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− Beyond Ratings（ビヨンド・レーティングス）は、債券投資家向け環境・社

会・ガバナンス（ESG）関連のデータ提供で定評のあるプロバイダー 

− 今回の買収で、LSEG の情報サービス部門が提供する既存 ESG インデックス、

データ・ソリューション、アナリティクスが強化される 

− 旗艦インデックスの FTSE World Government Bond Index（WGBI）およ

びイールドブックの債券分析機能が強化される 

− 今回の買収により、LSEG はサステナブル・ファイナンスおよびサステナブル

投資に関する顧客サポートの強化や機能の向上が可能に 

 

ロンドン証券取引所グループ（LSEG）は本日、FTSE Russell を中心とする情報サービス部門への継続

的な投資の一環として Beyond Ratings(ビヨンド・レーティングス)を買収したと発表しました。

Beyond Ratings は、債券投資家向けに環境・社会・ガバナンス（ESG）関連のデータを提供するプロ

バイダーとして高い評価を得ています。今回の買収資金については、既存のファシリティを利用して手

当てを行っています。買収条件は公開していません。 

 

Beyond Ratings の買収により、FTSE Russell の既存 ESG インデックス、データ関連プロダクトのほか、

イールドブックを通じて提供される分析ツールについても大きく強化されることになります。LSEG の

情報サービス事業は、革新的なリサーチに基づいてサステナビリティや ESG の要素を株式や債券投資戦

略に組み入れたいという、資産保有者の間で急速に高まるニーズに継続的に対応しています。今回の買

収により、LSEG の情報サービス事業は、マルチアセット・データおよび分析に関する能力を強化する

とともに、Beyond Ratings の既存データセットの世界的な商品化をさらに進めてまいります。また、

FTSE Russell は Beyond Ratings のサステナビリティ・データ、スマート・リスク・モデル、そして

ESG リサーチに関する専門知識を利用して、マルチアセット・インデックス・ソリューションのさらな

る深化を目指します。 

 

Beyond Ratings の一連の分析ツールは高い評価を得ており、お客様はクレジット・リスク分析に ESG

基準を体系的かつ透明性の高い方法で組み込むことが可能になります。同社は 2014 年にフランスのパ

リで設立され、金融セクターのサステナブルな経済への移行を支援する革新的なサービスを提供してい
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ます。同社は社内専門知識、高度な定量分析、リスク・スコアリングをコアスキルとして、175 カ国、

10,000 社を超える企業に対して標準的なリサーチとカスタマイズされたサービスを提供しています。 

 

Waqas Samad（Group Director of Information Services, LSEG）は以下のように述べていま

す： 

「Beyond Ratings の買収により、LSEG はサステナブル・ファイナンス投資に関して、リサーチに基づ

いたマルチアセット・ソリューションをグローバルな顧客基盤に提供する能力を一段と高めることが可

能になります。Beyond Ratings は強力な ESG 専門家チームが開発した定評のある ESG データ・モデ

ルを多数保有しています。Beyond Ratings のチームと協力して、今後数カ月内にお客様に刺激的で差

別化されたソリューションを提供できるものと大いに楽しみにしています」 

 

Rodolphe Bocquet（CEO and co-founder of Beyond Ratings）は以下のように述べています： 

「Beyond Ratings は、ロンドン証券取引所グループと、傘下の情報サービス部門に加わることができ、

大変嬉しく思っています。ロンドン証券取引所グループと協力して当社 ESG データ、リサーチ、モデリ

ング能力を最大限に活用することにより、サステナブル・ファイナンスにおいて新たなソリューション

を世界的に提供できることを楽しみにしています。私たちは従来より、お客様の要望や市場のトレンド

に対応すべく、潜在的なソリューションやプロダクトを求めて協力してきており、今後は当社の強力な

ESG 基盤をベースに価値の高い各種運用ツールを提供していくことになります」 

 

 

- 以上- 
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Notes to editors: 
 
About London Stock Exchange Group: 
 
London Stock Exchange Group (LSEG) is a global financial markets infrastructure business. Its 
diversified global business focuses on Information Services, Risk and Balance Sheet Management and 
Capital Formation. The Group supports global financial stability and sustainable economic growth by 
enabling businesses and economies to fund innovation, manage risk and create jobs. The Group can 
trace its history back to 1698. 
 
In Capital Markets, the Group operates a broad range of international equity, ETF, bond and derivatives 
markets, including London Stock Exchange; Borsa Italiana; MTS (a European fixed income market); and 
Turquoise (a pan-European equities MTF). Through its platforms, LSEG offers market participants, 
unrivalled access to Europe’s capital markets.  
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In Information Services, through FTSE Russell, the Group is a global leader in financial indexing, 
benchmarking and analytic services with over $16 trillion benchmarked to its indexes. The Group also 
provides customers with an extensive range of data services, research and analytics through The Yield 
Book, Mergent, SEDOL, UnaVista, XTF and RNS. 
 
Post trade and risk management services are a significant part of the Group’s business operations. In 
addition to majority ownership of LCH, a multi-asset global CCP operator, LSEG owns CC&G, the Italian 
clearing house and Monte Titoli, a leading European custody and settlement business.  
 
LSEG Technology develops and operates high performance technology solutions, including trading, 
market surveillance and post trade systems for over 40 organisations and exchanges, including the 
Group’s own markets.  
 
Headquartered in the United Kingdom, with significant operations in North America, Italy, France and Sri 
Lanka, the Group employs approximately 4,500 people. 
 
Further information on London Stock Exchange Group can be found at www.lseg.com. The Group’s ticker 
symbol is LSE.L 

http://www.lseg.com/

