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協会からのご案内協会からのご案内

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．お知らせ▲

�2021年主要行事予定
次ページをご覧ください。

２．トピックス▲

�2020年証券アナリスト第２次試験を実施しました
　当初６月に実施予定であった2020年証券アナリスト第２次試験を、新型コロナウイルス感染症対策を

講じた上で、12月13日（日）に国内のみで実施しました。なお、海外受験地（ニューヨーク、ロンドン、

香港）については、会場の確保ができないこと等の事情により、実施の見送りを事前に決定しました。

　受験者数は、1,946名（前年：2,596名）でした。試験の結果は2021年３月中旬に受験者に通知され

る予定です。

▲

�ACIIA理事会・臨時総会が開催されました
　ACIIA（国際公認投資アナリスト協会、スイス法人）の理事会・臨時総会が12月３日（木）にビデオ

会議により開催されました。アルゼンチン、中国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、スペイン、ス

イスの各協会および欧州連合会の代表が出席し、CIIA試験を加盟23協会以外の国・地域の受験者に拡充

する施策やACIIAのウェブサイトの改善など、ACIIAの戦略について活発な議論が行われました。

　 な お、 翌 日 の12月 ４ 日（ 金 ） に はILPIP（International Learning Platform for Investment 

Professionals：CIIA学習教材提供機関、スイス法人）の理事会が同じくビデオ会議で開催され、ポート

フォリオ・マネジメントの学習教材の改訂などについて討議が行われました。

協会だより1
１．お知らせ：2021年主要行事予定
２．トピックス：2020年証券アナリスト第２次試験を実施／ ACIIA理事会・臨時総会が開催

／ ASIF年次総会が開催／「地区交流会」の活動状況について／ GIPSセミナーの動画／講
演会の動画／講演要旨

３．委員・会員の異動
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2021年主要行事予定
１月 ７月
○第27回SAAJセミナー（22日） ○理事会

