスなどのブロー
カー/専門リサーチ プロバイダーからの ESG リサーチ情報も利用可能

 – 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・ニュースなどのサステナブル ファイナンス関連のニュースを提
供
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Beyond Ratings は、ESG 基準を体系的に高い透明性で取り入れる金融分析の新基準を提供しています。

リフィニティブは 180 か国を対象に、国、発行体、企業へとカバー範囲を広げています。企業に関しては 10,000 社以上の
データを収録しています。インデックス組成の専門分野は、低炭素、エネルギー転換、自然資本などです。

まとめと統計情報
 – 国カバレッジ: 修正された信用リスク、炭素/気候、2℃ 目標との整合性、ESG に関するデータ、スコア、および格付
けの 2000 年以降のデータを四半期ごとや年次で更新

 – 企業カバレッジ: 炭素、ESG、気候の推移に関する 2007 年以降のデータ、スコア、格付けを、四半期ごとや年次で更
新

 – 180 以上の国、10,000 社以上を対象に、229 の国別指標と 31 のテーマを設定

 – ソブリン・リスク・モデル (SRM) に 90 の指標およびスコア変数を設定し、国の信用度を評価

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に基づき、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の 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

Beyond Ratingsサステナブル ファイナンス
 – Beyond Ratings

Beyond Ratings は、債券に ESG 要素を組み込むこ
とで従来のクレジット分析を補完するスマート デー
タや分析を提供するプロバイダーであり、極めて高い
評価を獲得しています。

	– FTSE	Russell	ESG	指数
FTSE ESG 指数は、インデックス レベルで ESG  
パフォーマンス向上の利点を付加しながら、	
原資産ユニバースと同様のリスク/リターン	
特性を提供しています。 

	– FTSE	Russell	ESG	レーティング
47 の先進国および新興国市場における 7,200 銘柄
を対象に、ESG のリスクとパフォーマンスを測定して
います。

	– Green	Revenues	2.0	データ	モデル
FTSE Russell は、集計後および個々の活動がグリー
ン経済の拡大にどの程度貢献しているかをありのま
まに測定・モニタリングするために、構成、測定手法、
およびプロセスを構築しています。

	– リフィニティブ	ESG	データ
業界屈指の包括的な ESG データベースであり、世界
の時価総額の 80% 以上、630 種類以上の ESG 指
標をカバーした、2002 年以降のデータを収録して
います。

	– リフィニティブ	ESG	指数
リフィニティブの環境、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	MarketPsych	ESG		
分析

252 の国・地域、30,000 社以上をカバーする AI を
活用した ESG フィード。その情報源は、数千のデータ
ソースに加えて、数千万名に及ぶ執筆者のニュースや
ソーシャル メディア記事からなり、1998 年以降の各
時点においてデータを取得しています。

	– Yield	Book	ESG	分析
Beyond Ratings の市場をリードするソブリン債の気
候および ESG データと、リフィニティブの社債の ESG 
スコアや指標を統合した、債券ユニバースにおける 
ESG の影響を評価するための統合分析ソリューショ
ンです。 
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FTSE ESG 指数は、インデックス レベルで ESG パフォーマンス向上の利点を付加しながら、原資産ユニバースと同様の
リスク/リターン特性を提供しています。この指標では FTSE Russell のティルト手法を採用して、FTSE Russell の ESG 
レーティングに応じて企業のウェイトを調整しています。その後、各インデックスの業種ウェイトが親インデックスのユニ
バースと一致するように、業種ニュートラルなウェイトの見直しを行っています。

まとめ
 – 目標: インデックスは、インデックス連動型ファンド、デリバティブ、およびパフォーマンス ベンチマークの組成に使用す
るために設計

 – 投資可能性: インデックスへの投資可能性を確保するために銘柄選定とウェイト付けを実施。また、インデックスの取
引可能性を確保するために、流動性の高い株式銘柄をスクリーニング

 – 透明性: インデックスには、透明性の高いルールベースの組成プロセスを採用。インデックスの算出方法は FTSE 
Russell のウェブサイトで無料で確認可能

