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第 32回 国際証券業協会会議（ICSA）年次総会について 

                        日証協・2019年６月 17～18日 

 

国際証券業協会会議（ICSA：International Council of Securities Association）1の第 32回

年次総会が、去る６月 17～18日にイタリア金融仲介業者協会の主催によりミラノにおいて開催さ

れた。 

 

【会議の概要】 

開催期日 2019年６月 17日（月）～18日（火） 

開催地     イタリア ミラノ 

主催機関 イタリア金融仲介業者協会 

参加者     約 100名 

ICSAメンバー機関及び客員会員・オブザーバー 

（タイ、ニュージーランドの各協会）のほか、 

以下を含むゲストスピーカーが参加。 

・イタリア証券取引委員会 コミッショナー Mr. Carmine Di Noia 

・イタリア経済金融省 財務担当局長 Mr. Alessandro Rivera 

・経済協力開発機構（OECD）金融企業局長 Mr. Greg Medcraft 

・国際スワップデリバティブス協会（ISDA） CEO Mr. Scott D. O’Malia 

・金融庁 国際室課長補佐 泉原智史氏 

 

今回のポイント 

・イタリアでの ICSA 年次総会の開催は 2003 年のローマ以来 2 回目の開催。今回はミラノのイタ

リア証券取引所で開催され、公開セッションには、イタリアの金融関係者を中心に 100 名程度

が参加した。 

・会合は、英国の EU 離脱期限延期（10 月末へ）、5 月の欧州議会選挙を経たタイミングで、日本

が議長国となる G20 大阪サミットを目前に控える中で開催され、G20 の議題にもなっている市

場の分断、高齢化などの課題のほか、欧州の通貨同盟、資本市場同盟、規制改革、ブレグジッ

トの影響、フィンテック、サステナブル・ファイナンスなどをテーマに議論が行われた。 

  

                             
1 国際証券業協会会議（ICSA: International Council of Securities Associations） 

世界の証券市場における取引慣行及び規制の調和を図り、メンバー間の情報交換及び理解を促進し、証券市場

の健全な発展に寄与することを目的に、1988年に本協会の提唱により設立された。以降、年次総会はメンバー

の持ち回りで開催されており、現在のメンバーは 17ヶ国（地域）19団体である。 
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ICSA 年次総会メンバー会合 

 

IOSCO との会合の模様について 

 議長の David Lynch氏及び事務

局長より、IOSCO 年次総会（シ

ドニー）及び IOSCO 事務局との

面談（マドリッド）について報

告が行われた。両機会を通じ

て、IOSCO との間で、市場の分

断、フィンテック、ETF、市場デ

ータのコスト、サステナビリテ

ィなど、現在の IOSCOの主要課

題について意見交換を行った

ほか、ICSAからは、市場データのコストについてのレポートや、新興市場委員会の市場

比較レポートなどを紹介した旨の報告があった。 

 上記報告に対し、メンバーからは、「IOSCO の存在はより一層重要になっており、長期的

に対話を続けていくことが不可欠である」、「欧州での同等性評価の際、IOSCO等の国際基

準に準拠した規制が存在するか否かがイシューになる。国際的な規制の動向を把握する

には、IOSCOや ICSAを通じた情報共有が大変有意義である」、「米国や欧州の規制は海外

にも強い影響を与えるので、ICSAからもこれら法域の規制に対してより積極的に意見表

明すべきである」等の意見が出された。 

 

マーケットデータのコストについて 

表記に関し、以下の指摘、意見表明、提案があった。 

 マーケットデータの取得コスト増については、いくつかの原因が指摘できる。世界中の

多くの取引所が会員組織から株式会社化したため、マーケットデータが取引所にとって

の収益源となったこと、最良執行を求める規制により、証券会社が最良執行を確実に担

保するためには、ある銘柄が上場されている全ての証券取引所からデータを購入しなけ

ればならなくなったこと、取引所の寡占化が進み、取引所側がマーケットデータの価格

決定権を有していること等である。 

 デンマークにおける調査によると、取引所が試算するマーケットデータのコストは、仲

介業者側が試算するコストより低額になっており、提供側・利用側でコスト認識に乖離

があった。 

 欧州のいくつかの当局は、マーケットデータの提供に関し競争を促しマーケットデータ

の価格を適正な水準に抑えようとしている。他方、米国 SEC の調査によると、ここ数年

マーケットデータの価格は約 20%上昇しており、SECは自主規制機関等に対し当該マーケ

ットデータの価格上昇が適正なものかどうかを調査することを要請している。 

 マーケットデータは投資者の投資判断、ファンドの基準価格管理、資本調達等に幅広く

利用されることから、価格の適正化、透明性の向上は公益の観点からも重要である。 
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 現状のマーケットデータでは規制当局がどこにリスクが潜んでいるのか特定できないこ

