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はじめに 

 

この度は、当該電子書籍をダウンロード頂き、誠に有難う御
座います😀 。この電子書籍は「CFA学習Tips運営者」 が
CFA受験を通じた経験を描いたものになります。

少しでも何かエッセンスを感じて貰えれば幸いです。感想な
どがありましたら是非お願いします🙂 ！
（cfa_slack@triumphmind.com）

2020年4月
CFA学習TIPS運営者 



第１章 
CFAとの出会い 

 

2011年6月 私はロンドンで働いていた。


所属する会社がリーマン危機後に英大手金融機関に資本を注
入、出向者として派遣されたのだ。


従業員の多くは名門大学のMBA出身か博士号／修士号を保
有、職場の仲間達は極めて優秀で、一緒に仕事をしているこ
とに誇りを感じると共に、負けてられないと日々仕事に励ん
でいた。


ラインマネジャーのキャサリンはケンブリッジ大学卒で、
「Indeed」が口癖。毎朝早朝に出社しては難解な案件の与
信稟議を書き上げ、夕方には早々に退社しプライベートを楽
しんでいた。

早朝から夕方まで彼女のキーボードの音は止まることは無
く、背面から聞こえてくる「カタカタカタ」というキーボー
ドの音を聞くのが日課であった。


ある日、彼女と雑談することがあった。8月のことだった。



普段は冷静沈着な彼女だが、この日はやけに明るく笑顔だっ
た。

「やったわ！遂に解放されるわ！関数電卓もこれでおさらば
よ！プラスドライバーに替えの電池、テキストも全部捨てて
やるわ。本当、嬉しい！」

普段はそこまで感情を出さない彼女である。一体何があった
のだろうか。何かから解放された、そんな様子であった。

何かあったに違いない。

「え、なに？嬉しそうな顔をしているって？そりゃそうよ！
やっと終わったのよ。CFAよ、CFA！」


キャサリンは、今回、CFA Level IIIに合格し、晴れてCFAホ
ルダーとなる権利を有したのであった。


（むむ？CFA？何だそれは）


私はこの時、CFAが一体どんなものなのか全く知らなかっ
た。

ただ、ケンブリッジ大学卒のキャサリンがここまで喜ぶぐら
いだから、とんでも無く価値あるものなのだということは分
かった。

「あなたも受験してみたら？何年かかるかわからないけど
ね！」


軽く私をからかった彼女は、また自席に戻りいつものように
キーボードを叩き始めた。




「CFAか。」


よく分からないけど、きっと凄い資格なんだろうな。 
これが私とCFAとの出会いであった。
———————————————————————————

私は仕事を終え、ロンドン第二の金融街Canary Wharfから
自宅があるロンドン北西の St. John’s Woodに帰宅した。

私が住んでいたSt. John’s Woodは高級住宅地と言われてお
り、近くには、ビートルズにカバー写真で利用されたAbbey 
Roadも有り、日々、観光客が横断歩道で写真を撮ったりと
賑わっていた。

地下鉄（Tube）を降りて左に進み、英大手スーパーマー
ケットのTescoを横目に自宅に向かう。ロンドンの夏は日が
長く、18:00頃はまだ昼間のように明るかった。

