開催セミナー・講演会等一覧

2017 年度
（2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで）
（１）定例セミナー（4 回）
第 8 回 SAAJ 国際セミナー
テーマ

資産運用ビジネスの新しい動きとそれに向けた戦略

開催日

2017 年 4 月 7 日（金）マンダリンオリエンタル東京 グランドボールルーム

講 師

参加者 231 名
ｾｯｼｮﾝ 1：基調講演：日本の資産運用への期待
森 信親（金融庁 長官）
ｾｯｼｮﾝ 2：対談
運用業界の展望：KKR40 年超のグローバル投資戦略を通じた見解
ジョージ・R・ロバーツ（KKR 共同創設者 共同最高経営責任者）
平野 博文（KKR ジャパン

代表取締役社長）

ｾｯｼｮﾝ 3：日本の資産運用業界の課題と戦略
渡邊 国夫 CMA（野村アセットマネジメント CEO 兼執行役社長）
ｾｯｼｮﾝ 4：パネルディスカッション：
ビッグデータ時代の運用会社の付加価値は何か
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ： 奥野 一成 CMA（農林中金バリューインベストメンツ 常務取締役
CIO）
清水 時彦（ゆうちょ銀行 市場部門執行役員 PE・不動産投資担当）
諏訪部 貴嗣 CMA（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ
ント 計量投資戦略グループ株式リサーチ共同責任者
マネージング・ディレクター）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ：堀江 貞之（野村総合研究所 金融 IT イノベーション研究部
上席研究員）
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第 17 回夏期 SAAJ セミナー
テーマ

トランプ政権下のグローバル金融環境の変化と債券投資戦略

開催日

2017 年 7 月 4 日（火）当協会第 1 セミナールーム 参加者 52 名
ｾｯｼｮﾝ 1：トランプ政権始動後のグローバル経済への影響
河野 龍太郎 CMA（BNP パリバ証券 経済調査本部長
チーフエコノミスト）

講 師

ｾｯｼｮﾝ 2：新しい金利局面での債券投資戦略①クレジット投資戦略
大橋 俊安 CMA （大和証券 金融市場調査部長
チーフ・クレジットアナリスト）
ｾｯｼｮﾝ 3：新しい金利局面での債券投資戦略②ファクター投資戦略
菊川 匡（野村証券 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
ヘッド）

クオンツ・インデックス・ストラテジー

第 18 回 SAAJ－日本ファイナンス学会共同セミナー
テーマ

企業の収益率/投資行動と投資パフォーマンス

開催日

2017 年 8 月 31 日（木）当協会第 1 セミナールーム 参加者 36 名
ｾｯｼｮﾝ 1：日本企業の投資効率性と株式リターン
－実証研究と運用戦略への応用－
石川 康 CMA
（日興アセットマネジメント オルタナティブ運用部長）

講 師

ｾｯｼｮﾝ 2：クオリティファクターの有効性とアクティブファンドの
パフォーマンス
内山 朋規 CMA（首都大学東京 大学院社会科学研究科 教授、
高度金融専門人材養成プログラム・ディレクター）

第 24 回 SAAJ セミナー
テーマ

AI/フィンテックは運用業界に何をもたらすのか

開催日

2018 年 1 月 24 日（水）日経茅場町カンファレンスルーム 参加者 138 名

講 師

ｾｯｼｮﾝ 1：AI とフィンテック、運用業界にもたらす可能性と課題
和田 芳明（NTT データシステム技術 日銀システム事業部
システム企画開発担当 部長）
ｾｯｼｮﾝ 2：AI 技術の資産運用における応用可能性について
岡田 克彦（関西学院大学大学院 経営戦略研究科 教授
Magne-Ⅿax Capital Management CEO/CIO）
運用実務における AI・ビッグデータ活用に向けた挑戦と課題
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工藤 秀明 CMA（野村アセットマネジメント シニア・ポートフォ
リオ・マネージャー 運用部 ジャパン・ストラテジック・バリュー
グループおよび 資産運用先端技術研究室）
ｾｯｼｮﾝ 3：AI/フィンテックが変える資産運用のビジネスモデル
加藤 康之 CMA
（京都大学大学院 経営管理研究部 特定教授）

