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ご挨拶
カンファレンスにご出席の皆様
本日はご多忙中、日本CFA協会主催のカンファレンスにお越しいただき誠にありがとうございます。
日本CFA協会は、1999年にCFA協会の日本支部（Japan Society of Investment Professionals）として設
立されたボランティア組織で、2011年4月に一般社団法人化されて5周年を迎えております。グローバル・
ファイナンシャル・コミュニティへの架け橋として、プロフェッショナル教育や交流の機会提供、倫理やガ
バナンスに関する提言、当局、業界団体や大学との協力等多様な活動を展開しております。
CFAの資格は、資産運用業界ではグローバルスタンダードの地位を確立しており、会員数も約13万5千人
に達していますが、日本では約950名と、着実に増加しているものの、英語の壁等もあり発展途上の状
況にあります。しかしながら、このグローバル化の時代において、日本でもその役割が将来的により大き
くなるとの確信の下、当協会は、様々な活動を通じて、CFAプログラムのさらなる普及、そのアウエアネス
の向上に日々努めております。
その活動の中でも最大の年中イベントが、このJapan Investment Conference です。毎年、開催の有無、
場所、形態、協賛、趣旨等一から議論、検討して手作りしておりますが、今年は、4月に7年ぶりの日本証
券アナリスト協会との共同カンファレンスが盛大に開催されたこともあり、Putting Investor First Month
のイベントも包含し、規模も控えめに、あまり畏まらずカジュアルに、参加費もぐっと押さえて、本当にご
興味のある方が参加しやすい形で開催させていただくこととしました。
スローガン「将来に向けてのチャレンジ」のとおり、正に、投資環境は混迷の感を強めており、しっかりと
した軸を持ちながらも、変化を見極めつつ、臨機応変な対応が求められております。数か月に渡る準備
期間にも、第Ⅰ部のテーマである、東京金融センター構想の推進母体である東京都知事の急遽の辞任
や、第Ⅱ部「歴史的な変革期におけるグローバル投資戦略」に関連してBREXITが現実のものになる等、
様々な変化がありました。
そんな視界不良の中で、準備を進めてきましたが、気がつけば、プログラムのあちらこちらに宝物がちり
ばめられているような、盛りだくさんで、量、質共申し分ないカンファレンスに仕上がったと自負しており
ます。皆様の何かのお役に立ちますれば幸甚に存じます。
皆様のフィードバックやご参画を経まして、さらに改善の工夫をしていまいりたいと存じますので、引き続
きどうぞよろしくお願い申し上げます。

一般社団法人日本CFA協会
会長
青砥 政孝 CFA
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WELCOME MESSAGE
Dear Conference Participant,
Thank you for taking time out of your busy schedule to join Japan Investment Conference held by
CFA Society Japan.
The CFA Society Japan is a volunteer organization which was initially established as “the Japan
Society of Investment Professionals” affiliated to the CFA Institute in 1999, and was subsequently
incorporated as “Ippan Shadan Hojin” (non-profit organization) in 2011.
As a gateway to the global financial community, CFA Society Japan has developed its activities in
education, networking, advocacy of ethics and corporate-governance and others, collaborating
with regulators, other industry associations, and universities, etc.
CFA already is a credential of global standard in investment profession with 135,000 members
worldwide. It is still relatively small in Japan with 950 members partly because of language barrier but is growing steadily. We are working daily to raise awareness of CFA with the belief that it
will play more important role even in Japan in this age of globalization.
Among our activities this Japan Investment Conference is the largest. Every year we discuss
from scratch the Five W’s and One H including whether or not we should hold it. This year especially because we already had a major joint conference with SAAJ in April for the first time in
seven years and had a great success, we decided to hold it together with Putting Investor First
Month Event (which is Part I), making it rather compact, casual, and accessible.
As is in our slogan “Challenges for the Future”, we are in an ever-changing difficult environment
for investment profession which requires a stable axis with flexible adjustments. Even while
preparing this program significant changes happened. The Governor of Tokyo, one of the major
promoters of Tokyo Global Financial Center, which is the theme of Part I, suddenly resigned.
Part II’s theme “Global Investing amid Historic Uncertainties” was already proved relevant by the
realization of BREXIT.
Through the tough preparation of this conference, eventually we are confident that you will find
a lot of treasure everywhere in the program and are proud to offer this one for you. We hope
this conference will be of any help to you and look forward to your feedback and participation to
make it even better.

Masataka Aoto, CFA
President
CFA Society Japan
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プログラム
9:00

受付開始

第１部：東京国際金融センター構想：
世界に注目される魅力ある金融センター創出への期待と課題
（「金融の将来」イニシアチブ 投資家（顧客）優先主義イベント）
9:30-9:45

開会の挨拶

ポール・スミス（CFA 協会会長）

9:45-10:15

基調講演 : 東京国際金融センターへの期待
講演者：金融庁参事官（国際担当）神田 眞人氏

10:15-10:45

講演 : 国際金融センターの条件
( 国際比較と東京への示唆 :
日本 CFA 協会による Z/Yen Group Limited への特別委託調査報告 )
講演者：CFA 協会 ディレクター、ソサエティ・アドボカシー・エンゲージメント
ローレル・テオ , CFA

10:45-10:55

休憩

10:55-12:45	パネル・ディスカッション：東京国際金融センター構想成功のための条件と課題
（投資家の立場から )
10:55-11:55

ミニ・プレゼンテーション :

10:55-11:10 	東京証券取引所 ( 国際金融取引所としての一層の地位向上に向けて )
			
講演者：株式会社日本取引所グループ
			
執行役（総合企画担当） 平野 剛氏
11:10-11:25 	
			

外国金融機関にとっての東京の魅力と課題
講演者：一般社団法人国際銀行協会 事務局長 ポール・ハンター氏

11:25-11:40 	投資家保護と投資家の信頼を獲得するために（東京への提言、市場
インテグリティー、投資家の権利の宣言、投資プロフェショナルとし
ての CFA への期待 )
			
講演者：CFA 協会 グローバル・ソサエティ・アドボカシー・
エンゲージメント・ヘッド
基準および金融市場信頼性部門ヘッド
トニー・タン , CFA, PhD
11:40-11:55 	投資家にとって、日本市場の課題
			
講演者：ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役 チーフ・インベストメント・オフィサー
マネージング・ディレクター 福島 毅氏 , CFA
11:55-12:45
12:50-14:05
13:15-14:00

ディスカッション：上記四名の講演者
モデレーター：日本 CFA 協会 執行理事

原田 武嗣 , CFA

ランチ
ランチタイム特別講演：フォーカスした投資、フォーカスした人生
- ベテラン・プロ投資家の投資と人生に関するポートレート」
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー ,
バイス・プレジデント、地方債クレジット・アナリスト
シン・スンギュ氏 , CFA
全盲という大きな困難を克服し、投資専門家としての道を切り開いてきた
シン・スンギュ氏 , CFA の感動的ライフストーリー
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プログラム
第２部：歴史的な変革期におけるグローバル投資戦略（投資フォーラム）
14:05-14:50

歴史的な変革期におけるグローバル投資戦略
地口 祐一氏（ブラックロック・ジャパン株式会社 ディレクター 運用部門
マルチアセット運用部長兼マルチアセット戦略部長）
概 要：

1. フ
 ァンダメンタルズ見通し：
「ブラックロック・インベストメント・インスティチュート（BII）のアロケーション
見通し」
2. リ
 スク：
「信用リスクの高まり」
3. 長
 期投資戦略：
「株式市場の柱の欠如と新産業への期待」

14:50-15:35	中国経済、今後 10 年のチャレンジ：
	アンディ・シエ博士（著名中国エコノミスト、元モルガン・スタンレー マネージング・
ディレクター、アジア太平洋地域担当首席エコノミスト）
15:35-15:50	ウェルス・マネジメント業界が直面するチャレンジ：人間フィナンシャル・アドバイザー
は、いかにロボット・アドバイザーと競合するか？
ニック・ポラード（CFA 協会 アジア・パシフィック・マネージング・ディレクター）
15:50-16:20

休憩

16:20-16:35	中国的特徴を持つ世界金融危機 - 中国社債利回り急上昇が意味するもの
スティーブ・ガートン氏（トムソン・ロイター、IFR アジア・エディター）
概 要:

