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修了後も続くネットワークは
ファイナンス稲門会で！
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◆ファイナンス稲門会が紹介されました！

7月3日発売の日経キャリアマガジンのムック本、

【社会人の大学院ランキング2015】に掲載されました。

◆イベント告知◆
今年もまだまだ多くのイベントを開催しますので、お気軽に参加してみて下さい！

【8月6日 ファイナンスフォーラム＠日本橋キャンパス】
会員参加費無料の看板イベントです！
著名人を招き、“今、聴きたい”トピックでパネルディスカッションや講演を企画します。
ファイナンス稲門会が誇る看板イベントです。

今年は、ゴールドマン・サックス証券チーフ日本株ストラテジストで、日本の同社において

初の女性パートナーに昇格された経歴を持つキャシー松井氏をお招きしました。

テーマは94年以来、松井氏ご自身がライフワークとされる

「ウーマノミクス」と「キャリアの構築」。

お申し込みはファイナンス稲門会事務局までメールでどうぞ。

【9月10日 10周年記念の宴＠工業倶楽部】
2004年3月に開催されたファイナンス稲門会発起総会から10年。
今年は記念の年です。
会員の皆様のご支援のお蔭でここまで来られました。
ファイナンス稲門会の看板である名刺交換会を、拡大してお送りする「記念の宴」は、東京丸の内の日本工業倶楽部を会場に、
運営委員やＮＦＳの先生方、他稲門会の方にもご参加いただき、大々的に開催いたします。
皆様のお越しをお待ちいたしております。

【9月17日 稲門アカデミー（勉強会）】
ブレインズテクノロジーの濱中社長を講師にお迎えして、ビッグデータをテーマとする勉強会を開催いたします。

【11月15日 秋のゴルフコンペ】
毎回、数名の運営委員を含めた２０名前後が参加。
運営委員のご尽力によって、素晴らしい場所を確保して開催しています。

【2015年1月 新年会】
【2015年2月19日 第12回総会】
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・・・と、イベント告知のその前に・・・

7月17日、日経新聞朝刊に記事が載りました！
ファイナンス研究科を取り上げた記事で、当会
についても触れられています。



こんなイベントがありました

◆こんなイベントがありました 2014年3月～7月◆
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首藤先生のご発声
でかんぱ〜い！