（２）ASIF フォーラム（1 回）
ASIF フォーラム 2017
テーマ

フィンテックが資産運用業界に与える影響－アジアと日本の状況を中心に－

開催日

2017 年 10 月 26 日（木）学士会館 参加者 240 名

講 師

ｾｯｼｮﾝ 1：基調講演
フィンテックの進展に向けた金融庁の取組み
三輪 純平（金融庁総務企画局 企画課 信用制度参事官室
フィンテック企画調整官）
ｾｯｼｮﾝ 2：アジアと日本におけるフィンテックの進展と資産運用の今後
北澤 直（お金のデザイン 取締役 COO）
ｾｯｼｮﾝ 3：パネルディスカッション
フィンテックが資産運用業界に与える影響
－アジアと日本の状況を中心に－
伊藤 敬介 CMA/CIIA（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
取締役投資技術開発部長）
北澤 直（お金のデザイン 取締役 COO）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ： 関 雄太 CMA（野村資本市場研究所 執行役員）

（３）東京で開催の講演会等（53 回）
開催日
会 場
テーマ・講 師
参加者
4/11（火）
トランプ新政権と日本経済への影響
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
安井 明彦（みずほ総合研究所 調査本部 欧米調査部長）
88 名
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開催日
会 場
参加者
4/17（月）

テーマ・講 師
トランプ米政権誕生で変わる中東政治地図

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

畑中 美樹（国際開発センター 研究顧問

56 名

インスペックス 特別顧問）

4/18（火）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
69 名
4/19（水）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
41 名

トランプ政権成立の衝撃と日米関係
久保 文明（東京大学大学院 法学政治学研究科 教授）
グローバル株式アウトルック
－トランプ政策の実現で継続する米国主導の好循環－
壁谷

洋和

CMA（大和証券

投資戦略部

マクロ分析課長

チーフグローバルストラテジスト）
4/26（水）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
33 名
5/11（木）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
58 名

証券取引等監視委員会 中期活動方針（第９期）
～四半世紀の活動を踏まえた新たなステージへ～
引頭 麻実 CMA（証券取引等監視委員会 委員）
ESG に関する法規制・法実務の最新動向と企業・金融機関の対応策
－ESG 関連リスク管理のための開示・エンゲージメントのあり方を
中心に－
高橋 大祐 CMA（真和総合法律事務所 パートナー 弁護士）

5/16（火）

欧米制裁と原油価格がカギを握るロシア経済の行方

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

金野 雄五（みずほ総合研究所 調査本部 欧米調査部 上席主任

30 名

エコノミスト）

5/17（水）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
27 名

インバウンド・越境 EC
－これぞ！中国人に売れるポイント
徐 向東（中国市場戦略研究所（CM-RC.com）代表
多摩大学大学院 客員教授）

5/23（火）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
57 名
5/31（水）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
112 名

2050 年働き方未来図
－AI の衝撃を乗り越え新たな成長を目指すためには
鶴

光太郎（慶應義塾大学大学院 商学研究科 教授）

中央銀行は持ちこたえられるか
－待ち受ける事態とはいかなるものか－
河村 小百合（日本総合研究所 調査部 上席主任研究員）
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開催日
会 場
参加者
6/9（金）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
22 名
6/12（月）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
36 名
6/13（火）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
88 名

6/14（水）

テーマ・講 師

トランプ政権に対する日本の通商・農業政策
山下 一仁（キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹）
グローバル経済の中の日本経済と地方創生
－空間経済学・国際貿易論の視点から－
大久保 敏弘（慶応義塾大学 経済学部 教授）
日本版フェア・ディスクロージャー・ルールの導入
－規制の概要と上場企業に求められる対応－
大崎 貞和 CMA（野村総合研究所 未来創発センター 主
席研究員 東京大学客員教授 早稲田大学ビジネススクール
客員教授）
不透明な時代をクレジット市場から斬る－フランス大統領選挙を受けて－