 – 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

 – 業種分類ベンチマーク (ICB): インデックスの構成銘柄は、業種セクター分析の世界標準である業種分類ベンチマー
ク (ICB) に基づいて分類

FTSE の ESG インデックス シリーズに含まれる指数:
 – FTSE Developed ESG Index

 – 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 (英語)

FTSE Russell ESG 指数サステナブル ファイナンス
	– Beyond	Ratings

Beyond Ratings は、債券に ESG 要素を組み込むこ
とで従来のクレジット分析を補完するスマート デー
タや分析を提供するプロバイダーであり、極めて高い
評価を獲得しています。

 – FTSE Russell ESG 指数
FTSE ESG 指数は、インデックス レベルで ESG  
パフォーマンス向上の利点を付加しながら、	
原資産ユニバースと同様のリスク/リターン	
特性を提供しています。  

	– FTSE	Russell	ESG	レーティング
47 の先進国および新興国市場における 7,200 銘柄
を対象に、ESG のリスクとパフォーマンスを測定して
います。

	– Green	Revenues	2.0	データ	モデル
FTSE Russell は、集計後および個々の活動がグリー
ン経済の拡大にどの程度貢献しているかをありのま
まに測定・モニタリングするために、構成、測定手法、
およびプロセスを構築しています。

	– リフィニティブ	ESG	データ
業界屈指の包括的な ESG データベースであり、世界
の時価総額の 80% 以上、630 種類以上の ESG 指
標をカバーした、2002 年以降のデータを収録して
います。

	– リフィニティブ	ESG	指数
リフィニティブの環境、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	MarketPsych	ESG		
分析

252 の国・地域、30,000 社以上をカバーする AI を
活用した ESG フィード。その情報源は、数千のデータ
ソースに加えて、数千万名に及ぶ執筆者のニュースや
ソーシャル メディア記事からなり、1998 年以降の各
時点においてデータを取得しています。

	– Yield	Book	ESG	分析
Beyond Ratings の市場をリードするソブリン債の気
候および ESG データと、リフィニティブの社債の ESG 
スコアや指標を統合した、債券ユニバースにおける 
ESG の影響を評価するための統合分析ソリューショ
ンです。 

http://www.ftse.com/products/downloads/ftse-esg-index-series.pdf
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FTSE Russell の ESG レーティングおよびデータ モデルを使用することで、企業の ESG 問題へのエクスポージャーと管
理方法を複数の切り口で把握できます。ESG に関する総合格付けを細分化すると、基礎的なピラーやテーマに関する
エクスポージャーおよび格付けが見えてきます。これらのピラーやテーマは、各企業固有の事業環境を考慮して適用され
る、300 以上の測定基準の評価データに基づいて形成されています。

まとめ
 – 包括的: オンライン・データ・モデル経由でアクセス可能。FTSE All-World Index、FTSE All-Share Index、Russell 

1000 Index などを構成する 47 の先進国および新興国市場の 7,200 銘柄を含む

 – 柔軟性とカスタマイズ: このデータ モデルの設計により、ユーザーは必要に応じてデータを細分化し、カスタマイズ可
能

 – 重要性の強調: エクスポージャー加重平均法で格付けを算出するため、最も重要性の高い ESG 問題に最大のウェイ
トを付与

 – 的確なルールとデータ重視: これらの ESG レーティングおよびデータ モデルにより、企業の評価と格付けのための
ルールの定義が確立。出力データは、定性的ではなく、定量的な企業調査レポートというデータツール

 – 客観的なガバナンス: 投資コミュニティ、企業、NGO、組合、学会の専門家から成る外部の独立した委員会が監督

 – 国連の持続可能な開発目標 (SDGs) の 17 項目すべてを ESG フレームワーク内の 14 のテーマに反映

FTSE Russell ESG レーティング

1 つの
レーテ
ィング

3 つのピラー 14 のテーマ

環境 生物多様性
気候変動

汚染・資源
水の安全保障

サプライチェー
ン

社会 労働基準
人権・コミュニティ

健康および安全
顧客責任

サプライチェー
ン

ガバナンス 税の透明性
リスク管理

コーポレート ガバナンス
汚職防止

300 以上の指標

サステナブル ファイナンス
	– Beyond	Ratings

Beyond Ratings は、債券に ESG 要素を組み込むこ
とで従来のクレジット分析を補完するスマート デー
タや分析を提供するプロバイダーであり、極めて高い
評価を獲得しています。

