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開催セミナー・講演会等一覧 

2020 年度 

（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで） 

（１）定例セミナー（5 回） 

第 11 回 SAAJ 国際セミナー【誌上開催】 

テーマ

開催日 

講 師 

資産運用業界を変革するために何をなすべきか 

2020 年 4 月 7 日（火） 

ｾｯｼｮﾝ 1：資産運用業の高度化に向けて

遠藤 俊英（金融庁 長官） 

ｾｯｼｮﾝ 2：インタビュー

資産運用業における顧客重視の文化 

デイビッド・A・ハント（PGIM インク社長 兼 最高経営責任者） 

〈ｲﾝﾀﾋﾞｭｰｱｰ〉前原 康宏 CMA（公益社団法人日本証券アナリスト協会  

専務理事） 

ｾｯｼｮﾝ 3：本邦資産運用業界発展の方向性

菅野 暁（アセットマネジメント One㈱ 代表取締役社長） 

誌上座談会：“投資信託”による資産運用拡大に向けて担う役割 

－アドバイス、運用、販売－ 

〈出席者〉  中桐 啓貴（GAIA㈱ 代表取締役社長 兼 CEO） 

中野 晴啓（セゾン投信㈱ 代表取締役社長） 

水野 清司（楽天証券㈱ コーポレート本部経営企画部 

資産形成・運用支援室長） 

〈ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ〉 島田 知保（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン㈱ 

月刊「投資信託事情」発行人・編集長） 
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第 20 回夏期 SAAJ セミナー 

テーマ

開催日 

講 師 

継続する低金利下での債券運用の方向性 

2020 年 7 月 3 日（金）日経茅場町カンファレンスルーム 参加者 23 名 

ｾｯｼｮﾝ 1：歴史的な転換点を迎える金融政策と債券市場

谷 栄一郎 CMA（大和証券㈱ 金融市場調査部 チーフストラテジ

スト）

ｾｯｼｮﾝ 2：ダイレクト・レンディングの魅力と考慮すべきポイント

宮崎 薫（パートナーズ・グループ・ジャパン㈱ クライアント・ソ

リューション部門日本チーム クライアント・リレーションシップ・

プロフェッショナル） 

ｾｯｼｮﾝ 3：証券の価格形成における一考察

－SDGs 債券の価格分析及び SDGs 指数とカントリーリスクプレミアムの相関 

分析－ 

伊藤 晴祥 CMA（青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 

准教授）  

第 21 回 SAAJ－日本ファイナンス学会共同セミナー【オンライン開催 LIVE 配信】 

テーマ

開催日 

講 師 

After コロナに向けた ESG 分析 

2020 年 9 月 17 日（木）  

ｾｯｼｮﾝ 1：ESG と機関投資家：国際データからの検証

井上 光太郎 CMA 

（東京工業大学 工学院経営工学系 教授 副工学院長 

日本ファイナンス学会 会長） 

ｾｯｼｮﾝ 2：ESG 格付のネットワーク構造が示す新しい企業戦略

－AI 技術で定量化する企業の情報開示－ 

伊藤 健（野村證券㈱ 金融工学研究センター クオンツ・ 

ソリューション・リサーチ部 エグゼクティブ・ディレクター）
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第 27 回 SAAJ セミナー【オンライン開催 LIVE 配信】 

テーマ

開催日 

講 師 

ニューノーマル下での投資戦略

2021 年 1 月 22 日（金） 

ｾｯｼｮﾝ 1：市場見通しと投資戦略

神山  直樹  CMA（日興アセットマネジメント㈱ チーフ・スト

ラテジスト）

ｾｯｼｮﾝ 2：バリュー投資にはまだ価値があるのか？

－バリュー株と株式のマネジャー・ストラクチャーについて－ 

五藤  智也（マーサージャパン㈱ ウェルス・コンサルティング 

本部代表 パートナー） 

ｾｯｼｮﾝ 3：対談 企業価値を創出する建設的な対話

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 兼 最高投資責任者） 

〈ｲﾝﾀﾋﾞｭｰｱｰ〉光定 洋介  CMA（産業能率大学経営学部 教授 

あすかコーポレイトアドバイザリー㈱ 取締役・ファウンディン

グパートナー） 
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第 12 回 SAAJ 国際セミナー【オンライン配信】 

