
世界的なファンド、ファンドマネジャー、投資家にとっての有力な声

www.iciglobal.org



ICIグローバルは、グローバルに展開しているファンドに発言権を 
与え、規制問題に対する国境を越えたソリューションを提供する 
ために、設立されました。
米国証券取引委員会委員長メアリー・ジョー・ホワイト 

会員である当社はこれまでに、ICIグローバルがファンドにとって 
重要な様々な問題にとても迅速かつ見事に対応し、国際舞台で 
ファンドを支えてきたのを実際に目にしてきました。
T. ロウ・プライス



ICIグローバル：世界的なファンド、ファンドマネジャー、投資家にとっての国際的な声   |   3

iciグローバルの会員となる資格のあるファンド／ファンドマネジャーとは？
グローバルな規制ファンド、および証券に投資を行い、実質的に規制されており、主要な地域において一般に 

利用可能なグローバルなファンドの運用者が会員になることができます。

ファンドおよびファンドマネジャーを支援する
世界中の機会を捉える

世界経済が進化するのに伴い、世界中の資本
市場を発展させ強化するのに以前に増して	
ファンドは大きな役割を演じており、世界中
の貯蓄家にとって長期投資商品としてますま
す役に立っています。

一方、政策立案当局は、国内、地域、世界の
経済の成功にとって、強力な資産運用セク	
ターの存在が極めて重要であることを認識し
てきています。一方、この認識のもとに、	
ファンド、ファンドマネジャー、およびその
活動についての規制面での精査が強化されて
きています。

このダイナミックで継続的なファンド業界の
国際化に伴い、ファンドはより複雑な規制的
な状況に順応しなければなりません。国際規
制当局は国レベルの政策立案の方向性を徐々
に明確にしており、各国の規制当局は世界の
他の地域での規制の進展に従いそれに反応し
ているからです。

ただ一つの組織が、この難しい環境において
ファンドをサポートし導くことのできる専門
的知識、信用性、および比類のない調査力を
有しています。

ICIグローバルは、まさにそのような組織です。

75年以上にもわたる投資会社協会（Investment 
Company Institute：ICI）の実りの多い活動に立脚
して、ICIグローバルはファンドおよびファン
ドマネジャーを結集し、彼らが世界中の投資
家のためにグローバル市場が提供する機会を
獲得することを支援しています。

ICIグローバルとは？ 
ICIの国際支部であるICIグローバルは、世界各
地の投資家に公に提供される規制ファンドを
含むファンドの会員の皆様にご奉仕します。
ロンドン、香港およびワシントンDCに拠点を
構え、ICIグローバルは、規制投資ファンドや
ファンドマネジャー、投資家の共通利益を	
高め、また一般社会における理解を広める	
ことを追及しています。

ICIグローバルが提供するものは？
ICIの75年の経験を活用し、多様な会員を組織
することで、ICIグローバルは、

○	 国境を越える政策問題について、会員の	
ための有力な声の役を務めます。

○	 規制当局および政策立案当局と連絡を取り
合う効果的な経路としてご奉仕します。

○	 業界の利害関係者の間で情報交換し交流す
るためのグローバルな場を提供します。

ICIグローバルは、世界中の国内および国際的
な政策立案当局とともに働いてきた深い経験
と世界中の会員が直面する様々な問題に関す
る幅広い知識を有する他に類を見ない専門家
チームを擁して、これらの役割を果たします。

ICIグローバルは、貴社の様々なニーズ―例え
ば、国際的な政策および規制が貴社のビジネ
スにどう影響するかをもっと知りたい、他の
地域で投資および業務を行う複雑さをより深
く理解したい、貴社の国あるいは他の地域の
ファンドに影響を与える具体的な問題につい
て指針を必要としている、など―にお応えで
きます。



4   |   ICIグローバル：世界的なファンド、ファンドマネジャー、投資家にとっての国際的な声

チウメイ・ヤン
ICIグローバル・アジアパシフ
ィック 
CEO

ICIグローバルに常務として加わる以前、ダン・ウォーターズは2004年か
ら2010年まで英国の金融サービス機構（FSA）にて資産運用部門のリー	
ダーを務め、資産運用業界に対するFSAの規制および監督方針の作成を指
揮しました。ウォーターズはまた、証券監督者国際機構（IOSCO）の投資
管理に関する常設委員会でFSAを代表しました。さらに、欧州証券市場監
督局（ESMA）の投資管理常任委員会で英国を代表し、譲渡可能証券への
集合投資事業指令の改定（UCITS IV）の重要な仕事を指揮しました。

経歴の初期では、英国投資顧問規制機構（IMRO）で施行部長を務めまし
た。1993年に英国へ移る以前、彼は米国商品先物取引委員会（CFTC）で国
際的施行を指揮しました。	
彼はボストンカレッジを首席で卒業し、ハーバード・ロー・スクールを
優秀な成績で卒業しました。	

	
	