とや、世界的に標準化されたデータスタンダードが存在しないことから、マーケットデ

ータそのものが市場分断の一要因となっていることも問題である。 

 データの共用については各国の個人情報保護法制が実現を難しくしている側面もある。 

 欧州の MiFID II は多くの OTC 商品を取引所での売買に実質上誘導しており、今後マーケ

ットデータの更なる寡占が進む可能性がある。マーケットデータの寡占は、取引所取引

において不正行為があった場合に市場に深刻な影響を与える恐れがある。 

 マーケットデータの価格や提供の枠組みについて検証・検討するために、ICSA内にデン

マーク証券業協会が主導するワークストリームを設置し、各メンバー機関からの情報提

供を踏まえ、各国の資産運用業界団体、各国・地域当局や IOSCOとも情報交換を行い、1

年後を目途に ICSAから IOSCOに対し解決策の提言を行うことが提案され了承された。 

 

ベンチマーク規制について 

表記について、以下の指摘、意見表明があった。 

 EUのベンチマーク規制は大変複雑であり、既に多くの点で混乱と軋轢を惹き起こしてい

るが、今後域内外の金融機関・市場参加者に更に影響が拡大する可能性がある。 

 2022 年 1 月以降ＥＵ域内でのベンチマークの利用には、ベンチマークの提供元が EU 域

内か域外かに関わらず認証等の手続が必要になるが、特に EU域外のベンチマークについ

て十分対応が進んでいない恐れがある。 

 また、域内の当局間の調整も完了していない。 

 

新興市場委員会による市場比較レポートについて 

 ICSAにおける新興市場を代表するメンバー（インド、韓国、メキシコ、台湾、タイ、ト

ルコ）が、各法域の証券市場について調査を行い、比較分析したレポートを紹介した。 

 同レポートでは、市場規模や株式市場の構造（人口に占める投資家の割合、オンライン

トレードの割合等）、マクロ的指標（インフレ率、家計資産等）、取引市場の構造、取引

時間、取引コスト、税金、資産運用業の状況などに関する調査・比較を行っている。 

 

 

公開セッション（６月 17 日（月）） 

 

Session I: ブレグジットの影響 

Simon Lewis, 欧州金融市場協会（AFME） 

表記につき、在ロンドンの 欧州金融市場協会（AFME）CEOの Simon Lewis 氏から以下の状況

報告があった。 

 延期した離脱期限である 2019 年 10 月末を前にメイ首相が辞任し、強硬離脱シナリオも

現実味を帯びてきている。規制当局も、金融機関も合意なき離脱に備えてコンティンジ

ェンシープランの準備を進めている。 

 合意なき離脱に備えて、EU・英国の政府・関係当局間の協議により、英国の決済・清算
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機関の欧州における同等性が認められ、金融証券取引が中断するリスクは当面回避され

ているが、将来に向けた取引所（Trading Venue）の同等性評価等の課題が残っている。 

 ＥＵ27か国は、リスクに備えて各国で一定の対応を行っているが、完全に整合的な対応

とはなっていない。 

 二回目の国民投票を行うとしても、現状では前回同様 2％以内の僅差になることが予想

され、いずれの結果になったとしても英国内の分断がより深刻になり、一層収拾困難な

状況に陥る恐れがあることから、問題の根本的な解決にはならないと考える。 

 英国のＥＵ離脱に伴う欧州市場の分断により、欧州企業の資金調達の効率性低下が懸念

される。これを軽減するには、資本市場同盟（CMU: Capital Market Union）を通じて、

域内の資本や流動性へのより円滑なアクセスを可能にしておく必要がある。 

 CCP 等に関し行っているような、EU による第三国の規制・機関に関する同等性評価がよ

り一層重要になる。将来の EUと英国との関係についての交渉はまだ実際には始まってい

ないが、現在の同等性評価の枠組みを基礎としたものとなるだろう。 

 

Session II: 欧州における金融監督制度改革（銀行同盟、資本市場同盟） 

Carmine di Noia, イタリア証券取引委員会(Consob) – Commissioner 

欧州における金融監督制度改革について、概要以下の講演が行われた。 

 欧州金融監督管理システムは、金融危機後ドラロジェール報告に基づき設立され、EBA（銀

行）、ESMA（証券）及び EIOPA（保険）の３つの監督当局及び欧州システミックリスク理

事会（ESRB）から構成されている。 

 CCPに対する監督権限は ESMAに付与されているが、2017年に欧州委員会は、ベンチマー

クや市場データ提供業者への監督等、より直接的な監督権限を追加的に付与することを

決定した。 

 欧州の実体経済の成長促進のために、より統合された資本市場が重要な役割を果たすこ

とが期待されており、域内の成長資金の還流のため資本市場同盟を円滑に機能させる必

要がある。 

 今後の欧州における金融監督に関する課題としては、（１）金融政策と銀行監督の分離、

（２）EU規則による直接的かつ横断的な監督の実現、（３）中央銀行の政策、プルデンシ

ャル規制、投資者保護、競争政策を欧州において横断的に実施すること等があげられる。 

 

