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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▲ �

第514回理事会を開催しました
　11月10日（水）に第514回理事会が開催され、以下の事項について決議および報告が行われました。

【決議事項】

　第１号議案　「検定会員候補者制度運営規則」の一部改正

　第２号議案　効率的な業務執行のための規程の改正

【報告事項】

　2021年度上期事業実績概要

　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。

▲ �

2022年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験の申し込みを受
け付けています

　2022年３月12日（土）に実施されるCIIA試験の受験申込期間は、2021年12月１日から同31日ま

でです。CIIAは国際的にも活躍できる証券アナリストの育成を目的とする資格で、国際公認投資アナ

リスト協会（ACIIA）が運営しています。

　当協会で実施するCIIA試験（年１回・３月のみ、日本語で受験可能）を受験できるのは、CMAの

みです。是非、この機会にCIIA資格取得にチャレンジされることをお勧めします。

CIIA資格をもっと詳しく
https://www.saa.or.jp/cma_program/ciia/

CIIA資格のメリット
https://www.saa.or.jp/cma_program/ciia/merit/
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２．トピックス▲ �

2021年証券アナリスト（CMA）第１次秋試験の結果を公表しました
　2021年９月に実施した証券アナリスト（CMA）第１次秋試験の受験者数は３科目延べ7,161名（2020

年秋試験10,772名）、合格者数は3,851名（同5,921名）、合格率は53.8％（同55.0％）でした。

試験データ
https://www.saa.or.jp/cma_program/cma1/data/index.html

▲ �

ASIFウェビナー「デジタル通貨」シリーズが開催されました
　ASIF（アジア証券・投資アナリスト協会）は、ASIF Forumとして “Digital Currencies-Innovation 

and Impact on Society” を基調テーマとするウェビナーシリーズを次のとおり開催しました。昨今

注目が高まるデジタル通貨について、理事会メンバー協会が持ち回りで企画したものです。

第１回　Foundation Session-Digital Currencies（９月29日）

講師： Dr. Aaron Lane（Research Fellow at RMIT Blockchain Innovation Hub and Special 

Counsel at Duxton Hill）

第２回　 Digital Currency in Cambodia and Japan-Collaboration and Innovation with Private Digital 

Currency（10月20日）

講師：宮沢和正（ソラミツ株式会社　代表取締役社長）

第３回　Introduction of Central Bank Digital Currency（CBDC）in Thailand（10月25日）

講師： Kasidit Tansanguan, Deputy Director of the Corporate Strategy Department, Bank of 

Thailand

各ウェビナーの詳細および動画のリンクはこちらから
https://www.landing.saajnet.com/asif_webinar2021

▲

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10月12日（火）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、新装したウェブサイトの活用、ウェビナーの継続開催など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。

　今次総会で、４名の理事会メンバーが選出され、その中からASIF会長および副会長（任期2021年

10月から2023年年次総会まで）にChris Whitehead氏（オーストラリア協会CEO）および前原康宏

当協会参与がそれぞれ互選されました。
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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�第36回日本証券アナリスト大会「ポストコロナ時代を切り拓く企業とアナリストの役割」（10月８

日開催）

　「開会の辞、受賞者・受賞企業の紹介、閉会の辞」
　　小池広靖　CMA（日本証券アナリスト協会　会長）

　　川北英隆　CMA（証券アナリストジャーナル編集委員会　委員長）

　　許斐潤　CMA（ディスクロージャー研究会　座長）

　　増野大作　CMA（大会実行委員長）

　基調講演Ⅰ「長期視点での経営とステークホルダー」
　講師：吉田憲一郎氏（ソニーグループ　代表執行役会長 兼 社長 CEO）

　基調講演Ⅱ「世界の経営学から見た日本企業イノベーション創出とアナリストへの視座」
　講師：入山章栄氏（早稲田大学大学院経営管理研究科　早稲田大学ビジネススクール　教授）