チウメイ・ヤンは、香港証券取引所（HKEx）からICIグローバルへ来ました。
香港証券取引所では、市場開発部門の副責任者および本土開発部門の	
責任者を務めました。ヤンは取引所の事業拡大に極めて重要な役割を果
たし、HKExによるロンドン金属取引所（LME）の買収を支援しました。

また、中国証券監督管理委員会（CSRC）で10年間、いくつかの役割を務
め、その中には投資ファンド監督部の副部長も含まれています。その職
にあるとき、CSRCを代表してIOSCOの投資管理に関する常設委員会の委員
となりました。さらに、IOSCOの新興市場委員会の投資ファンドに関する
ワーキンググループの委員長を務めました。

ヤンは米国およびラトビアの大学で教職に就き、数年間、経済協力開発
機構（OECD）でコンサルタントを務めました。北京大学で学士と修士の
学位を獲得し、イリノイ大学で経済学博士号を得ました。

ICIグローバルの経営チーム

ダン・ウォーターズ
マネージングディレクター

比類のない規制および政策の 
専門家のチームで道を先導する
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ICIグローバルに加わる以前、パトリス・ベルジェ=ヴィンセントはPwC	
フランスの共同経営者で、資産運用規制実務を指揮し、PwCのヨーロッ
パ、中東およびアフリカにおける資産運用業務の調整を担当しました。
経歴の初期には、フランスの金融市場の規制当局である金融市場監視局
（AMF）で資産運用規制政策部門の責任者を務めました。

A MF在任中、ベルジェ=ヴィンセントは集合投資スキームに特化した
IOSCOの第5常設委員会の委員長を務め、ESMAの投資管理常任委員会では
AMFを代表しました。それ以前は、AMFから欧州委員会の域内市場・サー
ビス総局の資産運用部門に派遣されていました。ベルジェ=ヴィンセン
トはフランス国立行政学院の卒業生です。

2014年に現職に就く前には、スーザン・オルソンはICIの国際問題担当の
上席顧問を務めました。2007年にICIに加わる前は、米国証券取引委員会
（SEC）の投資管理部で働いていました。SECでは、同部首席顧問室の国
際課に勤務し、投資会社法および投資顧問法のもとで生じる法的問題を
解決するとともに、貿易交渉の指針を規定しました。また、IOSCOの第5

常設委員会にSEC代表として参加し、投資信託およびその他の集合投資	
スキームの規制に注力しました。経歴の初期では、企業および証券弁護
士として開業していました。オルソンはウェルズリー・カレッジで学位を	
取得し、バージニア大学で法学位を得ました。	

スーザン・オルソン
首席顧問

パトリス・ベルジェ= 
ヴィンセント
ヨーロッパ担当マネージン 
グディレクター

ICIグローバルは、ファンド、ファンドマネジャー、投資家に影響を与える問題に関する幅広い知識を備え、米国、

アジア太平洋地域の各国の国際機関・欧州連合などの政策立案当局とともに仕事をした豊かな経験を持つ規制当局

出身者からなる比類ない経営チームを形成しています。
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会員の利益に効果的に奉仕する

ICIグローバルは2011年に設立され、わずか4年
の間に、不適切な税務規制から国境をまたが
る矛盾した規則に至るまで、様々な問題につ
いて会員のために効果的な主張を行ってきま
した。ICIグローバルの様々な政策問題への関
わりが、世界中のファンド、ファンドマネ	
ジャー、および投資家の利益にいかに奉仕し
てきたかを以下にお示しします。

実体経済に資金供給する上での 
ファンドおよびファンドマネジャーの役割
グローバルなSIFI指定。金融安定理事会
（FSB）および証券監督者国際機構（IOSCO）
は、ファンドおよびファンドマネジャーを、
グローバルなシステム上重要な金融機関
（G-SIFIs）に指定するにあたって、不適切な方
法論を提案しました。

各国の政策立案当局との精力的な取り組みを
通じて、ICIグローバルとICIは、なぜ指定が不
適切であるかを説明し、規制当局にシステ	
ミックリスクの規制に活動基準的なアプロー
チを用いるよう奨励しました。2015年7月
に、FSBおよびIOSCOはファンドあるいはアセッ
トマネジャーをG-SIFIsに指定するための方法
論に関する作業を延期して、資産運用業務と
商品の再検討に注力することにしました。

国境を越えた規制
報酬。ヨーロッパの政策立案当局は、第5次譲
渡可能証券への集合投資事業（UCITS V）指令
のもとで、不適切な報酬要件を提案しました。

2013年、ICIグローバルは、ヨーロッパのファン
ド協会の連合と協働して、UCITS Vのもとでの
ボーナスキャップ規制に反対するのに成功し
ました。

国境を越えたファンドパスポート。それぞれ
の地域の資産運用セクターを発展、強化させ
るため、アジア太平洋の各地域はいくつかの
国境を越えたファンドパスポートのイニシア
チブを開発し、実施しており、それはファン
ドおよび投資家にとって多くの機会を提供し
得るものです。