	債券市場の投資家たちは、この先数ヵ月または数年以内に、多くの中国企業がデフォルト（債務不履行）を
起こし、市場、金融システム、経済に壊滅的な影響を及ぼすことを懸念しています。中国ではシャドーバンキ
ングが急拡大したため、少数のデフォルトの影響が遠く広くに及ぶようになりました。膨大な額の金融財テク
商品が社債にリンクしているからです。2008 年の世界金融危機の前、米国でサブプライムの証券化が急拡大
した様子とそっくりです。社債市場が崩壊すると中国の銀行は深刻な打撃を受け、経済はハードランディング
に向かうでしょう。これが起きた場合、世界の金融市場と経済への影響は厳しいものになるでしょう。
	このシナリオの発生確率はどのくらいなのでしょうか？中国の社債市場は、同国の金融システムの健全性に
ついて何を示しているのでしょうか？

16:35-16:50
英 EU 離脱で変わる為替相場：ポンド、ユーロ、ドルそして人民元の行方
	村田 雅志氏 , CFA（ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・インベストメント・サービス株
式会社 バイス・プレジデント 通貨ストラテジスト）
16:50-17:35

パネル・ディスカッション：歴史的な変革期におけるグローバル投資戦略
（パネリスト）
 口 祐一氏
地
アンディ・シエ博士
スティーブ・ガートン氏
村田 雅志氏 , CFA
	パトリック・ウェルター氏（フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング（FAZ）( フ
ランクフルト総合新聞 )、
ノイエ ･ チュルヒャー ･ ツァイトゥング（NZZ）特派員・論説委員）
モデレーター：本間 晶 , CFA
（日本 CFA 協会 理事、東海東京証券オペレーション本部

部長）

	単独講演をしていただく地口 祐一氏、アンディ・シエ博士、スティーブ・ガートン氏、村田 雅志氏 , CFA に加え、
世界各国の当局の金融政策・経済政策や欧米の政治情勢に詳しいパトリック・ウェルター氏にパネリストと
して加わっていただき、中国経済の現状・行方、英国 EU 離脱の影響、米国大統領選挙、来年のドイツ総
選挙、ギリシャ問題の最終決着の見通しを含め）流動的な欧米の政治経済情勢、世界の地政学リスクを含め、
現在の混沌とした世界情勢にあって有効なグローバル投資戦略を策定するうえでのキー・ファクターを討論
します。

17:35-17:40

閉会の辞
青砥 政孝 , CFA（日本 CFA 協会会長）

18:00-19:30

レセプション
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AGENDA
9:00Registration
PART I : Future of Finance Initiatives (Putting Investor First Event)
To convert Tokyo into a truly investor-friendly global financial centre under the “Tokyo International
Financial Centre” Initiatives
9:30-9:45

Opening Remarks
Paul Smith, CFA, President and CEO, CFA Institute
9:45-10:15
Keynote Speech:
Strategic Importance of the Initiatives for the Tokyo Global Financial Centre
	Masato KANDA (Deputy Commissioner for International Affairs, FINANCIAL SERVICES
AGENCY)
10:15-10:45 	Prerequisites of Global Financial Centres - Special Comparative Study, Suggestions to
Tokyo commissioned by CFA Society of Japan to Z/Yen Group Limited
Laurel Teo, CFA (Director, Society Advocacy Engagement, Asia Pacific, CFA Institute)
10:45-10:55
Intermission
10:55-11:55	Panel Discussion: Prerequisites and issues to be addressed for the success of the
Initiatives for the Tokyo Global Financial Centre: from Investors’ Perspectives
10:55-11:55
Mini presentations:
10:55-11:10 	Initiatives to improve further the attractiveness and competitive position
of Tokyo Stock Exchange as an international financial exchange
			Takeshi Hirano (Executive Officer, Corporate Strategy, JAPAN EXCHANGE
GROUP, INC.)
11:10-11:25	Tokyo’s potential attractiveness and issues to be resolved for foreign
financial institutions
			Paul Hunter (Secretary General, INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION OF
JAPAN)
11:25-11:40 	Investor protection and fostering of investor trust: Proposals to Tokyo,
Promoting market integrity, Statement of Investor Right, and the role of
CFAs as the leaders of ethical investment professionals
			Tony Tan, DBA, CFA (Head, Standards and Advocacy Division, Asia Pacific,
CFA Institute)
11:40-11:55
Issues to be resolved for the Tokyo Stock Market: Investor perspectives
			Takeshi (Tad) Fukushima,CFA (Managing Director, Chief Investment Officer,
			
BlackRock Japan Co., Ltd.)
11:55-12:45
Discussion (Above 4 panelists)
Moderated by Taketsugu Harada, CFA (Secretary and Board Director, CFA Society Japan)
12:50-14:05
Lunch
13:15-14:00
Special Luncheon Speech: FOCUSED INVESTING, FOCUSED LIFE
- A veteran professional investor’s portrait about investing and life
	Soonkyu Shin, CFA (Vice President,
Municipal Credit Analyst, Brown Brothers Harriman & Co.)
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AGENDA
PART II : Investment Forum: Global Investing amid Historic Uncertainties
- How to Navigate through Uncharted Waters
14:05-14:50

Global Investment Strategy Under New Paradigm
Yuichi Chiguchi (Director, Head of Multi-Asset Strategies Group in Japan,
BlackRock Japan Co., Ltd.)
Outline:
1. Fundamentals Outlook: BII (BlackRock Investment Institute) Perspectives of Global Asset Allocation
2. Risks: Concern over credit risk
3. Long-term investment strategy: lack of stock market leaders and expectations for new industries

14:50-15:35
China’s Economic Challenges for the Next Decade
	Dr. Andy Xie (Renowned China Economist, Former Morgan Stanley Managing Director, Chief
Asia-Pacific Economist)
15:35-15:50	Challenges the Wealth Management Industry is Facing - How should Human financial
advisers compete with Robot advisers?
Nick Polard (Managing Director, Asia Pacific, CFA Institute)
15:50-16:20
Intermission
16:20-16:35	A Global Financial Crisis with Chinese characteristics - What do rising corporate bond
yields in China indicate?
Steve Garton (Editor, IFR Asia, Thomson Reuters)
Outline:
	Fixed-income investors are concerned that a significant number of Chinese firms may default
on their domestic debt obligations in the coming months or years, and the implications could be
devastating. The boom in shadow banking means the fallout from a handful of corporate defaults
would be spread far and wide, since a vast amount of wealth management products are linked to
corporate bonds - with echoes of the subprime securitization buildup ahead of the 2008 crisis. A
bond market collapse would threaten China’s banks, and push the economy towards a hard landing.
If this happened, the impact on global markets and global growth would be severe.
	How likely is this scenario? What can corporate bonds tell us about the health of China’s financial
system?

16:35-16:50
Brexit and Global Currency Markets: Where will sterling, euro, dollar, RMB go?
	Masashi Murata, CFA (Vice President, Global Currency Strategy Team, Currency Strategist,
Brown Brothers Harriman Investment Services (Japan) Inc.)
16:50-17:35	Panel Discussion: Global Investing amid Historic Uncertainties - How to Navigate through
Uncharted Waters
	Yuichi Chiguchi, Dr. Andie Xie, Steve Garton, Patrick Welter (Correspondent and editorial
writer (Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Neue Zürcher Zeitung (NZZ)) and Masashi
Murata, CFA
	Moderator: Akira Homma, CFA (Board Director, CFA Society Japan/ Joint General Manager,
Operations Headquarters, Tokai Tokyo Securities)
17:35-17:40
18:00-19:30