最後は全員で
記念撮影！

【3月 NFS修了記念パーティー】
稲門会から幹事が説明に出向きます。今年は、

ガウンと角帽で！

個性豊かな修了生の皆様に稲門会をアピール！

【4月 NFS新入生歓迎パーティー】
新入生の他、先生方、OBの方、在校生含め

105名と多数の方にご参加頂きました。

ゲームで盛り上がっています！

【4月20日(月) 運営委員・佐々木順氏を
囲んでの昼食会】
三井住友信託銀行にて常務執行役員および

マーケット企画部長を務めておられる

佐々木順氏を事務局にお招きし、昼食会を開

催しました。佐々木様の気さくなお人柄に、話は

尽きる事がありません。

【5月19日（月） 運営委員・中村比呂志氏を囲んでの昼食会
大和証券グループ本社にて執行役副社長およびホールセール部門副担当を、また、大和証券にて

代表取締役副社長およびグローバル・マーケッツ本部長を務めておられる中村比呂志氏との昼食会です。

中村氏のご厚意により大和証券本社内レストランでの開催。

まるでホテルのメインダイニングのようだったと、参加者も感激！

【5月25日(日) 春のゴルフコンペ】

絶好のゴルフ日和の晴天の中、春のゴルフコ
ンペが開催され、5組による熱戦が繰り広げら

れました。

栄えある優勝は、川田会長。

ベスグロ賞、ドラコン賞も獲得されました！

【6月26日(木) 運営委員・柳良平氏を囲んでの昼食会】
エーザイ株式会社にて執行役 Deputy CFOおよびChief IR Officerを務め

ておられる柳良平氏を事務局にお招きし、昼食会です。

テーマは「企業価値を高める投資家と企業の対話の在り方」。

資料も用意された勉強会のような盛り上がりでした。白熱した会話、次々

に発せられる質問と，それに対する丁寧なご説明。

1時間半では足りない！！昼食会です！
終了後にパチリ

【7月16日 新入会員ウェルカムパーティー】
昨年から始まったこの企画。

約３０名の新入会員に会の魅力を伝える為に集まって下さったのは、同じく約３０名の運営委員、 WG幹事、そして会員の

皆さん。

会場は笑顔と会話が絶えず、ファイナンス稲門会の雰囲気がきっと新入会員の皆様に伝わった事と思います。



◆ファイナンス研究科教授から～ 川口有一郎先生◆

【Q1：血液型】 典型的な楽天家のB型です。為せば成る！の精神で突き進みます。

【Q2：星座】 牡羊座です。

【Q3:マイブーム】
実は高校・大学とラグビーをしていました。怪我のためプレーすることは出来なくなりましたが、前職の

明海大学時代にはラグビー部の部長もしていました。早稲田大学はラグビーの伝統校でもありますし、
ラグビーのワールドカップもあります。最近は早明ラグビー観戦などもして、大いに盛り上がっています。
早稲田大学ラグビー部の部長になる夢を見ながら応援するのが楽しいです。

【Q4：社会人になって印象に残っている仕事】
昨年ですが、アジア不動産学会と言う国際学会を会長として仕切りました。京都で開催しましたが、

学術的な準備はもちろんのこと、どうしたら日本に来ていただいた各国の先生方に満足して帰って
もらえるか、まさに今はやりの「おもてなし」を自ら実行する機会に恵まれました。
精神的にも疲れましたが良い経験になりました。

【Q5：時間があったら勉強したい事】
若いころケンブリッジ大学に研究員として滞在していたことがありますが、街の住宅地図を作ってみようと思い、休みなどの日を使っ

て結構詳細な地図を作りました。ヨーロッパは日本と異なって、地図上に個人名を記載することは個人情報の観点から認められてい
ないので、日本の様な住宅地図は実は存在しないのです。出来ればヨーロッパの古い街の住宅地図作りをしてみたいです。不動産を
研究している者の性ですかね。

【Q6:夏休みの過ごし方】
月並みですが、研究のための海外出張が多いです。でも今年は菅平にラグビー部の合宿でも見に行ってみようかな・・・

◆ファイナンス稲門会 運営委員から～ 蔵元康雄氏◆
【Q1:血液型】 O型

【Q2:星座】 さそり座

【Q3:マイブーム】
雑学 ― 宇宙、地球の歴史、文明の歴史、文明論、物理学、化学、生物学、地質学、各国史、

西洋中世史など色々な分野の図書を乱読中。いずれも本業に関係のないジャンルばかりで仕事を
忘れる効用あり。

【Q4:社会人となって最も印象に残っている仕事】
資本市場のプレーヤーとして最初の１０年セルサイドに従事、その後４５年間、外資系バイサイドで

１９６９年以降、当時のEmerging Japanから高度成長期を経て、更にバブル形成からバブル崩壊の
期間、オイルマネー、欧米年金など日本株投資に没頭。Fidelity流 “Bottom-Up”調査に基き、新業態
の新興企業中心に特にオーナー系企業に長期投資。強烈な個性、旺盛な企業家精神、夢とロマンを
求め邁進していた企業トップ、具体的には石橋信夫（大和ハウス）、稲盛和夫（京セラ）、飯田亮（セコム）、
伊藤雅俊（イトーヨーカ堂）、岡田卓也（ジャスコ）、宮内義彦（オリックス）、久保徳雄（東京エレクトロン）、
捧賢一（コメリ）、藤原秀次郎（しまむら）、似鳥昭雄（ニトリ）、柳井正（ユニクロ）各氏らとの出会いが最も
印象に残る。これら企業への長期投資が運用中のファンド（年金、投信）に15倍～20倍の大きなリターン
を生み出した事は勿論だが、これらの企業に上場直後から成長資金、リスク・キャピタルを供給させて
もらったとの自負もある。資産運用業の社会的貢献とでもいうべきものかも知れない。