会員および政府当局者と協働して、ICIグロー
バルは3つの国境を越える重要なファンド・パ
スポート・イニシアチブ、すなわちアジア地
域ファンドパスポート（ARFP）、東南アジア
諸国連合（ASEAN）集合投資スキーム（CIS）	
フレームワーク、および中国本土／香港	
ファンド相互承認、に政策に関する専門知識
とアドバイスを提供してきました。

インド最低代替税（MAT）。2015年、インドの
税務監査当局は、20年も古いMATに基づいて、
非インドファンドは18.5％のキャピタルゲイン
税を遡って負っていると主張しました。

ICIグローバルは、インド政府に5つの具申を行
って強く反応し、税に反対する業界連合を率
いて、インド最高裁における裁判に参加しま
した。その主張の中で、ICIグローバルはイン
ド政府に対し、MATは外国ファンドには決して
適用されないと明確にするように求めまし
た。インド政府は委員会を組織し、最後に
は、ICIグローバルの立場に同意しました。	
その後政府は、MATは決して外国ファンドに適
用されないことを明らかにするための法案を
提出すると発表しました。
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会員の利益に効果的に奉仕する

共通報告基準（CRS）。経済協力開発機構
（OECD）はCRSの導入を働きかけており、これ
は米国の外国口座税務コンプライアンス法
（FATCA）のグローバルバージョンにあたり	
ます。

ICIグローバルは、OECDのビジネス諮問グルー
プの委員長を務め、CRSの策定と導入のために
OECDおよび各国政府と緊密に協働しました。
この作業の一部として、ビジネス諮問グループ	
は、ファンドの帳簿記入と報告の負荷を最小
限にするコスト効果の高いソリューションを
開発し、導入に対する業界の懸念について政
府当局者を教育し、企業が世界各国で利用で
きる投資家の自己証明用の書式を作成しま	
した。

取引および市場構造
デリバティブ。米国、ヨーロッパ、および香
港の政策立案当局は店頭（OTC）デリバティブ
市場を規制する様々な法律を提案し施行して
きました。

ICIグローバルはファンドおよびファンドマネ
ジャーに影響を与える多数の問題に効果的に
関わってきました。その中には、米国と名目
的な繋がりしかない非米国ファンドに対する
米国のスワップ規則の治外法権適用に反対す
る議論や、香港におけるファンドマネジャー
に対するデリバティブ報告要件の緩和の支援
が含まれます。

投資調査への取引手数料の利用。第2次金融商
品市場指令（MiFID II）のもとで、欧州証券市
場監督局（ESMA）は、投資会社に対して、取
引実行のコストとは別に、投資調査のコスト
を直接支払うか投資家に投資調査の手数料を
請求するかのいずれかを求める施策を施行す
ることを提案しました。

コメントレターおよびヨーロッパの政策立案
当局とのミーティングにおいて、ICIグローバ
ルはなぜその提案はファンドにとって実行不
可能であるかを説明し、グローバルなファン
ドマネジャーにとって有害な最終手段の採用
を遅らせています。

退職貯蓄と長期貯蓄におけるファンドの役割
ファンドと退職貯蓄。経済情勢と人口構造の
変化が政府の賦課方式の退職制度に圧力を	
かけるのに伴い、ますます多くの国が企業	
および個人の私的年金制度の調査および改革を	
行っています。

ジュネーブ、香港、パリ、および東京で開催
し注目された国際イベントを通じて、また	
ヨーロッパおよびアジアの政策イニシアチブ
に助言を与えることによって、ICIグローバル
は制度設計を取り巻く問題への認識を高め、	
貯蓄者が退職原資を形成する上でファンドが
果たしうる役割を宣伝してきました。
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規制当局に対する強い信用力と政策問題につ
いての深い知識を組み合わせることによって、	
ICIグローバルのリーダーおよびスタッフは5つ
の主要な分野でファンドのために効果的に	
主張します。

○	 国境を越えた規制
○	 実体経済に資金供給する上でのファンドお
よびファンドマネジャーの役割

○	 業務とサイバーセキュリティ 

○	 取引および市場構造
○	 退職貯蓄と長期貯蓄におけるファンドの	
役割

ICIグローバルはこれらの政策分野の中の幅広
い問題に取り組みますが、以下はその努力と
業績の一例です。

国境を越えた規制
ICIグローバルは、ある地域の政策が他の地域
の会員にいかに影響を及ぼすかについて、	
世界中の規制当局がより深く理解するのを	
支援します。この活動分野には以下が含まれ	
ます。

国際的税務問題。業界団体、会員および国際
組織と協働して、ICIグローバルは以下のこと
を支援しています。

○	 ヨーロッパおよび海外における金融取引税
がもたらす悪影響についての意識を高める。

○	 いくつかのヨーロッパ諸国によって不当に
留保されている税金を会員が取り戻すのを
支援する。

○	 外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）
およびOECDの共通報告基準（CRS）が世界
中のファンドに課す重荷を最小化する。

規制基準の適切な制度間格差の是正。ICIグロー	
バルは、規制の混乱、コンプライアンスコス
トおよび報告負荷が減少されるように、規制
当局が協働して規則を調和させることを奨励
しています。

