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− 資産運用業界における 25年超の経験を有する森敦仁氏の就任により、

FTSE Russellのアジア・パシフィック地域 サステナブル投資部門を一段と 

強化 

− FTSE Russellは、サステナブル金融および投資分野における顧客支援で 

20年超の実績 
 

インデックス、データおよびアナリティクスの世界的なプロバイダーである FTSE Russellは、9月 6日付で森敦仁（もり あ

つひと）氏を、サステナブル投資部門の日本代表に任命したことを本日発表しました。森氏は FTSE Russell のサステナ

ブル投資インデックスおよびデータ部門の日本における責任者となります。森氏は同時に広汎な商品およびデータに関

して、顧客の投資決定を支援します。森氏はまた、FTSE Russell のグローバル・リサーチおよび、リーダーシップ部門と

共同で、FTSE Russell が提供する日本向けサステナブル投資商品の拡張を指揮します。  

 

FTSE Russell 入社以前、森氏はオリックス銀行の資産運用営業部長を務め、日本の個人投資家向けネット販売、およ

び機関投資家向けに、ESGを活用したファンド販売業務を推進してきました。またそれ以前には、ESGを統合した商品を

中心に、ROBECO（ロベコ）が日本向けに提供する資産運用事業を構築しました。森氏は 1995年にヘッジファンドのマネ

ジメント業務を開始し、日本の年金基金向け等に CTA ファンドを運用しました。アジア・パシフィック地域サステナブル投

資部門代表のヘレナ・ファング氏が、森氏の直属の上司となります。 
 

FTSE Russell アジア・パシフィック地域サステナブル投資部門代表 ヘレナ・ファング氏： 

「成長中のアジア・パシフィック地域サステナブル投資部門に森氏が加わることを歓迎します。日本の資産運用業界に

関する森氏の深い知識は、同国において当社が、気候およびより広範囲の ESG インデックスおよびデータ商品を拡張

する中で、きわめて貴重なものとなります。日本は FTSE Russell にとって主要市場の一つです。先進的な資本市場と大

規模で影響力がある資産保有者を擁する日本は、世界が低炭素経済に移行する際、重要な役割を果たします。」 
 

FTSE Russell サステナブル投資部門の日本代表に就任した森敦仁氏： 

「FTSE Russell に加わることを喜ばしく思います。FTSE Russellは、とくに気候をテーマとするサステナブル投資インデッ

クスおよびデータの提供において、強力な資産と深い能力を有し、日本におけるプレゼンスを拡大中です。ロンドン証券

取引所グループ（LSEG）の持つ、より広汎な能力と世界中の拠点が活用できる主導的なグローバル・インデックス・プロ

バイダーに参加することは、またとない機会です。世界中の投資家、そして同僚と協働して、日に日にダイナミックさを増

す市場で、これらの能力を一段と発展させていきたいと思います。」 

 

FTSE Russell は、サステナブル投資をポートフォリオに組み入れたいという投資家の要請の高まりを受け、その支援の

ための商品およびサービスを、20 年以上にわたり開発してきました。FTSE Russell のサステナブル投資データ・モデル
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は、気候リスクの検討、ESG 格付けの提供、国連の持続可能な開発目標に即した投資の調整、といった複数の手法で

利用可能な広汎な手段を提供します。 

 

– 以上 – 
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FTSE Russel について 

 

FTSE Russell は世界を代表するインデックスのリーダーとして、革新的なベンチマーキング、アナリティクス、データソリ

ューションを世界中の投資家に提供しています。FTSE Russell は数千に及ぶインデックスを算出し、70 ヵ国以上の市場

や資産クラスを測定、 ベンチマーク化し、そのカバー率は世界の投資市場の 98％に及んでいます。 

 

FTSE Russell のインデックスの専門知識とプロダクトは、世界中の機関投資家や個人投資家によって幅広く使用されて

います。現在、約 16兆米ドルの資産が FTSE Russell のインデックスでベンチマークとして利用されています。30年以上

にわたり、主要な資産保有者、資産運用会社、ETFプロバイダー、投資銀行などが、投資パフォーマンスのベンチマー

クとし、投資ファンド、ETF、ストラクチャード商品、インデックス・ベースのデリバティブ商品を組成するために FTSE 

Russell のインデックスを選択しています。 

 

