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１　協会だより
２　当協会発行・編集出版物
３　当協会の国際連携のご紹介

１．トピックス▲

�2017年証券アナリスト第１次レベル春試験を実施しました
　2017年証券アナリスト第１次レベル春試験を、４月23日（日）に国内９都市10会場と香港の計11会

場で、同22日（土）にニューヨーク、ロンドンの２会場で実施しました。

　３科目合計の延べ受験者数は7,379名（出席率は60.9％）と昨年春試験を上回りました。試験の結果

は５月末に受験者に通知するとともに、協会ウェブサイトに掲載しました（協会ホームページ＞証券ア

ナリスト（CMA）第１次レベル＞受験データ）。

　なお、2017年第１次レベル秋試験は、９月24日（日）に国内９都市と香港で、９月23日（土）にニ

ューヨーク、ロンドンで行われます。

試験科目 証券分析とポートフォリオ
・マネジメント 財務分析 経済 ３科目合計

（延べ人数）
受験者数（人） 2,025 2,695 2,659 7,379

昨年春 1,915 2,612 2,539 7,066

▲

�プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2017年３月まで）につ
いて

　当協会では、プライベートバンカー（PB）資格試験に関し、PB資格試験委員会（委員長：新井富雄

東京大学 名誉教授）の審議を経て、合格者を決定しています。2017年３月までの合否結果の概要は次

の通りとなっています。

（１）　2014年１月より開始したプライベートバンキング・コーディネーター（PBコーディネーター

＜初級レベル＞）では、コンピュータ試験に合格したPBコーディネーター資格認定者は累計で536名と
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なりました。

（２）　2013年６月より実施しているプライマリー・プライベートバンカー（プライマリー PB＜中級レ

ベル＞）のコンピュータ試験では、３単位全てに合格したプライマリー PB資格認定者は、累計で1,007

名となりました。

（３）　シニア・プライベートバンカー（シニアPB＜上級レベル＞）のコンピュータ試験では、３単位全

てに合格した筆記試験の受験資格付与者数は、累計で247名となりました。このうち、シニアPBの筆記

試験に合格したシニアPB資格認定者は、62名となっています。

詳細は、当協会ホームページ＞「プライベートバンカー（PB）資格」＞「新着情報」をご覧ください。

▲

�「地区交流会」活動状況について
○九州地区交流会（2017年度第１回）

・開催日、場所：４月21日（金）電気ビル共創館

・勉強会テーマ：「九州経済白書」2017年

　　　　　　　　人材枯渇時代を生き抜く地域戦略

・講　師　　　：�片山　礼二郎氏

　　　　　　　　（九州経済調査協会　調査研究部　次長）

・参加者　　　：12名

　勉強会終了後に懇親会を開催

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　①「トランプ政権と国際金融システム」（３月３日開催）
　　講師：長井滋人氏（日本銀行　国際局長）