外国機関投資家要件。会員と協同することに
より、ICIグローバルは自らの地域外の市場で
投資を行うことに関する問題を会員が理解し
解決することを支援しています。

実体経済に資金供給する上でのファンド
およびファンドマネジャーの役割
ICIグローバルは規制当局との取り組みを通じ
て、グローバルな金融システムにおいてファン	
ドおよびファンドマネジャーが果たす極めて
重要な役割をより深く理解するのを支援し	
ます。現在の問題は以下の項目を含みます。

資産運用セクターに対する銀行同様の規制の
不適切な適用。ICIグローバルは、政策立案	
当局との協同の取り組みにおいて、以下を	
行っています。

○	 政策立案当局に銀行とアセットマネジャー
の根本的な違いについて情報を提供すること

○	 銀行同様の規制が、実体経済に資金供給す
る上でファンドおよびファンドマネジャー
が果たす役割をいかに妨げうるかを説明	
すること

○	 システミックリスクを取り扱うにあたって、	
規制に対してより活動基準的なアプローチ
を取ることを彼らに奨励すること

ファンドと市場流動性。実証的データを用い
て、ICIグローバルは、エクイティおよび債券
市場におけるファンドの活動と投資家行動に
ついて規制当局を教育しており、また、グ	
ローバルな資本市場における圧力あるいは不
安定性の潜在的な原因を彼らが理解し対処す
るのを支援しています。

資本市場の発展。ICIグローバルは、政策立案
当局と協働して資本市場を強化するのにファ
ンドが果たす役割を説明し、市場ベースの	
金融において、ファンドの利用を奨励する	
イニシアチブを支援しています。	

幅広い政策議題に基づいて 
ファンドに力強い声を提供すること
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業務とサイバーセキュリティ

ICIグローバルは、グローバルベースでファン
ドを提供し運営することの課題を会員が理解
するのを補助し、また、会員との取り組みを
通じてサイバーセキュリティ問題に関する	
知識の交換を促進しています。現在の問題	
は以下の項目を含みます。

販売。ICIグローバルは、短縮された決済サイ
クルを取り巻く問題、および規制上、事業上
の必要において生ずる販売業者との関係の	
監督に関して、会員と協働しています。

強固なサイバーセキュリティ政策の擁護。ICI
グローバルは世界中の政府当局者との取り組
みを通じて、サイバーセキュリティを高める
ために設計された公的政策を強く	
支持しています。

取引および市場構造
新しい技術と規制が金融サービスの様相を変
えるのに伴い、ICIグローバルは、金融市場の
公正かつ秩序ある運営を保証するために、買
い手の視点から取引および市場構造の問題に
取り組んでいます。現在の問題は以下の項目
を含みます。

グローバル取引および市場構造改革。ICIグ	
ローバルは、取引前および取引後の透明性の	
問題、取引手数料、および高頻度取引について、	
政策立案当局とともに取り組んでいます。

デリバティブ規制の調整。ICIグローバルはEU
および米国の規制当局に国境を越えた問題へ
の取り組みを促しています。その中には、中
央清算されない店頭デリバティブ取引に係る
証拠金規制が国境を越えた取引にいかに適用
されるのかを含みます。

退職貯蓄と長期貯蓄におけるファンドの
役割
ICIグローバルは、長期貯蓄によく適した投資
商品に貯蓄者がアクセスできる安定した私的
年金制度の開発の支援に取り組んでいます。

制度設計。ICIグローバルは、様々な国の利害
関係者と、自動登録などのイノベーションや
多様な投資商品の利用などを含めた、私的年
金制度設計を取り巻く問題について取り組ん
でいます。  

年金制度におけるファンドの役割。国際会議
を含めた多くの活動を通じて、ICIグローバル
は、世界中の貯蓄者が退職原資を形成するの
に規制ファンドが果たし得る役割についての
意思決定者間での幅広い認識を高めています。

幅広い政策議題に基づいて 
ファンドに力強い声を提供すること
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多くのファンドおよびファンドマネジャーは
共通の懸念を有しているにもかかわらず、	
それぞれの地域は個別かつ固有の歴史、政府、	
規制制度、および文化を有しています。した
がって、会員はしばしば自らの国や地域に固
有の問題や課題に直面します。

アジア太平洋地域
アジア太平洋の各地域が自らの資産運用セク
ターを発展させるのに伴い、ICIグローバルの
香港事務所は、投資家を代理してそのニーズ
をより正確に表明するためにファンドマネ	
ジャーが規制に関する対話で声を上げるのを	
支援しています。現在の問題は以下の項目を	
含みます。