	– FTSE	Russell	ESG	指数
FTSE ESG 指数は、インデックス レベルで ESG  
パフォーマンス向上の利点を付加しながら、	
原資産ユニバースと同様のリスク/リターン	
特性を提供しています。  

 – FTSE Russell ESG レーティング
47 の先進国および新興国市場における 7,200 銘柄
を対象に、ESG のリスクとパフォーマンスを測定して
います。

	– Green	Revenues	2.0	データ	モデル
FTSE Russell は、集計後および個々の活動がグリー
ン経済の拡大にどの程度貢献しているかをありのま
まに測定・モニタリングするために、構成、測定手法、
およびプロセスを構築しています。

	– リフィニティブ	ESG	データ
業界屈指の包括的な ESG データベースであり、世界
の時価総額の 80% 以上、630 種類以上の ESG 指
標をカバーした、2002 年以降のデータを収録して
います。

	– リフィニティブ	ESG	指数
リフィニティブの環境、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	MarketPsych	ESG		
分析

252 の国・地域、30,000 社以上をカバーする AI を
活用した ESG フィード。その情報源は、数千のデータ
ソースに加えて、数千万名に及ぶ執筆者のニュースや
ソーシャル メディア記事からなり、1998 年以降の各
時点においてデータを取得しています。

	– Yield	Book	ESG	分析
Beyond Ratings の市場をリードするソブリン債の気
候および ESG データと、リフィニティブの社債の ESG 
スコアや指標を統合した、債券ユニバースにおける 
ESG の影響を評価するための統合分析ソリューショ
ンです。 
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グリーン投資の定量化は大きな課題となっています。グリーンの定義は長年曖昧で、特定の業界制度ではなく概念に基
づいて考察されてきました。熟慮の末、FTSE Russell は、良質なデータを求める顧客のニーズに応えるために、集計後
および個々の活動がグリーン経済の拡大にどの程度貢献しているかをありのままに測定・モニタリング可能な構成、測
定手法、およびプロセスを確立しています。

まとめ
 – 広範なカバレッジ – Green Revenues データ・モデルは、世界の時価総額の 99% 近くに適用され、48 の先進国お
よび新興国市場における、超小型株から超大型株までの上場企業 1 万 6,000 社以上のデータを捕捉。その結
果、FTSE グローバル・エクイティ・インデックス・シリーズおよびラッセル米国指数における全インデックスを網羅す
るなど、FTSE Russell の株式インデックスを最も広範にカバー

 – 包括的 – タクソノミーを 133 のマイクロセクターへ拡大することで、より広範な収益カテゴリをカバーしているた
め、FTSE グローバル・エクイティ・インデックス・シリーズやラッセル 3000 指数などの約 3,000 社について、そのグ
リーン活動や、最終的な収益に及ぼす重要な影響を広い視野で把握可能

 – きめ細かいデータ – Green Revenues はデータの評価手法を活用してデータの不足部分を埋め、データの精度を実
現

 – 階層化 – グリーン度を評価。マイクロセクターの階層評価では、影響の程度を「限定的」、「純プラス」、「明確で重大」
に分類しており、容易に評価可能

 – EU タクソノミー – 現在、EU はタクソノミーを策定し、投資会社が「環境に優しい」または「サステナブル」なファンド
を販売する際には、明確な基準を客観的に満たすことを求めるガイドラインを導入中。この重大な局面におい
て、FTSE Russell の Green Revenues データは、投資コミュニティがこれらの新基準を理解および準拠する一助と
なる包括的なツールを提供

