
開催のご挨拶

　私共では、2010年以来、日本の金融市場の国際競争力の強化と市場の持続的成長に資するため、GMS（Global Market Solutions）を継続
的に開催して参りました。毎年、多くの金融機関の役員・部長・実務担当者、市場関係者の皆様にご参加いただいております。

　本年は「ガバナンスとビジネスモデルの変革」を大きなテーマとして取り上げ、7月22日（火）・23日（水）の両日、「GMS2014（Global Market
 Solutions）金融市場国際フォーラム」を開催する運びとなりました。
本フォーラムでは、国際的規制の動向、リスク管理の高度化、金融市場の新潮流から金融工学の先端的研究や最新テクノロジーの紹介まで、
市場に関連する広範なテーマで充実したプログラムを構成します。

　金融危機からアベノミクスまで激変する金融市場の下、変革期を迎えている日本の金融市場の国際競争力の強化と持続的成長に向けた
公益性の高い取組の一環として、日本政府および当局が目指している方向性、日本経済、市場および金融機関が直面している課題と打ち手を
共有すべく、金融機関や機関投資家、研究機関などから金融業界関係者が一堂に会し、研究者と実務家の交流が図れる場になれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　株式会社グッドウェイ 代表取締役 藤野 宙志 ／ リッキービジネスソリューション株式会社 代表取締役 澁谷 耕一

SAS Institute Japan NTT

JAPAN OTC EXCHANGE GCI KVH

SIX NPO

G-MAC ICS FFR+ Financial Innovation Business 
Conference

2014年6月23日（月）～7月16日（水）

http://goodway.co.jp/fip/htdocs/event/gms2014/registration

■会場のご案内

 野村コンファレンスプラザ日本橋 6階
〒103-0022　
東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号　
日本橋室町野村ビル6階

・東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅（A9出口直結）徒歩1分
・JR総武本線「新日本橋」駅（2番出口）徒歩3分
・東京メトロ銀座線・東西線「日本橋」駅（B12出口直結）徒歩7分
・JR各線「神田」駅（南口）徒歩7分
・JR各線「東京」駅（日本橋口）徒歩10分 

株式会社グッドウェイ　【 http://goodway.co.jp/fip/ 】
〒104-0033　東京都中央区新川2-6-2　石橋ビル506号　【担当：藤野／柴田】
　
E-mail : info@goodway.co.jp

■当日の受付について

入館および受講の際に登録証の確認を致しております。
事前登録をされた際に、届いたメールを印刷の上、総合受付に
ご提示ください。
合わせてお名刺2枚のご提出もお願い致します。
2日間の入場および受講の際は本登録証が必要になりますので、
会場内で紛失されないようご注意ください。
尚、受信した受講票メールが複数枚にわたっている場合は
全部印刷して会場にお持ちください。

以下のロゴには、協賛社、協力各社、イベントサポート企業、主催が含まれます。（順不同）

その他、多数あり

金融機関等（ユーザーサイドの方）　（金融機関、商社、年金基金、行政、取引所、業界団体、大学など）
金融IT、情報、コンサルティング等（サービス提供サイドの方）（情報・ITベンダー、コンサルティング、会計監査法人、メディアなど）