○	 ファンドの国境を越えた販売の取り決めの
履行に関しフィードバックを提供すること

○	 上海・香港相互株式投資制度および他の	
取引連携がもたらす投資機会と運営課題を
会員が理解するのを支援すること

○	 人民元適格外国機関投資家（RQFII）制度お
よび適格外国機関投資家（QFII）制度の拡
大を通じた中国本土市場の開放の支援をす
ること

○	 市場アクセス問題についてアジア太平洋当
局者やファンドマネジャーと協同すること

○	 退職制度の設計および改革について利害関
係者と取り組むこと 

ヨーロッパ
ヨーロッパおよび海外で規制ファンドが果た
してきた重要な役割を維持、強化するため、	
ICIグローバルは投資家の利益のための強固な
規制制度の存在を保証すべく政策立案当局と
取り組んでいます。現在の問題は以下の項目
を含みます。

○ UCITSの認可および相互販売のプロセスの	
改善

○ UCITS運営者のための堅実な報酬政策を擁護
すること

○	 資本市場同盟（CMU）制度の発展とCMU内
の規制ファンドにとっての潜在的な機会を
支援すること

○	 ファンドに対するヨーロッパの規制の枠組
みの効率と有効性を高めること、およびそ
の枠組みがファンド業界のますますグロー
バル化する性格と構造を反映することを	
保証すること

米国
確立された規制制度を伴った世界最大のファン	
ド市場として、米国はファンドマネジャーに
とって強い魅力を持ち、政策立案当局にとっ
ても重要な関心の的です。同時に、米国の投
資信託および投資家は、海外に投資する	
ことで保有財産を多様化することにますます	
注力しています。現在の問題は以下の項目を	
含みます。

○	 ボルカールールが他の国々のファンドおよ
びファンドマネジャーにいかなる影響を	
与えるかについて規制当局に情報を提供	
すること

○	 米国市場へのアクセスの仕方と1940年投資
会社法のもとで登録されるファンドに対	
する規制要件をファンドマネジャーが理解	
するのを支援すること

○	 他の市場のファンド制度とアプローチにつ
いて米国の規制当局を教育すること

地域の問題に関して 
グローバルな視点を提供すること
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主要な利益
ICIグローバルの会員になると、貴社は以下を
含む様々な利益、専門サービス、オンライン
リソースを享受できます。

○	 影響力の高い規制当局と政策立案当局への
提言 

○	 方針や進展する問題に関する専門家の分析 

○	 新しい規制についてのタイムリーで独自の
情報伝達 

○	 会員に影響を与える問題に関する情報提供
のためのセミナーおよびウェビナー

○	 地域のミーティングや会議を通じた、業界
利害関係者と知識を共有し関係を構築する
機会 

○	 世界の退職業界およびファンド業界に関	
するリサーチ 

○	 ファンド運営に関する専門知識とベスト	
プラクティス情報

○	 ファンドおよび投資に対する一般の理解を
促進するためのメディアや一般の人々への
接触

○	 最近の業界の進展についての最新のニュース

リーダーシップの役割と委員会への参加
運営委員会 
他の様々な利益に加えて、会員は各加盟企業
の上級代表者で構成されるICIグローバル運営
委員会で、リーダーシップの役割を務めるこ
とができます。四半期ごとの会議とその他の
定期的なコミュニケーションを通じて、運営
委員会はICIグローバルの方針計画とイニシア
チブを策定します。

方針委員会および作業部会 
会員は、上場投資信託（ETF）、証券貸
付、CMU制度、アジア太平洋ファンドパス	
ポートなどの幅広いトピックを取り扱う他の
ICIグローバル委員会および作業部会などにも	
参加することができます。

地域の問題に関して 
グローバルな視点を提供すること 当社にとって得られる利益は？ 
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ICIおよびICIグローバルは、ファンド業界に影
響を与える政策問題の詳細な法的分析と、	
規制ファンド、ファンドの投資家、および	
退職貯蓄についての高品質なデータで世界中
に知られています。ICIグローバル会員として、	
貴社には以下をご利用いただけます。

○	 複数の地域の視点からのファンド政策問題
の法的分析

○	 ファンドに関する統計および業界動向、	
ETF、新興国市場、その他の分析

○	 毎年発行の投資会社ファクトブック
○ ICIの首席エコノミストおよび他の博士レベ
ルエコノミストとの調査円卓会議への参加
機会

○	 リサーチヘルプラインへのアクセス（貴社
の質問にお答えするICIの研究部門の専門家
におつなぎします）

徹底した調査に基づく政策活動に関する
情報提供
ファンドと投資家行動についての徹底した調
査とデータは、ファンドについての理解を促
進し、ファンドが成長して世界各地の投資家
に効果的に貢献するのを支援するのに極めて
重要です。

その目的のために、ICIグローバルは、ファン
ド業界に影響を与える規制に関し、政策立案
当局の策定活動状況をお知らせするのに役立
つタイムリーな調査レポートを発行してい	
ます。そうしたレポートの例をご紹介します。

グローバリゼーションと長期ミューチュアル 
ファンドの世界的な成長
この分析は、様々な地域のたくさんの投資信
託と運用資産を調査して投資信託の成長の	
必要条件を説明する支援をするものです。	
この分析をアジア太平洋地域における資産運
用の成長可能性の議論に使用しています。

