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We would like to convey our sincere gratitude for your regular reliance 

on our financial market research information. 

The outlook for economic growth in Japan and other major 

countries/regions remains difficult to gauge because of US-China 

trade frictions, developments regarding Brexit, and a number of other 

lingering uncertainties.  As of this writing, it is still debatable whether 

Japan’s government will follow through with the consumption tax hike 

planned for October, and the timing of the realization of Abenomics 

and the BOJ’s strategy for exiting its ultra-easy policy are still unclear.

We strongly believe that reliable research information can be a 

compass for navigating financial markets in such uncertain times.  Our 

financial market research is based on precise analysis and deep 

insights using primary information and is not influenced by the trends 

of the times.  We take pride in providing our clients with timely and 

useful research information.  With the implementation of MiFID II in 

Europe, the economists, strategists, and analysts in this directory 

intend to continue to work diligently to ensure that our firm remains 

selected and recognized by investors as a utilized research house. 

We sincerely hope that you will use our financial market research 

further.

Greetings from Daiwa Securities

Sungho Kang
Executive Managing Director

Head of Fixed Income, Currency and Commodities (FICC) Division
Daiwa Securities

June 2019
ご 挨 拶

日頃より当社の金融市場リサーチ情報をご利用いただきまして、

誠にありがとうございます。

米中貿易摩擦、Brexitの行方など、様々な不透明要因が依然燻り続けて

いることから、グローバル経済は勿論のこと、日本経済の先行きも読み

がたい状況が続いています。本稿執筆時点では、10月に予定される消費

増税の実施可否についても議論の余地が残っているような状況で、

アベノミクス成就の時期は勿論のこと、日本銀行による超金融緩和

政策の出口も未だ見えずの状態です。

こうした不透明感漂う状況下、金融市場の羅針盤となり得るのは、信頼

に足るリサーチ情報だと確信します。当社の金融市場リサーチは、時流

に影響されることなく、一次情報に基づいた的確な分析と深い洞察力

で、投資家の皆様に、タイムリー且つ有用なリサーチ情報をお届けして

いると自負しております。欧州でのM i F I DⅡ施行もあり、投資家の

皆様に選ばれ、活用されるリサーチハウスとして認知され続けるために、

本ディレクトリー掲載の各エコノミスト、ストラテジスト、アナリストが

不断の精進を続けていく所存です。

当社の金融市場リサーチを今後一層ご活用いただけますようお願い

申し上げます。

2019年6月
大和証券株式会社

常務執行役員 金融市場担当

姜　 昇 浩
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2001年東京大学経済学部卒業、2013年一橋
大学大学院国際企業戦略研究科修了（卒業生総
代）、2001年JPモルガン証券入社。リスク管理
部門を経て、2003年より大和証券SMBC入社。
クレジット分析、トレーディングを経て、2019年
から現職。

略 歴

TANI, Eiichiro
Chief Strategist, CFA

チーフストラテジスト, CFA

+81-3-5555-8780
TEL

eiichiro.tani@daiwa.co.jp
MAIL

谷 栄一郎

Joined J. P. Morgan Securities in 2001 after graduating 
from Tokyo University’s Faculty of Economics. 
Completed the Hitotsubashi ICS program in 2013 
(valedictorian).   Joined Daiwa Securities SMBC in 2003 
after stint in J. P. Morgan risk management dept. 
Assumed current role in 2019 after stints as credit 
analyst and trader.

Profile

トレーディング経験を生かし債券相場を分析。経
済統計、センチメント指標を市場と関連付け、リ
スク資産動向と一気通貫の債券ストラテジーを
志向。

担当分野・業種

Analyzes bond market by utilizing trading experience. 
Provides information on risk asset trends at home 
and abroad as well as consistent bond strategy by 
associating economic statistics and sentiment 
indicators with market.

Some of our reports not translated into English (same 
applies hereinafter).

