
January, 2015

Credit View – Structured Finance - Japan



2ムーディーズの個別債務者クレジット管理ツールのご紹介

2

ムーディーズ・アナリティックスは、ムーディーズ・ブランドに対し、
信用格付を超えたさらなる付加価値を提供しています。

信用格付に関する意見や分析、信用リスクの計量・管理ツールの

世界的なリーディング・プロバイダ

約100年の歴史を持つ、信用
格付に関する意見および関連

情報の独立プロバイダ

金融リスク管理のためのリサーチ、
データ、ソフトウェアおよびそれらに関
連した専門サービスのプロバイダ

クレジット・リサーチ
およびリスク計量

ストラクチャード分析
および評価

エンタープライズリスク・
ソリューション

アウトソーシング・
ソリューション

トレーニングおよび
資格認定

経済分析および
コンシューマー・ク

レジット分析

5つの専門分野
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日本語サイトの概要1
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Credit View–Structured Financeのサービス内容

格付情報

Rating List 格付一覧

Rating History 格付ヒストリー

各種リサーチ

Rating Action / Announcement 格付アクション等の概要のみ

New Issue Report 案件分析レポート（ポストセール）

Pre-Sale Report 案件分析レポート（プリセール）

Special Comment 業界分析上の視点など

Industry / Sector Research セクターアウトルックなど

Rating Methodology 格付手法

Structured Finance Quick Check 業界関連データを提供（週次）

CLO Interest CLO関連のニュースレター（月次）

Structured Credit Perspectives CLO以外のStructured Credit 関連のニュースレター（四半期毎）

ABS Spotlight ABS関連のニュースレター（四半期毎）

Monthly Structured Rating Transitions (MUST) 格付遷移行列（月次）

その他

ポートフォリオ作成 頻繁にご覧になる銘柄をポートフォリオに登録

メールアラート メールでのお知らせ機能

アナリスト優先アクセス 格付アナリストとのコミュニケーション

イベント 弊社イベントへのご招待

顧客サポート クライアントデスクによるサポート（電話・メール）
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グローバルサイトから日本語サイトへアクセス

https://www.moodys.com/ にアクセスし、画面右下Regional Sites（国別ウェブサイト）
のプルダウンの中からJapanを選択
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ログイン情報を忘れた場合

既にグローバルサイトのユーザーネーム・パスワードをお持ちの方は、同じログイン情報をご利用下さい。
ログイン情報がご不明な場合には、ウェブサイト上にて、再取得することが可能です。

こちらをクリック

ユーザー名を入力し送信

Email を入力し送信

ご登録先のEmailへパスワード
再設定の案内が届きます。
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パスワード再設定のメール詳細

任意のパスワードを設定し
Submitで確定。

リンクをクリックしパス
ワードの再設定画面へ移動

clientservices@moodys.com より
メールが届きます。
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優先言語の設定

メール・アラートとの関係

優先言語を日本語に設定した場合、日本
語のレポートがリリースされると、ご登録
先のＥｍａｉｌに通知が入ります。

※弊社アナリストはレポートを英語で作成
するため、優先言語に関わらず、英語版
がリリースされた場合、通知が入ります。

※本設定が他の言語に設定している場合、
日本版がリリースされても、通知が届きま
せん。

優先言語を日本語に設定

日本語版のレポートがある場合、

レポート検索結果一覧には、日本語レポート
がトップに表示されます。他言語のレポートは
より 取得できます。

ウェブサイトトップページ右上
「ユーザー・プロフィール」

より優先言語設定ができます。
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ご契約内容によりインターフェース上のレポート表示が異
なります

優先言語を「日本語」に設定した場合、
ご契約内容により、見え方が異なります。
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トップページ

企業名、ティッカー、銘柄Identifier から
発行体・債券情報へアクセス

お客様自身の
ポートフォリオ作成

Ｅメールアラート設定

登録ユーザー向け詳細
コンテンツへのリンク

全レポート種類の表示タブ イベント情報

格付に関する基本情報タブ
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銘柄のトップ画面

表示した銘柄をポートフォリオ
に追加できます。

担当アナリスト
コンタクト情報

本銘柄が適用する
格付手法レポート

各セクター別
関連レポート

本銘柄に関する
直近のレポート

業界に関する
直近のレポート

本銘柄が属す業界
ページへアクセス
できます。

個別銘柄に関する様々なクレジット関連情報
を集約して表示する機能です。
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銘柄に関するレポートを種類別に検索

レポート種別に分けて検索できます。

銘柄、業界、パフォーマンス・オーバービュー、
格付手法の各レポート閲覧が可能です。

レポート横のアイコン をクリック
すると、他の言語に翻訳された
レポートを取得することができます。

発行体に関する様々なレポートを検索するこ
とが容易になりました。

日本語・英語の全コンテンツを同一画面上で表示

注） 日本語のレポート
は、約３年分まで遡って、
ご取得いただけます。
それ以前の和訳版をお
探しの際は、リクエスト
ベースで承っております。
該当レポートの和訳版
が存在する際には、別
途ご提供して参ります。
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格付情報の閲覧

リアルタイムの格付及び、
格付推移をExcel へ落とせます。

トランシェ毎の格付情報を確認できます。

発行体の格付情報を一括表示し、必要な
情報を容易に入手することができます。

格付推移をチャートで確認できます。

格付アクションの履歴を確認できます。

ディールベースでポートフォリオへ
追加できます。
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ムーディーズ主催イベント情報の入手