規制ファンド、金融の安定性、新興国市場
このレポートは、規制ファンドによる新興国
市場証券の持ち高の成長を取り上げ、なぜ規
制ファンドはそうした市場にシステミックリ
スクを投じようとしないのか、3つの主な理由
を説明しています。また、新たな実証的デー
タと、規制ファンドによる新興国市場証券の
純購入額はリターンを押し上げないことを	
証明する結果を取り上げています。

世界クラスの法的分析と調査
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過去数年間のグローバルな規制と投資の急速な加速の中で、ICI
グローバルはまさに時宜を得て設立され、このますます複雑化
する環境の中で効果的にファンドおよびファンドマネジャーの
ために主張してきました。
ザ・バンガード・グループ

特に人口統計学的、政治的、および経済的な様相が変わりゆく
状況において、投資家や貯蓄家のニーズに応えるにあたり、世
界中のアセットマネジャーは類似の課題に直面しています。ICI
グローバルはファンドおよびファンドマネジャーが果たす重要
な役割を理解し、公的および私的な議論において建設的かつ 
効果的に取り組む力強い声を私たちに提供してくれます。
コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツ
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ICIグローバルは、国際的リーチと強力なコネクションを利用して、年間を通じて主要なイベント	
に会員や業界の専門家を集めます。私たちの国際会議、地域セミナー、および双方向ウェビ	
ナーは、各国の政策の進展に対する識見を提供します。

ICIの会員総会 
50年以上にわたり、ICIの年次会員総会（GMM）
は、世界中からのファンド業界のリーダー、
社外取締役、および政策立案当局関係者を	
集めて、政策の進展、投資傾向、販売上の	
課題、退職問題などを探求しています。	
各GMMでは、世界中からの規制当局関係者、
政府のリーダー、およびファンド協会の代表
を含む有力な基調演説者を招いています。	
gmm.ici.org

グローバル取引および市場構造会議 
ICIグローバルは買い手側にとって、証券市場
の構造と機能を改善するための極めて重要な
声です。これらの議論を前進させるため、毎
年のグローバル取引および市場構造会議では
政策立案当局、ICIグローバル会員、および他
の市場参加者を集め、規制の進展や市場構造
変化を議論しています。以前の会議では、	
著名な業界専門家や国際組織のリーダーを	
招きました。www.iciglobal.org/gtmsc

グローバル・サイバーセキュリティ・ 
フォーラム
データセキュリティへの脅威が増幅するのに
伴い、ICIグローバルはサイバー脅威とベスト
プラクティスの認知を高めるための先導役を
果たしています。グローバル・サイバーセ	
キュリティ・フォーラムは、会員に対して、	
業界の専門家から、防御対策、強固な情報	
セキュリティプログラムの基本、その他の	
情報を学ぶ機会を提供しています。	
www.iciglobal.org/cyberforum

グローバルな退職貯蓄のイベント
著名な講演者を招き、私たちのグローバル退
職貯蓄会議およびサミットは、様々な地域か
ら規制当局、学術関係者、およびファンド業
界リーダーを集めて、世界中の国々が直面する	
退職に関する課題について対話を進めていま
す。これらのイベントはまた、退職原資を形
成する上での確定拠出年金（DC）プランや	
ファンドの重要性を擁護することに注力して
います。これまでの会議やサミットは、ジュ	
ネーブ、香港、パリ、東京で開かれてきま	
した。www.iciglobal.org/grsc

業界イベントを通じて 
知識を共有し利害関係者と関わる

GMMパネルにおいて、証券監督者国際機構（IOSCO）
のデイヴィッド・ライト氏、BNPパリバ・アセット	
マネジメントのクリスチャン・ダーグナット氏、	

ブラックロックのバーバラ・ノーヴィク氏、	
および日興アセットマネジメントのデイヴィッド・
セマヤ氏にヨーロッパの資本市場イニシアチブに関
する見解を尋ねるコロンビア・スレッドニードル・

インベストメンツのキャンベル・フレミング氏	
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香港会員ミーティング 
2カ月ごとに、ICIグローバルは、香港会員のた
めに交流イベントを設定し、知識の交換を促
進しています。各ミーティングでは、会員が
著名な政策専門家と繋がりを持ち、学ぶこと
ができます。これまでのイベントは、ETF、	
ヨーロッパ市場、中国のファンド業界につい
て取り上げてきました。

アジア太平洋支部ミーティング
ICIグローバルは、アジア太平洋支部の毎年の
ミーティングを、東京、香港、シドニーを始
めとするアジア太平洋各地で開催していま
す。これらのミーティングは、地域の問題に
ついての詳細な議論、規制当局のリーダーに
よる発表、ICIグローバルの政策優先事項に	
関する最新情報などを取り上げてきました。

セミナーおよびウェビナー
会員が政策の進展をより深く理解できるよう
に、ICIグローバルは具体的なトピックスにつ
いてセミナーやウェビナーを開催しています。	
これらのイベントは、業界の専門家を招き、
以下の様な問題を探求してきました。