　パネルディスカッション「ポストコロナ時代の構造変革の行方―デジタル化・脱炭素化を展望して―」
　パネリスト：

　　内田陽介氏（弁護士ドットコム　代表取締役社長）

　　西本利一氏（東京製鐵　代表取締役社長）

　　山口敦氏　CMA（SMBC日興証券　株式調査部　シニアアナリスト）

　司会：

　　 吉高まり氏（三菱UFJリサーチ&コンサルティング　経営企画部副部長　プリンシパル・サステ

ナビリティ・ストラテジスト）

②「コロナ対策と日本経済の現状と展望」（10月20日収録）

　講師：小林慶一郎氏（慶應義塾大学経済学部　教授）

③�「『明るいコロナ後』が望みにくい2022年の世界経済～デルタ登場でなし崩し的な経済開放へ向か
う世界に対立再燃」（10月28日収録）

　講師：藻谷俊介氏（スフィンクス・インベストメント・リサーチ代表取締役　エコノミスト）

④「世界経済が再開する下での2022年為替相場見通し」（11月９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）

⑤「日本企業の経営者は変わったのか？」（11月15日収録）

　講師：齋藤卓爾氏（慶應義塾大学大学院経営管理研究科　准教授）

⑥�「GPIFの『2020年度ESG活動報告』のポイントと気候変動リスク・機会分析について」（11月17

日収録）

　講師：�塩村賢史氏　CMA（年金積立金管理運用独立行政法人　投資戦略部次長　チーフストラテジ

スト 兼 市場運用部次長　ESGチーム・ヘッド）
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◆�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36回日本証券アナリスト大会「ポストコロナ時代を切り拓く企業とアナリストの役割」（10月８

日開催）

　基調講演Ⅰ「長期視点での経営とステークホルダー」
　講師：吉田憲一郎氏（ソニーグループ　代表執行役会長 兼 社長 CEO）

　基調講演Ⅱ「世界の経営学から見た日本企業イノベーション創出とアナリストへの視座」
　講師：入山章栄氏（早稲田大学大学院経営管理研究科　早稲田大学ビジネススクール　教授）

　（本誌今月号にも掲載）

②「コロナ対策と日本経済の現状と展望」（10月20日収録）

　講師：小林慶一郎氏（慶應義塾大学経済学部　教授）

③�「『明るいコロナ後』が望みにくい2022年の世界経済～デルタ登場でなし崩し的な経済開放へ向か
う世界に対立再燃」（10月28日収録）

　講師：藻谷俊介氏（スフィンクス・インベストメント・リサーチ代表取締役　エコノミスト）

④「世界経済が再開する下での2022年為替相場見通し」（11月９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）

⑤「日本企業の経営者は変わったのか？」（11月15日収録）

　講師：齋藤卓爾氏（慶應義塾大学大学院経営管理研究科　准教授）

⑥�「GPIFの『2020年度ESG活動報告』のポイントと気候変動リスク・機会分析について」（11月17

日収録）

　講師：�塩村賢史氏　CMA（年金積立金管理運用独立行政法人　投資戦略部次長　チーフストラテジ

スト 兼 市場運用部次長　ESGチーム・ヘッド）

◆�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
○国際試験委員会
　11月30日

退　任　　　　堀　井　　　渉　　ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ　CMA

　12月１日

就　任　　　　後　藤　順一郎　　アライアンス・バーンスタイン　CMA・CIIA

○ディスクロージャー研究会
・専門部会

（新興市場銘柄）（11月4日）

就　任　　　　髙　　　祥太郎　　日興アセットマネジメント　CMA

（機械）（11月10日）

退　任　　　　黒　田　真　路　　キャピタルグッズ・リサーチ＆アドバイザリー
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▲

会員の異動
○新入会者（2021年10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

相川　将希
相磯　雄飛 株式会社静岡銀行
青木　夏貴 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
青柳　潤毅 ドイチェ・アセット・マネジメント

株式会社
明石　邦男
赤羽　美香 株式会社日本カストディ銀行
安芸　公一 大和証券株式会社
秋田　大 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