テーマ

開催日 

講 師 

サステナブル社会における資産運用業のあり方

2021 年 3 月 26 日（金） 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ： 日本の資産運用業界への期待

池田 賢志（金融庁 チーフ・サステナブルファイナンス・オフィ

サー）

〈ｲﾝﾀﾋﾞｭｰｱｰ〉 デバリエ いづみ（BofA証券㈱ マネージング・ディレクター 

主席エコノミスト） 

ﾋﾞﾃﾞｵﾒｯｾｰｼﾞ：Mr.Cyrus Taraporevala

（President and Chief Executive Officer 

State Street Global Advisors） 

ﾋﾞﾃﾞｵﾒｯｾｰｼﾞ：Mr.Gerhard Wiesheu

（Personally Liable Partner, 

B.Metzler seel. Sohn & Co.KGaA）

ﾋﾞﾃﾞｵﾒｯｾｰｼﾞ：Mr.Peter Harrison

（Group Chief Executive,Schroders） 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：    猿田 隆 CMA（三井住友DSアセットマネジメント㈱ 

代表取締役社長 兼 CEO） 

〈ｲﾝﾀﾋﾞｭｰｱｰ〉  前原 康宏 CMA（公益社団法人日本証券アナリスト協会 

専務理事） 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ： ニューノーマルな社会への資産運用会社の対応

〈ﾊﾟﾈﾘｽﾄ〉  髙村 孝（ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ 

代表取締役社長） 

西岡 明彦 CMA/CIIA（りそなアセットマネジメント㈱ 

代表取締役社長） 

萩野 琢英 CMA（ピクテ投信投資顧問㈱ 代表取締役社長） 

〈問題提起〉 横手 実（㈱野村総合研究所 常務執行役員） 

〈ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ〉  阪口 和子（アライアンス・バーンスタイン㈱ 代表取締役社長） 
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（２）東京で開催の講演会等（37 回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

5/8（金） 

動画配信 

2020 年新年度のクレジット市場展望 

中空 麻奈 CMA/CIIA（BNP パリバ証券㈱ グローバル 

マーケット統括本部副会長 チーフクレジットストラテジスト

チーフ ESG ストラテジスト）

5/28（木） 

動画配信 「脱・株主至上主義」の行方 

田中 亘（東京大学社会科学研究所 教授） 

6/3（水） 

動画配信 米国大統領選挙の現状と展望 

安井 明彦（みずほ総合研究所㈱ 欧米調査部長） 

6/25（木） 

日経茅場町  

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

32 名 

日本の個人データ保護法制の未来 

－深層から考える－ 

山本 龍彦（慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授 

慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート（KGRI) 

副所長） 

7/8（水） 

日経茅場町  

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

33 名

ポストコロナ危機の世界経済と日本企業のグローバル戦略のあり方 

柯 隆（公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員） 

7/21（火） 

日経茅場町  

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

32 名

量子アニーリングに着想を得たインデックス運用改善の新しい戦略について 

櫻井 豊（AI ファイナス応用研究所 所長） 

山本 英生（㈱NTT データ 金融事業推進部デジタル戦略推進部

長） 

7/29（水） 

日経茅場町  

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

24 名

欧州のコロナ危機 

－現状と展望－ 

伊藤 さゆり（㈱ニッセイ基礎研究所 経済研究部 研究理事） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