【Q5:もし今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？】
経済学説史の再読 ― 経済理論・学説はAdam Smith又はそれ以前から、その時代毎の社会

の要請 ― 夫々の時代の経済状況に応じ解決すべき問題に対して ― に対応すべく発展
したもので、現在の経済・社会情勢とその対応策を考える上でも参考になる。５７年も前、
政経学部の「経済学説史」の講義が面白かったので、それに対するノスタルジアかもしれない。

【Q6:夏休み中の計画】
山梨県富士山麓で、週２回のペースでのGolf、又、Golf場近くの自宅の家庭菜園を楽しむ（但し、手入れより専ら消費）。

Ｑ1：血液型 Ｑ2：星座 Ｑ3：マイブーム
Ｑ4：社会人になって最も印象に残っている仕事は何ですか
Ｑ5：もし今時間が好きなだけ取れるとしたら何を勉強したいですか
Ｑ6：夏休みの計画を教えてください。

あの方に聞きました

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS



◆ＮＦＳ現役生から～ 岡田恵美さん (ファイナンス研究科２年)◆
【Q1. 血液型】 AB型 【Q2. 星座】 射手座
【Q3. マイ・ブーム】
メガネ集め。最近は安くて可愛いものも多く売られていますので、なんだかんだで6本くらい持っています。

NFSにも時々メガネで通っています。たまにメガネも変えて通ったりしているのですが、誰も何も言ってくれない
ので寂しいです。最近は、日差しが強くなってきたので、サングラスも新しいのが欲しいなと思っています。

【Q4. 社会人になって最も印象に残っている仕事を教えてください】
ずっと不動産ファイナンス業界で働いているのですが、誕生日近辺に案件が集中することが多く、ある年の

バースデーに会社で残業しながらお祝いをしてもらったことが今でも印象深く残っています。
当時の上司たちが真夜中にケーキと私が社会人になった年のシャンパンでサプライズ。感激して大はしゃぎ
したものの、連日ほぼ徹夜状態で働いていたため、プロジェクトメンバーでシャンパンを飲んだらあっという間に
全員酔っ払ってしまい、その後は全く仕事にならなかったという…。

【Q5. もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？】
ペーパードライバーなので、車の運転を勉強し直したいです。仕事柄、遠隔地の不動産を視察に行くこともあり、車でさくっと行けたら便利

なのにと常々思っています。ただ、運動神経が鈍すぎるため、ペーパードライバー脱出にはとても時間がかかりそうな気がします。

【Q6. 夏休みの過ごし方は？】
帰省して家族や中学・高校時代の友人たちと過ごしたいと思っています（倉敷出身です）。他には、海外旅行や、ファイナンス研究科の仲

間とナイター観戦の計画を立てたりもしています。
でも、せっかくの夏休みに毎日毎日遊んでばっかり…、というのも先生方をがっかりさせてしまうかもしれないので、在学生らしく、夏休みを
利用してリサーチレポートの作成も進めておきたいと思います（と自分自身にプレッシャーをかけておくことにします）。

◆ファイナンス稲門会ワーキンググループから～ 白井正巳さん◆
【Q1：血液型】 長嶋茂雄と同じB型 【Q2：星座】 てんびん座
【Q3: マイブーム】
バードカービング。野鳥の姿をそのまま写しとって、木を削り、色を塗るというアート。

25年ほど前に余興でトライして、優秀賞をもらって以来、週末は奥多摩の「都民の森」の工作教室
に通い続けたものでしたが、近年は集中力・視力の低下とあいまって、バードウオッチングに移行中。
家内が愛犬の海外体験？を書いた本「ハロ お家に帰ろう」（幻冬舎刊）の紹介営業が、
目下のマイブームとなっています。

【Q4：社会人になって最も印象に残っている仕事を教えてください】
株式・債券等の証券取引の究極の決済業務（プライムブローカレージ）の運営責任者で

あった1998年に米国の「Global Custody」誌によるグローバルベースの証券発注者によるコンテスト
でアジア地区の最優秀賞を会社が受賞したことが印象に残っています。日本人のチームワークとアムステルダム・
ニューヨーク・ロンドンでの証券・金融業の包括的な経験がいかされたと自負しています。