Analytical Approach

大和の視点

主なレポート

Daiwa’s View

Main Reports

1. 債券アナリスト / Fixed Income Analyst Fixed Income Reseach

海外留学生、B.B.A.。金融工学を含む金融学と
国際ビジネス学を専攻後、外資系証券会社を経
て、2006年より現職。一貫して、JGBを中心と
する円金利と関連商品、円金利市場の調査と分
析に従事。

略 歴

ONOGI, Keiko
Senior JGB Strategist

シニアJGBストラテジスト

+81-3-5555-8788
TEL

keiko.onogi@daiwa.co.jp
MAIL

小野木 啓子

Having double-majored in finance and international 
business under a B. B. A. program in the U.S., gained 
fixed-income experience at European banks in Tokyo 
and then joined Daiwa in 2006.  Having been engaging 
in yen interest rate analysis with strong focus on JGBs 
and its related products as analyst/strategist for entire 
career in the financial industry.

Profile

定量的アプローチを主軸とし、定性面の分析も踏
まえ、マーケットに近い視点から、アドホック、且
つ、タイムリーな投資戦略の提示を志向。

担当分野・業種

Aiming to build and provide ad hoc and timely 
investing and trading strategies in a quantitative 
approach, combined with qualitative analysis.

Analytical Approach

JGB入札レポート
JGB Insight

主なレポート

JGB auction reports
JGB Insight

Main Reports

1. 債券アナリスト / Fixed Income Analyst Fixed Income Reseach

2018年京都大学文学部卒業、同年大和証券入
社。支店営業を経て、2018年よりアナリスト業
務に従事し、現在に至る。

略 歴

SATO, Kazuya
Strategist

ストラテジスト

+81-3-5555-8773
TEL

kazuya.sato@daiwa.co.jp
MAIL

佐藤 一哉

Joined Daiwa Securities in 2018 after graduating from 
Kyoto University.  Assumed current role as analyst in 
2018 following stint in branch office sales.

Profile

債券市場を担当。丁寧な情報収集を心がけ、相場
にインパクトを持つ重要イベントのスケジュール
を発信・解説をしている。

担当分野・業種

Covers fixed-income market.  Offers commentary on 
schedule of important events that are influential on 
the market.  Motto: Careful information gathering.

Analytical Approach

1. 債券アナリスト / Fixed Income Analyst Fixed Income Reseach

Kusano Report

1987年米国山一證券債券トレーディング部入
社。1997年アメリカ大和証券債券部入社。
2006年大和キャピタルマーケッツアメリカ債
券部ジャパンデスクヘッド、2011年よりマー
ケットストラテジストを務め、現在に至る。

略 歴

KUSANO, Miki
Senior Strategist

シニアストラテジスト

+1-212-612-6952
TEL

miki.kusano@us.daiwacm.com
MAIL

草野 三樹

Worked in Yamaichi Securities America’s Bond Trading 
Dept. from 1987, then joined Daiwa Securities 
America’s Bond Trading Dept. in 1997.  Japan desk 
head at Daiwa Capital Markets America’s Bond 
Trading Dept. in 2006, becoming market strategist in 
same department in 2011.

Profile

米国を取り巻く政治経済を指標面で分析するの
ではなく、実体経済へのインプリケーションを
ベースとして国際政治面での関係を中心に分析

担当分野・業種

Analyzes the political and economic circumstances 
for the US by focusing on international political 
relationships based on implications for the real 
economy, instead of indicator-based analysis. 

Analytical Approach

草野レポート

主なレポート Main Reports

1. 債券アナリスト / Fixed Income Analyst Fixed Income Reseach
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2019年　　　　 　       6
2018年　　　　 　       8

日経ヴェリタスランキング

2019　　　　 　    　   6
2018　　　　 　     　  8

Nikkei Veritas Ranking

1988年慶應義塾大学商学部卒業、太陽神戸銀
行（現SMBC）入行。市場部門のマーケットエコ
ノミストを経て、2006年大和証券SMBCに出
向。SMBC日興証券を経て、2018年から現職。
景気循環学会理事、統計委員会臨時委員を務め
る。

略 歴

IWASHITA, Mari
Chief Market Economist

チーフマーケットエコノミスト

+81-3-5555-8852
TEL

mari.iwashita@daiwa.co.jp
MAIL

岩下 真理

Joined Taiyo Kobe Bank after graduating from Keio 
University’s Faculty of Business & Commerce.  Worked 
as market economist, then seconded to Daiwa 
Securities SMBC in 2006.  Assumed current role at 
Daiwa Securities in 2018 after holding positions at 
SMBC Nikko Securities.  Also a director of the Japan 
Association of Business Cycle Studies and temporary 
member of the Statistics Commission.