8/4（火） 

動画配信 暗号資産リブラの実現性と今後の課題 

中島 真志（麗澤大学 経済学部 教授） 

8/13（木） 

動画配信 

不動産市場の動向と今後の見通し 

－新型コロナウイルスの影響で不動産市場はどう変わるのか－ 

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） 

8/19（水） 

動画配信 

コロナ後の世界経済と市場展望

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） 

8/25（火） 

動画配信 

米中緊張激化とコロナ感染に晒される世界株式市場 

－各国投資家と政府幹部の最新動向を分析－ 

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） 

8/27（木） 

動画配信 
J-REIT 市場の現状と見通し

鳥井 裕史 CMA（SMBC 日興証券㈱ 株式調査部シニアアナ 

リスト）

9/7（月） 

動画なし 

要旨のみ 

中銀デジタル通貨の経済学 

関根 敏隆（一橋大学大学院 経済学研究科 教授） 

10/15（木） 

動画配信 
コロナ危機の経済政策

小林 慶一郎（公益財団法人東京財団政策研究所 研究主幹 

慶應義塾大学経済学部 客員教授） 

10/19（月） 

動画配信 経営戦略としてのダイバーシティマネジメント 

伊岐 典子（公益財団法人 21 世紀職業財団 会長） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

10/21（水） 

動画配信 
当面の投資環境と運用戦略 

藤戸 則弘（三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券㈱ 参与 

チーフ投資ストラテジスト）

10/30（金） 

動画配信 
コロナを乗り越えて走り出した世界経済

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） 

11/10（火） 

動画配信 

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－ 

中垣 隆雄（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） 

11/18(水） 

動画配信 
2021 年為替相場見通し 

佐々木 融 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） 

11/24（火） 

動画配信 

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？－ 

白川 浩道（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）

12/2（水） 

動画配信 海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた企業の動き 

柳田 康一（CLOMA 事務局 技術統括） 

12/7（月） 

動画配信 2021 年の原油市場を占う 

藤 和彦（独立行政法人経済産業研究所 上席研究員） 

12/15（火） 

動画配信 
社会のデジタル化と金融・証券市場の未来 

山藤 敦史 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）  
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