自宅に帰ってスーツを脱ぎ、部屋着に着替えて書斎にこも
る。愛用のMacを使ってCFAについて調べ始めた。

（あのキャサリンが大変だって言うぐらいだから、とんでも
なく難しい試験なんだろうな）

早速、CFAについてGoogleで検索してみる。


なるほど、Chartered Financial Analystか。

日本語では「米国証券アナリスト」と呼ばれる資格らしい。


（なんだ、日本の証券アナリストの米国版か）



と最初はその程度の感想であった。

日本の証券アナリストは既に合格していたし、ちゃんと勉強
していれば、そこまで難しくはなかったと率直に感じてい
た。

（なんでキャサリンはそんなに大変だって言っているんだ
ろ）

私はCFAの事を舐めていた。浅はかであった。

ある程度内容を確認した後、私はPCを閉じた。

———————————————————————————


その後、時は経ち2012年2月。ロンドンに来てから8ヶ月が
経過していた。

仕事にも慣れ、欧州系企業の与信稟議や債務者評価レポート
を書く日々が続いた。

また、証券化案件も担当することがあり、英国住宅ローン債
権を裏付資産としたRMBS購入案件やレバレッジドローンを
対象としたCLO案件等、幅広な案件に関わった。

リーマン危機時に問題となった、サブプライムローン債権を
裏付資産としたRMBS、そしてそれを証券化した再証券化案
件もレガシー資産として残っていた。日本にいたら中々触れ
ることが出来ない案件も多く見る事が出来たのは非常に良い
経験であった。



そんな刺激的な日々もあっという間に過ぎていき、帰国まで
残り4ヶ月という状況になっていた。出向は1年と決まって
いたので、6月には帰国することになっていた。

帰国する前に、何か新しい事にチャレンジしたい、そんな気
持ちであった。

ある日、某商社に勤めている元外銀債券営業の方と出会っ
た。歴史や文化など教養も深く魅力的な方であった。ロンド
ンで現地採用されている強者だ。

彼が外銀債券営業の第一戦でライバルと競っていた頃の話は
躍動感あり、聞いていて面白かった。

バーゼル規制上の信用リスクと市場リスクのリスクアセット
規制の違いに目をつけた話、証券化仕立てにすればAAA格
付が付いてリスクアセット計測上も有利に働くという規制
アービトラージの話等、規制対応に追われている身として
は、規制を使って稼ぐという発想は非常に新鮮だった。

どうしたら彼のように活躍出来るのか。彼はどのような訓練
を積んで来たのか。私は一体何をすればいいのか、質問し
た。

彼の答えは、どこかで聞いた三文字の頭文字であった。

そう、CFAである。



彼が外銀に勤め始めた当時、仕事を終えた後は、どんなに眠
くても、辛くても、CFAの勉強を毎日していたとのことで
あった。

CFAで学ぶ金融知識はグローバル金融の世界で活躍する上で
非常に有益で、今でも仕事をする上で役立っているとの事
だった。

CFAを通じて出会った仲間も多く、日本人として世界で勝負
する上でとても役立っているとの事だった。

MBAは2年間のキャリアロスが発生する上、お金も約2,000
万円程度かかる。一方で、CFAは仕事をしながら進められる
し値段もストレートで合格すれば100万円以内で収まる。

London Business SchoolのMaster in Finance「金融系大学
院 No.1(2018 FT)」のMasterと同程度の位置付けとも言われ
ているそうだ。

所謂、巨大投資銀行（バルジブラケット）と呼ばれる外国金
融機関ではCFAが一種の登竜門のようなものになっているよ
うだった。

試験前に休暇を得る制度（Study Leave）も認められてい
て、合格した際にはチーム全体でお祝いをするような慣習も
あったようだ。

CFAはMBAとは異なり、仕事をしながら勉強を進めなけれ
ばならず、Level I, II, IIIと1年に一度しか無い試験(Level Iは
年2回)に合格しなければならない。

https://www.london.edu/news/lbs-masters-in-finance-retains-no-1-position-in-ft-rankings-1483


長い間勉強生活が続き、プライベートもある程度諦める必要
があり、苦しい日々が続く。難易度は極めて高い。だが、乗
り越えた先に得られるものは何よりも変え難いとの事。

CFA保有者はこの辛い試験を乗り越えたという連帯感が生ま
れることからネットワーク力も強く、グローバルに仲間が出
来る。今後世界を舞台に仕事をしたいなら絶対にとっておい
た方が良いと。

そして最後に「今後、あなたが金融の世界でグローバルに活
躍したいと考えるんだったら、絶対にCFAを勉強した方が良
い！」と力強く言われた。

そんなにすごい資格だったのか。私は改めてキャサリンの喜
ぶ姿を思い出した。ケンブリッジ大学卒と同程度、いやそれ
以上の価値があるのかも知れない。私はそう思った。

「CFAを受験しよう✊ ！」　2011年2月のことだった。

早速、CFA協会のホームページから受験登録、2012年6月 
Level Iの受験を申し込んだ。CFA協会への登録費用が約
$450-、Level Iの受験費用が約$1,000-であった。