Closing remarks
Masataka Aoto, CFA (President, CFA Society Japan)
Reception
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講演者
ポール・スミス,ＣＦＡ
CFA 協会
会長兼 CEO
ポール・スミスは、投資専門家における教育、倫理、優れた専門性において、CFA 協会と世界
中の 13 万人の会員をリードしています。
2012 年に CFA 協会に、中国とインドでの成長を監督するアジア太平洋地区の マネージング・ディ
レクターとして入りました。その後、世界の投資業界の主要な企業、グループ、団体との連携
を行うインスティテューショナル・パートナーシップ部門を管掌しました。2015 年１月に会長兼
CEO に就任しました。
スミスは資産運用業界におけるリーダーシップで豊富な経験を有しており、30 年以上にわたり
主要な金融センターでさまざまなポジションを歴任しています。スミスは資産運用業界における
キャリアをオルタナティブ・ファンド運用会社、エルミタージュ・インターナショナルで開始し、
11 年にわたりヨーロッパ（ロンドン、パリ、ダブリン）で重責を果たし、最後の 7 年間は会社の
CEO を務めました。
1996 年に、ちょうど成長が始まったアジアに移り、バミューダ銀行（香港）のアジアでの証券
サービス本部に入社しました。2001 年、ファンド・サービスのグローバル・ヘッドに昇格しました。
2004 年の HSBC による同行の買収後は、香港、ニューヨークにおいて、HSBC のオルタナティブ・
ファンド管理部門ヘッドとして、2,000 の運用ファンド、合わせて 250 億米ドルの運用資産額に
対するサービス提供を管掌しました。
企業家としても活躍し、直近では香港を拠点とするヘッジファンド運用会社、アジア・オルタナティ
ブ・アセット・パートナーズの創業者兼 CEO を、CFA 協会に入るまでの 6 年間務めました。アジア
・
インベスター誌により、アジア・ヘッジファンドにおけるもっとも影響力のある 25 人の一人に選
ばれました。
18 以上に亘るアジアでの経験により、香港の AIMA（オルタナティブ・インベストメント・マネジ
メント・アソシエーション）のエグゼクティブ・コミッティー・メンバーとして地域の投資コミュニティ
で積極的に活動しました。また長年にわたり、アジアを拠点とする複数のヘッジファンドの役員
を務めました。CFA（CFA 協会認定証券アナリスト）に加え、英国勅許会計士フェロー（イングラ
ンド・ウェールズ）を有し、キャリア初期にはロンドンのプライスウォーターハウスで４年間、監
査業務を行いました。オックスフォード大学で歴史学修士号を取得しています。

10

2016年7月15日

東京金融ビレッジ

講演者
神田

眞人

金融庁参事官（国際担当）
東京大学法学部卒業、オックスフォード大学経済学大学院修了（M.Phil 取得）
大蔵省入省後、世界銀行審議役、主計局主計官補佐（郵政、運輸予算等を担当）、国際局為替
市場課課長補佐、大臣官房秘書課企画官、世界銀行理事代理、主計 局給与共済課長、主計局
主計官（文部科学、経済産業、環境、法務、警察、裁判所、財務予算等を担当 )、国際局開発
政策課長、国際局総務課長等を経て金融庁参事官（現職）
。
現在、OECD コーポレートガバナンス委員会副議長を兼務。
主著に、
『強い文教、強い科学技術に向けて』
、
『世界銀行超活用法序説』、
『対話の向こうの大
学像』、
『アジア経済ハンドブック』、
『図説 国際金融』、
『国際金融のフロンティア』、
『超有識者
達の洞察と示唆』等

ローレル・テオ, CFA
CFA 協会
ディレクター、ソサエティ・アドボカシー・エンゲージメント
テオはアジア太平洋地域の CFA ローカルソサエティと連携して、CFA 協会の基準・倫理規範、な
らびに金融市場における誠実性の問題に関する CFA 協会の政策の位置づけ・提言について認知
度を高め、これらが採用される件数を増加させることを職務としています。テオの職務は多くの
場合、CFA ローカルソサエティと連携してアジア太平洋地域の規制当局、業界パートナー、メディ
アと協力することを前提としています。
CFA 協会奉職前はインベスターリレーションズ、および金融関係のコミュニケーション業務に従
事しており、ファイナンシャル・ダイナミクス社（現 FTI コンサルティング社（ニューヨーク証券取
引所上場：略称 FCN））シニアバイスプレジデント兼シンガポール支社長、ブティック（特化型）
コンサルティング会社のアソシエートパートナーを歴任しています。テオはエール大学を優秀な成
績で卒業（人類学・中国語を専攻し優等賞を受賞）後、シンガポール ･ インドネシアの主要紙で
政治 ･ ビジネス記者としてキャリアをスタートしました。CFA 協会認定証券アナリストの資格を
保有しています。

平野

剛

株式会社日本取引所グループ
執行役 総合企画担当
1989 年に東京証券取引所に入社、2015 年 6 月より総合企画担当執行役として、グループ全体の
経営計画の策定・管理を担当。00 年から 14 年まで、日本証券クリアリング機構の設立や OTC
デリバティブの清算サービス等を含む決済制度全般の戦略企画に従事。カリフォルニア大学バー
クレー校経営学修士

15 July 2016, FINE Tokyo, Tokyo JAPAN
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講演者
ポール・ハンター
一般社団法人国際銀行協会

事務局長

一般社団法人国際銀行協会事務局長に 2012 年 7 月就任。国際銀行協会（IBA Japan）は日本
国内で営業している外資系銀行、証券会社、駐在員事務所併せて約 60 社が加盟 している協会
組織。また、日本金融市場協議会の事務局長でもある。日本金融市場協議 会は、日系金融機
関 5 社と日本の資本市場で活動する外資系金融機関 5 社で構成され、日本の金融市場に影響を
及ぼすグローバルな金融規制改革について金融規制当局との 意見交換等を充実させる目的で設
立した業界団体。
2008 年から 2012 年まで在日英国大使館経済担当参事官として、経済、金融、貿易政 策を統括。
2000 年から英国金融サービス機構（FSA）に 8 年間勤務し、戦略、政策、リスク、調 査等の業
務で様々な職務に従事。
1989 年から 2000 年まで国家統計局にて金融動向調査部長等の役職を歴任。クイーンズベルファ
スト大学で政治学士号を取得後、サリー大学にて研究方法論修士号を取得。英国王立統計学会
の会員である。

トニー・タン、経営学博士, CFA
CFA 協会
グローバル・ソサエティ・アドボカシー・エンゲージメント・ヘッド
基準および金融市場信頼性部門ヘッド
CFA 協会のアジア太平洋地区のグローバル・ソサエティ・アドボカシー・エンゲージメント・ヘッ
ドと基準および金融市場信頼性部門ヘッドを務めます。CFA 協会のアドボカシー、政策提言、
規制当局との交流を主導しています。
タン博士は 20 年以上にわたり、国際金融市場での経験を有しています。その間、原油・天然ガ
ス業界での資金調達プロジェクトへの参画、リスク管理問題に関して中央銀行や開発銀行等へ
の助言、さらにグローバル資本市場での取引業務の管理を行ってきました。
CFA 協会に入る前は、ビジネススクールのインシアード（INSEAD）、シンガポールマネージメント
大学、シンガポールの国立大学である Nanyang Technology 大学で非常勤として倫理やコーポ
レート・ガバナンスについて授業を担当しました。CFA 協会では資本市場政策委員会で積極的
にボランティアとして活動を行ってきました。
西オーストラリア大学博士号。西オーストラリア大学研究修士号、ロンドン大学金融経済学修士
号、CFA（CFA 協会認定証券アナリスト）取得
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東京金融ビレッジ

講演者
福島

毅, CFA

ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役チーフ・インベストメント・オフィサー
マネージング・ディレクター
2016 年ブラックロック・ジャパン入社。取締役チーフ・インベストメント・オフィサーを務める。
ブラックロック入社以前は、日本経済新聞社を経て、1987 年、日興証券投資信託委託（現・日
興アセット・マネジメント）に入社。国際投資部シニア・ファンドマネジャーを経験後、1995 年
に日本バンカーストラスト信託銀行 外国株式運用部長に転じる。
（同社の）ドイチェ信託銀行への統合後は、常務執行役員兼 CIO として公的年金・企業年金を
中心に運用資産約 3 兆円の国内運用部門を統括、バランス型資産配分の責任者を務める。
2008 年、明治ドレスナー・アセットマネジメント（現・明治安田アセットマネジメント）執行役運
用担当に就任。2015 年 4 月、GI キャピタル・マネジメント入社し、CIO として投資顧問部を統括。
上智大学（文学部新聞学科）卒業
コロンビア・ビジネススクール（MBA）修了
CFA 協会認定証券アナリスト

