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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▲

ジャーナル誌の電子ブック版をご利用ください
　６月22日（火）にスタートした「証券アナリストジャーナル」電子ブック版は、専用アプリのイン

ストールも不要で、マイページから直接アクセスできます。スマホでも文字の大きさを変更するだけ

でデバイス画面内にテキストが収まる仕組みとなっています。通勤の際や待ち時間でもジャーナル誌

が閲覧できますので、是非ご利用ください。バックナンバーも今年１月号から閲覧できます。

　電子ブック版と同時にリリースしたジャーナル誌の検索システム（多機能型）も、便利なクイック

検索、要約ポップアップ、関心あるテーマ論稿のお知らせ機能、他の会員の関心テーマが分かるアク

セスランキング等、使い勝手がよくなっています。創刊号（1963年）目次からの検索も可能ですので、

新検索システムも一度お試しください。

　なお、予定していますジャーナル誌冊子の配付縮小のご案内についても、準備が整い次第お知らせ

します。

▲

第８回人事・報酬委員会を開催
　人事・報酬委員会の第８回会合が６月18日（金）に開催され、会長の諮問に基づき、来期の理事選

出等について審議されました。

・�アクセスは、マイページの「証券アナリストジャーナル」の「電子ブック（無料）」

と「ジャーナル検索（多機能型）」から。

・�専門性を高める＞「証券アナリストジャーナル」からもアクセス可能です（マイペー

ジにログインしている必要があります）。

協会だより1
１．お知らせ：ジャーナル誌の電子ブック版／第８回人事・報酬委員会／第511回理事会／臨

時総会
２．トピックス：第21回夏期SAAJセミナーをオンライン開催／ACIIA理事会・年次総会開催／
第21回夏期SAAJセミナーの動画・講演要旨／講演会の動画／講演要旨

３．顧問・委員・会員の異動
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▲

第511回理事会を開催しました
　７月14日（水）に第511回理事会が開催され、以下の事項について決議が行われました。

【決議事項】

　第１号議案　役員候補者の件

　第２号議案　臨時総会の開催日時、場所、議題の件

詳細は、当協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。

▲

臨時総会を開催します
　代議員による臨時総会を８月12日（木）午前10時から東京証券会館会議室（同会館９階）におい

て開催します。決議事項は以下の通りです。

【決議事項】

　第１号議案　役員選任の件

詳細は、当協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。

２．トピックス▲

第21回夏期SAAJセミナーをオンライン開催（ライブ配信）（７月８日）
　第21回夏期SAAJセミナー「ポスト・パンデミックを展望した債券投資戦略」を７月８日（木）に

オンライン開催（ライブ配信）しました。まず、司会の長井滋人氏の下、対談「グローバルな金融経

済の動向と金利見通し：米国を中心に」（上野泰也氏、デバリエいづみ氏）が行われ、続いての対談

では「時代のメガトレンドとクレジット投資家の課題（悩み）」（大関洋氏　CMA、大橋英敏氏　

CMA）について議論していただきました。最終セッション「拡大するSDGs投資の債券ベンチマーク

―グローバル国債から社債まで―」では、講演「債券ベンチマークを活用したサステナブル投資戦略」

（講師：売野隆一氏　CMA）と「気候対応ベンチマークとキャリー・ロールダウン戦略の統合」（菊川

匡氏）についてお話しいただきました。（視聴者約240名）

　オンライン開催ながらも質疑応答が活発に行われ、会員の旺盛な知識欲が垣間見られたセミナーと

なりました。

長井滋人氏

大橋英敏氏 大関洋氏 売野隆一氏 菊川匡氏

上野泰也氏 デバリエいづみ氏
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▲

ACIIA理事会・年次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・年次総会が６月23日（水）にビデ

オ会議により開催されました。CIIA試験両単位合格者累計数は2021年３月試験の結果を受け、全世

界合計で１万名を突破しました。さらにCIIA受験者増を図るため、2021年３月に創設したACIIAプ

ラットフォーム（加盟協会が存在しない国・地域の受験者向けeラーニングツール、英語版）を活用

した受験者増加策など、ACIIAの戦略について活発な議論が行われました。また、次期（2021年６月

～ 2022年６月）理事９名（ヨーロッパ証券アナリスト協会連合会、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）が承認され、ACIIA会長および副会長（任期2021年６

月から２年）には、前原康宏当協会専務理事、Klaus�Beinke氏（ドイツ協会）がそれぞれ選任されま

した。

　なお、前日の６月22日（火）にはILPIP（International�Learning�Platform�for�Investment�

Professionals：CIIA学習教材提供機関、スイス法人）の年次総会が同じくビデオ会議で開催され、

ILPIPが作成するCIIAのテキストと動画教材の新たな活用方法などについて討議が行われました。

▲ �

第21回夏期SAAJセミナーの動画・講演要旨をウェブサイトに掲載し
ました

「ポスト・パンデミックを展望した債券投資戦略」
①対談「グローバルな金融経済の動向と金利見通し：米国を中心に」
　講師：�上野泰也氏（みずほ証券　チーフマーケットエコノミスト）、デバリエいづみ氏（BofA証券