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

中空 麻奈 CMA/CIIA（BNP パリバ証券 投資調査本部長

49 名

チーフクレジットアナリスト）

6/20（火）

最新ロシア経済情勢－投資とビジネスのチャンスを探る

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

大坪 祐介（ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン

24 名

マネージングパートナー）

6/27（火）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
87 名

米国エンゲージメントの新潮流
－何を話すか、誰と話すか－
田村 俊夫（一橋大学大学院 商学研究科 教授）

7/10（月）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
78 名
7/20（木）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
48 名

米中関係の在り方と中国経済の行方
柯

隆（富士通総研 経済研究所 主席研究員）

OPEC とシェール企業の仁義なき戦い、そして誰もいなくなった
藤

和彦（経済産業研究所

上席研究員）

7/27（木）

世界投資家 168 社の株式投資戦略最新情勢－政治不安や地政学リスクに距

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

離置き良好な経済好感し上昇続く世界株式市場、実態は各国投資家の思惑

65 名

拮抗し需給構造は脆弱、最大の懸念は「中国」「商品」－
宮島 秀直（パルナッソス・インベストメント・ストラテジーズ
代表取締役）
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開催日
会 場
参加者
7/28（金）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
74 名
7/31（月）

テーマ・講 師

転機迎える金融規制～国際的な動向とフィンテックへの対応
翁

百合（日本総合研究所

副理事長）

J-REIT 市場の現状と見通し

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

鳥井 裕史 CMA（SMBC 日興証券 株式調査部 シニアアナ

94 名

リスト）

8/2（水）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
56 名

日米経済と市場・株式展望
－日本でも進行する主役交代－
武者 陵司 CMA（武者リサーチ 代表 ドイツ証券 アドバイ
ザー ドイツ銀行東京支店 アドバイザー）

8/9（水）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
110 名
8/22（火）

日本経済・物価の現状と今後の展望
関根 敏隆（日本銀行 調査統計局長）
FinTech が描く未来

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

河合 祐子（日本銀行 決済機構局 審議役・

149 名

FinTech センター長）

8/24（木）

アイルランドと国際金融サービス

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

デレク・フィッツジェラルド

21 名

（アイルランド政府産業開発庁（IDA Ireland）日本代表）

8/29（火）

当面の投資環境と運用戦略

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

藤戸 則弘（三菱 UFJ モルガンスタンレー証券 参与・

87 名

投資情報部長 シニア投資ストラテジスト）

8/30（水）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
103 名

不動産市場の動向と今後の見通し
～大量供給サイクルに突入する不動産市場～
坂本 雅昭（三井住友トラスト基礎研究所
投資調査第 2 部長 兼 主席研究員）

9/4（月）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
98 名
9/13（水）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
100 名

海外 M&A の統治について
宮島 英昭（早稲田大学 商学学術院 教授）
長期経済停滞と財政金融政策
～最近のマクロ経済研究の動向
小林 慶一郎（慶応義塾大学 経済学部 教授）
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開催日
会 場
参加者
9/19（火）

テーマ・講 師
価値協創ガイダンス策定の背景とアナリストに期待すること

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

福本 拓也（経済産業省 経済産業政策局 産業資金課長（併）

79 名

新規産業室長）

9/22（金）

為替市場の現状と展望

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

池田 雄之輔（野村證券 金融市場調査部

75 名

チーフ為替ストラテジスト

10/25（水）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
82 名

マネージング・ディレクター）

ビッグデータで見る不動産投資市場の未来
－不動産バブルは繰り返すのか?－
清水 千弘（日本大学 スポーツ科学部 教授
マサチューセッツ工科大学 不動産研究センター研究員）