主要リソース
Green Revenues 2.0 データ モデルの概要 (英語)

Green Revenues 分類システム (GRCS) (英語)

Green Revenues 指数 (英語) 

Green Revenues 2.0 データ モデルサステナブル ファイナンス
	– Beyond	Ratings

Beyond Ratings は、債券に ESG 要素を組み込むこ
とで従来のクレジット分析を補完するスマート デー
タや分析を提供するプロバイダーであり、極めて高い
評価を獲得しています。

	– FTSE	Russell	ESG	指数
FTSE ESG 指数は、インデックス レベルで ESG  
パフォーマンス向上の利点を付加しながら、	
原資産ユニバースと同様のリスク/リターン	
特性を提供しています。  

	– FTSE	Russell	ESG	レーティング
47 の先進国および新興国市場における 7,200 銘柄
を対象に、ESG のリスクとパフォーマンスを測定して
います。

 – Green Revenues 2.0 データ モデル
FTSE Russell は、集計後および個々の活動がグリー
ン経済の拡大にどの程度貢献しているかをありのま
まに測定・モニタリングするために、構成、測定手法、
およびプロセスを構築しています。

	– リフィニティブ	ESG	データ
業界屈指の包括的な ESG データベースであり、世界
の時価総額の 80% 以上、630 種類以上の ESG 指
標をカバーした、2002 年以降のデータを収録して
います。

	– リフィニティブ	ESG	指数
リフィニティブの環境、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	MarketPsych	ESG		
分析

252 の国・地域、30,000 社以上をカバーする AI を
活用した ESG フィード。その情報源は、数千のデータ
ソースに加えて、数千万名に及ぶ執筆者のニュースや
ソーシャル メディア記事からなり、1998 年以降の各
時点においてデータを取得しています。

	– Yield	Book	ESG	分析
Beyond Ratings の市場をリードするソブリン債の気
候および ESG データと、リフィニティブの社債の ESG 
スコアや指標を統合した、債券ユニバースにおける 
ESG の影響を評価するための統合分析ソリューショ
ンです。 

https://www.ftserussell.com/files/support-document/green-revenues-20-data-model-overview
https://www.ftserussell.com/files/support-document/ftse-russell-green-revenues-classification-system
https://www.ftserussell.com/products/indices/green-revenues
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サステナブル ファイナンス
	– Beyond	Ratings

Beyond Ratings は、債券に ESG 要素を組み込むこ
とで従来のクレジット分析を補完するスマート デー
タや分析を提供するプロバイダーであり、極めて高い
評価を獲得しています。

	– FTSE	Russell	ESG	指数
FTSE ESG 指数は、インデックス レベルで ESG  
パフォーマンス向上の利点を付加しながら、	
原資産ユニバースと同様のリスク/リターン	
特性を提供しています。  

	– FTSE	Russell	ESG	レーティング
47 の先進国および新興国市場における 7,200 銘柄
を対象に、ESG のリスクとパフォーマンスを測定して
います。

	– Green	Revenues	2.0	データ	モデル
FTSE Russell は、集計後および個々の活動がグリー
ン経済の拡大にどの程度貢献しているかをありのま
まに測定・モニタリングするために、構成、測定手法、
およびプロセスを構築しています。

	– リフィニティブ ESG データ
業界屈指の包括的な ESG データベースであり、世界
の時価総額の 80% 以上、630 種類以上の ESG 指
標をカバーした、2002 年以降のデータを収録して
います。

	– リフィニティブ	ESG	指数
リフィニティブの環境、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	MarketPsych	ESG		
分析

252 の国・地域、30,000 社以上をカバーする AI を
活用した ESG フィード。その情報源は、数千のデータ
ソースに加えて、数千万名に及ぶ執筆者のニュースや
ソーシャル メディア記事からなり、1998 年以降の各
時点においてデータを取得しています。

	– Yield	Book	ESG	分析
Beyond Ratings の市場をリードするソブリン債の気
候および ESG データと、リフィニティブの社債の ESG 
スコアや指標を統合した、債券ユニバースにおける 
ESG の影響を評価するための統合分析ソリューショ
ンです。 