マネージング・ディレクター、主席エコノミスト）、〈司会〉長井滋人氏（オックスフォード・

エコノミクス　在日代表）

②対談「時代のメガトレンドとクレジット投資家の課題（悩み）」
　講師：�大関洋氏　CMA（ニッセイアセットマネジメント　代表取締役社長）、大橋英敏氏　CMA（み

ずほ証券　シニアエグゼクティブ兼金融市場調査部チーフクレジットストラテジスト）

③講演「拡大するSDGs投資の債券ベンチマーク―グローバル国債から社債まで―」
　「債券ベンチマークを活用したサステナブル投資戦略」
　講師：�売野隆一氏　CMA（FTSE�Japan�Ltd.　シニア・ディレクター、リレーションシップ・マネ

ジメント責任者）

　「気候対応ベンチマークとキャリー・ロールダウン戦略の統合」
　講師：�菊川匡氏（野村證券　ストラクチャード・プロダクト部　マネージング・ディレクター、ク

オンツ・インデックス・ストラテジー・ヘッド）
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▲

講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①�北陸地区交流会　創設10周年記念講演会
　講演「地域金融機関をめぐる環境の転換と進化」（６月11日収録）
　講師：�高田創氏　CMA（岡三証券　グローバル・リサーチ・センター　理事長　エグゼクティブエ

コノミスト）

②�北陸地区交流会　創設10周年記念講演会
　対談「ニューノーマル下での地域金融機関のあり方」（６月11日収録）
　講師：杖村修司氏　CMA（北國銀行　取締役頭取（代表取締役））

　〈聞き手〉�高田創氏　CMA（岡三証券　グローバル・リサーチ・センター　理事長　エグゼクティ

ブエコノミスト）

③「なぜジョブ型が必要なのか―日本社会の現状から考える―」（６月21日収録）
　講師：本田由紀氏（東京大学大学院　教育学研究科　教授）

④「中国経済の展望と米中対立の行方―グローバルサプライチェーンのあり方」（６月25日収録）
　講師：�柯隆（かりゅう）氏（東京財団政策研究所　主席研究員、静岡県立大学　グローバル地域セ

ンター　特任教授、多摩大学大学院　客員教授）

⑤「非伝統的データで探るコロナ経済危機の真因」（７月２日収録）
　講師：渡辺努氏（東京大学大学院　経済学研究科　経済学部教授）

⑥「ポストコロナの欧州経済―グリーン・リカバリーの行方―」（７月６日収録）
　講師：伊藤さゆり氏（ニッセイ基礎研究所　経済研究部　研究理事）

⑦�「DXの加速はグリーン成長への道―中期経済予測（2020～ 2035年度）を踏まえて」
　（７月15日収録）

　講師：小林辰男氏（日本経済研究センター　主任研究員／政策研究室長）

◆�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�北陸地区交流会　創設10周年記念講演会
　講演「地域金融機関をめぐる環境の転換と進化」（６月11日収録）
　講師：�高田創氏　CMA（岡三証券　グローバル・リサーチ・センター　理事長　エグゼクティブエ

コノミスト）

②�北陸地区交流会　創設10周年記念講演会
　対談「ニューノーマル下での地域金融機関のあり方」（６月11日収録）
　講師：杖村修司氏　CMA（北國銀行　取締役頭取（代表取締役））
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　�〈聞き手〉�高田創氏　CMA（岡三証券　グローバル・リサーチ・センター　理事長　エグゼクティ

ブエコノミスト）

③「なぜジョブ型が必要なのか―日本社会の現状から考える―」（６月21日収録）
　講師：本田由紀氏（東京大学大学院　教育学研究科　教授）

④「中国経済の展望と米中対立の行方―グローバルサプライチェーンのあり方」（６月25日収録）
　講師：�柯隆（かりゅう）氏（東京財団政策研究所　主席研究員、静岡県立大学　グローバル地域セ