原田

武嗣, CFA

一般社団法人日本 CFA 協会

執行理事、アドボカシー委員会チェア

日本 CFA 協会執行理事、アドボカシー委員会チェアとして倫理・職業基準の日本の投資専門家
への普及・促進、コーポレートガバナンス及び資本市場健全性に関わる問題に取り組んでいる。
野村アセットマネジメント株式会社でコンプライアンスオフィサー、リスク管理委員会委員、アナ
リスト、ファンドマネジャーや商品開発及びロンドンオフィス等のヘッドを含む広範な職務に 30
年以上にわたり従事した。また 2002-2006 年には、野村ブラックロック・アセット・マネジメン
ト株式会社で監査役を勤めた。ノースウエスタン大学経営大学院 経営学修士。

シン・スンギュ, CFA
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー、
バイス・プレ ジデント、地方債クレジット・ア ナリスト
シン氏は、レバレッジド・ローン、株式、転換社債、社債における経験を活かし、ヘルスケア関
連の地方債アナリストとして活躍しています。
1998 年の BBH インベストメント・マネジメント入社前は、JP モルガン・カンパニーのグローバル・
クレジット・リサーチ・グループのアナリストを務め、アナリストとしてのトレーニング・プログラ
ムを修了しました。
ハーバード大学卒業（心理学専攻）後、マサチューセッツ工科大学の博士課程に進みました。
CFA（CFA 協会認定証券アナリスト）資格を有しています。

15 July 2016, FINE Tokyo, Tokyo JAPAN
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講演者
宝田

めぐみ, CFA

一般社団法人日本 CFA 協会理事
東洋証券投資調査部 シニアアナリスト、マネジャー
宝田めぐみ氏、CFA（CFA 協会認定アナリスト）は東洋証券でシニアアナリストとして活躍し、日
経 CNBC、日経新聞や「エコノミスト」等でも取りあげられており、独特な目線での株式発掘で
知られている。アナリスト以前は、上場を目指す企業への IPO コンサルタントを行うなど資本市
場で経験を積む。メリルリンチ投資顧問、メリルリンチインターナショナルバンクでは 5 年程マー
ケティングオフィサーを務めた後、古巣の東洋証券に戻っている。また、2011 年より日本 CFA
協会の理事に選任され、現在、理事及びメンバーシップ委員長も務める。MBA、CMA、CIIA 保有。

地口

祐一

ブラックロック・ジャパン株式会社
ディレクター
運用部門
マルチアセット運用部長
2013 年ブラックロック・ジャパン入社。グローバルな市場、多様な資産クラスを対象としたマル
チアセット運用を行うマルチアセット運用部の責任者。
ブラックロック入社以前は、1990 年明治生命保険（現明治安田生命保険）入社。主にクレジッ
ト・アナリスト、エコノミスト等のリサーチ業務に従事。明治生命保険在籍中、1991 年（財）国
際金融情報センターにて、エコノミストとして欧州諸国のカントリーリスク分析・レーティング業
務を担当。1997 年日本興業投信（現 DIAM アセットマネジメント）に出向し、債券（円債・外債）
運用業務に従事。1999 年より明治生命インターナショナル・ロンドンにて欧州株式の運用を統括。
2002 年 ING グループに移籍し、同日本拠点のアイエヌジー生命保険（現 NN 生命）の財務企画
部部長を経て、2005 年より 8 年間、興銀第一ライフ・アセットマネジメント（現 DIAM アセット
マネジメント）にて、シニア・ファンド・マネジャーとして日本株式の運用及び投資戦略立案に携
わる。
1990 年 慶應義塾大学卒業（経済学部）
日本証券アナリスト協会検定会員
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東京金融ビレッジ

講演者
アンディ・シエ博士
著名中国エコノミスト
元モルガン・スタンレー・マネジング・ディレクター
アジア太平洋地域担当首席エコノミスト
アンディ・シエ博士は上海を拠点に活躍する、中国・アジアを専門とする独立エコノミストです。
博士は香港の日刊英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストのゲスト・コラムニストも務めてい
ます。
シエ博士は、1997 年のアジア金融危機や最近の米サブプライム住宅ローン市場の崩壊を含む経
済バブルを正確に予測した数少ないエコノミストの一人です。1997 年にモルガン・スタンレーに
入社後、2006 年までマネージング・ディレクター兼アジア太平洋地域担当の首席エコノミストと
して活躍しました。それ以前はマッコーリー銀行（シンガポール支店）で２年間、コーポレート・
ファイナンスのアソシエイト・ディレクターを務めました。また世界銀行で５年間、エコノミスト
として活動しました。
2013 年、ブルームバーグ誌より、ファイナンス分野で最も影響力のある 50 人の一人に選ばれま
した。また、インスティテューショナル・インベスター誌の機関投資家調査において、2000 年～
2006 年のアジア太平洋地区の最優秀エコノミストに選出されました。2001 年、中国国営テレビ
の CCTV（中国中央電視台）と世界経済フォーラムから、中国の将来のリーダー 10 名のうちの一
人に選ばれました。

ニック・ポラード
CFA 協会
アジア・パシフィック

マネージング・ディレクター

ニック・ポラードは 2016 年、アジア太平洋地域担当マネージング・ディレクターとして CFA 協会
に奉職し、現在香港オフィスを拠点として、北京（中国）、およびムンバイ（インド）での業務も
統括しています。
ニックは CFA 協会に関係する全ステークホルダーとの提携を通じて、CFA 協会資格認定 プロ
グラムの登録 ･ 稼働会員を増加させることを職務とし ており、担当地域全域における機関パー
トナー（雇用者企業）とも協力を進めています。ニックは今後担当地域内の 19 に上る CFA 協会
団体（会員数 23,000 人）に対して、積極的な支援を提供します。
ニックは資産管理・銀行業務のプロとして、欧州・アジアにおける企業育成に通暁すると同時に、
戦略的リーダーシップ・スキルと学習・専門能力開発に関する専門知識を併せ持つユニークな人
材です。CFA 協会奉職以前にはロイヤルバンク・オブ・スコットランドのクーツ・アジア部門最
高経営責任者（CEO）
、クーツ・インターナショナルの国際学習・専門能力開発部門の責任者等、
重職を歴任しましたが、キャリアをスタートしたのは現在 RBS グループ傘下にあるナットウェスト・
グループで、マーケティング・人材開発分野で経験を積みました。
ニックはロンドンのユニバーシティ・カレッジで学士号を取得しており、プライベートウェルスマ
ネジメント協会の会員です。2009 年以降アジア太平洋地域を拠点としており、現在は香港に居
を定めています。

15 July 2016, FINE Tokyo, Tokyo JAPAN
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講演者
スティーブ・ガートン
トムソン・ロイター
IFR アジア エディター
スティーブは 2010 年に香港を拠点とする IFR アジアのエディターとしてトムソン・ロイターに入社
しました。彼はアジア太平洋地域の資本市場ファイナンシングに焦点を当て、東京、北京、香港、
シンガポール、シドニーにあるレポーターのチームを統括しています。
スティーブは２005 年に香港に移って以来、アジアの債券、ローン、株式市場をカバーしてきて
おり、資本市場関係のイベントで頻繁にモデレーターを務めています。IFR に入社する前は、英
国の出版社であるユーロマネー・インスティテューショナル・インベスターにおいて 8 年間、ロン
ドンと香港における、金融に関するさまざまな出版物のために執筆・編集をしてきました。既婚
で 2 児の父親です。

村田

雅志, CFA

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・インベストメント・サービス株式会社
バイス・プレジデント
通貨ストラテジスト
村田雅志は、東京を拠点とし、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・インベストメント・サービス株
式会社（以下、BBH）で、通貨ストラテジストとして日本と新興国の分析を担当しています。
村田は、BBH に入社する前、GCI キャピタルでチーフエコノミストとして務め、その前は UFJ
総合研究所（現在の三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング）でエコノミストをしていました。村田
はコロンビア大学で国際関係学の修士号を、東京工業大学で工学修士号を取得しています。村
田は CFA 協会認定証券アナリストでもあります。