Session Ⅲ: 金融教育/行動教育 

Nadia Linciano, Head of Economic Research, イタリア証券取引委員会(Consob) 

Magda Bianco, イタリア中央銀行(Bank of Italy)  

イタリアの金融教育所掌機関から、同国の金融教育の状況について、概要以下の説明が行わ

れた。 

 イタリアでは金融教育は、国民が中長期的により良い生活を送るために必要であるとの

認識の下で実施されている。金融教育の効果として、個人にとっては格差を是正し多重

債務に陥るリスクを軽減し、国にとっては社会保障経費を抑制し財政健全化に資するも

のと考えられている。 
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 イタリア国民の金融知識は、OECDの PISAによると、2012年は OECDの平均値を相当程度

下回っていたものが、2015年にはほぼ平均値となった。イタリアでは、地域毎の金融知

識の格差が大きい。男女で比較した場合、OECD全体では女性の金融知識が高いが、イタ

リアでは女性より男性の方が高くなっている。 

 金融教育のツールとしては、学校教育では漫画、映画等視覚に訴える素材を活用してい

る。一般向けには、金融教育用の Web サイトの構築のほか、引き続きテレビの視聴者が

多いことから、テレビを通じて金融知識・情報の提供を行っている。 

 行動経済学の活用、デジタライゼーションや高齢化への対応が今後の課題となっている。 

 Consobが提供している投資ゲームアプリは、投資意思決定プロセスにおける様々なバイ

アスに気づかせ、投資の基礎的なコンセプトを学ばせることを目的としている。当該ゲ

ームでプレイヤーは各種の行動バイアス（分散投資の不足、ギャンブラーの誤謬、ハウ

スマネー効果、気質効果）を経験することができる。２０１９年６月現在で 15,000人の

プレイヤーの登録があり、そのうち 80%が男性、平均年齢は 40歳となっている。 

 

Session IV: グローバル・キャピタル・マーケッツ：リスク・アウトルック Group Discussion 

 ICSAメンバー間で、資本市場に存在するリスクのうち、ICSAが今後対応すべきものにつ

いて議論された。 

 金融資本市場の分断、ベンチマーク規制、データコスト等が今後の検討課題として提案

された。 

 本協会からは、高齢化社会が資本市場に与えるリスクと機会についてスタディすること

を提案した。 

 

 

公開セッション（６月 18日（火）） 

 

ゲスト・スピーチ: 欧州通貨同盟（EMU）の未来 ― 欧州選挙の結果に照らして 

Stefano Micossi, イタリア資産管理協会(Assonime) 

 2012年６月、欧州委員会は、真の通貨同盟に向けて、１）単一監督制度、２）単一破綻

処理基金（SRF）、３）欧州預金保険制度（EDIS）、４）金融危機発生時にも SRF及び EDIS

を有効なものとするための財政上のバックストップ、の４点を柱とする銀行同盟の導入

を決めたが、７年経った今でも健全性と規律について合意ができておらず、３）、４）は

導入の見通しが立っていない。 

 欧州の一部の国（ギリシャ、イタリア、キプロス、ポルトガルなど）では、2010年から

2012年の欧州金融危機時に負った不良債権を抱えており、さらにはイタリア、ポルトガ

ルなどでは、銀行のバランスシートの 10％程度を自国の国債が占めている。これは、ソ

ブリン危機が発生した際に同時に銀行も危機にさらされるということで、また最近では

銀行の国債保有率を下げるためのリスクウェイトの改定により、より一層それらの国債

のスプレッドを上昇させる結果を招いている。 

 EDISと財政のバックストップの未導入は域内の国家間の金利差を拡大し、銀行間金融市
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場の分断を招く恐れがあり、ECBだけではなく、民間部門によるリスク分担が不可欠であ

るが、一方でそれは公的資金によるベイルアウトのリスクを高める。 

 これらの結果により、ストレス時の国債の流動性低下、高債務国の金利上昇、経済成長

の阻害、債券の持続可能性低下を招く恐れがある。欧州は経済成長を必要としているが、

世界一となったドイツの膨大な経常黒字が他国の成長を抑えこんでいる。 

 将来の金融危機への対応のためには、銀行同盟の完成、域内の国に特別なソブリン危機

があった場合の ECB による最終的なセーフティネットの確約、必要な場合の財政上の支

援措置などにより、欧州経済通貨同盟（EMU）を完成させると同時に、ドイツは経常黒字

を是正し、海外へのインフラ投資を促進して成長政策を採るべきである。 

 欧州議会選挙の結果、これまで欧州議会の二大政党が域内のどの国おいても過半数を失

い、より一層政治上の分断が進んでおり、リスクの分担、成長の促進、経常収支の不均

衡などの課題について確固たる合意ができる政治状況になるか危ぶまれており、引き続

き注視していく必要がある。 

 