株式会社
浅野　大樹
荒木　裕二
安西　俊暁 株式会社商工組合中央金庫
安藤　宗弘
安藤　亮
案浦　拓也 株式会社福岡銀行
飯田　馨 日本銀行
池谷　卓哉 株式会社三井住友銀行
石井　修平 株式会社北洋銀行
石川　翔一郎 株式会社伊予銀行
石田　洋 株式会社大垣共立銀行
和泉　智也
市村　高成 十八総合リース株式会社
伊藤　圭佑 トーア再保険株式会社
伊藤　純基 株式会社三菱 UFJ 銀行
伊藤　基 明治安田総合研究所
稲田　紳 三井住友信託銀行株式会社
稲村　竜典 株式会社三菱 UFJ 銀行
犬伏　佑弥 マックス株式会社
井上　優太 岡崎信用金庫
今関　敦
今西　清敬 SMBC 日興証券株式会社
岩井　達矢 株式会社りそな銀行
岩崎　惇一
上野山　孝行
宇治原　純 ソフトバンクグループ株式会社
内村　昭広 （独）農業者年金基金
宇都宮　輝 株式会社北國銀行
梅田　瑛己 三井住友信託銀行株式会社
梅村　恭平 PwC アドバイザリー合同会社
梅本　晃平 株式会社みずほ銀行
海老塚　勝也 SMBC 日興証券株式会社
遠藤　達平 農林中央金庫
王　雍 東京エレクトロン株式会社
大石　凌平 日本銀行
大江　淳平 信金中央金庫
大隈　直斗 野村アセットマネジメント株式会社
大澤　竜一
太田　智仁 株式会社みずほ銀行
大月　天道 セゾン投信株式会社
岡田　拓也 全国信用協同組合連合会
岡部　卓
岡村　真悟 日本証券金融株式会社
小野田　峻 三井住友信託銀行株式会社
柿沼　英理子 ブラックロック・ジャパン株式会社
垣本　康宏

樫村　洋平
梶谷　洋子
片平　ちさと
加藤　琢也 株式会社七十七銀行
加藤　博之 株式会社三菱 UFJ 銀行
加藤　誠
金澤　麻矢 株式会社足利銀行
金森　雄輝 ソニーフィナンシャルホールディングス

株式会社
金子　敦生 SMBC 日興証券株式会社
加納　章真 三井住友信託銀行株式会社
上中　宏 株式会社西日本シティ銀行
神谷　義明 豊田信用金庫
川崎　正勝 SMBC 日興証券株式会社
川戸　瞭 株式会社大和総研
川原　大志 野村アセットマネジメント株式会社
川原　悠
河村　奈未
北川　暖 三井住友信託銀行株式会社
北澤　寛輝 株式会社八十二銀行
北村　杏菜
北村　孔一 三井住友信託銀行株式会社
木田　健一朗 株式会社静岡銀行
木津　陽裕 三井住友信託銀行株式会社
木下　知未
木下　侑紀 野村アセットマネジメント株式会社
木村　理恵子
沓名　源太 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
久里　輔 株式会社かんぽ生命保険
久保田　健司 株式会社ヤマダライフ保険
熊谷　設郎 旭化成
黒川　映里 株式会社みずほフィナンシャルグループ
黒澤　茜 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
黒野　桃佳
小池　朋己 日鉄ソリューションズ株式会社
小泉　健太 有限責任監査法人トーマツ
小林　剛 株式会社商工組合中央金庫
小林　千晶
小林　若葉 株式会社大和総研
小牧　達朗 三井住友信託銀行株式会社
小見山　卓也 アクサ損害保険株式会社
小薮　洋
権　宅仁 オリックス生命保険株式会社
近藤　拓也 三井住友信託銀行株式会社
後藤　雅貴 三菱商事株式会社
榮　義博
坂上　仁美 アセットマネジメント One 株式会社
坂口　昂介 有限責任あずさ監査法人
坂野　隆児 ダウジョーンズ・ジャパン
酒本　大輔
阪本　安生 野村興産株式会社
坂元　悠記 野村證券株式会社
佐久間　真人 清水建設株式会社
櫻井　駿
櫻井　直樹 三井住友海上プライマリー生命保険