【Q5：もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？】
定年後のロンドン大学での2年間の研究活動で「証券取引の誕生過程」に日本人の視点から取り組みました。

証券取引の発祥の地である英国における「コーヒーハウスの歴史」を辿ることが肝要と8年間のロンドン駐在経験をもいかし、
実際にコーヒーハウス（現存している場合はパブになっていいます）の現場に足を運び、資料を渉猟しましたが、現在まで
研究論文という段階にありません。資料の収集に際して、早稲田大学の図書館の収蔵力に感心しました。ロンドン大学になく
早稲田で見つけたときは、驚きました。今一度、時間をとって何とかものにしたいと思っています。

【Q6: 今年の夏休みのすごし方】
ロンドン駐在時に知り合ったスペイン人の若いカップルに第1子が誕生し、是非みてほしいと言われているので、バルセロナ行きを計画し

ています。

この方にも聞きました

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS

◆ＮＦＳ修了生から～ 澤井康生さん◆
【Q1：血液型】 A型 【Q2：星座】 さそり座
【Q3: マイブーム】
子供が２歳になり、育児が一時的に一段落してきたので新たな資格試験を受けています。先月は米国の

ＣＦＥ（公認不正検査士）の試験を受けて無事に合格して資格を取得しました。ＣＦＥは企業における不正の防止、
発見、抑止の専門家として注目されており、組織内の不正撲滅への取り組みにおいてリーダーシップを発揮する
資格です。ちなみに米国ではＦＢＩ捜査官などもこの資格を保有しているとのことです。今後は元警視庁刑事の
経験を有し、ＣＦＥの資格も有する弁護士として顧問先企業を含むクライアント社内の不正調査ならびに危機管
理体制の確立に尽力していきます。

【Q4：社会人になって最も印象に残っている仕事を教えてください】
私は学部卒業後、警察庁入りして途中警視庁に出向し、警察庁に戻ってきて、その後、旧司法試験に

合格して弁護士になったので、社会人として印象に残っている仕事は多々あります。
警視庁時代～地下鉄サリン事件を中心とする一連のオウム真理教に対する捜査で教団に対する尾行
や張り込み、家宅捜索を行ったこと。弁護士時代～企業不祥事の第三者委員会（調査委員会）の
メンバーに就任し原因究明の調査及び再発防止策を内容とする調査報告書を作成したこと。
ちなみにこの事件をきっかけに上記３で述べたＣＦＥの資格試験を取得しました。

【Q5：もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？】
数年前に公認会計士試験の勉強を途中までやっていたところ、子供が生まれて中断してしまったので

再度やり直したいです。

【Q6: 今年の夏休みのすごし方】
以前、マイナビ新書から「捜査本部というすごい仕組み」という本を出版しました。これは捜査本部を含む警察組織の内幕を警視庁時代の

経験、現在の弁護士としての在野的な立場、ＭＢＡホルダーとしての経営学的思考に基づいて解説した画期的なビジネス書です。現在、
東京簡易裁判所で非常勤裁判官を兼任しており、裁判官としての経験に基づいて１冊目とは異なった視点でビジネス書を企画しています。
ですので今年の夏休みは２冊目の本の執筆を行う予定です。



特集：思い出に残る授業

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS

Q1.印象に残った授業は？ またその理由も教えてくだ

さい。

全ての授業がそれぞれ印象に残っていますが、強いて

あげるのであれば、デリバティブ仮想市場です。伝統

的資産以外の金融の存在を初めて身近に感じ、金融

業界に身を置く喜びを知ることができました。

Q2.NFSで学んだことが社会に出てどのように役立って

いますか？

所謂サラリーマンと学業と家庭との3足のわらじを履い

て2年間歩んだことそのものが、視野を広げ自分の人

生を豊かにしたと思います。

三上 康子 ２０１３年3月修了

Q1.印象に残った授業は？ またその理由も教えてください

「コーポレートファイナンストピックス」（池田先生）。
コーポレートファイナンスをオプション理論や契約理
論などで理論づけした、流麗な論旨展開。
「ミクロ経済学」（蟻川先生）。
情報の非対称性下の企業の資金調達の限界と解決
策をわかりやすく解説。