値段は高いがMBAと比較すれば安いものだ。キャリアロス
も無い。全く問題無い。寧ろ、20代のうちにこういった情
報に触れ合えたことに感謝だ。

補助教材として、SchweserのStudy Noteも注文した。長年
歴史ある教材で最も信頼が置ける。




日本語のテキストとしては、元三井住友銀行で筑波大学教授
の大野先生が監修を務めている書籍を購入した。


日本人で早い段階からCFAにチャレンジしていた方で、未来
の受験者達へこういった書籍を残してくれたことに心から感
謝したい。


さぁ、これで万全だ！後は勉強するのみだ！


こうしてCFAの旅が始まった。




第9章 
CFA合格後 




私はCFA試験合格に7年かけてしまった。


多分、世の中の天才達は最短2年半でサクッと合格してしま
うんだと思う。


でも、決して世の中はそんな人ばかりでは無いだろう。


私みたいな凡人の場合、そんな簡単に合格することは無理
だ。


日々の仕事もある中で、CFAを最後までやり遂げるのは本当
に大変だ。


家族との時間、プライベートの時間、勉強だけに時間を使え
るわけでは無いのだ。


そんな凡人な私だからこそ、今後受験を迎える皆さんに伝え
られることがある。


途中で諦めてしまう受験生がなんて多いことか。特にLevel I
の試験会場に足を運んだことがある人は分かると思うが、受



験を試みても勉強が間に合わずに受験出来ない人も多くいる
のだ。


私はCFA受験に7年という歳月をかけた。


ただ、上手くやっていれば2年半で合格出来た可能性はあっ
たのではないかとも思う。


難易度だけで言えば、高校生の時に受けた大学受験の方が
よっぽど難しかったのではないか。


では、何故皆がCFA受験を途中で諦めてしまうのか。

それは勉強をするためのレールが引かれていないからだ。


大学受験は、学校や塾が効率良い勉強のレールを引いてくれ
る。だから、起きてから寝るまでの間、何も考えずに引かれ
たレールの上でただ勉強をしていれば良い。


でもCFA受験は違う。自分で考えて自分で勉強方法を構築す
る必要がある。自分でレールを引いて、それを信じて学習を
進める必要があるのだ。


そこがCFA受験の難しいところなのだと思う。


4回落ちたからこそ、見えて来たことがある。


4回落ちたからこそ、出来る事があるのでは無いか。


私はそう思うようになった。




過去経験してきたこと、あったらいいなと思っていたことを
提供し、これから受験する人にとって少しでも参考になる情
報提供の場を作りたい。

また、CFA試験の勉強をもっと広げて、日本のグローバル金
融人材の底上げを図りたい。

そのような思いが芽生えた。

2018年8月 こうして生まれたのが「CFA学習Tipsサイト」
だ。

7年間はとても長い旅だったけど、次に繋がる意味ある旅
だったと思う。

気づけば、ロンドン赴任も2回経験し、家族も子供が4人に
増えていた。

仕事面でも、グローバル金融知識の下地をCFAの勉強を通じ
て培うことが出来た。

本当に長い旅だった。でも、まだまだこれから。

私にはまだ仕事が残っている。私の経験を少しでも役立てて
もらい、CFAの学習を通じて一人でも多くの人にグローバル
金融力を高めてもらう事だ。

そう、今後はこの電子書籍を読んで下さった皆さんに貢献す
る事が私の次のミッションだ！

https://triumphmind.com/cfa/


第10章 
終わりに 




やりきったからこそ、人に伝えられることがある。
何度も失敗してきた私だからこそ伝えられることがある。


一人でも多くの受験生が今後、CFA受験をスムースに終えら
れることを祈り、筆を置きたいと思います。


最後まで読んで頂き、誠に有難う御座いました。

感想やコメントがあれば是非以下メールまで頂戴出来ると大
変嬉しいです。

＜感想やコメントはこちら＞
　cfa_slack@triumphmind.com

それでは、本当に有難う御座いました！
今後も、CFA学習TIPSを宜しくお願い致します！

2020年4月