Session Ⅰ: ESG債 

司会: Martin Scheck, 国際資本市場協会（ICMA） 

 石倉宏一, 日本証券業協会（執行役） 

 Sara Lovisolo, イタリア証券取引所 

 Alexis Collonge, BNP パリバ 

 Rossella Zunino, EY 

 ICMAではグリーンボンド原則、ソーシャ

ルボンド原則、サステナビリティボンド

ガイドライン（ICMA原則等）を策定し、

これらの市場の拡大に努めている。従来、

多国間開発銀行が主要な発行体であった

が、最近では多様化し今年の第一四半期

は約50％が非金融機関の企業による発行

となった。これら債券の発行額は増加し、

発行体も多様化しているが、依然債券全

体に占める割合は 2％程度であり、成長

の余地がある。最近では、各国政府が基

準を策定したり、規制当局や中央銀行が

サステナブル・ファイナンス市場の拡大

に向けたネットワークを構築する動きも

ある。 

 日本の証券業界では、環境や社会にポジティブなインパクトを与える債券を SDGs債とし

て、証券会社役職員に理解を深めてもらうためのガイドブックを公表するなど SDGs債の

市場拡大に向け取り組んでいる。日本は経済規模に比べ SDGs債市場はまだ小さいが、最

近では造船業、鉄道業、製紙業などの企業が発行するなど、発行体が多様化している。
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日本では環境省のグリーンボンドガイドライン制定、金融庁のコーポレートガバンスコ

ード、スチュワードシップコードへの ESG の観点の導入などといった政府の取り組みと

ともに、機関投資家の動きとして GPIFがグリーンボンドへの投資を表明するなど、サス

テナブル・ファイナンス、ESG投資の促進に向けた動きが出てきている。 

 欧州委員会（EC）のテクニカル・エキスパート・グループ（TEG）で議論されてきたサス

テナブル・ファイナンスタクソノミー、グリーンボンドスタンダード及び気候変動に関

するベンチマークについてのレポート最終版が本日（6月 18日）公表され、何がグリー

ンの対象となるかが EUの基準として明確に示され、それに基づいた認証制度の創設等が

勧告されている。 

 EYでは、ICMA原則等及び Climate Bond Initiative の基準で求められる外部評価を、

発行時及び発行後の外部認証として提供している。EC-TEGのグリーンボンドスタンダー

ド案には、市場参加者のイニシアチブにより各国で異なるプロセスのハーモナイゼーシ

ョン及び標準化を促すよう意見提出した。 

 この分野には現在多くの機関が関心を示し基準などの開発を行っていて一部混乱を招い

ているため、各基準の調和が必要である。また金融機関としては、CO2ゼロ排出社会への

トランジションに係る活動も促進するようなフレームワークが重要である。 

 

Session Ⅱ: 未来の資本市場の構造 

司会: Emmanuel Le Marois, 欧州金融市場協会（AFME） 

Richard Middleton, 欧州金融市場協会（AFME） 

 今年、AFMEにおいて、将来の投資銀行におけるイノベーションの世界的な傾向に関する

報告書を、関係者のヒアリング及びサーベイに基づき、とりまとめ公表した。 

 当該報告書における資本市場に関する調査結果は以下の通り。 

1) テクノロジーは、コストを削減し効率化するために銀行が持つ最も強力な手段の 1

つである。 

2) 4つの新技術(データ及びその分析、クラウド・コンピューティング、分散型台帳技

術、人工知能)が銀行と金融業界を大きく変革させる可能性がある。 

3) 将来の投資銀行は自動化が進み、データ主導で、オープンで機動的なものとなるだ

ろう。 

4) 新技術の採用とセキュリティおよび運用上の堅牢性のバランスをとることが技術的

な変化の成果を実証する上で重要となる。 

5) どの新技術に対する将来の規制の枠組みも多様な銀行業務モデルに対応したプリン

シプルベースのものとすべきである。 

 さらに、金融機関のビジネスモデルの変化や自動化によるリアルタイム監視の必要性な

どにより、コンプライアンス機能も変化している。また、MiFIDなどの導入により、規制

当局からの要求事項が幅広くなっているとともに、監督当局自体もより多くのデータや

より複雑な取引技術・商品に対応するための機能の拡大が求められている。一方で、ク

ラウド・コンピューティングや人工知能・機械学習の活用により、効率化の機会も見出

すことができる。 
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 新たなビジネスモデルや技術の導入により、新たなリスクが発生する可能性があり、説