※登録時にメールで受信した【入館登録証/受講票】をご持参・ご提出ください。



7月月22日（火） 【1部】 13:00～14:00

【 A-1 】 基調講演 （13:00～14：00）

基基調調講講演演

金融庁　検査局長

遠藤　俊英　氏

【 B-1 】 予備会場 （13:00～14：00） 【 C-1 】 予備会場 （13:00～14：00）

7月22日（火） 【2部】 14:15～15:00

【 A-2 】 パネル （14:15～15：00）

パパネネルルデディィススカカッッシショョンン

「「新新たたなな金金融融規規制制ととそそのの影影響響

　　 －－為為替替・・OTCデデリリババテティィブブ市市場場」」

【 B-2 】 一般講演 （14:15～15：00）

SMBC日興証券

金融経済調査部 部長

金融財政アナリスト

末澤　豪謙　氏

（さくらケーシーエス：提供講演）

【 C-2 】 一般講演 （14:15～15：00）

「「内内部部監監査査態態勢勢のの外外部部評評価価及及びび高高度度化化へへのの

取取りり組組みみにに係係るる 新新動動向向ににつついいてて」」

あずさ監査法人

シニアマネジャー

福永　謙介　氏

マネジャー

佐野　尚志　氏

7月22日（火） 【3部】15:15～16:00

【 A-3 】 一般講演 （15:15～16：00）

「「リリススクク管管理理のの高高度度化化とと精精緻緻化化　　～～ババーーゼゼルル

レレポポーートトBCBS239/277のの目目指指すすもものの～～」」

SAS Institute Japan
ソリューションコンサルティング第二本部

Risk Intelligenceグループ　部長

柳　洋二郎　氏

【 B-3 】 一般講演 （15:15～16：00）

Diva Analytics
代表取締役

高田　勝己　氏

（新日鉄住金ソリューションズ：提供講演）

【 C-3 】 一般講演 （15:15～16：00）

「「我我がが国国ののココモモデディィテティィ店店頭頭市市場場のの活活性性化化にに

向向けけてて－－TOCOM・・JOEのの挑挑戦戦」」

東京商品取引所

市場構造研究所　課長

兼

JAPAN OTC EXCHANGE
代表取締役

荒木　浩介　氏

7月22日（火） 【4部】 16:15～17:00

【 A-4 】 特別講演 （16:15～17：00）

特特別別講講演演（（日日本本金金融融監監査査協協会会））

「「金金融融機機関関ののリリススククガガババナナンンスス－－変変革革のの潮潮流流」」

FFR＋代表　

碓井　茂樹　氏

（日本銀行 金融機構局 金融高度化センター）

【 B-4 】 一般講演 （16:15～17：00）

「「金金融融機機関関のの規規制制・・リリススクク・・内内部部レレポポーーテティィンンググ

戦戦略略　　～～デデーータタ統統合合ととビビッッググデデーータタのの活活用用」」

インフォシスリミテッド
シニアコンサルタント

- Financial Services and Insurance
松下　隆司　氏

【 C-4 】 一般講演 （16:15～17：00）

「「世世界界のの金金融融業業界界ににおおけけるるイイノノベベーーシショョンンのの

動動向向：： 破破壊壊的的イイノノベベーーシショョンンははどどここにに？？」」

セレント

アジア シニア・バイス・プレジデント

ニール・カタコフ、PhD　氏

7月22日（火） 【5部】 17:30～18:30

【 A-5 】 パネル （17:30～18：30）

パパネネルルデディィススカカッッシショョンン（（日日本本金金融融監監査査協協会会））

【 B-5 】 一般講演 （17:30～18：30）

「「金金融融機機関関のの勘勘定定系系シシスステテムムをを活活用用ししたた

【 C-5 】 一般講演 （17:30～18：30）

近近日日公公開開

「「ビビジジネネススモモデデルルととガガババナナンンススのの変変革革」」

パネリスト：　元金融庁長官　五味　廣文　氏

東京証券取引所 常務取締役（上場担当）

静　正樹　氏

東京大学名誉教授・中央大学教授

落合　誠一　氏　
（日本取締役協会　独立取締役委員会副委員長）

モデレータ：　FFR＋代表　碓井　茂樹　氏　

（日本銀行 金融機構局 金融高度化センター）

低低ココスストト型型営営業業推推進進モモデデルル変変革革

－－EUC活活用用にによよるる機機動動的的なな顧顧客客

　　　　アアププロローーチチ実実現現にに向向けけてて－－」」

エー・ソリューションズ

代表取締役　

荒木　幸男　氏