10/31（火）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
50 名

証券化商品市場の概況と今後の展望

11/9（木）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
79 名

日米欧の金融政策の見通しとインプリケーション

11/10（金）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

グローバル経済の見通し・投資の視点

69 名
11/15（水）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
60 名

－金融機能のアンバンドリングと資産形成の円滑化－
松下 浩司 CMA（大和証券 金融市場調査部 副部長
チーフ証券化ストラテジスト）
－低インフレ下での政策正常化で何が起こるのか？－
白川 浩道（クレディ・スイス証券 副会長
兼チーフ・エコノミスト）
～６合目にある世界景気とどう付き合うか～
藻谷 俊介（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）
株式リスクプレミアムの長期時系列変動と銘柄間格差
－実務家のための理論モデルの見方・使い方－
山口 勝業 CMA（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン
取締役会長 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科
非常勤講師）

11/21（火）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
105 名

AI（人工知能）の現状と展望
小林 雅一（KDDI 総合研究所・リサーチフェロー
情報セキュリティ大学院大学 客員准教授）
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開催日
会 場
参加者
11/29（水）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
97 名
11/30（木）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
73 名
12/11（月）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
132 名
12/12（火）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
71 名
1/10（水）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
130 名
1/16（火）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
99 名
1/22（月）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
51 名
1/23（火）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
43 名

テーマ・講 師
来年に向けた為替相場見通し
－2 年連続のドル安となるか？－
佐々木 融 CMA（JP モルガン・チェース銀行
市場調査本部長 マネジング・ディレクター）
国際的な金融規制改革の新たな展開
小 立

敬（野村資本市場研究所 主任研究員）

最近の金融政策運営について
雨宮 正佳（日本銀行 理事）

中国経済の「新常態」
関

志雄（野村資本市場研究所 シニアフェロー）

MiFIDⅡと欧州株式市場構造、日本への示唆
川本 隆雄 CMA（みずほ証券 市場情報戦略部
上級研究員）
2018 年の日本株市場展望
－強気相場は続くか？
阪上 亮太（JP モルガン証券 株式調査部
チーフ株式ストラテジスト)
異次元緩和の出口戦略
木内 登英（野村総合研究所 金融 IT イノベーション事業本
部

エグゼクティブ・エコノミスト）

Sharing Economy－日本における状況と CEO に求められる視点－
白石 隼人（PwC コンサルティング合同会社
シニアマネージャー）

－8－

開催日
会 場
参加者
2/1（木）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
41 名

テーマ・講 師
社会保障と税の一体改革のグランドデザイン
森信 茂樹（中央大学大学院 法務研究科 教授 ジャパ
ン・タックス・インスティチュート所長 東京財団上席研究
員
財務省財務総合政策研究所特別研究官）

2/5（月）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

異次元緩和の出口 本気の議論を始めるべきだ
岩村 充（早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授）

71 名
2/7（水）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
54 名

2018 年度の為替内外株式物色展望
～高圧経済政策で雲が晴れた。2018 年度末に日経平均は 30000 円も～
木野内 栄治 CMA（大和証券 エクイティ調査部

兼 投資

情報部 チーフテクニカルアナリスト 兼 シニアストラテジス
ト）

2/13（火）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

第 2 期習近平政権の経済政策運営
－その展望と課題－
瀬口 清之（キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹）

43 名
2/21（水）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
75 名

2018 年の内外経済の展望

2/27（火）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
105 名

ESG 指数の潮流

武田 洋子 CMA（三菱総合研究所 政策・経済研究
センター長 チーフエコノミスト）

－企業選別の考え方と長期的な企業価値の向上/投資パフォーマンス－
大海 雄三（MSCI INC.エグゼクティブ・ディレクター）
岸上 有沙（FTSE Russell アジア・パシフィック ESG ヘッ
ド）

3/6（火）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
105 名
3/19（月）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

2018 年の世界はどうなるか日本はどうなるか
真の夜明けは来るか、投資環境はどうなるか
高田 創 CMA（みずほ総合研究所 専務執行役員
調査本部長 チーフエコノミスト）
世界経済の現状と展望
中田 勝紀（日本銀行 国際局長）