Q2.NFSで学んだことが社会に出てどのように役立って
いますか？

ファイナンスに限らず、現実を理論に抽象化してきち
んと考える、ということは実務で役立ちます。アドホッ
クな知識の提供ではなく、「原理主義的」な講義のほう
がはるかに汎用性が高いと思いました。

神谷 学 2014年9月（修了予定）

Q1.印象に残った授業は？ またその理由も教えてくださ

い。

川口先生の不動産経済学です。不動産のマクロ経済学が

概観できる授業で理論的な不動産価格の変化を理解す

ることができたことです。授業の最初に川口先生が一言二

言お話になるグローバルの不動産マーケットの世間話が

個人的には仕事に大変役立ちました。

Q2.NFSで学んだことが社会に出てどのように役立ってい

ますか？

ファイナンス研究科は特に専門性の高いＭＢＡコースとい

うこともあり、仕事に役立てるという意識の強い方々が集

まっている印象が強くあります。実際に仕事に直結する業

界内外の人脈が圧倒的に広がりました。仕事に直接間接

的にかかわるネットワークが拡大したことで、仕事の幅や

取り得る選択肢が増えたことを実感しています。

巻口 成憲 2012年9月修了



特集：NFS思い出に残る授業

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS

Q1.印象に残った授業は？またその理由も教えてください。

宇野ゼミ。

宇野先生が時にやさしく、時に厳しく、親身になって

ご指導いただいて、リサーチレポートを完成させることができました。

そして、同じゼミ生とは、喧々諤々議論をしたり、お互い励ましあっ

たりと、やはり他とは違った連帯感が生まれたように感じます。

Q2.NFSで学んだことが社会に出てどのように役立っていますか？

時間管理能力が役に立っています。昼間働きながら夜学校に通っ

ている人にとっては、一番苦労するのが、絶対的な時間が足りない

ことだと。しかし、卒業後、自分思います。卒業して気づいたことは、

一日がとても長く感じます。学生時代は、（時間がないので）どれだ

け効率的に目の前のタスクを乗り越えるかに必死になっていました

の感覚として、何も追い立てられない時間があるというのが、とても

違和感があり、とても贅沢に感じます。そして、周りの動きがとても

遅く見えます。まるで重りをつけて走って、走った後に重りを外した

ような感覚でした。

工藤 隆一 ２０１２年3月修了

Q1.印象に残った授業は？ またその理由も教えてください。

森平先生の応用アセットプライシング演習。ブラックショールズ

モデルの背後にある考え方を用いて、オプション性商品・契約の

値付けを行う授業。

実社会で触れる様々な契約のペイオフは、意外とオプションの

ペイオフで説明できることが多いことに気付かされた授業であっ

た。

Q2.NFSで学んだことが社会に出てどのように役立っています

か？

実社会で要求される解は、知識のAs is 使用ではなく、創造力を

駆使した知識の加工の方法にあるが、その様な考え方のコツを

つかむ上での意義のある授業であった。

池内 猛 2013年3月修了



ファイナンス稲門会を支えるメンバー一覧

運営委員と幹事

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS

◆運営委員◆ ◆ワーキンググループ幹事◆

2014年7月8 日現在

氏名 会社名 役職

秋山　智史 富国生命保険 取締役会長

阿部　康行 住友商事 代表取締役専務執行役員

伊東　朋宏

大川　嘉一郎 早稲田大学総長室 参与

大室　康一 三井不動産 特別顧問

樫沢　利博 東銀リース 監査役

川田　憲治 富士通総研 常務理事

清田　瞭 東京証券取引所 代表取締役社長

倉重　英樹 シグマクシス 代表取締役会長