パトリック・ウェルター
フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング（FAZ）( フランクフルト総合新聞 )
ノイエ ･ チュルヒャー ･ ツァイトゥング（NZZ）
特派員・論説委員
パトリック・ウェルターはドイツの高級日刊紙「フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング
（FAZ）
（フランクフルト総合新聞）」およびスイスの日刊紙「ノイエ･ チュルヒャー ･ ツァイトゥング
（NZZ）」の特派員・論説委員です。20 年超に渡り、欧州中央銀行
（ECB）、米連邦準備理事会
（FRB）、
日本銀行をカバーしてきており、金融政策を専門としています。
2015 年３月に北東アジア特派員として来日し、日本、韓国と台湾の政治経済をカバーしています。
2010 年から 2014 年の間、米国ワシントン DC で、北米経済政策特派員、FED ウォッチャーとし
て勤務しました。FED 以外に、IMF、世界銀行、経済政策もカバーしました。アメリカにおける
ユーロ危機とＧ 20 も彼のカバレッジの一部でした。2007 年から 2009 年の間、初めて日本で勤
務しました。
欧州を 2007 年に離れる前、ウェルターは欧州通貨統合と欧州中央銀行までの展開と経済政策
全般を、10 年カバーしました。1995 年からドイツの日刊経済紙「ハンデルスブラット（ドイツ経
済新聞）」に勤務したのち、2002 年に「フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング（FAZ）
（フ
ランクフルト総合新聞）」に入社しました。ケルン大学で経済修士号を取得したのち、国際移民
の分野等で調査アシスタントとして勤務しました。
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東京金融ビレッジ

講演者
本間

晶, CFA

一般社団法人日本 CFA 協会理事
東海東京証券オペレーション本部

部長

国際証券（現・三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券）に入社。日本株調査、クオンツ分析等に従
事。ロンバード ･ オーディエ･ インターナショナル ･ ポートフォリオ ･ マネジメント（ロンドン）に
てアジア太平洋地域の株式ポートフォリオ、ヘスインデックス（バルセロナ）にてグローバル・ファ
ンドの運用に従事。ダウ・ジョーンズ・ジャパン（シニア・クォンツ・アナリスト）等を経て、2014
年に東海東京フィナンシャル・ホールディングスに入社。現在、東海東京証券オペレーション本
部に所属。
CFA 協会認定証券アナリスト (CFA)、国際公認投資アナリスト (CIIA)、日本証券アナリスト協会検
定会員 (CMA)、国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト (CFTe)、MTA 認定テク
ニカルアナリスト（米国テクニカルアナリスト）(CMT)、GARP 認定金融リスクマネージャー (FRM)。
IESE ビジネス・スクール経営学修士。京都大学法学部卒業。