　　（当ジャーナル６月号にも掲載）

　②「第４次産業革命とIoT・AI・Robot」（３月22日開催）
　　講師：菅谷俊二氏（オプティム　代表取締役社長）

　③「トランプ新政権と日本経済への影響」（４月11日開催）
　　講師：安井明彦氏（みずほ総合研究所　欧米調査部長）

　④「トランプ米政権誕生で変わる中東政治地図」（４月17日開催）
　　講師：畑中美樹氏（国際開発センター　研究顧問／インスペックス　特別顧問）

　⑤「トランプ政権成立の衝撃と日米関係」（４月18日開催）
　　講師：久保文明氏（東京大学大学院　法学政治学研究科　教授）

　◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ＞

専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞セミナー・講演会の要旨から無料で閲覧・ダウンロー



©日本証券アナリスト協会　2017� 87

協会からのご案内

ドできます。非会員の方も有料で閲覧・ダウンロードできます。

▲

�４月８日開催CMA+PB資格紹介セミナーの動画、講演要旨を協会ウ
ェブサイトに掲載しました

　協会では金融に携わる方々のキャリア向上の一環として、４月８日（土）にCMA+PB資格紹介セミナ

ー「証券アナリスト資格+プライベートバンカー資格で確実にキャリアアップ！」を開催しましたが、

そのときの動画３本を協会ウェブサイトに掲載しました。どなたでも無料でご覧になれます。ご活用く

ださい。

　①「これからのプライベートバンカーに求められるスキルとは」
　　講師：萩野琢英氏　CMA（ピクテ投信投資顧問　代表取締役社長）

　②「資格取得で仕事は確実に面白くなる」
　　講師：�荒賀俊介氏　CMA、CIIA、シニアPB（野村證券　所沢支店　ファイナンシャル・コンサル

ティング課　課長）

　③「パネルディスカッション：“もっと活躍できる自分” を実現する、金融キャリア形成とは」
　　パネリスト：�萩野琢英氏（前掲）、荒賀俊介氏（前掲）、村岡美香氏　CMA（JA共済連 証券運用

部 株式投資第２G課長）

　◆協会ホームページの「動画一覧」からご覧になれます。

▲

�PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　協会では、「業務と重なる」、「遠方に住んでいる」等で参加できなかった皆さまのために、PB関連セ

ミナーの動画コンテンツ、講演要旨を作成しております。検定会員の方にもご利用いただだけます。ぜひ、

ご活用ください。

　＜PB補完セミナー＞

　①「企業経営者とコンサルタントの二つの目線からみたIPO―熱狂と理性の両立は可能か？―」
　　（2017年２月23日開催）

　　講師：�北山雅一氏　CMA（㈱キャピタル・アセット・プランニング代表取締役　税理士　公認会計

士）

　②�「共通価値の創造を目指した企業オーナーとのコミュニケーションの深化―マイナス金利、人口減
少時代の金融仲介とは―」（2017年３月９日開催）

　　講師：�日下智晴氏　CMA（金融庁　総務企画局　地域金融企画室長　兼　検査局　総務課地域金融

機関等モニタリング長）

　◆�協会ホームページ＞プライベートバンカー資格＞セミナーとスクール＞要旨と動画申込から有料で

視聴・ダウンロードできます（検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・法人賛助会員の役職
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員と非会員の方は、それぞれ別料金です）。

２．顧問・委員・会員の異動（敬称略）▲

�顧問の異動（４月18日）
　　　退　任　　池　谷　幹　男　　信託協会　前会長

　　　新　任　　飯　盛　徹　夫　　信託協会　会長

▲

�委員の異動
○第32回日本証券アナリスト大会実行委員会（４月１日）
　　　退　任　　馬　場　真　一　　第一生命保険　CMA

　　　新　任　　上　野　真　司　　第一生命保険　CMA

　　　退　任　　五　明　　　剛　　明治安田生命保険　CMA

　　　新　任　　佐　藤　　　正　　明治安田生命保険　CMA

○ディスクロージャー研究会
　・専門部会（４月14日）
　　（建設・住宅・不動産）
　　　退　任　　大　谷　洋　司　　ドイツ証券　CMA

　　　就　任　　望　月　政　広　　クレディ・スイス証券　CMA

　　　　　　　　（部会長代理は、大谷氏に代わり川嶋宏樹氏が就任）
　　（自動車・同部品・タイヤ）
　　　退　任　　野　口　正太郎　　SMBC日興証券　CMA

　　　就　任　　高　橋　耕　平　　UBS証券
　　　　　　　　（部会長代理は、野口氏に代わり箱守英治氏が就任）
　　（保険・証券）
　　　退　任　　塩　田　　　淳　　大和証券投資信託委託　CMA

　　　就　任　　伊　勢　和　正　　アセットマネジメントOne　CMA

　　（コンピューターソフト）
　　　退　任　　寺　島　　　正　　大和証券投資信託委託　CMA

　　　就　任　　田　中　　　誓　　野村證券　CMA

　　　　〃　　　堀　　　雄　介　　みずほ証券
　　（広告・メディア・ゲーム）
　　　退　任　　荒　川　　　康　　アセットマネジメントOne　CMA

　　　就　任　　城　戸　謙　治　　アセットマネジメントOne　CMA
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　　（新興市場銘柄）
　　　退　任　　南　　　利　昭　　三井住友信託銀行　CMA

