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                                   令和 3 年 8 月 24 日 

杉江副会長専務理事の IIFA（国際投資信託協会）ESG Working Committee 

における共同議長就任について 

                              一般社団法人  投資信託協会 

 

2021年8月19日、IIFAi（国際投資信託協会）の理事会により、ESG Working Committee 

（ESG WC）の共同議長iiに、本会の杉江潤 副会長専務理事が就任することが承認され

ました。 

杉江 副会長専務理事は、IIFA 副議長（任期2020.10～2022.10）として、ESG が資

産運用業界における喫緊かつ最重要課題であることから、ESG WCの創設をIIFA理事会

に提案し、同理事会の承認の下、IIFAは同WCの創設を決定しました。その後、行われ

た議長選挙において、共同議長に選出されたものです。 

 

なお、IIFA理事会において決定されたESG WCの委任事項は下記の通りです。 

 

ESG Working Committee: The ESG Working Committee shall discuss and share information 
and best practices on ESG issues, such as (a) disclosure of ESG matters by issuers; (b) 
developments in the fund disclosure of ESG information; and (c) categorizing ESG funds in 
International Data Exchange. 
 

仮訳 

ESG委員会は、ESGに係る課題に関する情報共有やベストプラクティスのシェアを目

的として、①発行者によるESG 開示、②ESG関連情報のファンド開示、③IIFAの世

界統計におけるESGファンドの取扱い等について議論します。 

 

 今後、杉江 副会長専務理事は、同WCの共同議長として、上記のESGに関する論

点・課題について世界の資産運用業界関係者間の議論を進めていくこととしています。 

 

 

本 件 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先  

一 般 社 団 法 人  投 資 信 託 協 会  

企 画 政 策 部  国 際 企 画 室 

電 話 番 号 ： 0 3 － 5 6 1 4－ 8 4 0 8 

email: jita-kokusai@toushin.or.jp   
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i ABOUT IIFA 

The IIFA is a global organization whose members are national and regional associations 
representing the investment funds (mutual funds) industry. In addition, certain IIFA 
members represent the broader fund ecosystem, such as distributors and asset 
managers. The current membership comprises 37 national associations and 2 regional 
associations which, collectively, have funds under management of US$63.06 trillion, as 
of December 2020. The secretariat of the IIFA is located within the Canadian association, 
The Investment Funds Institute of Canada (IFIC), which is based in Toronto. 
The IIFA serves as a forum to bring market participants together, where appropriate, to 
discuss issues of common concern. A Board of Directors, led by a Chair and Vice Chair, 
directs the activities of the IIFA. 
One of the primary purposes of the IIFA is to enhance collaboration among members 
and to serve as a forum for exchanging information and sharing best practices, as 
appropriate, related to the investment fund industry. IIFA also serves as a 
communication platform for the global investment funds industry. To achieve these 
objectives, the IIFA works through various established committees. 
 
 

仮訳 

IIFAは、投資信託業界を代表する国内および地域団体をメンバーとするグロー

バル組織です。さらに、一部のIIFAメンバーは、ディストリビューターや資産

運用会社など、より広範なファンドエコシステムを代表しています。現在の会

員は世界37の国を代表する協会と2つの地域団体で構成され、2020年末時点で

63.06兆米ドルの資金を運用しています。IIFAの事務局は、カナダの協会（カナ

ダ投資信託研究所(IFIC)）内にあり、トロントに拠点を置いています。IIFAは

、市場参加者を必要に応じて集め、共通の懸念事項について議論するためのフ

ォーラムとして機能します。議長・副議長が率いる理事会が、IIFAの活動を指

揮します。 

IIFAの主な目的の1つは、メンバー間のコラボレーションを強化し、投資信託

業界に関連する情報交換とベストプラクティスの共有のためのフォーラムとし

て機能することです。IIFAは、グローバルな投資信託業界のコミュニケーショ

ンプラットフォームとしても機能します。これらの目的を達成するべく、IIFA

は様々な設置委員会における検討を通じて機能します。 

 

ii Ms. Sally Wong, CEO, Hong Kong Investment Funds Association との共同議長と

なります。 
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