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2022 年 3 月の CIIAⓇ試験結果について 

 
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 

 
１ . 2022 年 3 月の CIIA（Certified International Investment Analyst、国際公認投資アナ

リスト）試験の合格者は、第 1 単位 60 名、第 2 単位 58 名でした。  

２ . 今回の試験で、57 名が両単位に合格し、CIIA 資格取得者の累計は 2,910 名となりました。 

３ . 世界全体（日本を含む）では、今回の試験での CIIA 資格取得者は 219 名、累計で 10,467
名となりました。 

当協会の CIIA 試験結果  （単位：名） 
 

第 1 単 位  
（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ、経済、財務分析、株式分析）  

第 2 単 位  
(債券分析、ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ分析、ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)  両単位 

合格者数  

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 

2020 年 3 月  30 25 83.3 23 14 60.9 16 

2021 年 3 月  39 26 66.7 42 29 69.0 27 

2022 年 3 月  74 60 81.1 73 58 79.5 57 

 
（参考） 

① CIIA試験は、2001年3月から世界各国で実施されています。 

② 本試験制度は、ACIIA※（Association of Certified International Investment Analysts）によっ

て運営されており、各国の資本市場の多様性を尊重しつつ、国際的に通用する投資アナ

リストの育成を目的とする高水準の教育試験制度です。日本では、日本証券アナリスト

協会認定アナリスト（CMA）であることが受験資格となります。 

ACIIAは、CIIA保有者に対する相互承認･便宜供与をメンバー協会間で進めるなど、

CIIAの国際的な価値を一層高める努力をしています。 

CIIA資格のメリット：https://www.saa.or.jp/cma_program/ciia/merit/index.html 

 
※世界各国の証券アナリスト協会とその連合会が会員となり、2000年6月に設立された非営利法人（スイ

ス）。加盟団体は欧州、アジア、南米およびアフリカの22協会および1連合会です。 

 

【本件に関する照会、連絡先】  
公益社団法人  日本証券アナリスト協会  CIIA 試験担当  
E-mail:ciia@saa.or.jp 

https://www.saa.or.jp/cma_program/ciia/merit/index.html


CIIA®資格取得者（2022 年 3 月試験） 

  

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 

                                    ①本名簿は、氏名等の公表に同意された方々を

掲載しています。 

②所属先は、2022 年 5 月 26 日現在。 

③五十音順、敬称略 
 

 

 

会田 俊比古 株式会社三井住友銀行 

秋山 真一 アドミラルキャピタル株式会社 

秋山 武司 野村證券株式会社 

阿部 智成 大和証券株式会社 

阿部 紘士 
 

荒木 裕二 
 

飯田 馨 日本銀行 

伊津野 真也 株式会社西日本シティ銀行 

上原 慎矢 株式会社八十二銀行 

梅津 恭助 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 

岡崎 将顕 ルクセンブルクみずほ信託銀行 

岡田 徹 大同生命保険株式会社 

加藤 誠 
 

菊永 多聞 株式会社ドーガン 

木津 陽裕 三井住友信託銀行株式会社 

木村 聡宏 IDC Japan 株式会社 

木村 芳彦 ＮＴＴデータフォース株式会社 

櫛田 憲郎 全日本空輸株式会社 

黒川 ひろ 明治安田生命保険相互会社 

小助川 了大 メットライフ生命保険株式会社 

佐多 雅利 株式会社りそな銀行 

佐竹 友幸 野村證券株式会社 

颯田 元 三井住友信託銀行株式会社 

佐藤 武志 いちよし証券株式会社 

渋谷 雄大 
 

杉浦 悟 三井住友信託銀行株式会社 

高橋 央人 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

高橋 諒 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

瀧澤 秀明 野村證券株式会社 



張 肇男 
 

出口 博基 株式会社佐賀銀行 

友永 吉彦 
 

外山 努 
 

中川 圭太 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 

中津 崇重 大和証券株式会社 

中矢 徹 有限責任監査法人トーマツ 

楢原 宏規 
 

野田 晴彦 ENEOS ホールディングス株式会社 

橋本 洋佑 株式会社新生銀行 

張ヶ谷 優 SMBC 日興証券株式会社 

春山 雄哉 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

人見 浩彰 
 

平墳 勇気 太陽生命保険株式会社 

藤本 琢巳 日興アセットマネジメント株式会社 

古池 貴哉 みずほ証券株式会社 

星野 啓 
 

松尾 勝也 サーンガス共和株式会社 

室田 真希 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

山下 直樹 ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ･ﾊﾘﾏﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ株式会社 

山田 辰徳 
 

和田 拓也 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 
 

 

 

以 上 
氏名等公表同意者 51 名（資格取得者計 57 名） 
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