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、リフィニティブの 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
 – 500 種類以上の ESG データポイント、比率、および分析結果から収集することで、世界の時価総額の 80% 以上を占
め、2002 年のデータまでをカバー

 – 630 以上の ESG データポイントと 80 を超える ESG 分析

 – リフィニティブ ESG データは、ポイント・イン・タイムおよび非ポイント・イン・タイム形式の両方で提供

独占提供:
 – ESG、ダイバーシティとインクルージョン、および化石燃料フリーなどのリフィニティブ独自のインデックス

 – 最も比較しやすく関連性の高い分野の 168 のサブセットを用いて、独自の総合的なスコア手法に活用し、630 を超
える ESG 指標を企業別に算出

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。

ソフトウェア
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、デプロイ/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

Refinitiv Data Platform で提供中 

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

 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon

CONTRIBUTOR TOOL を利用してデータを提供する

リフィニティブ ESG データ

https://contribute.refinitiv.com/Deals/Account/Registration
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リフィニティブ ESG 指数は、ESG 要因による企業リスクの軽減および評価、また社会的責任投資における ESG リスク
への対応を支援します。

まとめ
 – 個別の ESG ピラーやコンポジット: 特定の CSR 要件や投資マンデートのある投資家にとって、ポートフォリオのより
正確なベンチマーキングが可能

 – 動的な格付けがベース: 400 以上の主要な ESG パフォーマンス指標を特徴としており、企業格付けを理解しやすい

 – ESG 格付け上位企業: 世界の主要インデックスのパフォーマンスを反映する、分散性が高くボラティリティの低いベン
チマーク

 – リアルタイムまたは終値: ETF などの上場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

 – 格付け情報のダウンロード: 運用マネージャーやアドバイザーのほか、学生や報道機関も株式ポートフォリオの ESG 
パフォーマンスの格付けを手頃な価格で入手可能

リフィニティブ ESG 指数に含まれる指数:
 – Refinitiv/S-Network ESG Best Practice Indices

 – Refinitiv/Future Super Australia Fossil-Free Index

 – Refinitiv IX Global ESG Equal-Weighted Index、Refinitiv IX Global ESG High Dividend Low Volatility 
Equal-Weighted Index

 – Refinitiv Global Resource Protection Select Index

 – Refinitiv Eurozone ESG Select Index

リフィニティブ ESG 指数サステナブル ファイナンス
	– Beyond	Ratings

Beyond Ratings は、債券に ESG 要素を組み込むこ
とで従来のクレジット分析を補完するスマート デー
タや分析を提供するプロバイダーであり、極めて高い
評価を獲得しています。

	– FTSE	Russell	ESG	指数
FTSE ESG 指数は、インデックス レベルで ESG  
パフォーマンス向上の利点を付加しながら、	
原資産ユニバースと同様のリスク/リターン	
特性を提供しています。  

	– FTSE	Russell	ESG	レーティング
47 の先進国および新興国市場における 7,200 銘柄
を対象に、ESG のリスクとパフォーマンスを測定して
います。

	– Green	Revenues	2.0	データ	モデル
FTSE Russell は、集計後および個々の活動がグリー
ン経済の拡大にどの程度貢献しているかをありのま
まに測定・モニタリングするために、構成、測定手法、
およびプロセスを構築しています。

	– リフィニティブ	ESG	データ
業界屈指の包括的な ESG データベースであり、世界
の時価総額の 80% 以上、630 種類以上の ESG 指
標をカバーした、2002 年以降のデータを収録して
います。

	– リフィニティブ ESG 指数
リフィニティブの環境、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	MarketPsych	ESG		
分析

252 の国・地域、30,000 社以上をカバーする AI を
活用した ESG フィード。その情報源は、数千のデータ
ソースに加えて、数千万名に及ぶ執筆者のニュースや
ソーシャル メディア記事からなり、1998 年以降の各
時点においてデータを取得しています。