株式会社
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櫻林　由季
佐瀬　真弓 企業年金連合会
颯田　元 三井住友信託銀行株式会社
佐藤　かなえ
佐藤　順哉 野村證券株式会社
佐藤　はるな
實藤　幸太郎 三井住友信託銀行株式会社
猿橋　秀樹
鹽ノ谷　英雄
鹿田　恭平 株式会社三井住友銀行
重田　智史 岡三証券株式会社
品川　賢一郎 株式会社秋田銀行
嶋田　隼人 三井住友海上火災保険株式会社
清水　薫 株式会社 NTT データ
下田　剛久
白井　翔馬 白井キャピタル株式会社
白井　真央 株式会社みずほ銀行
真藤　稔 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
末永　浩
菅井　亮輔 株式会社三菱 UFJ 銀行
杉本　賢人 ティー・ロウ・プライス・ジャパン

株式会社
杉山　拓真 朝日生命保険相互会社
鈴木　亜沙美 みずほフィナンシャルグループ
鈴木　慶 三菱 UFJ 国際投信株式会社
鈴木　健一 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
鈴木　大智
鈴木　康浩 三井住友海上あいおい生命保険株式

会社
鈴木　雄大 大和アセットマネジメント株式会社
須藤　崇
春原　大樹 三井住友信託銀行株式会社
曹　碩
反橋　知世
高田　伸一郎
高田　壮志 株式会社三井住友銀行
高田　直承 株式会社三菱 UFJ 銀行
高田　亮
瀧原　絵梨奈 株式会社みずほ銀行
武内　秀明
武部　仁美 三菱 UFJ 国際投信株式会社
竹丸　由美
田寺　洋貴 野村アセットマネジメント株式会社
田所　聡史
田中　達也 株式会社岩手銀行
田中　宏和 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
田邉　真由美 株式会社肥後銀行
谷岡　正史 PwC コンサルティング合同会社
谷口　友美
谷村　勇
谷本　憲司 株式会社海外交通・都市開発事業支

援機構
谷本　光章 三井住友信託銀行株式会社
段　磊 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

株式会社
司田　進 三井住友信託銀行株式会社
築山　直貴 野村證券株式会社
辻　眞貴

都築　杏樹 三井住友信託銀行株式会社
綱嶋　理志 株式会社三菱 UFJ 銀行
坪井　健悟 農林中央金庫
手塚　智史 アセットマネジメント One 株式会社
寺澤　孝徳 日本生命保険相互会社
寺西　光博 センコー・アセットマネジメント株

式会社
東瀬　智明
徳本　光宏 三井物産株式会社
刀禰　真之介 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ
富松　寛貴
友永　吉彦 株式会社三菱 UFJ 銀行
豊田　博之 旭化成株式会社
鳥越　貴暁
土井野　真斗 農林中央金庫
苗代　慧
中井　雅彦 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
中川　潤一
中川　努 株式会社みずほ銀行
中静　小寿絵 三井住友信託銀行株式会社
中島　勇祐 野村證券株式会社
中野　達仁 セゾン投信
仲村　拓海 三井住友信託銀行株式会社
中村　将樹
仲山　徳音 インテグラル株式会社
永岡　真 株式会社足利銀行
永田　貴之 三菱電機株式会社
長野　誠治
長濱　風太
楢原　宏規
新野　栄一 さわかみ投信株式会社
新山　大貴 みずほ信託銀行株式会社
新納　崇弘 野村證券株式会社
西内　広和
西川　諒 株式会社千葉銀行
根津　千恵
野島　史暁
野々村　隼人
野原　祐樹
野村　卓哉 プルデンシャル生命保険株式会社
萩原　真悟 株式会社静岡銀行
白　惠子 JP モルガン証券株式会社
橋口　茂 三井住友信託銀行株式会社
橋詰　浩明
橋本　純 朝日生命保険相互会社
長谷川　顕三 三井住友信託銀行株式会社
八郷　諒子 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
花田　大展 株式会社かんぽ生命保険
浜田　柊 農林中央金庫
早福　知弘 三井住友信託銀行株式会社
羽山　拓海 アクセンチュア株式会社
原　昌輝
原添　光義
伴　由香利 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社
坂東　信介 株式会社日本政策投資銀行
パン　ヒューフォン株式会社千葉銀行
日高　政俊
日丸　雅彦
姫野　泰彦 三井住友信託銀行株式会社
平石　郁
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○退会・会員資格喪失（2021年10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 伊藤　篤郎 北川　美沙 長澤　和哉 山岸　延彦
伊藤　寿 金　光郁 花川　泰雄 山下　崇之
小田　敦史 黒崎　裕介 藤森　弘之 山田　昌史
金本　哲明 鈴木　勝史 森田　昭成