7月22日（火） 【ネットワーキング・ドリンクス】18:30～19:30

ネネッットトワワーーキキンンググ・・カカククテテルル
（どなたでもご参加いただけます。）

7月23日（水） 【6部】 10:00～11:00

【 A-6 】 （10:00～11：00） 【 B-6 】 一般講演 （10:00～11：00） 【 C-6 】 一般講演 （10:00～11：00）

7月23日（水） 【7部】 11:15～12:00

【 A-7 】 一般講演 （11:15～12：00）

「「金金融融機機関関にによよるるククララウウドドササーービビスス活活用用状状況況、、

導導入入効効果果、、リリススクク等等のの考考察察」」

KVH
プロダクトマネジメント部

プロダクトマーケティングマネージャー　

水谷　安孝　氏

【 B-7 】 一般講演 （11:15～12：00）

トレードウェブ・ヨーロッパ証券

東京支店　

ディレクター

武守　美幸　氏

【 C-7 】 一般講演 （11:15～12：00）

「「日日本本経経済済のの持持続続的的成成長長にに欠欠かかせせなないい

ププラライイベベーートトエエククイイテティィ（（PE））投投資資とと

そそのの「「責責任任ああるる投投資資行行動動」」ととはは何何かか」」

アーク東短オルタナティブ

代表取締役社長

棚橋　俊介　氏

7月23日（水） 【ランチ】12:00～13:00

午前の講演を受講された方に、ランチボックスを配布（金融機関の方のみに限定）します。
（対象者と数に限りがございますことを、あらかじめご了承ください。）

7月23日（水） 【8部】 13:00～14:00

【 A-8 】 特別講演 （13:00～14：00）

特特別別講講演演

「「世世界界経経済済のの見見通通しし～～アアベベノノミミククススのの帰帰結結はは？？」」

　　
BNPパリバ証券

経済調査本部長　チーフエコノミスト

河野　龍太郎　氏

【 B-8 】 一般講演 （13:00～14：00）

セレント

アジア金融サービス　シニアアナリスト

柳川　英一郎　氏

【 C-8 】 一般講演 （13:00～14：00）

「「リリキキッッドド・・オオルルタタナナテティィブブ

～～資資産産運運用用パパララダダイイムムのの変変革革ととヘヘッッジジフファァンンドド」」

GCIアセット・マネジメント

代表取締役CEO
山内　英貴　氏

7月23日（水） 【9部】 14:15～15:00

【 A-9 】 一般講演 （14:15～15：00） 【 B-9 】 一般講演 （14:15～15：00）

「「トトレレーーデディィンンググ勘勘定定のの抜抜本本的的見見直直しし：：
ママーーケケッットト・・リリススクク枠枠組組みみのの改改定定」」にに係係るる論論点点整整理理

あずさ監査法人

ディレクター

佐上　啓　氏

マネジャー

守谷　嘉洋　氏

【 C-9 】 一般講演 （14:15～15：00）

「「ビビッッググデデーータタ時時代代ののモモデデルルママネネジジメメンントト
～～モモデデルルママネネジジメメンントト高高度度化化ととそそのの先先のの一一手手～～」」

SAS Institute Japan
ソリューションコンサルティング第一本部

エンタープライズアナリティクス推進グループ

アナリティクス推進　マネージャー

西野　嘉彦　氏

7月23日（水） 【10部】 15:15～16:15

【 A-10 】 特別講演 （15:15～16：15）

「「ググルルーーププガガババナナンンスス態態勢勢のの高高度度化化 －－

委委員員会会設設置置会会社社へへのの移移行行 等等」」

みずほフィナンシャルグループ　

取締役　執行役常務　企画グループ長

兼　

みずほ銀行

常務取締役　企画グループ長

藤原　弘治　氏

【 B-10 】 一般講演 （15:15～16：15）

「「ママククロロ・・スストトレレスステテスストトののススススメメ

～～シシナナリリオオ策策定定とと信信用用リリススククをを中中心心にに～～」」

NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ

ソリューション開発部

先端金融工学センター

計量アナリスト

西家　宏典　氏

【 C-10 】 一般講演 （15:15～16：15）

インフォテリア

営業本部　第２営業部長

黒柳　開太郎　氏

7月23日（水） 【11部】 16:30～17:15

【 A-11 】 特別講演 （16:30～17：15） 【 B-11 】 一般講演   （16:30～17：15） 【 C-11 】 一般講演/パネル （16:30～17：15）

