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− 地域やリスク・エクスポージャーの選択を問わず、クロスアセット市場のパフォー

マンスを幅広く測定 

− 米国、欧州、中国を含む世界・地域の主要資産クラスのほか、新興国市場の主要資

産クラスをも網羅した広範なインデックスで構成 

− 業界をリードする FTSE Russell の株式および債券のグローバル・ベンチマーク・

ファミリーを活用 

− 本シリーズは複数資産クラスの投資家向けに設計され全面的にカスタマイズが可能

で、FTSE Russell の透明性の高いインデックス・ガバナンスの枠組みで管理され

る 

 

マルチアセット・インデックス、データおよび分析の世界的なリーディング・プロバイダーであるFTSE 

Russellは、本日付けでFTSE Multi-Asset Composite Index Seriesの導入を開始しました。この新たなシリー

ズは、地域やリスク・エクスポージャーの選択を問わず、クロスアセット市場のパフォーマンスを幅広く測定

する設計になっています。このシリーズは、業界をリードするFTSE Russellの株式および債券のグローバル・

ベンチマーク・ファミリーを活用したものであり、米国、欧州、中国なお、世界・地域の主要資産クラスのほ

か、新興国市場の主要資産クラスをも網羅した広範なインデックスで構成されています。 

 

この新たなインデックス・シリーズは、投資した複数資産クラスのパフォーマンスを一貫した正確な方法で測

定することを求めるお客様の要望に応えるために開発されたものです。新シリーズは、FTSE Russellの透明性

の高いグローバル・インデックス・ガバナンスの枠組みで管理され、ニーズに応じて全面的なカスタマイズも

可能です。市場参加者は自らの戦略にあわせて株式と債券への配分を選択（80/20、60/40、50/50、30/70

など）することが可能で、資産クラス、組み入れ比率、通貨、国、セクター、ヘッジなど、様々な方法でさら

にカスタマイズすることができます。 

 

FTSE Russel の Scott Harman（Global Product Management の Managing Director）は以下のよう

に述べています： 

「これは FTSE Russell がグローバル・マルチアセット関連プロダクトの拡大を図るうえで、一つの重要なス

テップとなるものであり、最近行われた債券の新しい国分類の枠組み導入および FTSE Market Based 

Allocation Index Series の開始に続くものです。お客様のニーズに対応するため、株式や債券について当社独
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自の新たな手法で幅広い当社インデックス能力を活用できることは誠に喜ばしいことです。この新たなインデ

ックス・シリーズは運用業界におけるギャップを埋めるとともに、リスク許容度の定義やアセット・アロケー

ション投資戦略のベンチマークとしての新たな業界標準を確立することになります」 

 

FTSE Multi-Asset Composite Index Seriesの詳細な情報については、FTSE Russelのウェブサイトでご覧に

なれます。 
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Notes to editors: 
 
About FTSE Russell: 
 
FTSE Russell is a leading global index provider creating and managing a wide range of indexes, data and analytic solutions 
to meet client needs across asset classes, style and strategies. Covering 98% of the investable market, FTSE Russell 
indexes offer a true picture of global markets, combined with the specialist knowledge gained from developing local 
benchmarks around the world. 
 
FTSE Russell index expertise and products are used extensively by institutional and retail investors globally. Approximately 
$16 trillion is currently benchmarked to FTSE Russell indexes. For over 30 years, leading asset owners, asset managers, 
ETF providers and investment banks have chosen FTSE Russell indexes to benchmark their investment performance and 
create investment funds, ETFs, structured products and index-based derivatives. FTSE Russell indexes also provide clients 
with tools for asset allocation, investment strategy analysis and risk management.  
 
A core set of universal principles guides FTSE Russell index design and management: a transparent rules-based 
methodology is informed by independent committees of leading market participants. FTSE Russell is focused on index 
innovation and customer partnership applying the highest industry standards and embracing the IOSCO Principles. FTSE 
Russell is wholly owned by London Stock Exchange Group.  
 
For more information, visit www.ftserussell.com 
 
 © 2019 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”) and (7) The Yield Book Inc. (“YB”). All rights reserved.  
 
FTSE Russell® is a trading name of FTSE, Russell, FTSE Canada, MTS Next Limited, Mergent, FTSE FI and YB. “FTSE®”, “Russell®”, 
“FTSE Russell®”, “MTS®”, “FTSE4Good®”, “ICB®”, “Mergent®” , “WorldBIG®”, “USBIG®”, “EuroBIG®”, “AusBIG®”, “The Yield Book®”, 
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 or YB. FTSE International Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct 
Authority as a benchmark administrator. 

https://www.ftserussell.com/products/indices/multi-asset-composite
mailto:newsroom@lseg.com
http://www.ftserussell.com/