明責任や行動規範の拡充が求められ、個人や企業の行動に対する監督がより重要になっ

てきている。 

 

Session Ⅲ: G20の課題-市場の分断 

オープニングスピーチ: 泉原智史, 金融庁（国際室課長補佐） 

司会: Allison Parent, グローバル金融市場協会（GFMA） 

 Greg Medcraft, 経済協力開発機構（OECD） 

 Scott O’Malia, 国際スワップ・デリバティブズ協会（ISDA） 

 今年日本が議長国を務める G20 においても主要議

題となっている市場の分断は、2008 年の金融危機

に対する一連の金融市場改革の最終化に伴って認

識された課題である。G20で合意した内容に従って

各国に規制が導入されたが、クロスボーダーで取

引を行っている金融機関が複数の規制に従わなけ

ればならないなどの状況に陥った結果、クロスボ

ーダー取引に支障を来すなど、当初意図していな

かった問題が生じている。このような課題に関し

ては、FSBや IOSCO でも実用的で現実的な対応につ

いて検討を行い、6月 8-9日に福岡で行われた G20

財務大臣中央銀行総裁会合において検討結果を報

告した。FSBや IOSCOのレポートにおいても、店頭デリバティブ取引の執行、清算、取引

報告、金融機関における資本と流動性の管理、情報共有などの分野において有害な分断

が発生している可能性が指摘されている。 これらの課題に関しては、FSBからは国際基

準策定手続きの改善、クロスボーダーの対話・情報共有の継続などの対策があげられて

いる。IOSCOからは、地域委員会や協力会員諮問委員会を利用した相互理解の促進や、当

局間協力の強化、そして他国規制・監督の Deference（依拠）にかかる手続きを改善する

等の案が示された。IOSCOでは 10月の代表理事会において具体的な方策を提案すること

を目指している。 

 ISDAも、市場の分断は市場参加者にとって非常に非効率となり、また著しいコストの上

昇をもたらしていると考えている。しかし、互いの法域を信頼しあい、敬意を払うこと

ができればそのような課題も解決できると信じており、問題になっている具体的な分断

の事例やそれに対する解決案などを取りまとめている。 

 OECDは自由な資本移動や貿易を促す立場にあり、それを妨げる金融市場の分断は取り除

くべきと考える。法域ごとに多少の規制の違いはあるが、IOSCO などが策定する国際基

準に従って作られた同等の結果をもたらす規制については、互いに認め合い、効率的な

市場を作っていくべきである。細部よりも国際基準が求める核心部分にフォーカスし、

規制のアウトカムを重視することが分断を解決するためには重要と考える。 
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ゲスト・スピーチ:  

Franco Bruni, Senior Professor, Bocconi Univrsity and Vice President, ISPI 

イタリアのシンクタンクである ISPIの Vice Presidentであり、かつボッコーニ大学の主任

教授である Franco Bruni氏から世界及び欧州経済の見通しについて、概要以下の見解が示さ

れた。 

 IMFも述べているように、世界経済の成長は鈍化しており不安定である。 

 貿易の低迷は米中貿易摩擦等に伴う短期的な問題のように見えるが、反グローバル化の

動きが顕在化しているとも考えられる。保護主義はトランプ大統領から始まったわけで

はなく、金融危機の頃から各国でその兆しが見えてきた。 

 欧州における成長の鈍化は構造的な生産性の低下に起因している。多くの国（スペイン

を除く各国）において労働生産性及び全要素生産性を 1998年から 2007年の間と 2008年

から 2017年の間で比較すると 2008年から 2017年の間の方が低下しており、これは資源

の適正な配分がなされていないことに起因している。特にイタリアでは資本市場、労働

市場双方においてミスマッチが拡大している。 

 政治的な不透明性、地政学的リスク及びマルチラテラリズム（EUの統合維持）の危機が

投資と成長を阻害し、不安定性を増す要因となっており、欧州の共通問題の解決を困難

にしている。 

 90年代以降、低賃金と高利益率を背景にして企業のグローバル化と技術革新が進展する

とともに、人々の所得の格差を拡大した。 

 多くの先進国・新興国において、政府・民間レベルいずれにおいても債務が増大してお

り、過重債務が金融市場の脆弱性の源泉となっている。 

 金融危機が再発した場合、米国は金融政策を発動する余地を残しているが、他の先進国

では発動の余地は乏しい。一方、公的債務が既に相当高いレベルにまで増大しているこ

とから、財政政策も発動しにくくなっている。 

 危機を予防し、あるいは再発してしまった危機に迅速に対処するためには、主要国間で

の連携を強化して協調して対応できる体制を維持することが求められる。 

 