Profile

内外経済、金融政策、市場全般。仕事のモットー
は3つ、（1）世界地図の上で物事を考えること、
（2）ホットで付加価値のある情報提供と独自の
分析、（3）わかりやすく楽しい経済解説。経験値
と好奇心と人脈のフル稼働で潮目の変化を読み
解く。

担当分野・業種

Domestic/overseas economies, monetary policy, and 
overall market.  Three business mottos are (1) having 
viewpoints on the world map, (2) providing 
timely/value-added information via original analysis, 
and (3) offering easily understood and amusing 
commentary on the economy.  Forecaster of tidal 
changes based on full usage of experience, curiosity, 
and personal connections.

Analytical Approach

岩下真理のEconomic & Market Eye

日銀の柔軟化ストーリーは突然に！
オペ運営の工夫

世界地図の上で、日本経済を考える

主なレポート

Iwashita’s Economic & Market Watch
Sudden appearance of media reports stating that 
BOJ to make interest rate target flexible; tweak of 
asset purchase operations
View on Japan’s economy on the world map

Main Reports

2. エコノミスト / Economist

2006年一橋大学経済学部卒業、2008年一橋
大学法学部卒業、同年大和証券SMBC入社。
2011年より財務省大臣官房総合政策課へ出向
（日本経済分析・調査担当）。2014年から大和
証券金融市場調査部において日本経済担当エコ
ノミスト。

略 歴

YAMAMOTO, Kenji
Economist

エコノミスト

+81-3-5555-8784
TEL

kenji.yamamoto@daiwa.co.jp
MAIL

山本 賢治

Graduated from Hitotsubashi University’s Faculty of 
Economics in 2006 and then the same university’s 
Faculty of Law before joining Daiwa Securities SMBC in 
2008.  Seconded to Minister’s Secretariat, Policy 
Planning and Research Division at Ministry of Finance 
(working on analysis/research of Japan’s economy). 
Covering Japan’s economy as economist in Daiwa 
Securities FICC Research Dept. since 2014.

Profile

日本経済を中心にマクロ経済分析を担当。米国
を始めとするグローバルな視野に立ち、マーケッ
ト動向を意識した経済分析を心掛けている。財
務省での経験も生かし、各国当局の政策動向分
析にも強みを持つ。

担当分野・業種

Analyzes macro economy centering on Japan. 
Conducts economic analysis with attention to market 
trends in light of global viewpoints including US. 
Strength lies also in analysis of country-specific 
policy trends by authorities, backed by experience at 
Ministry of Finance.

Analytical Approach

大和の視点

主なレポート

Daiwa’s View

Main Reports

2. エコノミスト / Economist Fixed Income Reseach

1997年国際大学大学院卒。同年、大和総研入
社。2011年から大和証券CMシンガポールを経
て、2013年より大和証券。一貫して、アジア・新
興国市場の経済・為替・コモディティなどの市場
調査を行い、投資戦略を発信。

略 歴

YAMADA, Yukino
Senior Strategist

シニアストラテジスト

+81-3-5555-7295
TEL

yukino.yamada@daiwa.co.jp
MAIL

山田 雪乃

Joined Daiwa Institute of Research in 1997 after 
graduate school at International University of Japan. 
Transferred to Daiwa Securities in 2013 following stint 
in Daiwa Securities Capital Markets Singapore from 
2011.  Whole career has focused on provision of 
investment strategy in Asian/emerging markets via 
market surveys of economies, currencies, and 
commodities.

Profile

グローバル経済のマクロ視点に基づいた調査を
主体に、各国の制度や政治の影響分析に加え、
現地企業へのヒアリングなどに基づくミクロ調査
も実施。ユニークな視点のもとで、タイミングよ
く、アクションに繋がる投資ストラテジーの発信
を意識している。

担当分野・業種

Centering on research from perspective of global 
macro economy, conducts bottom-up analysis 
based on interviews via company visits in addition to 
analysis of institutional and political impacts by 
nation.  Provides timely investment strategy for actual 
investment behavior from a unique viewpoint.