　　　就　任　　新　谷　嘉　史　　三井住友信託銀行　CMA

　　（個人投資家向け情報提供）
　　　退　任　　竜　沢　俊　彦　　野村證券　CMA

　　　就　任　　西　澤　　　隆　　野村證券
　　　　　　　　（部会長は、竜沢氏に代わり西澤氏が就任）

▲

�会員の異動
○新入会者（2017年４月中、五十音順、勤務先は同意のあった方のみ掲載）
　　　検 定 会 員

青木　一真 明治安田生命保険相互会社
青山　佳広 株式会社みずほフィナンシャルグル

ープ
秋山　泰介 三井不動産株式会社
阿部　祥子
荒川　佳太
荒川　浩詞
池田　亮一 中銀アセットマネジメント株式会社
石井　宏和 株式会社ミスターマックス
石神　正悟 東京海上日動火災保険株式会社
石田　奈津子
石橋　卓也
石山　卓実 日本証券金融株式会社
井出　和輝
伊藤　晴基 野村證券株式会社
伊東　大樹 三井生命保険株式会社
岩井　崇 メリルリンチ日本証券株式会社
岩田　州靖
岩手　幸久
内田　塁
内山　洵 SMBC日興証券株式会社
内山　祐太 株式会社三井住友銀行
梅田　零
梅村　好伸 大和住銀投信投資顧問株式会社
江頭　勇太
江口　菜摘美 株式会社日本取引所グループ
江口　幸秀 株式会社ゆうちょ銀行
遠藤　義己 株式会社みずほ銀行
大川　高輝 東京海上日動火災保険株式会社
大久保　亮平 大和住銀投信投資顧問株式会社
大塚　一輝 アセットマネジメントOne株式会社
大坪　亮太
大波　悠樹 アセットマネジメントOne株式会社
大籔　将貴 株式会社日本取引所グループ
岡本　竜太郎
小野　元久 株式会社東邦銀行
鹿志村　直輝 日本生命保険相互会社

片山　幸成 ニッセイアセットマネジメント株式
会社

金本　栄弘 ラサール不動産投資顧問株式会社
加納　一徳 正栄食品工業株式会社
川眞田　哲朗
川村　佳史 住友生命保険相互会社
木村　真也 株式会社三菱東京UFJ銀行
窪内　貴紀 株式会社高知銀行
黒川　真成 大和証券株式会社
黒田　愛李 野村證券株式会社
黒田　祥志 日本証券金融株式会社
黒津　尚太郎 住友商事フィナンシャルマネジメン

ト株式会社
小林　徹郎
後藤　正樹 株式会社日本取引所グループ
佐藤　賢 アセットマネジメントOne株式会社
佐藤　孝
佐藤　佑樹
塩濱　芙希乃 大同生命保険株式会社
篠田　知明 みずほフィナンシャルグループ
清水　敬太 明治安田生命保険相互会社
朱　文来 株式会社りそな銀行
シュレスタ　尭空
庄子　学 プルデンシャルジブラルタファイナ

ンシャル生命保険株式会社
白倉　貴史
末次　貴博
須賀　貴大 株式会社りそな銀行
鈴木　一平 農林中央金庫
鈴木　健太 アセットマネジメントOne株式会社
鈴木　雄高
隅田　慶一 大同生命保険株式会社
清板　大亮 アセットマネジメントOne株式会社
関口　直人 SMBC日興証券株式会社
善木　拓也
薗部　亮
高橋　信幸 JA岩手県信連
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○退会・会員資格喪失（2017年４月中、五十音順）
１．定款第12条第１項第１号による退会・会員資格喪失
＜会費完納者＞
検定会員 青木　清蔵 荒川　智 荒巻　博大 五十嵐　孝志