96 名

－9－

（４）大阪で開催の講演会（8 回）
開催日
会 場
テーマ・講 師
参加者
4/25（火）
グローバル株式アウトルック
大阪銀行協会

－トランプ政策の実現で継続する米国主導の好循環－

64 名

洋和 CMA（大和証券

壁谷

投資戦略部

マクロ分析課長

チーフグローバルストラテジスト）
6/21（水）
大阪銀行協会

トランプ新政権と日本経済への影響

93 名

安井 明彦（みずほ総合研究所 調査本部 欧米調査部長）

7/4（火）
大阪銀行協会

米中関係の在り方と中国経済の行方

51 名
8/28（月）
大阪銀行協会

柯

隆（富士通総研 経済研究所 主席研究員）

不動産市場の動向と今後の見通し
～大量供給サイクルに突入する不動産市場～

67 名

坂本 雅昭（三井住友トラスト基礎研究所
投資調査第 2 部長 兼 主席研究員）

11/27（月）
大阪銀行協会

来年に向けた為替相場見通し
－2 年連続のドル安となるか？－

79 名

佐々木 融 CMA（JP モルガン・チェース銀行
市場調査本部長 マネジング・ディレクター）

12/19（火）
大阪銀行協会

フィンテックが描く未来と課題
岩下 直行（京都大学公共政策大学院 教授）

78 名
2/2（金）

大阪シンポジウム：

大阪銀行協会

日本経済、関西経済に好循環は生まれつつあるのか

229 名

－関西の政策当局トップが論じる現状と展望－
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：

衛藤
森

公洋（日本銀行理事 大阪支店長）

清（経済産業省 近畿経済産業局長）

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ： 川北 英隆（京都大学 名誉教授）
2/9（金）
大阪銀行協会

2018 年度の為替内外株式物色展望
～高圧経済政策で雲が晴れた。2018 年度末に日経平均は 30000 円も～

－10－

開催日
会 場
参加者

テーマ・講 師

88 名

木野内 栄治 CMA
（大和証券 エクイティ調査部 兼 投資情報部
チーフテクニカルアナリスト 兼 シニアストラテジスト）

（５）名古屋で開催の講演会（5 回）
開催日
会 場
テーマ・講 師
参加者
4/21（金）
グローバル株式アウトルック
名古屋銀行協会

－トランプ政策の実現で継続する米国主導の好循環－

32 名

壁谷 洋和 CMA（大和証券 投資戦略部 マクロ分析課長
チーフグローバルストラテジスト）

6/19（月）
名古屋銀行協会

トランプ新政権と日本経済への影響
安井 明彦（みずほ総合研究所 調査本部 欧米調査部長）

38 名
12/7（木）

名古屋シンポジウム：

名古屋銀行協会

日本経済をリードする東海地区の動向と 2018 年の展開

119 名

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ： 内田 眞一（日本銀行 名古屋支店長）
寺田 達史（財務省 東海財務局長）
富𠮷 賢一（経済産業省 中部経済産業局長）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ： 山下 雅弘（中日新聞 経済部長）

12/13（水）
名古屋銀行協会

来年に向けた為替相場見通し
－2 年連続のドル安となるか？－

48 名

佐々木 融 CMA（JP モルガン・チェース銀行
市場調査本部長 マネジング・ディレクター）

2/16（金）

2018 年度の為替内外株式物色展望
～高圧経済政策で雲が晴れた。2018 年度末に日経平均は 30000 円も

名古屋銀行協会

44 名

～
木野内 栄治 CMA
（大和証券 エクイティ調査部 兼 投資情報部
チーフテクニカルアナリスト 兼 シニアストラテジスト）

※このほか、PB 無料セミナーを 1 回開催

－11－

（６）その他地方での講演会（1 回）
開催日
会 場
参加者
12/2（土）
JA 広島ビル
10F 講堂

テーマ・講 師

広島シンポジウム：
金融仲介と事業性評価
－地方創生の視点で－
日下 智晴 CMA

96 名

（金融庁 監督局銀行第二課

地域金融機関等モニタリング室

長）

※このほか、プライベートバンカー資格紹介セミナーを 1 回開催
（７）産業研究会講演会（6 回）
開催日
会 場
テーマ・講 師
参加者
7/18（火）
働き方改革への取組みと朝型勤務による効率的な働き方の実現
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
28 名
8/23（水）