Analytical Approach

中国人民元の見通し
原油市場の見通し
「米中貿易戦争」でも期待できる国・産業は?

主なレポート

Outlook for Chinese yuan
Outlook for crude oil market
What are promising nations/industries even amid 
US-China trade war? 

Main Reports

2. エコノミスト / Economist

2016年早稲田大学卒業、大和証券入社。支店営
業を経て、2018年よりエコノミスト業務に従事
し、現在に至る。 

略 歴

SAKURABAYASHI, Yuki
Economist

エコノミスト

+81-3-5555-8757
TEL

yuki.sakurabayashi@daiwa.co.jp
MAIL

櫻林 由季

Joined Daiwa Securities in 2016 after graduating from 
Waseda University.  Assumed current role as econo-
mist in 2018 following stint in branch office sales.

Profile

日本経済分析を担当。正確なデータ収集・分析を
行なうとともに、分かりやすい情報発信・解説を
心がける。

担当分野・業種

Analyzes Japan’s economy.  Provides easy-to-
understand information/commentary alongside accu-
rate data collection/analysis.

Analytical Approach

2. エコノミスト / Economist Fixed Income Reseach

Fixed Income Reseach Fixed Income Reseach
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1989年東京工業大学大学院理工学研究科修士
課程修了、大和証券入社。マクロ経済・市場分析
を経て、2004年より為替市場分析に従事し、現
在に至る。

略 歴

KAMEOKA, Yuji
Chief FX Analyst 

チーフ為替アナリスト

+81-3-5555-8764
TEL

yuji.kameoka@daiwa.co.jp
MAIL

亀岡 裕次

Joined Daiwa Securities in 1989 after obtaining a 
master’s degree from Tokyo Institute of Technology. 
Focusing on currency markets since 2004 after stints in 
macroeconomic and financial market analysis.

Profile

為替市場。主要国の経済ファンダメンタルズ分析
と債券・株式・商品市場の相互連関分析をベース
に政策変化を先読みして為替市場予測を提示。

担当分野・業種

Currency markets.  Provides projections in foreign 
exchange market by foreseeing policy changes 
based on analysis of economic fundamentals of 
major countries and analysis of cross-correlation in 
bond, stock, and commodities markets.

Analytical Approach

為替MARKET VIEW
為替MARKET WEEKLY

主なレポート

Forex Market View
Forex Market Weekly

Main Reports

3. 為替アナリスト / FX Analyst 

2019年　　　　 　     10
2018年　　　　 　     12

日経ヴェリタスランキング

2019　　　　 　    　 10
2018　　　　 　     　12

Nikkei Veritas Ranking

1987年一橋大学法学部卒、同年三井銀行（現三
井住友銀行）入行。’92年から為替業務に従事し
カスタマーディーラーとして、機関投資家や実需
企業、デイトレーダー等、幅広いお客様を担当。
2013年にメリルリンチから大和証券転職。
2014年より現職。

略 歴

IMAIZUMI, Mitsuo
Chief FX Strategist

チーフ為替ストラテジスト

+81-3-5555-7338
TEL

mitsuo.imaizumi@daiwa.co.jp
MAIL

今泉 光雄

Joined Mitsui Bank in 1987 after graduating from 
Hitotsubashi University Faculty of Law.  Worked as 
forex customer dealer from 1992 for a wide range of 
customers, including institutional investors, non-
financials, and day traders.  Moved to Daiwa Securities 
in 2013 from Merrill Lynch Japan Securities.  Assumed 
current role as chief currency strategist in 2014. 

Profile

銀行時代のさまざまなお客様から投資・運用・
ヘッジ等のスタンスを学び、自身の相場観を形成。
報道や目先に迎合することなく、机上の空論でも
なく、一歩先の明確な方向感を解説していく。
座右の銘「驕る平家は久しからず」

担当分野・業種

Knowledge of investment/asset management/hedge 
stances from experience with various bank clients 
now helps to formulate market view.  Commentary is 
a step ahead of others, providing clear direction but 
avoiding a pie in the sky as well as accommodating 
media reports and short-sighted perspectives.  
Motto is “Pride goes before a fall.”