○第21回夏期SAAJセミナー

２月 ８月
○大阪シンポジウム（10日） ○2021年度CMA第２次レベル講座開講

○第19回PBスクール（25日） ○臨時総会、理事会

○第20回PBスクール

３月 ９月
○運営委員会 ○ 第22回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミ

ナー○CIIA３月試験（東京・大阪６日）

○理事会 ○ CMA第１次秋試験（国内・香港26日、ニュー

ヨーク・ロンドン25日）○シニアPB筆記試験受付（１～ 31日）

○第12回SAAJ国際セミナー（26日） ○シニアPB筆記試験受付（１～ 30日）

４月 10月
○ CMA第１次春試験（国内・香港25日、ニュー

ヨーク・ロンドン24日）

○ディスクロージャー優良企業選定結果発表

○第36回日本証券アナリスト大会（８日）

○ASIF理事会・年次総会

５月 11月
○2021年度CMA第１次レベル講座申込受付開始 ○理事会

○理事会 ○ACIIA理事会、ILPIP会議

６月 12月
○証券アナリストジャーナル賞受賞論文発表 ○名古屋シンポジウム

○2021年度CMA第１次レベル講座開講

○2021年度CMA第２次レベル講座申込受付開始

○ CMA第２次試験（国内・香港６日、ニューヨ

ーク・ロンドン５日）

○定時総会

○ACIIA理事会・年次総会、ILPIP会議
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▲

�ASIF年次総会が開催されました
　ASIF（アジア証券・投資アナリスト協会、オーストラリア法人）の年次総会が11月12日（木）にビ

デオ会議により開催されました。オーストラリア、台湾、香港、日本、韓国、タイ、ベトナムの各協会

代表者が出席し、ウェブサイトの改善、ウェビナーの開催などASIFの戦略について検討したほか、各協

会から活動状況、主要課題、ASIFへの要望等について報告がありました。

　年次総会に先立ち、Giles Gunesekera氏（Global Impact Initiative（GII）社CEO）による特別講演

「Financing the Future Through Impact Investing」が開催されました。GII社はインパクト投資のコ

ンサルティング、投資および教育を運営する企業で、世界41社が認定を受けている「国連グローバル・

コンパクト・リード企業」のうち唯一のオーストラリア企業です。講演では、インパクト投資の発展や

投資機会について説明がありました。講演内容の詳細（英語）は、協会ホームページ＞協会について＞

国際連携＞グローバル・コミュニティ＞コミュニティ情報をご参照ください。

▲

�「地区交流会」の活動状況について
○九州地区交流会（2020年度 第１回）

・開催日、場所：2020年11月27日（金）ライブ配信・Zoom会議

・勉強会テーマ： 「2020年九州経済白書ベンチャー企業の成長による地域活性化―ビジネス創出と 

地域課題の解決に向けて―」

・講　　　師　：藤井学氏　CMA　九州経済調査協会　調査研究部　次長

・参　加　者　：20名

　九州地区交流会が初めてライブ配信での勉強会を開

催しました。

　毎年定点的に登壇いただいている九州経済調査協会

に講師をお願いして、2020年九州経済白書を題材にお

話しいただきました。

　ウェブ上でもこれまでの開催と同様に、大変活発な

質疑応答や意見交換が行われました。
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▲

�2020年GIPSセミナー「2020年版グローバル投資パフォーマンス基
準　運用会社編―解説書のポイントと内容―」の動画を協会ウェブサ
イトに掲載しました

　当セミナーを動画配信しています。講師の桒原洋氏（ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティン

グ代表、当協会投資パフォーマンス基準委員会委員長）に、GIPS基準　2020年版（確定版）およびそ

の解説書のポイントについて、丁寧かつ具体的な解説をしていただきました。

◆ 検定会員、個人賛助会員、一般会員、法人・法人賛助会員の役職員の方およびPB資格保有者は、協会

ホームページ＞専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞動画から視聴できます。

▲

講演会動画を協会ウェブサイトに掲載しました
　配信が可能な講演会・セミナーの動画をウェブサイトに掲載します。

　①「海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた企業の動き」（12月２日収録）

　講師： 柳田康一氏（CLOMA事務局　技術統括）

　②「2021年の原油市場を占う」（12月７日収録）

　講師：藤和彦氏（独立行政法人経済産業研究所　上席研究員）

　③「社会のデジタル化と金融・証券市場の未来」（12月15日収録）

　講師：山藤敦史氏　CMA（日本取引所グループIT企画部長兼総合企画部フィンテック推進室長）

◆ 検定会員、個人賛助会員、一般会員、法人・法人賛助会員の役職員の方およびPB資格保有者は、協会

ホームページ＞専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞動画から視聴できます。

▲
�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

　①第35回証券アナリスト大会「自然の脅威に立ち向かう企業とアナリストの役割」（10月９日収録）

　　 パネル・ディスカッション「不確実性が高まるニューノーマルでの企業変革とアナリストの役割―
気候変動や新型コロナウイルスなどのリスク対応と持続的成長の両立のために―」

　　パネリスト： 井口譲二氏　CMA（ニッセイアセットマネジメント　チーフ・コーポレート・ガバナ

ンス・オフィサー　統括部長）

　　　　　　　　木南陽介氏（レノバ　代表取締役社長　CEO）

　　　　　　　　 達脇恵子氏（デロイト トーマツ サステナビリティ　代表取締役社長、有限責任監査

法人トーマツ　パートナー、デロイト サステナビリティ　日本統括責任者）

　　モデレーター： 松島憲之氏　CMA（三菱UFJリサーチ&コンサルティング　コンサルティング業務

企画部チーフアドバイザー）

　　（本誌今月号にも掲載）
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　②「カーボンリサイクル技術の展望―CO２排出削減における役割、現状と課題―」（11月10日収録）

　　講師：中垣隆雄氏（早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 総合機械工学科　教授）

　③「2021年為替相場見通し」（11月18日収録）

　　講師： 佐々木融氏　CMA（JPモルガン・チェース銀行　東京支店　市場調査本部長　マネジングデ

ィレクター

　④�「大統領選後の米国経済とドル市場－ドル安、債券安、株安のトリプル安は回避できるのか？」 
（11月24日収録）

　　講師： 白川浩道氏（クレディ・スイス証券　マネージング・ディレクター　取締役兼副会長　経済

調査本部長）

　⑤「海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた企業の動き」（12月２日収録）

　　講師：柳田康一氏（CLOMA事務局　技術統括）

　⑥名古屋シンポジウム（紙上開催）「AFTERコロナを見据えた東海地区の2021年の展開」
　　寄稿者： 加藤毅氏　CMA（日本銀行　名古屋支店長）、畠山一成氏（経済産業省　中部経済産業局長）、

水口純氏（財務省　東海財務局長）

　　質問者：福田要氏（中日新聞　経済部長）

◆ 検定会員、個人賛助会員、一般会員および法人・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。
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３．委員・会員の異動（敬称略）

▲

委員の異動
○試験管理委員会

11月30日

　退　任　　　　宮　原　幸一郎　　東京証券取引所

12月１日

　就　任　　　　小　沼　泰　之　　東京証券取引所　CMA

▲

�会員の異動
○新入会者（2020年11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

○退会・会員資格喪失（2020年11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 相木　健一 大塚　弘一 島田　敦夫 眞嶋　健太
青木　和男 小川　斉 杉山　和夫 森　茂伸
浅井　太郎 落合　健生 芹澤　エリカ 吉田　圭州
池北　祐磨 梯　晃洋 中澤　豪揮 吉田　幸泰
井上　卓爾 小柳　憲次 畠中　勝英
今田（藤井）　知子 塩沢　亮 一ツ松　邦夫

＜上記以外＞
検定会員 秋山　幸久 スミス　ポール 浜田　憲一

杉本　卓司 武石　雅彦 増田　芳宏

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 岡田　繁

○会員状況（2020年11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

27,431 （27,358） （73） 206 156 （126） （30） 27,793 

阿部　隼斗 三菱 UFJ 国際投信株式会社
池内　敬祐
伊藤　佑真
片桐　隆 株式会社エフテック
栗栖　健
小林　祐也 株式会社三菱 UFJ 銀行
清水　哲也 住友生命保険相互会社
諸葛　英二 三菱 UFJ 信託銀行株式会社

高野　義健
高橋　恵太
橋本　慎
平田　充昭
牧　啓明 三井住友信託銀行株式会社
向井田　近俊
渡邊　拓実