CFA学習Tips運営者
　　　　 

mailto:cfa_slack@triumphmind.com
https://triumphmind.com/cfa/


<APPENDIX 1>  
CFA LEVEL I 学習要領 

Level Iは1問1答形式で独立して問われ、1つの問題の答えが
次の問題に影響することは無いので、一つ一つ落ちついて解
いて欲しい。


Level Iでは、午前120問／午後120問が出題され、各180分で
解くことになる。つまり、1問1.5分で解く必要がある。

解法が思いつかない場合には、一旦答えを選択して次の問題
に移り、時間が余ったら後で解き直すという手法が良いと思
う。

ちなみに試験当日までに勉強が追いつかない。時間がなくて
全てをやってられないというケースもあると思う。

その場合は全て完璧にすることは諦め、各項目毎に「この問
題が出れば確実に答えられる」という問題を如何に増やすか
に注力した方が良いだろう。

試験当日に出た問題に対して正しく答えを選択出来た人が合
格するので、自分が答えられる問題を如何に増やすか、これ
が合格するためのポイントだと思う。

試験科目は以下の通り。全て執筆時点で筆者が得られる情報
をベースに記載している。




1. 倫理規範および職業行為基準 15%
（Ethical and Professional Standards）

EthicsはLevel I ～ IIIと全Levelで問われる内容。
 
Level I 学習時にちゃんと勉強しておくとその後のLevel受験
が楽になるので、時間がある人は、その場限りの勉強にせず
に腹に落としながら学習することをお勧めする。

CFA学習TipsサイトのEthics学習ページでも紹介している
が、倫理規範および職業行為基準は日本語版がCFA協会の
ホームページに掲載されているので、これを入手して手元に
置いておくと良いだろう。

後は、SchweserのPractice ExamやCFA協会のCandidate用
のWeb Pageで提供されるQ Bankで問題をひたすら解くこと
が重要だ

試験当日に正しい答えを選択出来るかどうかが合格の鍵なの
で、テキストを読むのも大事だが、正しい答えを問題を見て
選べるようになっていることが大事。

問題を解いていると、大体問われる内容の傾向が見えてく
る。問題を解く毎に、職業行為基準の7項目のどこに該当す
るかを確認しながら学習していくと良いだろう。

Level Iでは、15%が出題されることになるので、午前120問
／午後120問の内、それぞれ18問ずつ、合計で36問が出題さ
れることになる。

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/code-ethics-standards/translation/japanese-code.ashx?la=en&hash=F93E3E80CE328317189AB789FE3C202DAE831B9D
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/code-ethics-standards/translation/japanese-code.ashx?la=en&hash=F93E3E80CE328317189AB789FE3C202DAE831B9D


問題演習　→  ポイント整理　→  問題演習　→ ポイント整
理 を繰り返し行うべし。

2. 計量分析 10%
（Quantitative Methods）

計量分析は10%の出題となるので、午前120問／午後120問
の内、それぞれ12問ずつ、合計で24問が出題されることに
なる。

学生時代に統計学を勉強していた人にとってはかなりアドバ
ンテージがある領域。

逆に初めて勉強するという人や数学が苦手な方にとっては、
かなり辛い領域だろう。

計量分析では、お金の時間価値の概念から始まり、DCFモデ
ル、統計の概念や市場リターンの考え方、確率の概念や確率
分布の話、標本と推定や仮説検定、そしてテクニカル分析を
学ぶ。