	– Yield	Book	ESG	分析
Beyond Ratings の市場をリードするソブリン債の気
候および ESG データと、リフィニティブの社債の ESG 
スコアや指標を統合した、債券ユニバースにおける 
ESG の影響を評価するための統合分析ソリューショ
ンです。 
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リフィニティブと MarketPsych は共同で、3 万社以上の企業と 252 の国・地域を網羅する、AI を活用した ESG フィー
ドの提供を開始しました。このフィードは、信頼性の高い数千の情報ソースに加え、数千万の執筆者によるニュースやソー
シャル メディア記事を基に生成され、1998 年以降のデータをカバーしています。企業や国レベルでの ESG 活動につい
て、メディアの認識を測定しています。 

まとめ
 – 広範なカバレッジ: 3 万社以上の企業、252 の国や地域

 – 長期にわたる過去データ: 1998 年から現在まで

 – 多言語ソースに対応: 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

 – 外部の視点: ESG の取り組みを客観的に評価し、グリーンウォッシュを検出

 – ポイント・イン・タイム: 1998 年 1 月以降のあらゆる時点の企業データを取得でき、クオンツ分析に最適

 – AI を活用: 機械学習による自然言語処理システムで、複雑な ESG の概念の抽出が可能

 – きめ細かいデータ: 100 種類以上の不祥事やトピック (アドバンスド パッケージのみ)

 – リアルタイム: 分単位、時間単位、日単位で更新 (アドバンスド パッケージのみ)

 – ソーシャル メディアとニュース: 注目ニュース (ヘッドライン シリーズなど)、ソーシャル フィード、複合フィード (アドバ
ンスド パッケージのみ)

パッケージ
1.	コア パッケージは、企業または国の長期的な ESG 平均ランキングを示す 17 種類の概要スコア (日次更新) で構成さ
れています

2.	アドバンスド パッケージは、ESG 関連の活動や不祥事に関するメディア レポートを反映する分単位、時間単位、日
単位の何百種類もの時系列データで構成されています

主要リソース
リフィニティブ MarketPsych ESG アナリティクス ファクトシート (英語)

リフィニティブ MarketPsych ESG 分析サステナブル ファイナンス
	– Beyond	Ratings

Beyond Ratings は、債券に ESG 要素を組み込むこ
とで従来のクレジット分析を補完するスマート デー
タや分析を提供するプロバイダーであり、極めて高い
評価を獲得しています。

	– FTSE	Russell	ESG	指数
FTSE ESG 指数は、インデックス レベルで ESG  
パフォーマンス向上の利点を付加しながら、	
原資産ユニバースと同様のリスク/リターン	
特性を提供しています。  

	– FTSE	Russell	ESG	レーティング
47 の先進国および新興国市場における 7,200 銘柄
を対象に、ESG のリスクとパフォーマンスを測定して
います。

	– Green	Revenues	2.0	データ	モデル
FTSE Russell は、集計後および個々の活動がグリー
ン経済の拡大にどの程度貢献しているかをありのま
まに測定・モニタリングするために、構成、測定手法、
およびプロセスを構築しています。

	– リフィニティブ	ESG	データ
業界屈指の包括的な ESG データベースであり、世界
の時価総額の 80% 以上、630 種類以上の ESG 指
標をカバーした、2002 年以降のデータを収録して
います。

	– リフィニティブ	ESG	指数
リフィニティブの環境、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 MarketPsych ESG 
分析

252 の国・地域、30,000 社以上をカバーする AI を
活用した ESG フィード。その情報源は、数千のデータ
ソースに加えて、数千万名に及ぶ執筆者のニュースや
ソーシャル メディア記事からなり、1998 年以降の各
時点においてデータを取得しています。

	– Yield	Book	ESG	分析
Beyond Ratings の市場をリードするソブリン債の気
候および ESG データと、リフィニティブの社債の ESG 
スコアや指標を統合した、債券ユニバースにおける 
ESG の影響を評価するための統合分析ソリューショ
ンです。 

https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/fact-sheets/marketpsych-esg-analytics-factsheet.pdf
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単一の統合ソリューションによる債券ユニバースの ESG 分析
30 年以上にわたる詳細な債券リスク分析と複雑なポートフォリオ分析のソースとして信頼を得ている Yield Book は、
債券ユニバースのサブアセットクラスの ESG の影響を評価する統合分析ソリューションの提供を開始しました。