青砥

政孝, CFA

一般社団法人日本 CFA 協会会長
みずほキャピタルパートナーズ株式会社インターナルオーディター
1981 年日本興業銀行入行後、1988 年より同行ニューヨーク支店にて Vice President、1996 年
厚生年金基金連合会（現、企業年金連合会）へ出向、年金運用部運用課長、Chief Fund Manager を務める。
2004 年みずほ銀行資金証券部総合資金部次長、2006 年同行資産管理サービス信託銀行証券
運用部部長、2008 年みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社取締役、2014 年みずほキャ
ピタルパートナーズ株式会社 General Manager を経てインターナルオーディター（現職）。
日本ファイナンス学会会員。日本証券アナリストジャーナル編集委員
（2010 年11月～2014 年 5月）。
一般社団法人日本 CFA 協会監事 (2012 年 11 月～ 2015 年 10 月 )、2015 年 11 月より同協会会長。
一橋大学経済学部（荒憲治郎ゼミ）卒業。社団法人日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）。
国際投資アナリスト（CIIA）
。CFA 協会認定証券アナリスト（CFA）。
主著は
「年金基金の自家運用」東洋経済、共訳書は
「米国企業年金の基礎
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SPEAKERS
Paul Smith, CFA
President and CEO
CFA Institute
Paul Smith leads CFA Institute and its more than 130,000 members worldwide in promoting the
highest standards of education, ethics, and professional excellence in the investment profession.
Smith joined CFA Institute in 2012 as managing director for Asia Pacific, overseeing its expansion
into China and India. He later assumed the leadership of its Institutional Partnerships division,
which is responsible for engagement with key firms, groups, and associations in the global
investment industry. He was appointed president and CEO in January 2015.
He brings extensive leadership experience in the investment management industry, having held
a variety of positions in major financial centers over 30 years. Smith started his career in asset
management at Ermitage International, an alternative funds management company, progressively
taking up roles of increasing responsibility across Europe (London, Paris, and Dublin) over 11 years
— the last seven as the firm’s CEO.
Smith moved to Asia in 1996, just as the region began to take off, to join Bank of Bermuda in
Hong Kong as Asia head of securities services. In 2001, he was promoted to global head of
funds services. After HSBC’s acquisition of the bank in 2004, he served as HSBC’s global head of
alternative funds administration working in Hong Kong and New York, where he was responsible
for the delivery of services to 2,000 investment funds with over US$250 billion of assets.
He has also pursued entrepreneurial roles, most recently as founder and CEO of the Hong Kongbased hedge fund investment management firm Asia Alternative Asset Partners for six years prior
to joining CFA Institute. Asian Investor magazine named him one of the 25 Most Influential People
in Asian Hedge Funds.
With over 18 years of experience in Asia, Smith is active in the region’s investment community as
an Executive Committee member of the Alternative Investment Management Association in Hong
Kong. He has also served on the board of a number of Asia-based funds over the years.
Aside from being a CFA charterholder, he is also a fellow of the Institute of Chartered Accountants
of England and Wales, and worked as an auditor at Pricewaterhouse in London for four years early
in his career.
Smith holds a master’s degree in history from Oxford University.
CFA Institute is the global association of investment professionals that sets the standard
forprofessional excellence and credentials. The organization is a champion for ethical behavior in
investment markets and a respected source of knowledge in the global financial community. The
end goal: to create an environment where investors’ interests come first, markets function at their
best, and economies grow. CFA Institute has more than 130,000 members in 140 countries and
territories, including 124,000 CFA charterholders, and 145 member societies. For more information,
visit www.cfainstitute.org.
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Masato Kanda
Deputy Commissioner for International Affairs
Financial Services Agency, Government of Japan
Mr. Masato Kanda is Deputy Commissioner for International Affairs, Financial Services Agency of
Japan (FSA), and represents Japan in various fora on financial regulations including G20, G7, IMF,
OECD, and FATF. He serves as a Vice-Chair of the Corporate
Governance Committee of the OECD, and also focuses on promoting financial cooperation with
Asian countries.
Prior to joining the FSA in 2015, he had a long career in the Ministry of Finance of Japan (MOF),
entering in 1987. In recent years, he has held various Director-level positions in the areas of budget
and international finance, as well as Ministerial management. After serving as Director for Planning
and Management, Secretarial and Personnel Division, Minister’s Secretariat, he moved to the
Budget Bureau as Director, Allowance Control and Mutual Assistance Insurance Division. Then,
he was appointed Budget Examiner for Education, Science and Technology, Culture and Sport,
and following this, Budget Examiner for Industry, Economy, Energy, Trade, Environment, Justice,
Police and Courts. He also worked in the International Bureau in charge of ODA and OOF budget,
development policy, debt issues including the Paris Club, JBIC and JICA supervision, MDB-related
policy and budgets, reinvigoration of the Japanese financial and capital markets, and management
of the international wing of MOF, in addition to other responsibilities, as Director, Development
Policy Division, and Director, Coordination Division.
He also worked for the World Bank as Adviser to Executive Director from 1994 to 1997 and
Alternate Executive Director from 2006 to 2009.
He has authored a number of publications including “Empowering Education, Science &
Technology”, “Frontier of International Finance” and “Utilizing The World Bank Group”.
He has a Bachelor in Law from the University of Tokyo and an M.Phil in Economics from Oxford
University.
Laurel Teo, CFA
Director, Society Advocacy Engagement , Asia Pacific CFA Institute
Ms. Teo works with CFA member societies in the Asia-Pacific region to increase awareness
and adoption of CFA Institute standards and codes of ethics, as well policy positions and
recommendations on financial market integrity issues. Together with CFA societies, her role often
involves collaborating with regulators, industry partners and media across Asia Pacific.
Before joining CFA Institute, Ms. Teo specialized in investor relations and financial communications.
She was an associate partner at a boutique consulting firm and previously a senior vice president
and head of the Singapore office at Financial Dynamics [now FTI Consulting (NYSE: FCN)]. She
began her career as a political and business journalist reporting in Singapore and Indonesia with
leading newspapers.
Ms. Teo graduated magna cum laude from Yale University, where she obtained distinctions in
double majors in Anthropology and Chinese. She is a CFA charterholder.
Takeshi Hirano
Executive Officer, Corporate Strategy
Japan Exchange Group, Inc.
Takeshi Hirano joined Tokyo Stock Exchange in 1989. He has been serving as Executive Officer
responsible for designing and implementing JPX Group’s corporate strategy since June 2015.
Prior to taking the current role, he led group’s strategy to expand clearing and settlement
businesses, including OTC derivatives clearing. He has an MBA from Haas School of Business, UC
Berkeley.
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SPEAKERS
Paul Hunter
Secretary General of the International Bankers Association of Japan
Paul Hunter is the Secretary General of the International Bankers Association of Japan and in that
role he is also head of the secretariat to the Japan Financial Markets Council (JFMC). Paul joined
IBA Japan in 2012 to head and run the trade association representing foreign banks and securities
companies in Japan and his role includes carrying out domestic and international advocacy and
policy work.
Prior to joining IBA Japan he was a diplomat, a financial regulator and a government research
statistician.
Between 2008 and 2012 Paul represented British economic interests in Japan at the British
Embassy in Tokyo, heading the department responsible for economics, finance and trade policy.
From 2000 he spent eight years at the UK’s Financial Services Authority (FSA) carrying out
regulatory strategy, policy, and risk and research. Roles included: head of department for
regulatory strategy; head of department for risk and analysis of small firms; and in charge of
pensions policy.
Between 1989 and 2000 Paul worked at the Office for National Statistics managing large-scale
survey research projects and carrying out analysis and statistical research into a variety of
subjects. Roles included head of financial surveys.
Paul has degrees in politics and in statistical and qualitative research methods from the Queen’s
University Belfast and the University of Surrey. He is a fellow of the Royal Statistical Society.
Tony Tan,DBA, CFA
Head, Global Society Advocacy Engagement
Head, Standards and Advocacy, Asia Pacific CFA Institute
Tony TAN is Head of the Global Society Advocacy Engagement; and Standards and Advocacy
division for CFA Institute for the Asia Pacific region.
He is responsible for leading CFA Institute efforts in advocacy, policy development, and regulatory
outreach.
Tony has worked over 20 years in the international financial markets. During that period, he was
involved in financing projects in the oil and gas industry, advised central banks and developmental
financial institutions on risk management issues, and ran a global capital markets trading
operation.
Prior to joining CFA Institute, he had an adjunct role with INSEAD, Singapore Management
University, and Nanyang Technological University in Singapore and taught in the areas of ethics
and corporate governance. He was also an active volunteer with the Institute as a member of their
Capital Markets Policy Council.
Tony received his doctorate from the University of Western Australia. Additionally, he holds
a Master of Research degree from the same university and a Master of Science in Financial
Economics degree from the University of London. He is also a CFA charterholder.
Takeshi (Tad) Fukushima, CFA
Managing Director
Chief Investment Officer
BlackRock Japan
Takeshi (Tad) Fukushima, CFA, Managing Director, is Chief Investment Officer of BlackRock Japan.
Tad has over 28 years of investment experience. Prior to joining BlackRock, he was CIO in the
Investment Advisory Group at GI Capital Management, focusing on global alternative products
for pension clients. He previously served as CIO/Managing Director of leading asset management
companies in Japan including Meiji Yasuda Asset Management and Deutsche Trust Bank after
his career as a senior fund manager at Nikko Investment Trust. As a senior fund manager, he had
managed a wide range of portfolio; global fixed income, global equity including emerging markets,
Japanese equity, equity long/short strategy, and asset allocation. He started his career at Nihon
Keizai Shimbun (Nikkei).
Tad earned a BA degree in Journalism from Sophia University in Tokyo, and an MBA in finance and
international business from Columbia Business School in New York.
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Taketsugu Harada, CFA
Secretary and Board Director,
Advocacy Committee Chair, CFA Society of Japan
Taketsugu Harada, CFA is Secretary and Board Director and Advocacy Committee Chair at CFA
Society of Japan, Inc where he has been engaged in the activities relating to the professional
ethics, the corporate governance and market integrity.
He previously worked at Nomura Asset Management CO., LTD. over 30 years in the numerous
positions and functions including Compliance Officer and a member of risk management
committee, security analyst, fund manager, heads of product development as well as London
office and he also worked as Statutory Auditor at Nomura BlackRock Asset Management CO.,LTD.
from 2002 to 2006.
He holds MBA from Graduate School of Management, Northwestern University.
Soonkyu Shin, CFA
Vice President, Municipal Credit Analyst, Brown Brothers Harriman & Co.
Mr. Shin is a municipal credit analyst covering health care with past experience in leveraged loans,
equities, convertible securities, and corporate bonds. Prior to joining BBH Investment Management
in 1998, he was an analyst in the Global Credit Research Group at J.P. Morgan and Company,
where he completed an analyst training program. Mr. Shin holds an undergraduate degree in
Psychology from Harvard College and was a PhD candidate at Massachusetts Institute of
Technology Sloan School of Management. He is a CFA charterholder.
Megumi Takarada, CFA
Board Director, CFA Society Japan
Senior Equity Analyst, Investment Research Department,
Toyo Securities Co.,Ltd.
Ms.Takarada is a senior equity analyst and also a manager at Investment Research Department of
Toyo Securities Co.,Ltd.
She has been appearing on Nikkei CNBC and featured in Nikkei newspaper several times and
known for her unique stock picks. Prior to becoming an analyst, she served as a consultant to
companies intending an IPO. Before rejoining Toyo Securities, she was a marketing officer at Merrill
Lynch Asset Management and Merrill Lynch International Bank for almost five years. She has
been a Board of Director at CFA Japan Society since 2011, and has been active in University and
Membership activities. She currently chairs Membership Committee. MBA, CMA, CIIA
Yuichi Chiguchi
Director
Head of Multi-Asset Strategies in Japan
BlackRock Japan Co., Ltd.
Yuichi Chiguchi, Director, is head of Multi-Asset Strategies (MAS) in Japan. He is responsible for
leading the team of product strategists and multi-asset portfolio management.