CFA学習TipsサイトにCFA Level I Candidateの有志の方が纏
めてくれたページがあるので、こちらを眺めて欲しい。  
（　参　考　）。

また、前述の大野先生がCFA受験のためのファイナンス講座
（計量分析編）(　参　考　）を書いているので、こちらも
参考にして欲しい。

https://triumphmind.com/cfa/2019/09/29/kosugin/
https://amzn.to/367UD99


ただ、こちらの書籍は若干古く、テクニカル分析まではフォ
ロー仕切れてないので、三井住友信託銀行マーケット事業著
「投資家のための金融マーケット予測ハンドブック」 
(　参　考　)も手元に置いておくと良いだろう。

計量分析の分野は、歴史も長く日本語の解説も多い分野なの
で、勉強は比較的しやすいと思う。行き詰まったら是非、
「Slackを活用したStudy Group」内（　参　考　）で質問し
て欲しい。

母集団と標本の違いを理解しているかを問う問題や、正規分
布やt分布を用いた仮説検定等は良く問われる傾向にあるの
で、ここはちゃんと抑えておくべし。

上のサイトや参考書を用いつつ、出来る限り多くの問題に触
れ、着実に学ぶことをお勧めする。

3. 経済 10%
（Economics）

経済は10%の出題となるので、午前120問／午後120問の
内、それぞれ12問ずつ、合計で24問が出題されることにな
る。

この領域は、ある程度確立された分野であり、新しい内容が
入ることも少ないので比較的とっつきやすい分野だと思う。

難しい数式も出てこないしコンセプトを一つずつちゃんと理
解することが大事。

https://amzn.to/2M9TkyI
http://eepurl.com/dJuAfM


需要と供給の話や市場構造、総生産、価格、経済成長、ビジ
ネスサイクル、金融政策と財政政策、国際取引と資本フ
ロー、そして、通貨為替レートと一通り学ぶ。

日本語の教科書も多く出ているので、英語で勉強するのが辛
い人はこちらで勉強するのが良いだろう。

例えば、前述の大野先生がCFA受験のためのファイナンス講
座（経済編）(　参　考　)を書いているので、こちらを参考
にすると良い。

4. 財務報告と財務分析 15%
（Financial Reporting and Analysis）

財務分析は、15%が出題されることになるので、午前120問
／午後120問の内、それぞれ18問ずつ、合計で36問が出題さ
れることになる。Ethicsに続き、Level Iで最も問われる内容
になるのでちゃんと勉強していきたい。

財務報告基準としてIFRS(国際会計基準)やUSGAAP(米国会
計基準)があること、PL(損益計算書)、BS(貸借対照表)、
CF(キャッシュフロー計算書)について、財務分析手法、財務
報告の質について学ぶ。

範囲が広く、覚えることも多いのでここは時間を使っていき
たいところ。

財務報告と財務分析に関しては、会計基準が変わりやすいこ
とやIFRSやUSGAAPが議論の中心になることから、日本語
のテキストはあまり参考にしない方が良い。

https://amzn.to/2om5ifC


大野先生が執筆した日本語のガイドブック（　参　考　）も
あるが、この領域ではあまり利用しない方が良い。何故なら
内容が古くなっているからだ（もちろん、この領域以外であ
れば参考になる箇所が多い）。古い日本語のテキストに頼る
と後で痛い目にあうので気をつけるべし。

計画的にSchweserのテキストを読みつつ、問題に当たるの
が良いだろう。

5. コーポレートファイナンス 10%
（Corporate Finance）

—————-

https://amzn.to/2pTSoG8


<APPENDIX 2>  
CFA LEVEL II 学習要領 

CFA Level IIは、資産価値評価に利用するツールを幅広に学
び、Level Iで学んだ知識も活用しつつ問題を解いて行く。


出題比率を見ても分かるように、職業倫理(10%-15%)、財
務分析(10-15%)、株式投資(10%-15%)、債券投資(10%-
15%)の比重が高い。


Level IIでは、簡単なケース文章を読んでその内容に沿って問
題が出題される。2018年6月試験までは一つの文章につき6
問出題されていたが、2019年6月の試験以降は、6問出題さ
れるパターンと4問出題されるパターンに分かれるように
なった。