一般会員 藤森　克己

＜上記以外＞
検定会員 酒本　洋一 中村　一也 淵江　淳 宮園　喜明

田中　一郎

平尾　健 株式会社みずほ銀行
平田　詩織
平田　剛志 三井住友信託銀行株式会社
廣瀬　裕司 メットライフ生命保険株式会社
福井　雄亮 株式会社池田泉州銀行
福島　善親 株式会社群馬銀行
福園　隆成 三井住友信託銀行株式会社
福山　智仁 株式会社野村総合研究所
藤井　健太 SMBC 日興証券株式会社
藤田　禄 日本生命保険相互会社
藤原　公司
二木　和彦 三井住友信託銀行株式会社
古沢　佳樹 損保ジャパン DC 証券株式会社
星野　啓 ドイチェ・アセット・マネジメント

株式会社
堀　裕太郎
堀川　亮 大和証券株式会社
牧　力爾 マネックス証券株式会社
槇山　勇樹
松嶋　徹郎
松田　洋祐 株式会社みずほ銀行
松丸　浩樹 野村證券株式会社
松本　直樹 株式会社ゆうちょ銀行
松本　真実 三井住友信託銀行株式会社
松本　裕樹 アセットマネジメント One 株式会社
丸山　圭 三井住友信託銀行株式会社
丸山　健太 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング

株式会社
三浦　佳那子 株式会社三菱 UFJ 銀行
三隅　淳子
水久保　甚一郎 大和証券株式会社
光岡　東伯
三鍋　直博
三宅川　桃花 株式会社かんぽ生命保険
宮前　玲菜 野村アセットマネジメント株式会社
宮本　健至 株式会社広島銀行
三好　崇之
三輪　大地 株式会社三菱 UFJ 銀行
村上　心汰朗 株式会社三井住友銀行

村上　雄一 野村證券株式会社
村手　聡
村中　康平 東海東京証券株式会社
村本　裕一郎 株式会社山口銀行
本宮　智美
森　裕紀子 野村アセットマネジメント株式会社
森久保　佑妃 多摩信用金庫
森本　悠 国際協力銀行
矢崎　大輔 アクサ生命保険株式会社
矢橋　完 株式会社三菱 UFJ 銀行
山川　達也 株式会社りそな銀行
山川　頼子 本田技研工業株式会社
山岸　智美
山口　穣 株式会社福岡銀行
山下　隆司 野村證券株式会社
山之口　秀宇 太平洋セメント株式会社
山本　奈津子 株式会社あおぞら銀行
遊佐　優 株式会社 SBI 証券
吉江　勇人 株式会社あおぞら銀行
吉岡　貴音
吉川　慶太郎 野村證券株式会社
由川　文登 株式会社エックスネット
吉澤　遼太 みずほ信託銀行株式会社
吉田　翔太 昭和リース株式会社
吉田　尚人 三井住友海上火災保険株式会社
吉田　優志 株式会社三菱 UFJ 銀行
吉橋　諒佑 ステート・ストリート・グローバル・

アドバイザーズ株式会社
吉原　美佳 株式会社千葉銀行
吉村　陽介
米山　泰平 三井住友信託銀行株式会社
黎　嘉欣 三井住友信託銀行株式会社
盧　志英 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
若狭　聡子
渡邊　英子
渡邉　知子 三菱 UFJ 国際投信株式会社
渡邊　陽介
和田　直之 ペガサスミシン製造株式会社
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○会員状況（2021年10月31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

28,209 （28,137） （72） 200 155 （126） （29） 28,564

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


