
バーゼル銀行監督委員会
議長：Ingves（スウェーデン中銀）

監督・基準実施部会（SIG）

オペレーショナル・リスク
（WGOR）

政策企画部会（PDG）

トレーディング勘定（TBG）

流動性（WGL）

資本水準モニタリング（CMG）

リスク計測（RMG）

バーゼル銀行監督委員会機構図 2013年6月現在

監査（ASG）

資本（WGC）

外為決済リスク（FXSRG）

マネロン・テロ資金供与対
策（AML-CFT）

レバレッジ比率（PDG LR）

外部格付・証券化（R/SWS）

監督カレッジ（WGSC）

定量的影響度調査（QISWG）

大口エクスポージャー（LEG）

銀行勘定小部会
（SIGBB）

トレーディング勘定小部会
（SIGTB）

SIB監督（WGSS）

ピラー2（WGP2）

会計専門家部会（AEG）

資本政策（CPWS）

開示（WGD）

マクロ健全性監督部会
（MPG）
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 IOSCO 組織図  
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品

事務局 

2013 年６月現在

代表理事会 (IOSCO Board) 

総会 

アジア・太平洋地域委員会 

欧州地域委員会 

米州地域委員会 

アフリカ・中東地域委員会 

非規制金融市場・商品 TF 

非規制金融事業体 TF 

店頭ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ規制 TF 

金融指標に関する TF  

新興市場委員会 

自主規制機関諮問委員会 

監査委員会 

アセスメント委員会 

第１委員会【会計・監査・開示】

第２委員会【流通市場】 

第３委員会【市場仲介者】 

第４委員会【法務執行・情報交換】

第５委員会【投資管理】 

第６委員会【格付会社】 

第７委員会【商品先物】 

第８委員会【金融教育・投資家保護】

CPSS-IOSCO  その他の TF 

エマージング･リスク委員会 

BCBS-IOSCO 
マージン規制作業部会 

クロスボーダーTF  
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Budget Committee 
予算委員会 

IAIS 組織図 2013 年６月現在 

Financial Stability Committee
金融安定委員会 

Audit Committee
監査委員会 

Executive Committee 
執行委員会 

Macroprudential Policy and 
Surveillance Subcommittee 

マクロ健全性政策・監視小委員会

Financial Stability Policy Specialists 
Subcommittee 

スペシャリスト小委員会 

Supervisory Forum
上級監督者フォーラム 

Governance and Compliance 
Subcommittee 

ガバナンス・コンプライアンス小委員会 

Technical Committee 
専門委員会

Insurance Groups and Cross-Sectoral 
Issues Subcommittee 
保険グループ小委員会 

Accounting & Auditing Issues 
Subcommittee 

会計・監査小委員会 

Implementation Committee 
実施委員会 

Education Subcommittee 
教育小委員会 

Standards Observance Subcommittee 
基準遵守小委員会 

Supervisory Cooperation Subcommittee 
監督協力小委員会 

Financial Stability Data Analysts 
Subcommittee 

データアナリスト小委員会 
Financial Inclusion Subcommittee 

金融包括小委員会 

Reinsurance and other forms of Risk 
Transfer Subcommittee

再保険およびその他リスク移転小委員会

Market Conduct Subcommittee 
マーケット・コンダクト小委員会 

Pension Coordination Group 
年金調整グループ 

Solvency & Actuarial Issues Subcommittee
ソルベンシー小委員会 
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経済連携協定（ＥＰＡ）締結・交渉状況 

締結済 

シンガポール

・2001 年 1月交渉開始 

・2002 年 1月署名 

・2002 年 11 月発効 

・2006 年 6月再交渉開始 

・2007 年 9月発効 

メキシコ
・2002 年 11 月交渉開始 

・2004 年 9月署名 

・2005 年 4月発効 

マレーシア
・2004 年 1月交渉開始 

・2005 年 12 月署名 

・2006 年 7月発効 

フィリピン 

・2004 年 2月交渉開始 

・2004 年 11 月大筋合意 

・2006 年 9月署名 

・2008 年 12 月発効 

タイ 

・2004 年 2月交渉開始 

・2005 年 2月大筋合意 

・2007 年 4月署名 

・2007 年 11 月発効 

チリ

・2006 年 2月交渉開始 

・2006 年 9月大筋合意 

・2007 年 3月署名 

・2007 年 9月発効 

ブルネイ 

・2006 年 6月交渉開始 

・2006 年 12 月大筋合意 

・2007 年 6月署名 

・2008 年 7月発効 

インドネシア 

・2005 年 7月交渉開始 

・2006 年 11 月大筋合意 

・2007 年 8月署名 

・2008 年 7月発効 

ASEAN 包括 

・2005 年 4月交渉開始 

・2007 年 8月大筋合意 

・2008 年 4月署名 

・2008 年 12 月発効 

ベトナム 

・2007 年 1月交渉開始 

・2008 年 9月大筋合意 

・2008 年 12 月署名 

・2009 年 10 月発効 

スイス 

・2007 年 5月交渉開始 

・2008 年 9月大筋合意 

・2009 年 2月署名 

・2009 年 9月発効 

インド 

・2007 年１月交渉開始 

･2010 年 9月大筋合意 

･2011 年 2月署名 

・2011 年 8月発効 

資料 23－４－１ 2013 年 6 月現在
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締結済 ペルー

・2009 年 5月交渉開始 

･2010 年 11 月大筋合意 

･2011 年 5月署名 

・2012 年 3月発効 

交渉中断 
韓国 

・2003 年 12 月交渉開始 

・2004 年 11 月以降交渉中断 

湾岸協力理事会（ＧＣＣ） 
・2006 年 9月交渉開始 

・2009 年 3月以降交渉中断 

交渉中 

ＡＳＥＡＮ ・2005 年 4月交渉開始 

オーストラリア ・2007 年 4月交渉開始 

モンゴル ・2012 年 6月交渉開始 

コロンビア ・2012 年 7月交渉開始 

カナダ ・2012 年 11 月交渉開始 

中国・韓国（日中韓ＥＰＡ） ・2013 年 3月交渉開始 

ＥＵ ・2013 年 4月交渉開始 

ＲＣＥＰ ・2013 年 5月に交渉開始 
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