○	 退職貯蓄のグローバルな傾向
○	 米国市場へのアクセス
○	 RQFIIプログラムの拡大
○	 ヨーロッパにおけるファンドマネジャーに
とっての機会

2013年グローバル退職貯蓄会議で香港の強制積
立金制度について説明するアナ・ウー氏	

	

2014年グローバル取引および市場構造会議で
MiFID IIについて説明する欧州議会議員、	
ケイ・スウィンバーン氏	
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ICI Global Dailyおよび会員向け通信 
 
ICIグローバルは、ファンドや投資家にとって
重要な最近の政策および業界に関する問題に
ついて、最新情報を会員に提供します。

平日の朝、毎日、会員は以下の様な話題を取
り上げる電子メールニュースレター、ICI Global 
Dailyを受け取ります。

○	 政策の進展についてのICIグローバルメモ
○	 予定される委員会および作業部会に関する
情報 

○	 規制の制定や諮問に関する、国内、地域、
世界の主要団体に先んじたICIグローバルに
よる最新のコメントレター 

さらにこの毎日のダイジェストメールでは、
ファンドや株主に影響を及ぼす出来事の進展
を伝える世界中の報道機関からの最新ニュー
スも配信されます。

さらに、マネージングディレクターのダン・
ウォーターズが、会員に向けて電子ニュース
レターを定期的に配信します。このニュース
レターは、重要な問題とそれがビジネスに与
える影響について、会員に最新の情報をお届
けし、その重要なテーマに取り組むためにICI
グローバルが行っていることの概要をお知ら
せしています。

会員とのコミュニケーション
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会員とのコミュニケーション

ファンドの利用と規制を取り巻く議論は、	
政策立案当局間で非公式に行われるだけでな
く、世界中の新聞や雑誌の紙面で公にも行わ
れます。したがって、ICIグローバルはいくつ
かのレベルで、公の議論、すなわち具体的な
規制問題について、金融市場および退職制度
におけるファンドの役割について、投資家が
利用できる十分に規制された投資商品の必要
性についてなど、に影響を与え、それを形成
するように積極的に働きかけています。

そのために、ICIグローバルはメディアとの	
取り組みを通じて、論評や公の場への登場に
より議論を率先し、ICIグローバルの画期的な
調査を出版、公表しています。グローバルな
ファンドにとって重要な問題を伝えようと	
する私たちの努力は、以下のとおり、様々な
国々の多くのメディアで紹介されており、	
その数はますます増えています。

規制ファンドの重要性を広める
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ロンドン（本部）	
110 Bishopsgate	
19th Floor	
Suites 19-06 and 19-07	
London, EC2N 4AY	
United Kingdom

連絡先：	
ダン・ウォーターズ	
（Dan Waters）	
マネージングディレクター	
+44 (0) 207 961 0831	
dan.waters@iciglobal.org

 

パトリス・ベルジェ=ヴィンセント	
（Patrice Bergé-Vincent）	
ヨーロッパ担当	
マネージングディレクター	
+44 (0) 207 961 0833	
patrice@iciglobal.org	

香港 
Suite 715–717, Level 7 	
Two Exchange Square 	
8 Connaught Place 	
Central, Hong Kong 

連絡先：	
チウメイ・ヤン	
（Qiumei Yang）	
ICIグローバル・	
アジアパシフィックCEO	
+852 2168 0882 	
qiumei.yang@iciglobal.org	

 

ワシントンDC	
1401 H Street, NW 	
Washington, DC 20005 	
United States 

連絡先：	
スーザン・オルソン	
（Susan Olson）	
首席顧問	
+1 202 326 5813	
susan.olson@ici.org	

 

iciグローバル各事務所



iciグローバル各事務所

多くの市場では投資家や規制当局を取り巻く環境が大きく変化
しています。特にアジアに拠点を置くグローバルなアセットマ
ネジャーの立場から、当社がこうした議論に参加し、ファンド
マネジャーや投資家がすべての事実を認識して、長期的な視野
を持てるよう保証するのには今が極めて重要な時期だと思い 
ます。
日興アセットマネジメント

我々がよりグローバルなビジネスを構築しようと取り組んでいる 
時に、ICIグローバルはアジア太平洋地域以外のファンド市場に
おける機会と課題を我々が理解できるよう支援してくれました。
チャイナ・ユニバーサル・アセット・マネジメント



110 Bishopsgate
19th Floor
Suites 19-06 and 19-07
London EC2N 4AY
イギリス
+44 (0) 207 961 0830
www.iciglobal.org

Suite 715–717, Level 7
Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
+852 2168 0882

1401 H Street, NW
Washington, DC 20005 
United States 
+1 202 326 5800
www.ici.org
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ASIA-PACIFIC CHAPTER
Focuses on engaging with member firms located across the Asia-Pacific region and obtaining input on global policy issues.

EXCHANGE-TRADED FUNDS COMMITTEE
Examines the regulatory and business issues affecting the management and operation of ETFs at a regional and global level.