Analytical Approach

デイヴ今泉の為替のつぶやき
今泉光雄のForex Analyzer
ダイワ投資情報マンスリー（トピックス欄担当）

主なレポート

Dave Imaizumi’s Tweets on Forex
Mitsuo Imaizumi’s Forex Analyzer 
Daiwa Investment Monthly (topic reports)

Main Reports

3. 為替アナリスト / FX Analyst

2008年筑波大学第三学郡国際総合学類卒業、
大和証券SMBCに入社、2009年に大和総研に
出向、2011年に大和証券に復帰。入社以来、エ
コノミストとして日米経済分析、グローバルマ
ネーフローの分析に従事。2015年より為替アナ
リストに転向。

略 歴

SHINOOKA, Mayu

TEL

MAIL

+81-3-5555-8777

mayu.shinooka@daiwa.co.jp

FX Analyst 

為替アナリスト
篠岡 麻由

Joined Daiwa Securities SMBC in 2008 after 
graduating from University of Tsukuba’s College of 
International Studies.  Transferred to Daiwa Institute of 
Research in 2009 and returned to Daiwa Securities in 
2011.  Analyzed Japan’s and US economies and global 
money flow as economist since joining Daiwa 
Securities SMBC.  Converted to foreign exchange 
market analyst in 2015.

Profile

海外金利・為替分析を担当。海外（主に欧州、オ
セアニア）の中央銀行ウォッチャーを兼任してお
り、グローバルな金融政策やマクロ分析に基づく
海外金利動向の分析と予測を行う。

担当分野・業種

Covers analysis of overseas interest rates and 
exchange rates.  Also watching overseas central 
banks (particularly Europe and Oceania).  Provides 
forecasts of overseas interest rates trends based on 
analysis of global monetary policy and macro 
economy.

Analytical Approach

金融政策アップデート

主なレポート

Monetary policy update

Main Reports

3. 為替アナリスト / FX Analyst Fixed Income Reseach

1997年国際大学大学院卒。同年、大和総研入
社。2011年から大和証券CMシンガポールを経
て、2013年より大和証券。一貫して、アジア・新
興国市場の経済・為替・コモディティなどの市場
調査を行い、投資戦略を発信。

略 歴

Joined Daiwa Institute of Research in 1997 after 
graduate school at International University of Japan. 
Transferred to Daiwa Securities in 2013 following stint 
in Daiwa Securities Capital Markets Singapore from 
2011.  Whole career has focused on provision of 
investment strategy in Asian/emerging markets via 
market surveys of economies, currencies, and 
commodities.

Profile

グローバル経済のマクロ視点に基づいた調査を
主体に、各国の制度や政治の影響分析に加え、
現地企業へのヒアリングなどに基づくミクロ調査
も実施。ユニークな視点のもとで、タイミングよ
く、アクションに繋がる投資ストラテジーの発信
を意識している。

担当分野・業種

Centering on research from perspective of global 
macro economy, conducts bottom-up analysis 
based on interviews via company visits in addition to 
analysis of institutional and political impacts by 
nation.  Provides timely investment strategy for actual 
investment behavior from a unique viewpoint.

Analytical Approach

中国人民元の見通し
原油市場の見通し
「米中貿易戦争」でも期待できる国・産業は?

主なレポート

Outlook for Chinese yuan
Outlook for crude oil market
What are promising nations/industries even amid 
US-China trade war? 

Main Reports

YAMADA, Yukino
Senior Strategist

シニアストラテジスト

+81-3-5555-7295
TEL

yukino.yamada@daiwa.co.jp
MAIL

山田 雪乃

3. 為替アナリスト / FX Analyst 

Fixed Income Reseach

Fixed Income Reseach Fixed Income Reseach
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1996年ピッツバーグ大学大学院卒。同年大和総
研入社。2002年大和証券SMBC転籍後、クレ
ジットアナリスト業務に従事。2011年10月より
金融市場調査部長。

略 歴

OHASHI, Toshiyasu
Chief Credit Analyst

チーフクレジットアナリスト

+81-3-5555-8753
TEL

toshiyasu.ohashi@daiwa.co.jp
MAIL

大橋 俊安

Joined Daiwa Institute of Research in 1996 after 
graduating from University of Pittsburgh Graduate 
School of Public and International Affairs. Credit 
analyst since transferring to Daiwa Securities SMBC 
in 2002. Assumed current role as head of Fixed 
Income, Currency and Commodities Research Dept. 
in October 2011.