具体的には、午前は10題、午後は11題が出題され、合計で
120問回答する。各試験時間は3時間で、6つの問いに答える
問題が18題、4つの問いに答えるものが3題出題される格
好。


Schweser社のStudy Notesを一読し、各項目の学習が終わる
度にCFA協会の練習問題（ホームページ上にアップされるQ 
BankやMock Exam）をひたすら解くことが合格への近道だ
ろう。


分からない箇所はStudy Notesで確認。




可能であれば、SchweserのPractice Examも使いつつ、演習
問題で経験を積みまくる。尚、Study Notesは熟読し、内容
の本質理解を忘れないようにすること。


また、新しく追加されたトピックの練習問題は最優先で勉強
して欲しい。CFA学習Tipsサイトにも纏めているので、こち
らも見るべし。（　参　考　）


大野先生が執筆された書籍が2020年3月に発売されたのでこ
ちらは是非購入して手元に置いておきたい。（　参　考　）


さて、各論に入る。


1. 倫理規範および職業行為基準 10-15%  
(Ethics)


Ethicsは、午前2問／午後2問出題されると考えていて良いだ
ろう。Level Iと基本的な内容は変わらないが、文章を読んで
回答する格好なので、文章を読んで内容を読み解く訓練が必
要。

Level Iでも記載したが、倫理規範および職業行為基準は日本
語版がCFA協会のホームページに掲載されている（　参　
考　）ので、これを入手して手元に置いておくと良いだろ
う。

Ethicsの問題は、英語力も試されるので問題文を注意深く読
む癖をつけた方が良いだろう。

https://triumphmind.com/cfa/2019/06/17/cfa-level-ii-2018-vs-2019/
https://amzn.to/3b4A8w2
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/code-ethics-standards/translation/japanese-code.ashx?la=en&hash=F93E3E80CE328317189AB789FE3C202DAE831B9D
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/code-ethics-standards/translation/japanese-code.ashx?la=en&hash=F93E3E80CE328317189AB789FE3C202DAE831B9D


2. 計量分析 5-10%
(Quantitative Methods)

計量分析では、相関や回帰分析、重回帰分析と機械学習、そ
してフィンテックの話題を眺める。また、時系列分析や確率
的アプローチでシナリオ分析や決定木分析を学習する。

Level Iで学習した内容から更に深い内容に突っ込んでいるの
で、真剣に勉強に取り組む必要があるだろう。

エッセンスはCFA学習Tipsに纏めているので、学習する際に
は是非参考にするべし。（　参　考　）

また、計量分析の分野に関しては大野先生がCFA受験のため
のファイナンス講座（計量分析編）(　参　考　）を執筆さ
れているので、合わせて参考にされたい。

3. 経済 5-10%
(Economics)

経済では通貨為替レート、経済成長と投資決定、規制による
経済効果について学習する。

当該項目は、ある程度確立された分野でもあるので、相応に
日本語で学ぶ事が出来る。CFA学習Tips内にエッセンスを整
理しているので、こちらを是非参考にして勉強頂きたい。
（　参　考　）

https://triumphmind.com/cfa/2018/12/10/cfa-level2-12-17/
https://amzn.to/367UD99
https://triumphmind.com/cfa/2018/12/22/cfa-level2-12-31/


また、大野先生がCFA受験のためのファイナンス講座（経済
編）（　参　考　）を書いているので、こちらも参考にする
と良いだろう。

4. 財務報告と財務分析 10-15%
(Financial Reporting and Analysis)

この領域は移り変わりが早いので古い教材で学習する事はお
勧めしない。最新のSchweserテキストを活用して一つずつ
読んでいくことを進める。

日本語のテキストも正直期待はしないで欲しい。
ここは、正攻法で勉強しよう。

ここで学ぶ内容は、関係会社宛投資、従業員手当（退職後給
付と株式報酬）、多国籍事業、金融機関分析、財務報告の質
の評価、財務諸表の分析方法である。

尚、内容の内、金融機関分析に関しては、CFA学習Tips内で
纏めているので、こちらを参考にして頂けると幸いだ。 
（　参　考　）

5. コーポレートファイナンス 5-10%
(Corporate Finance)