西川 大輔（伊藤忠商事 人事･総務部 企画統轄室長）
ヤフーが実践する働き方改革と挑戦

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
46 名
9/26（火）
第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
28 名
12/20（水）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
41 名
1/19（金）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
93 名
3/9（金）
日経茅場町
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
59 名

湯川 高康（ヤフー コーポレート PD 本部長）
人財基盤を強化する「働き方改革」
－大和ハウス工業の取り組みの実際－
菊岡 大輔 （大和ハウス工業 東京本社人事部 次長）
建設現場の生産性革命
－i-Construction の現状と展望－
竹末 直樹（三菱総合研究所 次世代インフラ事業本部
主席研究員）
AI を利用したアナリスト業務の効率化と今後の発展
関

洋二郎（xenodata lab. 代表取締役社長）

DIGITAL INNOVATION・“みずほ”の取り組み
多治見 和彦（みずほフィナンシャルグループ
デジタルイノベーション部
IoT・ビッグデータビジネスチーム 次長）

－12－

（８）PB セミナー・PB 補完セミナー・PB 資格紹介セミナー・PB スクール（18
回）
開催日
会 場
参加者
4/8（土）
兜町平和ビル
76 名

テーマ・講 師
CMA＋PB 資格紹介セミナー：
基調講演：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
萩野 琢英 CMA（ピクテ投信投資顧問 代表取締役社長）
CMA＋PB ダブル資格者講演：資格取得で仕事は確実に面白くなる
荒賀 俊介 CMA＋シニア PB （野村証券 所沢支店
フィナンシャル・コンサルティング課 課長）
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
萩野 琢英 CMA（ピクテ投信投資顧問 代表取締役社長）
荒賀 俊介 CMA＋シニア PB（野村証券 所沢支店
フィナンシャル・コンサルティング課 課長）
村上 美香 CMA
（JA 共済連 証券運用部 株式投資第 2G 課長）

4/21（金）

PB 補完セミナー：

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

ピークにある不動産市場とこれからの保有戦略

66 名

－相続対策、資産配分・形成、リスクなど複数の視点から考える－
太田 貴之 CMA（みずほ信託銀行
不動産コンサルティング部

次長 一級建築士）

5/18（木）

PB 補完セミナー：

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

グローバル時代のマストアイテム 海外相続の現状Ⅲ

38 名

－実例にみるリスクと対処方法－
三輪 壮一 CMA（三菱 UFJ 信託銀行 リテール受託業務
部
海外相続相談課 シニア財務コンサルタント）

－13－

開催日
会 場
参加者
5/27（土）
兜町平和ビル
43 名

テーマ・講 師
第 12 回 PB スクール：プライベートバンキングの内外最新事情
～普及途上の日本と発祥地スイスの変貌～
ｾｯｼｮﾝ 1：高齢者マス富裕層の行方が PB ビジネスに地殻変動を及ぼす
三好 秀和 CMA（立命館大学 経済学部 客員教授）
ｾｯｼｮﾝ 2：日本におけるプライベート・バンキング戦略と営業戦術
堀口 雅宏（クレディ・スイス証券
プライベート・バンキング

営業部長）

ｾｯｼｮﾝ 3：プライベートバンク発祥の地”スイス”の歴史と特徴的な非金
融サービス
長田 浩一（クレディ・スイス証券 プライベート・バンキ
ング チーフ・オブ・スタッフ）
平尾 恒明（クレディ・スイス証券 プライベート・バンキ
ング 日本代表）
6/1（木）