12/18（金） 

動画配信 

「監査上の主要な検討事項」の適用事例セミナー  

－「『監査上の主要な検討事項』の早期適用事例分析レポート」 

を踏まえて－ 

関口 智和 CMA（有限責任あずさ監査法人 パートナー） 

1/19（火） 

動画配信 
コロナ後に正念場を迎える金融・財政政策

加藤 出（東短リサーチ㈱ 代表取締役社長 兼 チーフエコノミ

スト）

1/26（火） 

動画配信 
2021 年の内外金融経済動向と金利見通し 

森田 長太郎 CMA（SMBC 日興証券㈱ 金融経済調査部 

チーフ金利ストラテジスト）

1/27（水） 

動画配信 

2021 年の日本株見通し 

－コロナ禍の中での投資戦略を考える－ 

阪上 亮太（JP モルガン証券㈱ 市場調査本部 株式調査部 

チーフ株式ストラテジスト エグゼクティブ ディレクター）

1/29（金） 

動画配信 米中金融覇権争い・中銀デジタル通貨と日本経済再生の処方箋 

木内 登英（㈱野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト） 

2/5（金） 

動画なし 

要旨のみ 

バイデン政権下の米中関係 

呉 軍華（㈱日本総合研究所 上席理事 主任研究員） 

2/9（火） 

動画配信 
米バイデン政権と中東・エネルギー情勢の見通し 

田中 浩一郎（慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 

教授） 

2/19（金） 

動画配信 

2021 年の為替相場展望  

－ポスト・パンデミックの通貨勢力図– 

高島 修 CMA/CIIA（シティグループ証券㈱ 外国為替本部 

チーフ FX ストラテジスト）
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

2/26（金） 

動画配信 

2021 年の内外経済相場展望 

－パンデミックの後は長期株高の歴史再現へ－ 

木野内 栄治 CMA（大和証券㈱ 理事 チーフテクニカル 

アナリスト 兼 ストラテジスト）

3/4（木） 

動画配信 
2021 年の内外経済と投資環境はどうなるか 

高田 創 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） 

3/15（月） 

動画配信 バイデンのアメリカと日本・中国 

久保 文明（東京大学大学院 法学政治学研究科 教授） 

3/23（火） 

動画配信 

MMT は「トンデモ」なのかそれとも「救世主」なのか？ 

－現代貨幣理論による令和新経済論－ 

藤井 聡（京都大学大学院工学研究科（都市社会工学）教授 

京都大学レジリエンス 実践ユニット長） 

3/24（水） 

動画なし 

要旨のみ 

内外の経済情勢と展望 

武田 洋子 CMA（㈱三菱総合研究所 シンクタンク部門 

副部門長 兼 政策・経済センター長） 

3/29（月） 

動画なし 

要旨のみ 

世界経済の展開 

福本 智之 CMA（日本銀行 前国際局長） 

（３）大阪で開催の講演会（2 回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

7/14（火） 

大阪 

銀行協会 

45 名 

ポストコロナ危機の世界経済と日本企業のグローバル戦略のあり方 

柯 隆（公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

2/10（水） 

紙上開催 

大阪シンポジウム 

関西経済の現状と展望 

－After コロナを見据えた関西の復活に向けて－ 

米村 猛（経済産業省 近畿経済産業局長） 

若林 厚仁（㈱日本総合研究所 調査部 関西経済研究センター長） 

〈モデレーター〉 

前原 康宏 CMA（公益社団法人日本証券アナリスト協会 専務理事） 

（４）名古屋で開催の講演会（2 回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

7/13（月） 

名古屋 

銀行協会 

21 名 

ポストコロナ危機の世界経済と日本企業のグローバル戦略のあり方 

柯 隆（公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員） 

12/9（水） 

紙上開催 
名古屋シンポジウム 

AFTER コロナを見据えた東海地区の 2021 年の展開 

加藤 毅 CMA（日本銀行 名古屋支店長） 

畠山 一成（経済産業省 中部経済産業局長） 

水口 純（財務省 東海財務局長） 

質問者：福田 要（中日新聞 経済部長） 

（５）産業研究会講演会（3 回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

9/9（水） 

動画配信 
アフターコロナの自動車産業の長期展望

－新常態に着目し、CASE と MaaS を踏まえた産業構造変化を論じる－ 

中西 孝樹（㈱ナカニシ自動車産業リサーチ 代表アナリスト 

パートナー） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

9/16（水） 

動画配信 

消費財・小売業界における COVID-19 のビジネスインパクトへの展望 

－オペレーティングモデルの再検討－ 

岡野 卓郎（PwC コンサルティング合同会社 Strategy&ディ

レクター）

10/5（月） 

動画配信 
スマートシティ・スーパーシティの行方

－新しい街づくり手法の意義と課題－ 

岡田 豊（みずほ総合研究所㈱ 政策調査部主任研究員） 

（６）PB セミナー・PB スクール・PB 補完セミナー（12 回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

6/2（火） 

動画配信 
PB 補完セミナー 

2020 年からの不動産投資・保有戦略 

－好調が続いてきた不動産市場において、これから検討すべき不動産投資・

保有戦略－ 

太田 貴之 CMA（サッポロ不動産開発㈱ 経営戦略部 

ファイナンスグループリーダー 一級建築士）

6/15（月） 

動画配信 
PB 無料セミナー 

見える資産と見えない資産 

－プライベートバンカーが選ばれたバンカーとして PB ビジネスを獲得する

方法とは－ 

米田 隆（㈱グローバル・リンク・アソシエイツ(GLA) 