Mr. Chiguchi joined BlackRock in 2013. Prior to joining BlackRock, he spent eight years with
DIAM Co., Ltd. where he served as a senior fund manager and a strategist for Japanese equity
investment. Previously, he was head of Investment Planning Division at ING Asia Pacific, ING Life
Japan.
Mr. Chiguchi began his career at Meiji Life Insurance (now Meiji Yasuda Life Insurance) in 1990,
where he gained a range of experience as an investment professional, including six years in credit,
macro, and market research, three years in fixed income investment, and finally three years as
European equity investment manager at Meiji Life London.
Mr. Chiguchi earned a Bachelor of Economics from Keio University in 1990.
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SPEAKERS
Andy Xie
Renowned China Economist
Former Morgan Stanley Managing Director,
Chief Asia-Pacific Economist
Dr Andy Xie is Shanghai-based independent economist specialising
in China and Asia. He is also a guest columnist for the South
China Morning Post.
Dr Xie is one of the few economists who has accurately predicted economic bubbles including the
1997 Asian Financial Crisis and the more recent subprime meltdown in the United States. He joined
Morgan Stanley in 1997 and was Managing Director and Head of the firm’s Asia/Pacific economics
team until 2006. Prior to that he spent two years with Macquarie Bank in Singapore, where he
was an associate director in corporate finance. He also spent five years as an economist with the
World Bank.
He was voted one of the 50 most influential persons in finance by Bloomberg Magazine in 2013.
He was voted by institutional investors as the best economist in Asia Pacific between 2000-06 in
Institutional Investors poll. The CCTV and the WEF voted him one of the ten future leaders in China
in 2001.
Dr Xie earned a PhD in economics in 1990 and an MS in civil engineering in 1987 from the
Massachusetts Institute of Technology.
Nick Pollard
Managing Director, Asia Pacific
CFA Institute
Nick Pollard joined CFA Institute in 2016 as managing director for Asia Pacific. Based in the Hong
Kong office, he also oversees operations in Beijing, China and Mumbai, India. Nick is responsible
for working with all CFA Institute stakeholders, increasing the number of candidates entering and
moving through the organization’s credentialing programs, and working with institutional partners
(employers) throughout the region.
He will be actively engaged with 19 CFA Institute societies that represent 23,000 members in the
region.
Nick is a seasoned wealth management and banking executive and skilled at growing businesses
in Europe and Asia. He brings a unique combination of strategic leadership skills as well as learning
and professional development expertise. Prior to joining CFA Institute, Nick was CEO of The Royal
Bank of Scotland’s Coutts Asia division and, most recently, he was the Head of International
Learning and Professional Development for Coutts International. Nick began his career with
NatWest Group, subsequently part of the RBS Group, where he gained experience in marketing and
talent development.
Nick earned his B.A from University College, London and is a Member of the Private Wealth
Management Association. He has lived and worked in the APAC region since
2009 and resides in Hong Kong.
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Steve Garton
Editor, IFR Asia,Thomson Reuters
Steve joined Thomson Reuters in 2010 as Editor of IFR Asia, based in Hong Kong. He leads a team
of reporters in Tokyo, Beijing, Hong Kong, Singapore and Sydney, focusing on capital market
financings across the region.
Steve has covered bond, loan and equity markets in Asia since he moved to Hong Kong in 2005,
and is a regular moderator at capital markets events. Before joining IFR, he spent more than 8
years at UK publishing house Euromoney Institutional Investor, writing and editing for various
financial publications in London and then Hong Kong. He is married with two young children.
Masashi Murata, CFA
Vice President
Global Currency Strategy Team
Currency Strategist
Brown Brothers Harriman Investment Services (Japan) Inc.
Masashi Murata is based in Tokyo and provides regional and emerging markets coverage at Brown
Brothers Harriman Investment Services (Japan) Inc. Previously, Masashi held the role of Chief
Economist at GCI Capital and Economist at Mitsubishi UFJ Research and Consulting. Masashi holds
a Masters in International Relations from Columbia University as well as a Masters in Engineering
from the Tokyo Institute of Technology. He has also been awarded the Chartered Financial Analyst
(CFA) designation.
Patrick Welter
Correspondent and editorial writer
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
Patrick Welter is correspondent and editorial writer for the German daily newspaper Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) as well as the Swiss daily newspaper Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Over
the course of 20 years he has covered the European Central Bank, the Federal Reserve and the
Bank of Japan and developed a specialization in monetary politics.
He arrived in Tokyo in March 2015 as Northeast Asia Correspondent, covering politics and
economics in Japan, Korea and Taiwan. From 2010 to 2014 he worked in Washington, D.C., as
North America Economic Policy Correspondent and Fed-Watcher. Besides the Fed he covered the
Treasury, the IMF and the World Bank and economic policy. The American leg of the Euro-crisis and
the G20 were part of his coverage. From 2007 to 2009 he served his first term in Japan.
Before leaving Europe in 2007 Welter reported for more than a decade on the development
towards the European Monetary Union and the European Central Bank and on economic policy
in general. Patrick Welter joined Frankfurter Allgemeine Zeitung in 2002, after having worked
since 1995 for German financial and economics daily Handelsblatt. He holds an MA (diploma) in
economics of Cologne University where he worked subsequently as research assistant, e.g. in the
field of international migration.
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Akira Homma, CFA
Board Director, CFA Society Japan
Joint General Manager, Operations Headquarters,
Tokai Tokyo Securities
Akira Homma, CFA, started his career at Kokusai Securities (present Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Securities), where he worked as a Japanese Equity Analyst and subsequently as a Quantitative
Analyst. On the buy side, he worked as a member of the Asia-Pacific equity portfolio management
team at Lombard Odier International Portfolio Management and as a member of the global portfolio
management team at Gesindex. At Dow Jones Japan, as Senior Quantitative Analyst, he provided
quantitative and technical analysis for institutional investors. He joined Tokai Tokyo Financial
Holdings in 2014. Currently, he is the Joint General Manager at the Operations headquarters of
Tokai Tokyo Securities.
Besides the Chartered Financial Analyst (CFA) designation, Akira Homma holds qualifications of
Certified International Investment Analyst (CIIA), Chartered Member of the Securities Analysts
Association of Japan (CMA), Certified Financial Technician (CFTe), Chartered Market Technician
(CMT), and Financial Risk Manager (FRM).
He received his MBA from IESE Business School and LLB from Kyoto University.
Masataka Aoto, CFA
President, CFA Society Japan
Internal Auditor, Mizuho Capital Partners Co., Ltd.
Graduated from Hitotsubashi University, BA Economics, Mr. Aoto joined Industrial Bank of Japan,
Ltd in 1981. He was engaged in Vice President at New York Branch from 1988.
He became Chief Fund Manager at Pension Fund Association(Seconded) in 1996,
Deputy General Manager of Treasury Dept. at Mizuho Bank in 2004,
General Manager of Securities Lending Dept. at Trust & Custody Services Bank, Ltd. in 2006. He
served as Director at Mizuho-DL Financial Technology Co., Ltd, in 2008 and as General Manager at
Mizuho Capital Partners Co., Ltd in 2014.
Mr. Aoto is a chartered member of the Securities Analysis Association of Japan(CMA) and he holds
CIIA (Certified International Investment Analyst) designation. He is also a member of NFA (Nippon
Finance Association).
He was a member of the editorial board of SAAJ from 2010 to 2014.
He has served on the Statutory Auditor of CFA Society Japan since 2012 and is a President of the
society.
Mr. Aoto is the author of ”In-house Management of Pension Fund” (Toyo Keizai 1999) and Cotranslator of ”Fundamentals of Private Pensions, McGill” (Gyosei 1998).
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スポンサー
ゴールドスポンサー / GOLD SPONSOR
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
約 40 年にわたり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（以下「SSGA」）
は、お客様とそのお客様を頼る多くの方々に対して財務面でご支援させて頂くこと
に強い決意で臨んで参りました。SSGA は、世界でも最大級で最も高度な機関投資
家や金融法人のパートナーとして、インデックス運用からアクティブ運用にまで至
る、厳密かつリサーチ主導の投資プロセスを通して、パートナーの目標達成のお手
伝いをいたします。運用資産残高が数兆ドル * に及ぶ当社は、そのスケールとグロー
バルな組織展開により、あらゆる市場、地域、資産クラスへのアクセスはもとより、
考え抜かれた考察と革新的なソリューションをお客様にお届けいたします。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはステート・ストリート・コー
ポレーションの資産運用部門です。
* 2016 年 3 月 31 日現在の運用資産残高は 2 兆ドルです。この運用資産残高には、
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社であり、販売代理
店であるステート・ストリート・グローバル・マーケッツ LLC の運用資産残高約
330 億ドル（2016 年 3 月 31 日現在）が含まれています。
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 東京都港区虎ノ門
1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー 25 階
Tel: 03-4530-7152
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 345 号
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、日本証
券業協会
State Street Global Advisors
For nearly four decades, State Street Global Advisors has been committed to helping our
clients, and the millions who rely on them, achieve financial security. We partner with
many of the world’s largest, most sophisticated investors and financial intermediaries
to help them reach their goals through a rigorous, research-driven investment process
spanning both indexing and active disciplines. With trillions* in assets, our scale and
global reach offer clients unrivaled access to markets, geographies and asset classes,
and allow us to deliver thoughtful insights and innovative solutions.
State Street Global Advisors is the investment management arm of State Street
Corporation.
*Assets under management were $2 trillion as of March 31, 2016. Please note that AUM
totals are unaudited.
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スポンサー
シルバースポンサー / SILVER SPONSORS
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数ベースの重要なコンセプト、データ
及びリサーチを提供する世界最大のグローバル・リソース企業であり、金融市場の
代表的指標である S&P 500® 及びダウ・ジョーンズ工業株平均 ® を算出しています。
当社の指数に基づく金融商品に投資される資産額は、世界の指数プロバイダーの中
で最大規模となっています。当社は 1,000,000 超の指数を算出し、革新的で透明性
のあるソリューションを 120 年以上にわたり構築しており、投資家が市場を測定し
売買する方法を定義しています。詳細は、www.japanese.spdji.com をご覧ください。
S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices is the largest global resource for essential index-based concepts,
data and research, and home to iconic financial market indicators, such as the S&P
500® and the Dow Jones Industrial Average®. More assets are invested in products
based on our indices than based on any other provider in the world. With over 1,000,000
indices and more than 120 years of experience constructing innovative and transparent
solutions, S&P Dow Jones Indices defines the way investors measure and trade the
markets. For more information, visit www.spdji.com
サクソバンク証券株式会社・サクソバンクグループ
サクソバンク (Saxo Bank A/S) は、1992 年に設立され、デンマーク金融監督庁の許
可を受けた、オンライン取引を専門とした銀行です。サクソバンクはインターバン
ク市場を形成する主要銀行 (Tier 1 Banks) および世界中の 80 カ所以上の取引所から
流動性を確保しており、リアルタイムでのプライス配信、正確な約定、そして競争
力のあるスプレッドにて、多岐にわたるデリバティブ商品を、数々の受賞暦を誇る
取引プラットフォームと API を通じて提供しています。サクソバンク・グループは
本社をデンマークに置き、日本、イギリス、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、
フランス、アラブ首長国連邦、インド、オーストラリア、シンガポールなど 23 ヵ
国（2015 年末時点）にオフィスを構えて業務を展開しています。
そうしたグローバル金融グループの一員として、当社は「マルチアセット口座」を
強みとし、FX、FX オプション、FX フォワード、CFD、海外商品先物などの広範な
金融商品ラインナップを取り揃えております。担当者制の信頼できるカスタマー
サービスや新しい金融商品との出会いが、いままで実現できなかった投資アイデア
を可能にします。「世界中の金融商品を手軽に取引したい」というお客様のご要望に
お応えするのがサクソバンク証券です。
Saxo Bank Securities Ltd. – A part of Saxo Bank Group
Saxo Bank Securities Ltd. is a subsidiary company of Saxo Bank A/S, a fully licensed and
regulated Danish bank. Founded 1992, the headquartered in Copenhagen, Denmark, with
offices in 23 countries* worldwide to give first-class service to clients in more than 180
countries.
A part of Saxo Bank Group, we provide both private and institutional clients with a
cutting-edge platform that delivers effective, multi-asset trading account for customers
in Japan. Our products include Forex, CFDs, Futures, NDF, which enable clients an easy
access to wide variety of multi products from all over the world and opportunities to
trade in the global market.
*Statistics data in 2015.
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スポンサー
エデュケイショナルスポンサー / EDUCATIONAL SPONSOR
John Wiley and Sons, Inc.
Wiley creates products and services that help customers become more effective in the
workplace and achieve career success. It brings to life the ideas and best practices of
thought leaders in business, finance, accounting, workplace learning, management,
leadership, technology, behavioral health, engineering/architecture, and education to
serve these communities worldwide. Wiley is the leading global business publisher, with
longstanding success and credibility with our customers and our publishing partners.
Our offerings include books, subscription products, and information services in all media
and the program cover every topic on the business shelf. Visit www.wiley.com for more
information.