Session Ⅳ: MiFID/R 改革のトレーディングや財務への影響－調査の範囲に関して 

Guglielmo Manetti, Intermonte SIM  

Marco Turrina, Banka Akros  

Andrea Vismara, Equita SIM 

 MiFID IIが当初目指したアセットマネージャーが顧客の最良の利益に基づき行動すると

いう目的には賛同するが、MiFID IIの導入によりアナリストレポートの提供に関する環

境が向上したとは言い難い。 

 セルサイドにおいては自社内にリサーチャーを抱えるために新たな収益源が必要となっ

たが、その実現はなかなか難しい。また、欧州における投資銀行業務の収益性も低下し

ており、独立系のリサーチ会社との契約内容の見直しもままならない状況にある。 

 リサーチのアンバンドリングが求められるようになってから中小企業へのアナリストカ

バレッジが著しく低くなった。大手のバイサイドは大企業しか自社のポートフォリオに
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組み入れておらず、結果として大手が大手のみをリサーチしている状況にある。 

 中小企業のリサーチを促進する策として、3つアイディアがある。1つ目は中小企業への

リサーチを義務付けること、2 つ目は中小企業へのリサーチを行った場合は税制優遇を

与えること、3つ目は MiFID II施行前のようにリサーチ費用のバンドル化を認めること

である。 

 

Session Ⅴ: フィンテック(ブロックチェーン、仮想通貨、サイバーセキュリティ、技術的堅牢

性) 

オープニングスピーチ: Peter Falco, FS-ISAC 

司会: Paolo Ciocca, イタリア証券取引委員会（Consob） 

 Peter Falco, FS-ISAC  

 Massimo Morini, Banca IMI  

 Alessandro Negri della Torre, EY 

 証券取引のインフラはテクノロジーの発展に伴い、いずれ現状のものから劇的に置き換

わることは間違いない。ただし、仲介業が消滅するという神話に対しては懐疑的である。

仲介業には二つの側面があり、機械的に何かと何かを繋ぐという機能は DLT により代替

され消滅するかもしれないが、規制を遵守しつつ当事者双方のニーズをマッチさせ取引

を成立させるという機能はそう簡単には消滅しないであろう。 

 株式や債券は裏付けとなる権利が世界中で定型化されており、裏付けとなる権利が明白

である。他方暗号資産はその裏付けとなるものが、サービスの提供であったり新商品の

取得権であったりし、無限の多様性を有している。 

 暗号資産の発行は株式や債券と比べて手軽であることから、株式発行や債券発行による

資金調達ができないような小さな企業にとって活用度合いが高い。 

 他方、投資者は企業が提供する暗号資産の対象となるプロジェクトに関するホワイトペ

ーパーを信じるしかなく投資者保護上の懸念がある。また、資産の預け先についても不

当引き出し等のリスクを投資者自身が把握することは難しく、こちらについても懸念が

ある。 

 投資者属性について秘匿性の高い暗号資産取引においては、仲介業者による KYC 及び規

制当局による取引実行者の捕捉が問題となる。 

 暗号資産についてはいわゆるプラットフォーマー・ビジネスとの親和性が高く、プラッ

ト・フォーマーの市場参入によって状況が激変する可能性がある。 

 

Session Ⅵ: ポストトレードについて-次世代における証券集中保管機関と中央清算機関の役割 

司会: Marco Polito, CC&G 

 Joahnn Palychata, BNP Paribas  

 Laurent Marochini, Société Générale Luxembourg 

 資産のデジタライゼーション、債券のトークナイゼーションが進行している。ブロック

チェーン技術が近い将来決済エコシステムの中核となり、決済及び証券の登録という CSD

のコア業務を代替する可能性もある。 



11 

 

 アジアにおいては、地域の市場をより効率化す

るためのプラットフォームの導入が進められて

いる。香港では証券決済が T+0で行われており、

カストディアンは決済プロセスを時間内に完了

させることに追われており、常に決済プロセス

の効率化を模索している。 

 破壊的な変革は、今まで資産と認識されていた

ものを無価値にする可能性がある。しかしなが

ら、人は今まで資産と認識していたものが無価

値になったとは認めたがらない。新技術による

破壊的な変革を円滑に進めるには、人の意識の

変革も必要となる。 

 現代はデータドリブン社会であり、データ利用

の効用を最大化することが求められている。わ

ずか数年前には考えもしなかったデータ利用の可能性が生まれている。 

 データの利用拡大には、データの質の維持・向上が不可欠である。質の良いデータが生

成できれば分析可能なデータ量も増える。データ利用の最大化を目指してデータサイエ

ンティストも証券界で多く採用されるようになってきている。 

 Facebookが仮想通貨の発行を計画していることを本日公表しており、この議論をするに

は絶好のタイミングとなった。証券ビジネスには外部からの参入が加速しており、

Facebookが現在の決済エコシステムを変革するゲームチェンジャーとなり、近い将来証

券決済を担う可能性も否定できない。 

 