蔵元　康雄 フィデリティ・ジャパン・ホールディングス 取締役副会長

昆　政彦 住友スリーエム 代表取締役副社長執行役員

佐々木　順 三井住友信託銀行 常務執行役員

島田　昌幸 テレビ東京ホールディングス 代表取締役社長

清水　三省 神奈川銀行 相談役

清水　喜彦 三井住友銀行 取締役副会長

杉田　純 三優監査法人 統括代表社員

鈴木　修 東日本建設業保証 常務取締役

鈴木　久仁 あいおいニッセイ同和損害保険 代表取締役社長

高野　真 アトミックスメディア 代表取締役CEO

高橋　秀行 ステートストリート信託銀行 取締役会長

高橋　宏 経済倶楽部 理事

竹元　正美 国際文化教育協会 理事長

中澤　信雄 金融経済研究所 所長

仲條　亮子 google株式会社 執行役員

大和証券グループ本社 執行役副社長常務執行役員

大和証券 代表取締役副社長

萩原　忠幸 アヴァンティスタッフ 代表取締役社長

長谷川　留美子

廣渡　嘉秀 AGSコンサルティング 代表取締役社長

宮川　和雄 トラストオービー社 代表社員

三井住友信託銀行 取締役副会長

三井住友トラスト・ホールディングス 取締役

矢澤　洋一 日本インベスターリレーションズ学会 理事

柳　良平 エーザイ 執行役 Deputy CFO

和田　耕志

中村　比呂志

向原　潔

ファイナンス稲門会事務局です！

いつでもお気軽にご連絡ください。

事務局所在地： 東京都中央区 日本橋1-4-1 
日本橋一丁目三井ビルディング （COREDO日本橋） 15階

Tel: 03-3272-6837
(電話でのお問い合せは平日10時半～16時半の間にお願いします )

E-mail： wfic@finance-tomonkai.com

氏名 会社名

塩田　大吾 代表幹事 ブラックロック・ジャパン

荒木　成則 副代表幹事 ワークシフト・ソリューションズ

粟津　久乃 副代表幹事 リスクマネジメント・ラボラトリー

岡野　淳 副代表幹事 青山リアルティー・アドバイザーズ

柏崎　重人 副代表幹事 大和総研

後藤　恵美 副代表幹事 プライスウォーターハウスクーパース

中村　裕紀 副代表幹事 FASコンサルティング

峯口　文治 副代表幹事 三井住友信託銀行

石塚　太郎

稲波　紀明 船井総合研究所

江黒　崇史 江黒公認会計士事務所

岡田　恵美 LCR不動産投資顧問

岡田　嘉正 NFS'10卒業総代幹事 QUICK

河井　志帆 中央区議会議員

北原　譲 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

工藤　清美 ＦＰブラッサム

小松　真実 NFS'08卒業総代幹事 ミュージックセキュリティーズ

近藤　雄一 QUICK

澤井　康生 NFS'08卒業総代幹事 東京新生法律事務所

篠田　潤一 NFS'12卒業総代幹事 共立メンテナンス

澁谷　太志

清水　正大 QUICK

白井　正巳 日本プロクシーガバナンス

角野　里奈 NFS'10卒業総代幹事 リクルートホールディングス

張　海峰 JT

出口　ゆう子 野村ホールディングス

寺山　和久 NFS'12卒業総代幹事 デューデリ・ソリューションズ

中出　一誠 ブランシエル

西内　幸士 西内公認会計士事務所

西田　宗生 スカイエリア

野尻　大輔 東京海上日動火災

橋本　英樹 NFS'11卒業総代幹事 QUICK

福田　和彦 グローバル・ネットワークス

波々伯部　綾 金融ファクシミリ新聞社

巻口　成憲 NFS'12卒業総代幹事 REISM

牧野　竜之 ＢＮＰパリバ証券

松崎　淳一 サンアローズインベストメント

松本　京子 ウエリントン・インターナショナル・マネージメント

三上　康子 日本トラスティ・サービス信託銀行

山口　徹志 ジブラルタ生命保険

山本　和史 日本コムジェスト