石川　幸 井藤　健一 伊藤　進 伊藤　広成
伊藤　弘康 猪瀬　啓介 浦野　浩一 大竹　裕幸
小川　寛章 尾関　拓磨 甲斐　徹 栫井　駿介
片山　進平 勝野　朝夫 鏑木　基之 川上　右仲
川崎　文敬 木下　充啓 栗田　実 古高　駿
坂井　一哉 阪本　憲昭 重田　直希 柴田　初雄
下林　孝司 榛村　憲一郎 高木　一郎 高野　真
高橋　直子 高橋　光佳 武智　周一 谷　春一
土本　哲 寺井　孝樹 中尾　誠 中村　光明
中山　大 並山　眞理子 丹羽　宏子 納所　豊
橋本　好美 服部　芳生 番匠　達人 平尾　泰文
広瀬　靖夫 細田　良典 堀　真悟 眞壁　武史
眞壁　英己 松石　裕樹 三井　佳子 宮中　大介
宮野　進介 村岡　眞 矢島　克規 山本　真也
吉田　尚記 吉野　真太郎 米岡　裕子 和田　雅治

法人会員 AIU損害保険株式会社

個人賛助会員 清水　正基

＜上記以外＞
検定会員 藤井　真太郎

高橋　憲生
高谷　悠介 株式会社新生銀行
田中　芳則
玉利　菜月
大門　明子
千田　秀平
辻上　裕之 株式会社みずほ銀行
外崎　勝仁 アセットマネジメントOne株式会社
土居　太郎 大和証券投資信託委託株式会社
中田　理惠 株式会社大和総研
中平　東
縄田　秀文 Zurich� Insurance�Company�Ltd,�

Japan�Branch
西原　弘道 年金積立金管理運用独立行政法人
袴田　苑実 日本証券金融株式会社
原　宏
原田　卓生 株式会社紀陽銀行
原畑　亮平 野村證券株式会社
畔野　めぐみ 明治安田生命保険相互会社
平田　孝祐
平田　雄悟 住友生命保険相互会社
深堀　貴之
福田　悠記 株式会社鳥取銀行

福田　彩加
藤井　明子 みずほ証券株式会社
藤崎　吉信
藤田　晃司 京都中央信用金庫
藤田　政文 野村證券株式会社
船井　集平 大和証券投資信託委託株式会社
古本　春基 株式会社帝国データバンク
堀　雄介
本田　英都
町田　了 大和住銀投信投資顧問株式会社
萬里小路　直秀
南本　裕之
宮崎　浩一
村井　翔 アセットマネジメントOne株式会社
安岡　勇亮 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
山崎　和哉
山田　涼太 東京海上日動火災保険株式会社
楊　明 野村證券株式会社
吉田　開 三菱アセット・ブレインズ株式会社
李　貴愛
若杉　将 日本証券金融株式会社
渡邊　寛子 三井住友海上火災保険株式会社
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２．定款第12条第１項第３号による退会・会員資格喪失
検定会員 阿部　洋 木村　智 地主　元紀 寺田　直樹

廣田　夏代 渡辺　和夫

○会員状況（2017年４月30日現在）

個人会員（検定会員）（一般会員） 法人会員 賛助会員（法人賛助会員）（個人賛助会員） 合計

26,588 （26,508） （80） 216 174 （145） （29） 26,978
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個人会員の皆さまへ

マイページをぜひご活用ください！！
まだマイページを取得されていない検定会員・一般会員の方は、以下の方法で手続きしてください。

■マイページの取得方法
　協会ホームページ（http://www.saa.or.jp/）の「会員手続について」または「会員手続関連」
の「会員の各種手続き」　⇒　「マイページ取得手続き」から
■マイページ取得者限定のメリット（24時間利用可能）
⑴証券アナリストジャーナル論文ダウンロード（無料）
⑵講演会・セミナー等の要旨ダウンロード（無料）
⑶講演会・セミナー等の動画配信閲覧（会員割引価格）
⑷IRミーティング、講演会・セミナーの簡易申込が可能（連絡先等が入力不要）
⑸年会費のクレジットカード支払や入金確認メールの受信、入金状況の確認が可能
⑹インターネット上でご自身の登録状況が確認でき、住所変更や同意情報の変更が可能
⑺継続学習のクレジット登録が可能

＜照会先＞　会員担当　E-mail:member@saa.or.jp　TEL：03-3666-1411