以 上 
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プログラム 
 

2018 年 6 月 17 日（月） 

09:00-12:00 ICSA 年次総会  

13:30-13:40 ランチスピーチ: Raffaele Jerusalmi, イタリア証券取引所 CEO 

歓迎のあいさつ: イタリア金融仲介業者協会, ICSA議長 

13:40-14:10 Session I: Brexit の影響 

Simon Lewis, 欧州金融市場協会（AFME） 

14:10-14:40 Session II: 欧州における金融監督制度改革（銀行同盟、資本市場同盟） 

Carmine di Noia, イタリア証券取引委員会（Consob） 

14:40-15:10 Session III: 金融教育/行動教育 

Nadia Linciano, イタリア証券取引委員会（Consob） 

Magda Bianco, イタリア中央銀行（Bank of Italy） 

15:30-16:30 Session IV: グローバル・キャピタル・マーケッツ：リスク・アウトルック(ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ) 

ICSA議長 David Lynch, 豪州金融市場協会（AFMA） 

20:00-22:00 ガラディナー 

 

 

2018 年 6 月 18 日（火）  

9:00-9:30 ｹﾞｽﾄ・ｽﾋﾟｰﾁ 

欧州通貨同盟の未来 ― 欧州選挙の結果に照らして 

Stefano Micossi, イタリア資産管理協会（Assonime） 

09:40-10:40 Session Ⅰ: ESG 債 

司会：Martin Scheck, 国際資本市場協会（ICMA） 

石倉宏一, 日本証券業協会（執行役） 

Sara Lovisolo, イタリア証券取引所 

Alexis Collonge, BNP パリバ 

Rossella Zunino, EY 

11:00-11:30 Session Ⅱ: 未来の資本市場の構造 

Emmanuel Le Marois, 欧州金融市場協会（AFME） 

Richard Middleton, 欧州金融市場協会（AFME） 

11:30-12:30 Session Ⅲ: G20 の課題-市場の分断 

オープニングスピーチ：泉原智史, 金融庁（国際室課長補佐） 

司会：Allison Parent, グローバル金融市場協会（GFMA） 

Greg Medcraft, 経済協力開発機構（OECD） 

Scott O’Malia, 国際スワップ・デリバティブズ協会（ISDA） 

別 紙 １ 
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12:30-13:00 ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ: Franco Bruni, Senior Professor, Bocconi University and Vice 

President, ISPI 

14:00-14:40 Session Ⅳ: MiFID/R 改革のトレーディングや財務への影響－調査の範囲に関して 

Guglielmo Manetti, Intermonte SIM 

Marco Turrina, Banka Akros 

Andrea Vismara, Equita SIM 

14:40-15:45 Session Ⅴ: フィンテック (ブロックチェーン、仮想通貨、サイバーセキュリティ、

技術的堅牢性) 

オープニングスピーチ：Peter Falco, FS-ISAC 

司会：Paolo Ciocca, イタリア証券取引委員会（Consob） 

Peter Falco, FS-ISAC 

Massimo Morini, Banca IMI 

Alessandro Negri della Torre, EY 

15:45-16:30 ポストトレードについて-次世代における証券集中保管機関と中央清算機関の役割 

Marco Polito, CC&G 

Joahnn Palychata, BNP Paribas 

Laurent Marochini, Société Générale Luxembourg 

16:35-16:50 閉会の挨拶 
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 ICSA の概要 
 

名称 国際証券業協会会議：International Council of Securities Associations (ICSA) 

