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バーゼル銀行監督委員会機構図
2010年6月現在

バーゼル銀行監督委員会

監督基準実施部会
（SIG）

政策企画部会
（PDG）

会計タスクフォース
（ATF）

内部格付手法検証
（SIGV）

リスク管理・モデル化
（RMMG）

オペレーショナル・
リスク（SIGOR）

リサーチ・タスクフォース
（RTF）

監督基準実施モニ
タリング（SMPTF）
報酬体系（SIGR）
監督カレッジ
（SIGTFC)
第３の柱（P3WS）
：当庁が議長
外部格付・証券化
（R/SWS） ：当庁が議長
補完的指標（SM）
監督上の引当（SPG）

流動性
（WGL）

ハイレベル作業
部会（HLWG）
概念フレーム
ワーク問題（CFIS）

自己資本定義
（DoC）

金融商品会計実務
（FIPS）

コンティンジェント・キャ
ピタル（CCWG）

監査
（ASG）

資本水準モニタリング
（CMG）
トレーディング勘定
（TBG）
クロスボーダー銀行破
綻処理（CBRG）
定量的影響度調査
（QISWG）
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マクロ健全性監督
（MPG）
トップダウン・水準
調整（TCG）
マクロ経済評価
（MAG）
マクロ変数タスク
フォース（MVTF）
コーポレート･ガバ
ナンス（CGTF）
マネロン・テロ
資金供与対策
（AML-CFT）
資本
（ILGC）
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ＩＯＳＣＯ機構図
平成 22 年６月現在

代表委員会
（Presidents Committee）

アジア・太平洋地域委員会

米州地域委員会
事務局
ヨーロッパ地域委員会

アフリカ・中東地域委員会

理事会
（Executive Committee）
戦略的方向性作業部会

原則実施作業部会

専門委員会
（Technical Committee）

新興市場委員会
（Emerging Markets Committee）

コーポレート・カバナンス作業部会

商品先物市場作業部会

ソブリン･ウェルス･ファンド作業部会

空売り作業部会

非規制金融市場・商品作業部会

非規制金融事業体作業部会

監督協力作業部会

第１

第２

第３

第４

第５

第６

常設委員会

常設委員会

常設委員会

常設委員会

常設委員会

常設委員会

流通市場規制

市場仲介者

投資管理

格付会社

会計・監査・開示

法務執行・情報交換
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IAIS 組織図
General Meeting
総会

Secretariat
事務局

Executive Committee
執行委員会

Financial Stability Committee
金融安定化委員会

Technical Committee
専門委員会

Implementation Committee
実施委員会

Common Assessment Framework
Task Force
コムフレーム・タスク・フォース

Budget Committee
予算委員会

Implementation Activities Approval Subcommittee
実施活動承認小委員会

Pension Coordination Group
年金調整グループ

Insurance Laws, Regulations, Practices & Standards
Subcommittee
保険法・規則・慣行・基準小委員会

Accounting Subcommittee
会計小委員会

Regional Coordination Subcommittee
地域調整小委員会

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

Task Force on Information Gathering and Analysis
情報収集・分析タスク・フォース

Governance and Compliance Subcommittee
ガバナンス・コンプライアンス小委員会

Insurance Contracts Subcommittee
保険契約小委員会

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

Reinsurance and other forms of Risk Transfer Subcommittee

再保険およびその他リスク移転等小委員会

Insurance Core Principles Coordination Group
保険基本原則調整グループ

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

シンガポール

メキシコ

マレーシア

フィリピン

タイ

チリ

締結済
ブルネイ

インドネシア

ASEAN 包括

ベトナム

スイス

交渉中断

韓国
692

・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
・2002 年 11 月交渉開始
・2004 年 9 月署名
・2005 年 4 月発効
・2004 年 1 月交渉開始
・2005 年 12 月署名
・2006 年 7 月発効
・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
・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
・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
・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
・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
・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
・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
・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
・2003 年 12 月交渉開始
・2004 年 11 月以降交渉中断
・2008 年 4 月の日韓首脳会談において合

意された、交渉再開に向けた予備協議(日
韓経済連携協定締結交渉再開に向けた検
討及び環境醸成のための実務協議）を開
催し、交渉再開に向けた協議を行ってい
る。

交渉中

湾岸協力理事会（ＧＣＣ）

・2006 年 9 月交渉開始

インド

・2007 年１月交渉開始

オーストラリア

・2007 年 4 月交渉開始

ペルー

・2009 年 5 月交渉開始
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