代表取締役 早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究

センター 上級研究員(研究院教授)）

7/7（火） 

動画配信 
PB 補完セミナー 

令和 2 年度税制改正のポイント 

－資産家への影響と遺留分・配偶者居住権等新法の実務－ 

飯塚 美幸（松木飯塚税理士法人 代表 税理士・中小企業 

診断士） 
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7/31（金） 

兜町 

平和ビル 

20 名 

PB 補完セミナー 

社長に伝わる決算書講座 

－決算書をどう読むか、社長にどう伝えるか－ 

宮崎 勝（SU パートナーズ税理士法人 副代表パートナー 

税理士） 

8/25（火） 

動画配信 
PB 補完セミナー 

ウェルスマネジメント・ビジネスの新潮流

－米国 FP・RIA の生き残り戦略－ 

北山 雅一 CMA（㈱キャピタル・アセット・プランニング 

代表取締役 公認会計士・税理士） 

9/17（木） 

動画配信 
PB 補完セミナー 

変わる事業承継 

－「権力集中型」か「集団統治型」か新しいファミリーガバナンスの仕組み

とは－ 

大石 篤史（森・濱田松本法律事務所 パートナー 

弁護士・税理士・米国ニューヨーク州弁護士） 

10/16（金） 

動画配信 
PB 補完セミナー 

PB の中核顧客であるファミリービジネスとその一族の問題を考える 

米田 隆（㈱グローバル・リンク・アソシエイツ（GLA） 

代表取締役 早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究

センター 上級研究員（研究院教授））

11/13（金） 

動画配信 
PB 補完セミナー 

富裕層コンサルの鍵は子・孫の教育 

－富裕層の心を引き付ける、全く新しいアプローチ－ 

藤崎 達宏（一般社団法人教育プラン診断士協会 理事長 

NPO法人横浜子育て勉強会 理事長 国際モンテッソーリ教育協

会 認定教師） 

12/10（木） 

動画配信 PB 補完セミナー 

会社の相続 

－親族内事業承継・親族外事業承継の方法－ 

後藤 孝典（虎ノ門後藤法律事務所 代表弁護士） 
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1/15（金） 

動画配信 
PB 補完セミナー 

民事信託の活用 

－民事信託活用上の留意事項と民事信託活用場面－ 

成田 一正（税理士法人おおたか 特別顧問 公認会計士・ 

税理士・行政書士・IT コーディネーター） 

2/25（木） 

オンライン

開 催 LIVE

配信 

第 19 回 PB スクール 

実践的相続対策と投資政策書 

－ワンランク上のスキルを獲得するために－ 

深代 勝美（税理士法人深代会計事務所 理事長 

公認会計士・税理士・行政書士） 

押味 成広（Pision 合同会計事務所 税理士） 

後藤 勝俊（虎ノ門後藤法律事務所 弁護士） 

3/12（金） 

動画配信 
PB 補完セミナー 

IFA とは何者か 

－英国を参考に、アドバイザーとプラットフォーマーが健全に収益を上げる

にはどうすればいいのか－ 

野尻 哲史（フィンウェル研究所 代表） 

（７）GIPS セミナー（１回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

11/11（水） 

動画配信 
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－ 

桒原 洋（ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティング合同

会社 代表 日本証券アナリスト協会投資パフォーマンス基準委

員会委員長 GIPS Technical Committee メンバー） 
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（８）CIIA セミナー（1 回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師

3/30（火） 

オンライン

配信 

CIIA セミナー 

金融システムに関する考察 

－2 羽の白鳥の話－ 

前原 康宏  CMA（公益社団法人日本証券アナリスト協会 

専務理事） 

※ CIIA 資格についても紹介
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（９）地区交流会（3 回） 

・ 全国会議（1 回）

開催日 

会場 

参加者 

テーマ・講 師

8/24（月） 

Web 会議 SAAJ 主催地区交流会勉強会 

中国現法の EXIT 戦略 

－売却と解散の実践ノウハウ－ 

前川 晃廣 CMA（IBJ コンサルティング 代表取締役） 

・ 関西地区交流会（1 回）

開催日 

会場 

参加者 

テーマ・講 師

9/19（土） 

Web 会議 関西地区交流会主催講演会 

地域金融機関の現状と国際分散投資 

平野 吉伸 CMA シニア PB 

（奈良中央信用金庫 常務理事） 

・ 九州地区交流会（1 回）

開催日 

会場 

参加者 

テーマ・講 師

11/27（金） 

Web 会議 
第 1回 勉強会 

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－ 

藤井 学（公益財団法人九州経済調査協会 調査研究部 次長） 