設立目的 
国際証券市場における取引慣行及び規則の調和を図り、メンバー間の情報交換及び理解を

促進し、国際証券市場の健全な発展に寄与すること。（ICSA規約） 

設立時期 1988年（本協会の提唱により設立） 

メンバー 
各国（地域）証券市場の自主規制機関及び業界団体 

・現在のメンバー 17 ヶ国（地域）19団体（正会員 17 団体、客員会員 2 団体） 

会合等 

１．年次総会（Annual General Meeting） 

メンバーの持ち回りで、例年春に 3 日間（事前会合を含む）にわたって開催される。総

会の各セッションでは、証券業界において関心が高まっているトピックについて、通常

メインスピーカーがプレゼンを行った後、メンバーが意見交換を行う。トピックは、メ

ンバーから募集した上で、事務局がホスト団体と協議し決定する。 

２．中間会合（Interim Meeting） 毎年秋～冬に開催。 

  メンバー間の意見交換、年次総会の打合せ等を目的に毎年秋～冬に開催。 

３．理事会（Board） 

ICSA議長、大規模メンバー代表 3、アジア大洋州代表１、米州代表１、欧州等代表２及

び次回年次総会を主催するメンバーで構成。2 ヶ月に 1 回程度、電話での会議を開催。

ICSA 全体の諸課題や運営等について協議し、重要事項については、承認を得るため年

次総会等で提案する。 

４．常設委員会（Standing Committee） 

証券市場で問題となっている課題について、専門家を交えた検討グループを組成して

協議するほか、必要に応じ各種の「原則」・「声明」・「ベストプラクティス」を策定する。

これらは、原則として年次総会等で承認を得た上で公表される。 

現在活動中の常設委員会は、以下のとおり。 

・新興市場（Emerging Markets） 

・会員勧誘（Membership） 

５．その他 

  必要に応じ、個別の課題に関するワーキング・グループを設置。 

議 長 David Lynch （豪州金融市場協会（AFMA）CEO）（任期 1 年、３年まで再任可） 

事務局長 Peter Eisenhardt 

 

  

別 紙 2 
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ICSA メンバー一覧: 正会員 

 

 機関名 概  要 

日本 日本証券業協会（JSDA） 自主規制機関＋業界団体 

韓国 韓国金融投資協会（KOFIA） 自主規制機関＋業界団体 

台湾 台湾証券業協会（CTSA） 自主規制機関＋業界団体 

豪州 豪州金融市場協会（AFMA） 業界団体。2005 年に ICSA メンバーであ

った国際銀行証券協会（IBSA）と合併。 

米国 証券業金融市場協会（SIFMA） 業界団体。米国証券業者協会（SIA）と債

券市場協会（TBMA）が合併して 2006年 11

月に発足。 

カナダ カナダ投資業協会（IIAC） 業界団体。2007 年加入。 

欧州 国際資本市場協会（ICMA） 欧州証券市場の自主規制機関＋業界団

体。2005 年に ICSA メンバーであったス

イスの国際証券市場協会（ISMA）と英国

の国際発行市場協会（IPMA）の合併によ

り発足。 

欧州金融市場協会（AFME） 欧州金融市場の業界団体。2009年に ICSA

メンバーであったロンドン投資銀行協会

（LIBA）と SIFMA 欧州支部の合併により

発足。 

フランス フランス金融市場協会（AMAFI） 自主規制機関＋業界団体 

ドイツ ドイツ証券取引所参加者協会（BWF） 業界団体。2008 年加入。 

イタリア イタリア金融仲介業者協会（ASSOSIM） 業界団体 

スウェーデン スウェーデン証券業協会（SSDA） 自主規制機関＋業界団体 

デンマーク デンマーク証券業協会（DSDA） 業界団体 

トルコ トルコ資本市場協会（TCMA） 自主規制機関＋業界団体。2006年加入。 

メキシコ メキシコ証券業協会（AMIB） 業界団体。2012 年加入。 

インド ボンベイ証券取引所仲介者フォーラム

（BBF） 

業界団体。2013 年加入。 

インド証券取引所参加者協会（ANMI） 業界団体。2013 年加入。 
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ICSA メンバー一覧: 客員会員 

 

 機関名 概  要 

タイ タイ証券業協会(ASCO) 業界団体。2012 年客員会員加入。 

ニュージーランド ニュージーランド証券市場協会(NZFMA) 業界団体。2017 年客員会員加入。 

 

 

ICSA 年次総会開催地 

1988 年 日本 東京 2005 年 スイス ルガノ 

1989 年 カナダ オタワ 2006 年 日本 東京 

1990 年 米国 ワシントン 2007 年 カナダ トロント 

1991 年 英国 ロンドン 2008 年 韓国 ソウル 

1992 年 日本 大阪 2009 年 米国 ワシントン 

1993 年 フランス カンヌ 2010 年 トルコ イスタンブール 

1994 年 オーストラリア シドニー 2011 年 英国 ロンドン 

1995 年 スイス ルツェルン 2012 年 デンマーク コペンハーゲン 

1996 年 カナダ バンクーバー 2013 年 オーストラリア シドニー 

1997 年 韓国 ソウル 2014 年 フランス パリ 

1998 年 米国 サンフランシスコ 2015 年 インド ムンバイ 

1999 年 英国 
スコットランド （グ

レンイーグルス） 
2016 年 スウェーデン ストックホルム 

2000 年 台湾 台北 2017 年 メキシコ メキシコシティ 

2001 年 フランス パリ 2018 年 台湾 台北 

2002 年 オーストラリア シドニー 2019 年 イタリア ミラノ 

2003 年 イタリア ローマ 2020 年 米国 ワシントン（予定） 

2004 年 スウェーデン ストックホルム 2021 年 韓国 未定 

 