PB 補完セミナー：

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 「顧客本位の業務運営に関する原則」について
76 名

大江 亨（金融庁 総務企画局 市場課 市場企画室長）

6/15（木）

PB 補完セミナー：

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

顧客企業の価値を高めるＭ＆Ａ

49 名

－M&A プロセスと Post Merger Integration－
津富 暢 CMA+シニア PB
（デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー）

飯塚 良（デロイト トーマツ コンサルティング）
7/13（木）

PB 補完セミナー：

第 1 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

家族信託、究極の相続対策の活用方法

71 名

－対策として強力であるが故に望まれる健全な活用とは－
高橋 倫彦 CMA（民事信託活用支援機構 理事長）

7/21（金）
広島県
JA ビル
30 名

プライベートバンカー資格 紹介セミナー：
これからの富裕層・経営者向けビジネスとは
米田 隆（グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役）

－14－

開催日
会 場
参加者

テーマ・講 師

9/2（土）

第 11 回 PB セミナー：

9/3（日）

IPO も可能なファミリービジネス経営者のケース

兜町平和ビル

北山 雅一 CMA（キャピタル・アセット・プランニング

25 名

代表取締役 公認会計士・税理士）
米田 隆（グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締
役）

10/6（金）

PB 補完セミナー：

兜町平和ビル

ここから始める、
『投資政策書』の作成基礎

51 名

－基本的な構成内容の確認と自社株評価を中心に－
押味 成広（SU パートナーズ税理士法人 税理士）

10/19（木）

プライベートバンカー資格 紹介セミナー：

名古屋

これからの富裕層・経営者向けビジネスとは

銀行協会

米田 隆（グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締

33 名

役）

11/9（木）

PB 補完セミナー：

兜町平和ビル

今後の地域金融機関としてのファミリービジネス支援のあり方

45 名

－真の顧客本位としての課題解決力とは－
落合 寛司（西武信用金庫

理事長）

米田 隆（グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締
役）
11/18（土）

第 13 回 PB スクール：

兜町平和ビル

ファミリービジネスにおける 3 つの課題領域とその解決策

39 名

－ファミリービジネスの永続のために－
ｾｯｼｮﾝ 1：ファミリーの事業を永続的に成長させる要件とは
（ファミリービジネスの成否を分ける境界線）
浅尾 兼平（デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイ
ザリー

パートナー）

ｾｯｼｮﾝ 2：ファミリーの結束を強めるフレームワークとは
（家族・経営・所有の全体バランスのための対応策）
大澤 真（フィーモ 代表取締役）
ｾｯｼｮﾝ 3：ファミリービジネスオーナーにおける財産形成・承継とは
（ファミリー財産とビジネス財産の分離等）
樋口 亮輔（デロイト トーマツ税理士法人
経営継承支援サービス パートナー）

－15－

開催日
会 場
参加者

テーマ・講 師

12/8（金）

PB 補完セミナー：

兜町平和ビル

プライベートバンカーの職業倫理

23 名

－具体的事例を踏まえて－
大石 篤史（森･濱田松本法律事務所 弁護士・税理士）

1/19（金）

PB 補完セミナー：

兜町平和ビル

M＆A における企業価値評価について

76 名

－一般的な評価方法と実務上の取扱い－
上楽 裕三（ストライク 企業情報部 シニアアドバイザー
公認会計士・シニア PB）

2/10（木）

第 14 回 PB スクール：

兜町平和ビル

地主・医療法人の最新事情と保険の活用

59 名

～激変する環境を捉えた、効果的なアプローチと提案～
ｾｯｼｮﾝ 1：不動産オーナーの心に響く提案のツボを知る
－お客さまとは永いおつきあいを。常に学び、常に現場へ－
三澤 政興（日本ビルワーク 代表取締役）
ｾｯｼｮﾝ 2：病院経営者は何に悩んでいるのか？
－よくわかる医療経営の最新事情－
渡辺 典之（トーマツ アドバイザリー事業本部 ヘルスケ
アアドバイザリー パートナー）
ｾｯｼｮﾝ 3：所得税にフォーカスした資産形成の最適化
－顧客の全体を俯瞰した資産形成戦略－
清水 英孝（リスクマネジメント・ラボラトリー 代表取締
役）

