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【本 日の 目次】
1.新 着情報
◆ 2014 大納 会・2015 大発 会参 加申込み受付中です ！
◆ パブリック ・コ メン トを実施しています

2.市 況情報
◆ 本日の株価 指標 等
◆ 第一部前・ 後場 概況

3.セ ミナー情報
◆ ＋YOU ニッポン応援全 国キ ャラバン開 催予定

4.コ ラム
◆ 証券取引等 監視 委員 会からの寄稿
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目次 4.コラ ムを抜粋してお りま す。
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証 券取 引等監視委員会から の寄 稿

投稿 No.124

海 外の市場監視執行当 局と の連携・協力強化に つい て

証 券取 引等監視委員会事務 局 総務 課長

水口 純

１． はじ めに
証 券取 引等監視委員会では 、拡 大するクロスボーダ ー取 引に対する
監視 を強 め、国際事案への対 応力 を強化する観点から 、近 年、海外の
市場 監視 執行当局との連携・ 協力 強化に力を入れてき てお ります。本
年 1 月に 公表した活動方針（ 公正 な市場の確立に向け て〜 「市場の番
人」 とし ての今後の取組み〜 ）に おいても 、「 市場 のグローバル化に
対応 した 監視力の強化」を重 要項 目として位置づけ、 その 中で、海外

の市 場監 視執行当局との連携 を一 層強化し、グローバ ルな 市場監視に
取り 組ん でいく旨をうたって いま す。
こ うし た連携・協力強化の 取組 みの一環として、本 年 10 月末に 証券
取引 等監 視委員会が主催した 第 2 回アジア太平洋市場 監視 当局者対話
（Asia-Pacific Regulators Dialogue on Market Surveillance、 以
下

ARMS ）、及び 11 月初 旬に開催された IOSCO（証 券監 督者国際機

構） の第 4 委員会（C4）会合 につ いて簡単に紹介させ てい ただきます。

２． ARMS（アジア太平洋市場 監視 当局者対話）につい て
ARMS は、 アジア太平洋地 域の 市場監視執 行当局が 実務 レベルの諸 問
題に つい て意見を交換し、市 場監 視に係る連携強化を 図る ことを目的
とし て、 昨年（2013 年 ）、マレーシ ア証 券委 員会の提唱によ り設 立さ
れた アジ ア太平洋地域の市場 監視 執行当局間のワーキ ング ・グループ
です 。第 1 回会合は、昨年９ 月、 マレーシアにおいて 、マ レーシア証
券委 員会 及び豪証券投資委員 会の 共催により開催され 、豪 、香港、イ
ンド 、マ レーシア、シンガポ ール 、タイ及び日本の７ カ国 の市場監視
執行 当局 が参加しました。
本 年の 第 2 回会合は、10 月 28 日 （火 ）及び 29 日 （水）の２日間の日
程で 、証 券取引等監視委員会 主催 により、東京で開催 され ましたが、
今次 会合 には、前回参加国の 豪、 香港、インド、マレ ーシ ア、シンガ
ポー ル、 タイ、日本（証券取 引等 監視委員会）に加え 、新 たにインド
ネシ アの 市場監視執行当局が 参加 しました。さらに今 回は 、金融庁の
アジ ア金 融連携センター（AFPAC）のプロ グラ ムに 研究員として参加
中で ある モンゴル市場当局の 職員 もオブザーバーとし て参 加しました。

同 会合 においては、クロス ボー ダー事案における協 力、 不公正取引
への 予防 ・対応手段、市場監 視当 局と取引所の役割と いっ た市場監視
に係 る様 々な課題について、 それ ぞれの当局者が、テ ーマ 毎に発表し、
それ に対 する質疑応答や意見 交換 を含め、活発な議論 が行 われました。
さら に、 東京証券取引所を訪 問し 、同取引所及び日本 取引 所自主規制
法人 との 意見交換も行われま した 。

３． IOSCO C4（第 4 委員会） につ いて
本 年 11 月に中 東で 開催 された証券監督者国 際機 構（ International
Organization of Securities Commissions: IOSCO）の 第 4 委員会 （C4、
法執 行及 び情報交換等につい て議 論）の会合には、証 券監 視委から引
き続 き事 務局職員が参加しま した 。現在 C4 で は、 国境をまたいで行わ
れる 、い わゆるクロスボーダ ー取 引を利用した証券犯 罪や 不公正取引
に対 応す るための各国当局間 の情 報交換や法執行面で の協 力のあり方
につ いて 議論を行っておりま すが 、会合の機会に、多 国間 連携のみな

らず 、二 国間での情報交換や 協力 要請等を行うことに より 、海外当局
との 二国 間ベースでの連携強 化も 図っております。

４． むす び
こ れら 海外の市場監視執行 当局 とは、これまでも IOSCO における
MMOU を活用 した情報交換を 含め 、個別の案 件毎に必 要な 連絡をとっ て
相互 に連 携・協力を行ってま いり ましたが、メールや レタ ー等を通じ
ての やり 取りのみでは、海外 当局 のカウンターパート がど のような人
で、 どの ような具体的な考え 方を 持っているのか、と いう ことが必ず
しも よく 分からない場合があ りま す。このような場合 、お 互いの顔を
見て 行う 「対話」によって、 相手 方をよく知ることが でき 、次回は
ファ ース トネームでお互いに メー ルを送れるようにな った りと、これ
まで 以上 に人的側面でも強固 な連 携・協力関係を築く こと ができるよ
うに なり ます。証券取引等監 視委 員会では、引き続き 、こ のような国
際的 な会 議に積極的に参加し 、海 外市場監視執行当局 との 連携・協力
関係 をさ らに密にしていきた いと 考えております。

※文 中、 意見にわたる部分は 、筆 者の個人的見解です 。

■証 券取 引等監視委員会ウェ ブサ イト
http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

■証 券取 引等監視委員会では 、そ の活動状況やウェブ サイ トの更新情
報な どを 配信しています。
http://www.fsa.go.jp/sesc/message/index.htm