7月23日（水） 【12部】　17:30～18:30

【 A-12 】 特別講演 （17:30～18：30）

特特別別講講演演（（金金融融証証券券ママーーケケッットトフフォォーーララムム））

山和証券　ディーリング部長

工藤　哲哉　氏
（内閣府認証NPO法人 金融証券マーケットフォーラム 顧問）

【 B-12 】 一般講演 （17:30～18：30） 【 C-12 】 一般講演 （17:30～18：30）

「「金金商商法法改改正正にによよるるククララウウドドフファァンンデディィンンググ

新新制制度度ととそそのの活活用用」」

出縄＆カンパニー

代表取締役　/　公認会計士

出縄　良人　氏

7月23日（水） 【ネットワーキング・ドリンクス】18:30～19:30

ネネッットトワワーーキキンンググ・・カカククテテルル
（どなたでもご参加いただけます。）

「デリバティブ当初証拠金の
計算モデルとプライシング」

「進化する指数－インデックス・プロバイダー
の役割とパッシブ運用の可能性」

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス
日本オフィス統括責任者

牧野　義之　氏

「金融機関の強固な内部監査に求められる
ミニマムスタンダード内部監査協会の提言」

メットライフ生命保険株式会社
執行役　常務　チーフオーディター

毛利　直広　氏
（一般社団法人日本内部監査協会
常務理事　兼　国際委員会委員長）

特別講演
「規制対応とビジネスモデルの変革、

新デリバティブ市場動向」

モルガン・スタンレーMUFG証券
カウンターパーティー・ポートフォリオ・

マネジメント部長   
マネージング・ディレクター　

富安　弘毅　氏

「東京外為市場の国際競争力と
電子商取引システムの新たな展開」

FXCMジャパン証券
Senior Executive Officer

Head of FXCMPro
中島　雅之　氏

パネルディスカッション
「金融ベンチャーと創るイノベーション
～リテール投資領域のチャレンジ～」

パネラー：　ナビゲータープラットフォーム 
代表取締役　原田　慎司　氏

クラウドレジット 代表取締役
杉山　智行　氏

モデレーター：　電通国際情報サービス（ISID）
金融事業戦略部　シニアコンサルタント

伊藤　千恵　氏

ブロードリッジ・ジャパン
ジェネラル・マネージャー
ジェームス・マーズデン 氏

アクセンチュア 金融サービス本部
マネジングディレクター

山本　浩史　氏

（トムソン・ロイター・マーケッツ：提供）

「証券市場の活性化を阻害する課題
と解決策の提言　～証券ディーリングの

ビジネス 前線とモデル再構築」

「今後の金融行政－ガバナンスと
ビジネスモデルの変革に向けて」

「2014年度の経済・金融市場見通し： 
流行の「Frozen」相場の行方、転機は秋？」

「OTCデリバティブ電子取引　
－ 規制、市場動向、及び取引実務」

「日本の金融業界におけるイノベーション： 
マネージメントとイニシアチブのギャップ」

「タブレットを活用した提案型の
顧客コミュニケーションへのシフト」

パネリスト： 三菱東京UFJ銀行
金融市場部　副部長　星野　昭　氏

シティグループ証券
Futures, Clearing & Collateral

Japan Head of Origination　柳沢　俊　氏

トレードウェブ・ヨーロッパ証券会社　在日代表
マネージング・ディレクター　塩谷　和彦　氏

トムソン・ロイター・マーケッツ
トレジャリー事業開発担当　宗川　雄視　氏

モデレーター：　ロイター編集局　記者
　　　　　　　　　基太村　真司　氏

（トムソン・ロイター・マーケッツ：提供）

基基調調講講演演(サテライト会場）

金融庁　検査局長

遠藤　俊英　氏

「今後の金融行政－ガバナンスと
ビジネスモデルの変革に向けて」

金融庁　検査局長

遠藤　俊英　氏

「今後の金融行政－ガバナンスと
ビジネスモデルの変革に向けて」

基基調調講講演演(サテライト会場）

一般講演一般講演

「アルゴリズム・トレードが強いる資産運用
ビジネスの変革：リスク管理の視点から」

シーエムディーラボ
代表取締役社長

尹 煕元　氏

AIMA JAPAN 
会長　白木　信一郎　氏

（アストマックス投信投資顧問株式会社　取締役）

「AIMA JAPAN報告

－ヘッジファンド業界の未来像と
　　ビジネスモデルの変革」

「ユーティリティサービス
－金融業界の新たなエコシステム」