Yield Book は、Beyond Ratings の市場をリードするソブリン債の気候や ESG データ、リフィニティブによる社債の ESG 
スコアや指標、MBS の ESG に関する市場初のソリューションを提供する Yield Book 独自のフレームワークを組み合
わせるため、投資判断にサステナビリティを容易かつ柔軟に組み込むことができます。

Yield Book のソリューションは、これまで以上に優れたカスタマイズと精度を提供します。気候や ESG のポートフォリオ 
レベルの分析を活用することで、ポジションに内在し影響をもたらすファクターを理解し、ESG 原則に沿ってアセット ア
ロケーションを強化できます。

また、証券銘柄レベルおよびポートフォリオ レベルで ESG 指標にアクセスでき、Yield Book の分析機能を利用するこ
とによって、ポートフォリオにおける ESG のインパクトの全体像を真に明らかにすることができます。Yield Book の分析
ライブラリーには 2,800 以上のキーワードが含まれており、利回り、デュレーション、スプレッド、コンベクシティのほか、
サステナブル投資の原則など、債券の分析を簡単に行うことができます。

まとめと統計情報
 – 社債、国債、証券化資産を対象とする、550 を超える ESG および気候指標へのアクセス 

 – ESG スコアとそのベースとなる指標を紐づけした、約 60 万の銘柄

 – モデルに応じた最大 20 年分の過去データ

Yield Book API とアドインを用いた、統合化されたワークフロー プロセス
Yield Book の機能の中核的要素は独自のオープン アーキテクチャであり、ユーザーはカスタムの入出力を指定して分
析を完全にカスタマイズ可能です。Yield Book API または Microsoft Excel® 用アドインを使用して、インタラクティブな
操作で ESG 指標にアクセスし、ポートフォリオ分析やレポートを柔軟に定義・出力できます。

Yield Book ESG アナリティクスサステナブル ファイナンス
	– Beyond	Ratings

Beyond Ratings は、債券に ESG 要素を組み込むこ
とで従来のクレジット分析を補完するスマート デー
タや分析を提供するプロバイダーであり、極めて高い
評価を獲得しています。

	– FTSE	Russell	ESG	指数
FTSE ESG 指数は、インデックス レベルで ESG  
パフォーマンス向上の利点を付加しながら、	
原資産ユニバースと同様のリスク/リターン	
特性を提供しています。  

	– FTSE	Russell	ESG	レーティング
47 の先進国および新興国市場における 7,200 銘柄
を対象に、ESG のリスクとパフォーマンスを測定して
います。

	– Green	Revenues	2.0	データ	モデル
FTSE Russell は、集計後および個々の活動がグリー
ン経済の拡大にどの程度貢献しているかをありのま
まに測定・モニタリングするために、構成、測定手法、
およびプロセスを構築しています。

	– リフィニティブ	ESG	データ
業界屈指の包括的な ESG データベースであり、世界
の時価総額の 80% 以上、630 種類以上の ESG 指
標をカバーした、2002 年以降のデータを収録して
います。

	– リフィニティブ	ESG	指数
リフィニティブの環境、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	MarketPsych	ESG		
分析

252 の国・地域、30,000 社以上をカバーする AI を
活用した ESG フィード。その情報源は、数千のデータ
ソースに加えて、数千万名に及ぶ執筆者のニュースや
ソーシャル メディア記事からなり、1998 年以降の各
時点においてデータを取得しています。

 – Yield Book ESG 分析
Beyond Ratings の市場をリードするソブリン債の気
候および ESG データと、リフィニティブの社債の ESG 
スコアや指標を統合した、債券ユニバースにおける 
ESG の影響を評価するための統合分析ソリューショ
ンです。 
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