メディアスポンサー / MEDIA SPONSOR
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する
企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを 結びつけ、世界で最も
信頼の置かれている報道部門をもち、ファイナンシャル・リスク、法律、税務・会計、
知財・学術情報、メディア市場の 主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。
トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所
に上場さ れています。詳しい情報は japan.thomsonreuters.com をご覧ください。
Thomson Reuters
Thomson Reuters is the world’s leading source of news and information for professional
markets. Our customers rely on us to deliver the intelligence, technology and expertise
they need to find trusted answers. The business has operated in more than 100 countries
for more than 100 years. Thomson Reuters shares are listed on the Toronto and New York
Stock Exchanges. For more information, visit www.thomsonreuters.com.

後

援/BACKING ORGANIZATION
CFA 協会
CFA 協会は投資専門職の卓越性と資格の基準を設定する投資専門家の世界的な協会
です。この組織は投資市場における倫理的行動の推進者であり、世界の金融業界に
おける知識の発信者として高く評価されています。当協会の最終的な目標は、投資
家の利益を第一に考える環境と最も良好に機能する市場を創り出し、経済を発展さ
せることにあります。CFA 協会は世界 151 の国と地域に、131,800 人の CFA 資格者
と 147 の会員組織を含む 138,000 人を超える会員を有しています。詳しくは www.
cfainstitute.org をご覧ください。
CFA Institute
CFA Institute is the global association of investment professionals that sets the
standard for professional excellence and credentials. The organization is a champion
for ethical behavior in investment markets and a respected source of knowledge in the
global financial community. The end goal: to create an environment where investors’
interests come first, markets function at their best, and economies grow. CFA Institute
has more than 138,000 members in 151 countries and territories, including 131,800 CFA
charterholders, and 147 member societies. For more information, visit www.cfainstitute.
org.

15 July 2016, FINE Tokyo, Tokyo JAPAN

27

本年6月に適格機関投資家向け国内私募投資信託を新設 –

世界国債タームスプレッド ・ プレミア戦略
「長短金利差」に注目した効果的な国別配分の管理と
利回り向上
• 円債の利回りがマイナスとなる中、海外クレジット投資は有力な利回り向上策の一つですが、過大なク
レジット投資は債券本来の安全資産としての特性を薄めることになります
• 国債に限定したヘッジ外債投資は有力な利回り向上策ですが、為替ヘッジコストの拡大とともにヘッジ
外債の実質的な利回りは低下してきています
• 利回り向上のためには投資国の管理が重要なポイントで、時価総額インデックスでは利回り向上余地
が限定され、米国などへの一国集中投資は高いリスクを伴います
• 2016年6月に国内私募投資信託にて運用を開始した当戦略は、明確なルールに基づき利回りの魅
力に応じて国別配分を管理することで、ヘッジ外債投資による効果的な利回り向上機会を提供します

投資プロセス
歴史的に示される「長短金利差」と「債券収益」の関
係に着目して定期的に国別配分を管理
各国の長短金利差

世界国債インデックス（除く日本）に
対するアクティブな国別配分を決定
• 利回りの魅力が高い国をオーバーウエイト
• 利回りの魅力が低い国をアンダーウエイト
（含む日本、含むショート・ポジション）
先物を活用して国別配分を調整

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は金融商品取引業者です。当運用戦略では、主に債券等の有価証券や上場債券先物に投資し
ます。有価証券や先物の価格は市場環境、発行国や発行会社の財務状況等により価格が変動するため、損失を被る事があります。また、外貨建の資産に
投資する場合には、為替変動により損失を被ることがあります。従って、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、ファンド純資産額
の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。本資料に表示している各種シミュレーション・データは、過去のデータに基づき当社モ
デルを利用したバックテスト結果であり、将来の運用収益を保証するものではありません。実際の運用収益はバックテスト結果から大きく異なる可能
性があります。本広告は当運用戦略を紹介するものであり、運用に係る手数料・報酬等の金額および計算方法等を予め示すことはできませんが、一般的
には、以下のような手数料がかかります。投資信託にご投資される場合には投資信託毎に設定された販売手数料、信託報酬やその他費用が、投資一任
契約や投資顧問契約の場合は個別契約毎に運用報酬やその他費用がかかります。各金融商品取引に関するリスクや手数料等諸費用の詳細につきまして
は、契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をご覧下さい。本資料は当運用戦略をご紹介するために作成・提供されるものです。本資料で提
供されるデータ・分析等は過去の一定期間の実績に基づくものであり、将来の投資成果及び市場環境の変動等を保証もしくは予想するものではありま
せん。本資料の記載内容は2016年6月時点の当社の判断を反映したものであり、今後予告なく変更されることがあります。本資料に記載の各インデック
スの著作権・知的所有権その他一切の権利は各インデックスを算出・公表している機関・会社に帰属します。

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 お客様のお問合せ先～機関投資家営業部 Tel: 03-4530-7333 Email: SSGA.comJapan@ssga.com
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第345号 加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会
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後援：CFA Institute
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