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第 3 回 GIRC 2010 国内決勝大会開催
初出場の筑波大学が初優勝
強豪揃うアジア・太平洋地区大会に挑戦
国際専門資格 CFA® (Chartered Financial Analyst® =CFA 協会認定証券アナリスト、以下 CFA) の
認定・推進機関、CFA 協会(本部：アメリカ、ヴァージニア州シャーロッツビル) の会員による自主運
営組織である日本 CFA 協会（会長：伊藤敬介）では、次代の投資プロフェッショナルとして活躍が期
待される学生の育成を目的とした、企業分析の手腕を競う「グローバル・インベストメント・リサーチ・
チャレンジ 2010」（以下、GIRC2010）の国内決勝大会を、10 日（金）トムソン・ロイターカンファ
レンスルームで開催いたしました。決勝に進出した 4 校（青山学院大学、筑波大学、東京工業大学、早
稲田大学）が、本年の分析対象企業であるクックパッド株式会社を分析したプレゼンテーションと質疑
応答（各 10 分）で競った結果、本年度初出場の筑波大学チーム（大野忠士教授、メンター：ばんせい
投信投資顧問 運用部長 鎌塚功）が優勝を果たし、2 月にインドネシア、バリ島で開催されるアジア・
太平洋地区大会に世界大会出場権をかけて臨みます。アジア・太平洋地区大会の優勝校は過去 3 年間に
わたり世界チャンピオンに輝いており、世界のなかでも強豪の揃う激戦地区です。日本 CFA 協会では、
日本の大学生がこうした国際大会での経験や交流を通して、次世代の金融経済界を担う人材となること
を期待しています。
優勝した筑波大学チームは、
日中は社会人として働きながら夜間学校に通う大学院生を中心に構成され、
「限られた時間のなかで力を合わせて取り組んできた。勝つためにアジア太平洋地区大会へ臨む」と抱
負を語っていました。講評した審査員も、
「過去 3 回の大会のなかで最もグレードの高い大会となった」
と今後の日本代表の活躍を期待するコメントを述べています。

写真：筑波大学チーム
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GIRC 2010 国内決勝大会概要


日時：12 月 10 日（金） 18 時 20 分より



場所：トムソン・ロイター カンファレンスルーム




東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 30F

出席（審査員）
： 出川 昌人 ブラックロック・ジャパン代表取締役社長
鈴木 直樹 ルーパスアルファ・アジア マネージングパートナー 東京支店代表
依田 孝昭 カダーガン・マネジメント 駐日代表
●主催：日本 CFA 協会 (事務局：University Liaison Committee)
●協力：クックパッド株式会社、Thomson Reuters Japan
＜参加校＞

大学名（五十音順）
青山学院大学
慶應義塾大学
埼玉大学
首都大学東京
筑波大学
中央大学
東京工業大学
一橋大学
立教大学
早稲田大学

指導教官（学部）
白須 洋子 教授（経済学部）
中妻 照雄 教授（経済学部）
円谷 昭一 准教授（経済学部）
浅野 敬志 准教授（都市教養学部経営学系）
大野 忠士 教授（大学院 ビジネス科学研究科）
市村 誠 准教授（商学部）
永田 京子 准教授（工学部）
中野 誠 教授（商学部）
亀川 雅人 教授（経営学部）
広田 真一 教授（商学部）

＜概要と基本ルール＞
 各校の、3 名から 5 名までのメンバーと指導教官で構成される、10 校の大学のチームが参加。
各チームには、それぞれメンターとして投資の専門家が参加しサポート。
 同一の企業（今年度は株式会社クックパッド）を対象に独自調査、及び企業説明会（アナリス
トミーティング）を経て、調査レポートを作成し、提出。
 各チームはＡから J までのチーム名のみで、大学名は公開せずに審査を行う（一次、最終共）
 一次はレポート審査で、投資の専門家 7 名のグレイダーが行い、４ 校のチームを選出
 最終審査には一次審査で選出された 4 チームが、各チーム 10 分のプレゼンテーションと 10
分の質疑応答を行い、投資の専門家 3 名のパネリスト（審査員）が審査。
 最終審査で優勝となったチームは、表彰状、トロフィー、2 月 25 日にインドネシア・バリ島
で開催のアジア太平洋大会への参加資格を獲得。
GIRC 2010 今後の予定
2011 年 2 月 25 日
アジア・太平洋地区大会（会場：インドネシア、バリ島）
2011 年 4 月 8 日
世界大会（会場：アメリカ合衆国、ネブラスカ州オマハ）
[一般及び協会会員からのお問い合わせ先]
日本 CFA 協会 担当：塩澤由利子
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-3-8 共同ビル（昭和）
Tel 03-3517-5471/Fax 03-3517-5472
E-mail：info@cfaj.org http://www.cfaj.org

[報道に関するお問い合わせ先]
CFA 協会 広報事務局
担当：福嶋貴徳/築比地一晃
Tel 03-5775-2161 090-9305-3478(福嶋)
E-mail：fukushima@ppc-inc.co.jp
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CFA 協会 概要
CFA 協会は、投資専門家の世界的な団体であり、CFA®（Chartered Financial Analyst®）および CIPM
（Certificate in Investment Performance Measurement）のカリキュラムと試験を世界的に運営して
いるほか、研究発表、職業能力開発プログラムの実施、投資業界のための倫理に基づく職業規範とパフ
ォーマンス報告基準の自主的策定を行っています。世界の 137 の国と地域で 105,000 名のメンバー
（94,000 名の CFA 資格者を含む）が所属し、また 58 の国と地域に 135 の拠点があります。詳細は
www.cfainstitute.org.でご覧いただけます。
＜本部＞
アジア太平洋地域―香港
米国・カナダ・南米地域―シャーロッツビル（米・ヴァージニア州）、ニューヨーク（米・ニューヨ
ーク州）
ヨーロッパ・中近東―ロンドン
＜ホームページアドレス＞
www.cfainstitute.org

「CFA® （Chartered Financial Analyst®）」概要
CFA は、証券分析及び運用アドバイスにおいて世界的に認められている専門資格で、現在、137 の国
と地域に約 94,000 名の資格者がいます。CFA の試験は、複雑化とグローバル化の進む投資運用実務を
反映し、極めて高度な水準に照らして受験者を評価するため、この資格を認定されることは、雇用者か
らも顧客からも大きな敬意を持って受けとめられています。

日本 CFA 協会 （CFA Society of Japan） 概要
日本における CFA 資格者や受験者に対して、
専門知識の向上と相互交流の場を提供する非営利組織。
倫理規範や職業行為基準、資産運用や調査に関する専門能力の向上と普及をめざし、会員向けに金融市
場、財務会計、経済動向などをテーマとした講演会、セミナー、勉強会などを開催しています。また会
員相互間の交流会なども行なっています。
所在地：東京都中央区日本橋本町 1-3-8 共同ビル(昭和)6 階
℡:03-3517-5471 Fax：03-3517-5472
設立：1999 年
代表者：伊藤 敬介, CFA
ホームページアドレス http://www.cfaj.org
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