コーポレートファイナンスでは、資本予算、資本構成、配当
と自社株買い分析、企業パフォーマンス、コーポレートガバ
ナンス、事業倫理、合併／買収に関して学習する。

https://amzn.to/2om5ifC
https://triumphmind.com/cfa/2018/10/19/fi_analysis/


この領域も会計基準の変更や新しいコーポレートガバナンス
の内容等も含まれるので、可能な限り、最新のSchweserテ
キストを用いて学習することをお勧めする。

尚、日本語の書籍では
「コーポレート・ファイナンス 上（　参　考　」と「コー
ポレート・ファイナンス 下（　参　考　」を参考にすると
良い。ちょっと書籍は厚いが参考ページだけ読めば良い。
CFA受験後も利用可能だ。

6. 株式時価評価 10-15%
(Equity Valuation)

——————— 

https://amzn.to/2MJXPAm
https://amzn.to/31GV6vP


<APPENDIX 3>  
CFA LEVEL III 学習要領 

CFA Level IIIは、ポートフォリオマネジメントに関する内容
が中心になる。ファンドマネジャーとして投資家のために最
適なポートフォリオを組むにはどうしたら良いかという視点
で学習する。


ポートフォリオマネジメントに関する内容が35%出題され、
その他、Fixed Income(15-20%)、Equity Investments(10-
15%)に比重が当たっている。


午前問題は記述方式（3時間：180点満点）、午後問題は選
択式の問題（3時間：180点満点）となる。両方の合計点で
合否が決まる。尚、午後問題はLevel IIと形式は同様であ
る。


午前問題は、通常大問が8問～12問出題される。問題に記載
された時間配分が得点数となる。例えば、問題に6分と記載
があればその問題は最大6点貰えるということになる。


午前問題は自身で答えを記載する必要があるので、「なんと
なく理解している」ではなく、「がっつり理解している（自
身で説明できる）」というレベルまで持っていく必要があ
る。


問題を見た瞬間に「受験者に何を答えさせたいのか」を直ぐ
に理解して、それに対してピンポイントに回答するのがポイ



ント。的外れな回答をだらだらと書いても点数は貰えない
（寧ろ減点）。


各項目の本質を理解し、それをブレットポイントで簡潔に記
載するのが重要。


問題内容が分からない場合でも部分点を貰えるようにキー
ワードを解答にちゃんと含めておくのがコツ。


基本的にはSchweserのStudy Notesを一読し、各項目の学習
が終わる度にCFA協会の練習問題（ホームページ上にアップ
されるQ Bank、Mock Exam、Practice Problem）、そし
て、Schweser社のPractice Exam(No1 & No2)を解く事をお
勧めする。


出来る限り問題数に触れて、問題を見た瞬間に手が動くまで
練習を積む事が重要である。


また、新しく追加されたトピックの練習問題は最優先で勉強
して欲しい。CFA学習Tipsサイトにも纏めているので、こち
らも見て欲しい。（　参　考　）


1. 倫理規範および職業行為基準 10-15% 
(Ethics)


基本的には午後の選択問題で問われるので勉強方法はLevel 
IIと同じと考えて頂いて良いだろう。


Level IIIでは新しく、Asset Management Codeという内容が
出てくるので、CFA学習Tips内のこの内容を確認しておくと
良い。（　参　考　）


https://triumphmind.com/cfa/2019/06/17/cfa-level-iii-2018-vs-2019/
https://triumphmind.com/cfa/2018/12/24/cfa-level3-4-22/


また、2020年6月から、以下項目が追加されているので漏ら
さずに読んでおくべし。


Reading 3 Application of the Code and Standards: Level III


2. 資産運用業界とプロフェッショナル意識について 
(Asset Management Industry and Professionalism)


アセットマネジメント業界の基本知識、投資家の目的を達成
するためのポートフォリオ管理プロセスについて、効果的な
投資ガバナンスの要素について、投資管理に於けるプロ
フェッショナル精神について学習する。