ンター　特任教授、多摩大学大学院　客員教授）

⑤「非伝統的データで探るコロナ経済危機の真因」（７月２日収録）
　講師：渡辺努氏（東京大学大学院　経済学研究科　経済学部教授）

⑥「ポストコロナの欧州経済―グリーン・リカバリーの行方―」（７月６日収録）
　講師：伊藤さゆり氏（ニッセイ基礎研究所　経済研究部　研究理事）

⑦�「DXの加速はグリーン成長への道―中期経済予測（2020～ 2035年度）を踏まえて」
　（７月15日収録）

　講師：小林辰男氏（日本経済研究センター　主任研究員／政策研究室長）

◆�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．顧問・委員・会員の異動（敬称略）▲

顧問の異動（７月12日）
　退　任　　鈴　木　茂　晴　　日本証券業協会　前会長

　新　任　　森　田　敏　夫　　日本証券業協会　会長

　退　任　　広　瀬　伸　一　　日本損害保険協会　前会長

　新　任　　舩　曵　真一郎　　日本損害保険協会　会長

▲

委員の異動
○PB資格試験委員会（８月１日付）
　PB資格試験委員会は、７月末をもって任期満了となり、次の方々が新任および再任の委嘱をされまし

た。

【新任】

　委　員　　後　藤　勝　俊　　虎ノ門後藤法律事務所

【再任】

　委員長　　新　井　富　雄　　東京大学　CMA

　委　員　　阿　部　幸　宣　　SUパートナーズ

　　同　　　太　田　貴　之　　サッポロ不動産開発　CMA

　　同　　　大　山　雅　己　　ジュピター・コンサルティング

　　同　　　押　味　成　広　　Pision合同会計事務所

　　同　　　木　村　　　哲　　明治大学　CMA・CIIA

　　同　　　北　山　雅　一　　キャピタル・アセット・プランニング　CMA

　　同　　　小谷野　幹　雄　　小谷野公認会計士事務所　CMA

　　同　　　佐　井　吾　光　　大和総研

　　同　　　新　免　慶　憲　　日本証券アナリスト協会　CMA

　　同　　　園　田　耕　三　　日本証券アナリスト協会　CMA

　　同　　　蓮　見　正　純　　青山財産ネットワークス

　　同　　　船　山　雅　史　　船山公認会計士事務所

　　同　　　前　原　康　宏　　日本証券アナリスト協会　CMA

　　同　　　三　好　秀　和　　香川大学　CMA

　　同　　　米　田　　　隆　　グローバル・リンク・アソシエイツ� 以上17名
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○PB職業倫理等審査委員会（８月１日付）
　PB職業倫理等審査委員会は、７月末をもって任期満了となり、次の方々が再任の委嘱をされました。

【再任】

　委員長　　増　井　喜一郎　　日本証券経済研究所

　　同　　　小　栗　誠　治　　滋賀大学

　　同　　　大　石　篤　史　　森・濱田松本法律事務所

　　同　　　船　山　雅　史　　船山公認会計士事務所

　　同　　　前　原　康　宏　　日本証券アナリスト協会　CMA

　　同　　　米　田　　　隆　　グローバル・リンク・アソシエイツ� 以上６名

○第36回日本証券アナリスト大会実行委員会（７月１日）
　　退　任　　山　崎　慎　一　　岡三証券　CMA

　　就　任　　岩　渕　啓　介　　岡三証券　CMA

▲

会員の異動
○新入会者（2021年６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
青山　治樹 農林中央金庫
荒木　雅彦
アロエ　潤アラン 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
池上　達也 多摩信用金庫
石田　雄介 農林中央金庫
稲葉　理晃 株式会社静岡銀行
大川畑　聡
大島　英隆
小澤　慧祐
陰山　和也 トパーズ・キャピタル株式会社
北島　朝気 日本生命保険相互会社
木村　亮太 日本生命保険相互会社
小瀬良　啓一
小玉　雄大 損害保険ジャパン株式会社
小林　大介 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
近藤　洋平
笹木　陽太郎 野村證券株式会社
佐々田　耕作 JP モルガン・アセット・マネジメ

ント株式会社
佐藤　高 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ
相馬　千太郎
田口　知輝 T&Dアセットマネジメント株式会社
武林　正成 太陽生命保険株式会社
田崎　遼也 UBS アセット・マネジメント株式

会社

帶刀　夏美 みずほ証券株式会社
中野　翼 大和リアル・エステート・アセット・

マネジメント株式会社
西出　遼平
沼　陽平
濱本　敬弘 株式会社池田泉州銀行
林　知明 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
広瀬　翔 大和アセットマネジメント株式会社
福島　実紗 大和証券株式会社
福田　敬也
福間　広 凸版印刷株式会社
藤田　拓也
藤田　大武
藤本　智恵
朴谷　好史 北海道信用農業協同組合連合会
松山　剛士
向井　文梧 北海道信用農業協同組合連合会
村上　周平 ミリマンインク
村松　茂樹 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ
村松　大司
森　裕太 富国生命保険相互会社
横山　剣大
吉澤　彩 野村證券株式会社
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○退会・会員資格喪失（2021年６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 木村　真也 高橋　善行 福間　英樹 布施　功馬

杉岡　祐佳 原　直示 長谷（藤沼）　裕美子 持永　禎尚
＜上記以外＞
検定会員 宇高　忠俊 戸部　哲也 浜田　智 平井　智

広羽　一昭

○会員状況（2021年６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

27,645 （27,574） （71） 200 157 （126） （31） 28,002�
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協会からのご案内

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（https://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電子ブック閲覧、論文ダウンロード、多機能型検索システム利用（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