2/16（金）

PB 補完セミナー：

兜町平和ビル

考え方・視点を変えた相続問題の取り組み方

49 名

本郷 尚（タクトコンサルティング 会長 税理士）

3/15（木）

PB 補完セミナー：

兜町平和ビル

新しい事業承継スキーム 廃業支援型バイアウトとは

55 名

－オーナー経営者のための、新たな選択肢－
舛井 正俊 CMA（新生銀行 事業承継金融部長）

－16－

（９）会計勉強会【CMA 限定】
（2 回）
開催日
会 場
テーマ・講 師
参加者
8/9（水）
IASB ディスカッション・ペーパー
兜町平和ビル

｢開示に関する取組み－開示原則」について：

38 名

川西 安喜（企業会計基準委員会(ASBJ) 常勤委員）
小西 健太郎（企業会計基準委員会(ASBJ) 専門研究員）

9/11（月）
兜町平和ビル

企業会計基準公開草案第 61 号
｢収益認識に関する会計基準(案)」について

55 名

小賀坂 敦（企業会計基準委員会(ASBJ) 副委員長）
川西 昌博（企業会計基準委員会(ASBJ) ディレクター）

（１０）地区交流会（10 回）
北海道地区交流会（2 回）
開催日
会場
参加者
6/2（金）
札幌
証券取引所
11 名

テーマ・講 師
第 1 回 勉強会
地殻変動ベンチャー成長投資最前線（北海道の VC 投資・IPO 支援を振
り返る）
村口 和孝 CMA（日本テクノロジーベンチャーパートナー
ズ(NTVP)）代表
慶應義塾大学大学院

経営管理研究科（慶應ビジネススクー

ル）講師
2/16（金）
札幌
証券取引所
14 名

第 2 回 勉強会
ブロックチェーンの最新状況
坪井 大輔（INDETAIL 代表取締役）

∙東海地区交流会（1 回）
開催日
会場
参加者
8/9（水）
愛知県産業
労働センター
12 名

テーマ・講 師

第 1 回 勉強会
内外経済社会情勢－証券アナリストの視点－

－17－

∙関西地区交流会（2 回）
開催日
会場
参加者
12/5（火）
大阪取引所
19 名

テーマ・講 師
第 1 回 勉強会
株式上場の概要、最近の株式上場のトピック
寺中 久登、松井 佳彦（東京証券取引所 上場推進部）

3/24（土）
第 2 回 勉強会
大阪市立総合生
アナリストの知識・経験は企業経営に役立つか
涯学習センター
入江 正孝 CMA（ダイヤモンド電機 取締役 常勤監査等
15 名
委員）
∙九州地区交流会（5 回）
開催日
会場
参加者
4/21（金）
電気ビル
共創館
12 名
7/14（金）
電気ビル
共創館
17 名
9/8（金）
福岡ビル
13 名

テーマ・講 師
第 1 回 勉強会
『九州経済白書』2017 年 人材枯渇時代を生き抜く地域戦略
片山 礼二郎（九州経済調査協会 調査研究部 次長）
第 2 回 勉強会
お金と景気のはなし
空閑 重信（ちくぎん地域経済研究所 代表取締役社長）
第 3 回 勉強会
HFT（High Frequency Trading）の現状と今後
森保 洋（長崎大学 経済学部 教授）

12/1(金)
福岡ビル
23 名

第 4 回 勉強会
福岡証券取引所の新たな取り組みについて
小西 雄二（福岡証券取引所 専務理事）

3/16（金）
電気ビル
共創館
16 名

第 5 回 勉強会
労働市場の現状と将来
藤井 太一（ACR 代表取締役）
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