GLOBAL INFORMATION SECURITY OFFICER COMMITTEE 
Focuses on cybersecurity issues and challenges, provides additional resources on cybersecurity matters to help mitigate 

operational and reputational risks, and coordinates with other associations and organisations tasked with sharing and 

disseminating cybersecurity data.

GLOBAL PUBLIC COMMUNICATIONS COMMITTEE
Serves as a forum for discussing public relations issues that affect the global fund industry while seeking to develop and 

maintain a positive public image and increase public awareness and understanding of registered investment companies 

worldwide.

GLOBAL REGULATED FUNDS COMMITTEE
Addresses a range of regulatory and legislative issues affecting globally active regulated funds, their management companies, 

and their investors.

GLOBAL RETIREMENT SAVINGS COMMITTEE
Focuses on stimulating a global dialogue among regulators and industry participants about the long-term retirement savings 

challenges around the world and how investment funds can play a key role in the changing retirement landscape.

GLOBAL TAX COMMITTEE
Addresses tax issues affecting funds arising from legislative and regulatory initiatives on the global, regional, and national 

levels.

GLOBAL TRADING AND MARKETS COMMITTEE
Addresses market structure and trading issues affecting funds arising from global, regional, and national legislative and 

regulatory initiatives; examines issues relating to the trading of equities, fixed-income, and derivatives instruments as well as 

reforms to the structure of those markets.

INTERNATIONAL OPERATIONS ADVISORY COMMITTEE
Focuses on cross-border and single country investment fund (i.e., non-US funds, UCITS) operational challenges in the areas of 

transfer agency, shareholder servicing, and distribution. Committee members educate one another about investment fund 

markets around the world, with a focus on Asia-Pacific, EU, and Latin American countries.

ICI GLOBAL COMMITTEES
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110 Bishopsgate
19th Floor
Suites 19-06 and 19-07
London EC2N 4AY, United Kingdom
+44 (0) 207 961 0830
www.iciglobal.org

Suite 715–717, Level 7
Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
+852 2168 0882

1401 H Street, NW
Washington, DC 20005 
United States 
+1 202 326 5800
www.ici.org

ICI GLOBAL TASK FORCES

ASIA-PACIFIC FUND PASSPORTS TASK FORCE
Examines the creation of proposed frameworks for the cross-border distribution of fund products across the Asia-Pacific region, 

evaluates the effect these frameworks could have on business development of globally active fund managers, and provides 

recommendations to policymakers.

BREXIT TASK FORCE
Designs and implements a strategy to support members, their funds, and investors, and respond to the challenges and 

opportunities presented by Brexit.

CAPITAL MARKETS UNION TASK FORCE
Evaluates and provides input on the capital markets union (CMU) initiative, which aims to develop and integrate capital markets 

in the European Union.

SHADOW BANKING TASK FORCE
Examines legislative and policy proposals to address the perceived risk arising from the shadow banking sector and in 

particular focuses on issues affecting credit related investment funds and money market funds.
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 ○ Aberdeen Asset Management PLC

 ○ Affiliated Managers Group, Inc.

 ○ AllianceBernstein, Ltd.

 ○ Artisan Partners Global Funds, plc

 ○ Asset Management One Co., Ltd.

 ○ Baring Asset Management Limited

 ○ Bosera Asset Management Co., Ltd.

 ○ Capital Group Companies Global

 ○ China Asset Management (Hong Kong) Limited

 ○ China International Fund Management Co., Ltd.

 ○ China Universal Asset Management Co. Ltd.

 ○ Columbia Threadneedle Investments

 ○ Comgest

 ○ Coronation Fund Managers Limited

 ○ CSOP Asset Management Limited

 ○ Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd.

 ○ E Fund Management (HK) Co. Ltd.

 ○ Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

 ○ Federated Investors, Inc.

 ○ FMR Investment Management (UK) Limited

 ○ Franklin Templeton Investments

 ○ Fullgoal Asset Management (HK) Ltd.

 ○ Goldman Sachs Asset Management International

 ○ Hai Tong Asset Management (HK) Limited

 ○ Harvest Global Investments Limited

 ○ Henderson Global plc

 ○ Invesco Perpetual

 ○ Ivy Investment Management Company

 ○ John Hancock Financial Services, Inc.

 ○ J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited

 ○ Legg Mason Investments (Europe) Limited

 ○ Matthews International Capital Management, LLC

 ○ MFS Investment (UK) Limited

 ○ Mirae Asset Global Investments (HK) Limited

 ○ Morgan Stanley Investment Management Limited

 ○ Neuberger Berman Management LLC

 ○ Nikko Asset Management Co. Ltd.

 ○ Nomura Asset Management Co., Ltd.

 ○ Nuveen Investments

 ○ PGIM Investments

 ○ PIMCO Europe Ltd.

 ○ RBC Global Asset Management

 ○ SSgA Funds Management, Inc.

 ○ T. Rowe Price International Ltd.

 ○ TD Asset Management, Inc.

 ○ UBS Asset Management (UK)

 ○ Vanguard Asset Management Limited

 ○ Wells Fargo Funds Management, LLC

ICI GLOBAL MEMBERS