過去のイベントの内容を確認できます。

今後のイベントを確認し参加登録を
することができます。

セミナー

コンファレンスやブリーフィ
ングを通じ、最新ニュースや
リサーチ概略をご説明いたし
ます。

テレコンファレンス

電話会議を通じて、最新
ニュースやリサーチ概略をご
説明いたします。

ウェブキャスト

インターネット経由にて、最
新ニュースやリサーチ概略を
ご説明いたします。

国内外のイベント情報を実施前、実施済み
のものを含めて、容易に検索できます。

「ニュース・イベント」
タブより「イベント」
ページへ移動
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各種レポートのご紹介2
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ストラクチャード関連商品の格付遷移レポートのご取得

レポートと格付情報タブより、
「スペシャル・レポート類」または
「デフォルトと格付の分析」を選択。

デフォルトスタディレポート
の多くは、英語版となります。

レポートタイプや業種で絞込み
した検索結果を表示できます。

デフォルト率、回収率、格
付遷移に関する様々なレ
ポートを一覧で表示します
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Structured Finance Quick Check
グローバルサイト上のストラクチャード・ファイ
ナンス業界ページ内 [RELATED INFORMATION] 
よりご取得いただけます。

各アセットクラスごとに５種類のレポートが
あり、アセットクラス毎の情報を集約。
週次ベースで更新。エクセルファイルで提供
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関連ニュースレターの取得

CLO Interest
CLO 関連のニュースやデータ
をまとめ、月次ベースで更新。

Structured Credit Perspectives（CLO以外）

CLO 以外のStructured Credit 関連ニュースや
データをまとめ四半期ごとに更新。

Collateralized Synthetic Obligations、各種CDO、
Derivative Product Companiesなどが対象。

ABS Spotlight
ABS関連のニュースやデータ
をまとめ四半期ごとに更新

ResiLandscape
RMBS関連のニュースや
データをまとめ月次で更新 をご提供致します。

週次、月次、四半期毎に
裏付資産、地域別のスト
ラクチャード・ファイナ
ンスに関連したニュース
レターをご提供致します。
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ポートフォリオ作成＆アラート設定3
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マイポートフォリオ／銘柄登録機能
モニターしたい銘柄をポートフォリ
オとして登録・保存する機能です。
本機能は英語表記となります。

モニターしたい銘柄をポートフォリ
オとして登録できます。銘柄名や
Identifierの入力、ExcelやCSVによ
るアップロードが可能です。

マイポートフォリオに登録された銘柄が表示されます。銘柄名
をクリックすると、各銘柄の詳細情報ページを表示します。

ポートフォリオの格付分布、各銘柄
のリサーチ、格付アクションなどを
表示します。

ポートフォリオの各銘柄の
マーケット・インプライド格
付情報を表示します。

作成したポートフォリオを
部内のユーザーと共有できます。

ポートフォリオ内の銘柄に対するレ
ポートのリリースに対し、アラート
設定ができます。
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発行体・銘柄の登録方法（個別毎）

発行体名やIdentifiersを入力すると、
Step2 に候補の銘柄が表示されます。

発行体 / 債券毎か選択

左記より対象の銘柄を選択すると
Step 3 に反映します。
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発行体・銘柄の登録方法（一括登録）

1. Browseをクリックし
任意で作成したIdentifier Listを選択

2. Uploadをクリックすると
該当の銘柄が表示

3. Portfolioとして登録
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作成したマイポートフォリオの編集

アラート設定

シェア

エクスポート

コピー削除

Remove Namesよりポートフォリオ内の

銘柄の削除・追加ができます。
編集
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ポートフォリオ機能を使った債券別の格付一覧の表示

登録した銘柄に対する格付ヒストリー、レポートの
有無を瞬時にご確認いただけます。

エクスポート

Portfolio details を
表示します。

債券レベルのポートフォリオを
作成し指定します。

Standard Views: リアルタイムの格付情報を取得できます。
Rating Activities View: 過去に遡って格付情報を取得できます。
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Ｅメール・アラート機能

より詳細に、カスタムアラートを設定す
ることができます。

レポート種類ごとにＥメール・アラートを
設定することができます。 カスタムアラートでは関心のあるトピッ

クを具体的に選ぶことができます。

必要な情報が公表されたタイミングでEメール
による連絡を受けられる機能です。
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Ｅメール・アラート機能【ポートフォリオ・アラート】

該当のポートフォリオを選択

格付アクションレポートのみ
or  全てのレポート
or  一時的に設定を解除

アラートタイミングの設定

各Implied Ratingとの
ノッチ差、格付変化で
アラート設定が可能

あらかじめ設定したポートフォリオに
アラートをかけることができます。
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Ｅメール・アラート機能【カスタム・アラート】

特定の条件に対し、アラート設定
が可能です。

任意の名前を設定

新規アラート作成

作成したアラートの頻度を選択

アラート頻度を
日次・週次を選択
した場合、時間と

曜日をご選択いただ
けます。



moodysanalytics.com

弊社リサーチサービスについては詳しい内容をお知りになりたい方は、弊社の営
業担当者あるいは下記クライアント・デスクまでお問い合わせ下さい。

東京クライアント・デスク：03-5408-4100

Email：clientservices.japan@moodys.com
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