一連の中核となる普遍的原理が、FTSE Russell インデックスの設計と管理の指針となっています。透明性が高くルール

に基づいた手法は、主要市場参加者で構成される独立委員会から得られた情報が裏付けとなっています。 

FTSE Russell は業界最高の水準を掲げてインデックスの作成とガバナンスにあたり、IOSCO原理を遵守します。FTSE 

Russell はまた、より広くより深い情報をお客様に提供すべく、インデックスのイノベーションとお客様とのパートナーシッ

プを重視します。 

 

FTSE Russell は、ロンドン証券取引所グループの完全子会社です。 

 

詳細は www.ftserussell.com/ja をご覧ください。 
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© 2021 London Stock Exchange Group plc and its applicable group undertakings (the “LSE Group”). The LSE Group includes (1) FTSE International Limited (“FTSE”), (2) Frank Russell 
Company (“Russell”), (3) FTSE Global Debt Capital Markets Inc. and FTSE Global Debt Capital Markets Limited (together, “FTSE Canada”), (4) MTSNext Limited (“MTSNext”), (5) 
Mergent, Inc. (“Mergent”), (6) FTSE Fixed Income LLC (“FTSE FI”), (7) The Yield Book Inc (“YB”) and (8) Beyond Ratings S.A.S. (“BR”). All rights reserved.  
 
FTSE Russell® is a trading name of FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB and BR. “FTSE®”, “Russell®”, “FTSE Russell®”, “MTS®”, “FTSE4Good®”, “ICB®”, 
“Mergent®”, “The Yield Book®”, “Beyond Ratings®”  and all other trademarks and service marks used herein (whether registered or unregistered) are trademarks and/or service marks 
owned or licensed by the applicable member of the LSE Group or their respective licensors and are owned, or used under licence, by FTSE, Russell, MTSNext, FTSE Canada, Mergent,  
FTSE FI, YB or BR.  FTSE International Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority as a benchmark administrator. 
 
All information is provided for information purposes only. All information and data contained in this publication is obtained by the LSE Group, from sources believed by it to be accurate and 
reliable. Because of the possibility of human and mechanical error as well as other factors, however, such information and data is provided "as is" without warranty of any kind. No 
member of the LSE Group nor their respective directors, officers, employees, partners or licensors make any claim, prediction, warranty or representation whatsoever, expressly or 
impliedly, either as to the accuracy, timeliness, completeness, merchantability of any information or of results to be obtained from the use of FTSE Russell products, including but not 
limited to indexes, data and analytics, or the fitness or suitability of the FTSE Russell products for any particular purpose to which they might be put. Any representation of historical data 
accessible through FTSE Russell products is provided for information purposes only and is not a reliable indicator of future performance. 
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No responsibility or liability can be accepted by any member of the LSE Group nor their respective directors, officers, employees, partners or licensors for (a) any loss or damage in whole 
or in part caused by, resulting from, or relating to any error (negligent or otherwise) or other circumstance involved in procuring, collecting, compiling, interpreting, analysing, editing, 
transcribing, transmitting, communicating or delivering any such information or data or from use of this document  or links to this document or (b) any direct, indirect, special, consequential 
or incidental damages whatsoever, even if any member of the LSE Group is advised in advance of the possibility of such damages, resulting from the use of, or inability to use, such 
information. No member of the LSE Group nor their respective directors, officers, employees, partners or licensors provide investment advice and nothing contained herein or accessible 
through FTSE Russell products, including statistical data and industry reports, should be taken as constituting financial or investment advice or a financial promotion.  
 
Past performance is no guarantee of future results. Charts and graphs are provided for illustrative purposes only. Index returns shown may not represent the results of the actual trading of 
investable assets. Certain returns shown may reflect back-tested performance. All performance presented prior to the index inception date is back-tested performance. Back-tested 
performance is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect when the index was officially launched. 
However, back-tested data may reflect the application of the index methodology with the benefit of hindsight, and the historic calculations of an index may change from month to month 
based on revisions to the underlying economic data used in the calculation of the index. This document may contain forward-looking assessments. These are based upon a number of 
assumptions concerning future conditions that ultimately may prove to be inaccurate. Such forward-looking assessments are subject to risks and uncertainties and may be affected by 
various factors that may cause actual results to differ materially. No member of the LSE Group nor their licensors assume any duty to and do not undertake to update forward-looking 
assessments. No part of this information may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or 
otherwise, without prior written permission of the applicable member of the LSE Group. Use and distribution of the LSE Group data requires a licence from FTSE, Russell, FTSE Canada, 
MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB, BR and/or their respective licensors. 
 
 
 