3. 行動ファイナンス (35%＊) 
(Behavioral Finance)


この項目では、行動ファイナンス理論の全体像、伝統的ファ
イナンス理論と行動ファイナンス理論の対比、行動バイア
ス、感情バイアス、認知エラー、行動バイアスをベースにし
た個人投資家の分類、行動バイアスと投資行動の関係につい
て学ぶ。


CFA学習Tips内で整理しているのでこちらを見てもらうと良
いだろう。（　参　考　）


4. 個人資産運用 (35%＊) 
(Private Wealth Management)


この項目では、主に個人投資家のポートフォリオ管理につい
て学習する。


https://triumphmind.com/cfa/2018/12/08/cfa-level3-12-17/


具体的には、税金や相続計画、一つの資産に集中している場
合の管理方法、個人投資家のリスク管理方法について学ぶ。


CFA学習Tips内で整理しているのでこちらを見てもらうと良
いだろう。（　参　考　）


加えて、2020年6月から一部項目が追加されているので、こ
ちらのページ（　参　考　）から変更箇所をご覧頂き、変
わった箇所のテキスト内容についてはちゃんと読んで問題演
習しておくことをお勧めする。


特に、新しく変更があった、Reading 28 Overview of Pirate 
Wealth Management と Reading 38 Case Study in Risk 
Management: Private Wealth の項目は要チェックである。


5. 機関投資家のポートフォリオ管理 (35%＊) 
(Portfolio Management for Institutional Investor)


この項目では、機関投資家のポートフォリオ管理について学
習する。主に確定給付年金（DB Plans）、Foundation、
Endowmentsについては過去良く問われているので、気をつ
けよう。


CFA学習Tips内にある程度整理したのでこちらを見てもらう
と良いだろう。（　参　考　）


尚、2020年6月から一部項目が追加されているので、こちら
のページ（　参　考　）から変更箇所をご覧頂き、変わった
箇所のテキスト内容についてはしっかりと読んで問題演習し
ておくことをお勧めする。


https://triumphmind.com/cfa/2018/12/16/cfa-level3-12-24/
https://triumphmind.com/cfa/2019/06/17/cfa-level-iii-2018-vs-2019/
https://triumphmind.com/cfa/2018/12/24/cfa-level3-1-7/
https://triumphmind.com/cfa/2019/06/17/cfa-level-iii-2018-vs-2019/


特に、新しく追加があった、Reading 33 Portfolio 
Management for Institutional Investors と Reading 37 Case 
Study in Risk Management: Institutional の項目は要チェッ
クである。


6. ポートフォリオ管理に於ける経済分析の応用 5-10% 
(Applications of Economic Analysis to Portfolio 
Management)


————————— 



<APPENDIX 4>  
参考書籍 

CFA受験ガイドブック[レベルI]（第3版）

大野　忠士


CFA Level Iの概要を掴んだ上で全体像を日本語で学ぶの
に役立ちます。財務諸表・財務分析等、新しい会計基準が導
入される項目に関しては、一部箇所は古い場合もあるので、
飽くまでもSchweser Notesのサポート教材として利用する
と良いと思います。


（　参考　）


https://amzn.to/2pTSoG8


CFA受験ガイドブック[レベルII]

大野　忠士


CFA Level IIの概要を掴んだ上で全体像を日本語で学ぶの
に役立ちます。2020年3月に内容が刷新され、最新項目がカ
バーされていますので手元に置いておきましょう。


（　参考　）


https://amzn.to/342fXeC


CFA受験のためのファイナンス講義[各項目]

大野　忠士


CFA Level I 及び Level IIで問われる計量分析／経済／証
券・債券・デリバティブに関して日本語で学びたい人にとっ
て有益な書籍となります。


（　参考　）


　（　参考　）　　　　　（　参考　）　　　


　

https://amzn.to/367UD99
https://amzn.to/2om5ifC
https://amzn.to/2N9LF2F