Profile

一次情報に基づく調査を徹底し、迅速かつ分か
りやすい情報発信を心掛ける。個社ファンダメン
タルズ分析のみならず、制度改革・規制動向、更
にはクレジット市場発展に向けた提言についても
情報発信。

担当分野・業種

Provides timely, clear, and concise information via 
thorough research based on primary sources.  Also 
offers reports on institutional reforms, regulation 
trends, and proposals toward development of credit 
market, not limited to fundamental analysis of 
individual companies.  

Analytical Approach

クレジットネタの種
国内クレジットウィークリー

主なレポート

Credit Market Tips
Japanese Credit Weekly

Main Reports

4. クレジットアナリスト（国内） / Credit Analyst（domestic）

1991年京都大学農学部卒業、三和銀行入行。
1993年三和総合研究所（現･三菱UFJリサーチ
&コンサルティング）出向、エコノミスト。1999
年三和証券（現･三菱UFJモルガン･スタンレー
証券）出向、財政アナリスト。2007年大和証券
SMBC入社。地方債引受業務を経て2016年より
現職。地方債協会地方債に関する調査研究委員
会、大阪府財務マネジメント委員会委員。

略 歴

Joined Sanwa Bank in 1991 after graduating from 
Kyoto University.  Transferred to Sanwa Research 
Institute as economist in 1993, then Sanwa Securities 
as public finance analyst in 1999.  Joined Daiwa 
Securities in 2007.  Assumed current role as credit 
analyst in 2016 after stint in municipal bond 
underwriting.  Member of research committee on 
municipal bonds at Japan Local Government Bond 
Association and Osaka Prefecture’s Finance Man-
agement Committee. 

Profile

地公体や政府機関のクレジット分析を担当。公的
セクターの経験は20年以上。債券引受の経験も
活かす。

担当分野・業種

Handles credit analysis of municipal bonds and 
government agency bonds.  More than 20 years of 
experience in public sector.  Experience of bond 
underwriting.

Analytical Approach

Credit Memorandum
国内クレジットウィークリー
クレジットネタの種

主なレポート

Credit Memorandum
Japanese Credit Weekly
Credit Market Tips

Main Reports

4. クレジットアナリスト（国内） / Credit Analyst （domestic）

2007年一橋大学経済学部卒業、同年大和証券
SMBC入社。以降、金融市場調査部にて一貫して
企業クレジットの調査や社債/CDS市場の分析
業務に従事。2019年よりエクイティ調査部ESG
リサーチ課を兼任し、現在に至る。

略 歴

MATSUZAKA, Takao
Credit Analyst

クレジットアナリスト

+81-3-5555-8763
TEL

takao.matsuzaka@daiwa.co.jp
MAIL

松坂 貴生

Joined Daiwa Securities SMBC in 2007 after gradu-
ating from Hitotsubashi University’s Faculty of 
Economics.  Built career in FICC Research Dept. as 
analyst of corporate credit research and corporate 
bond/CDS market analysis.  Concurrently working in 
ESG Research Division of Equity Research Dept.  since 
2019.

Profile

2007年以降、幅広い業種/企業の信用サイクル
やクレジットイベントを経験してきたことを活か
し、迅速な情報発信を心掛けている。現在の担
当業種は、電機、ノンバンク、小売、不動産・
REIT。ESG領域も調査対象に加え、SDGs債を
中心にフォロー。

担当分野・業種

Provides prompt information by utilizing experience 
of credit cycles/events in a wide range of sec-
tors/companies since 2007.  Now covers electric 
appliance, nonbank, retail, and real estate/REIT 
sectors.  Recently added ESG area to coverage, 
focusing on SDG bonds.

Analytical Approach

Credit Memorandum
クレジットネタの種
ESGアップデート

主なレポート

Credit Memorandum
Credit Market Tips
ESG Update

Main Reports

4. クレジットアナリスト（国内） / Credit Analyst （domestic）

2009年慶應義塾大学経済学部卒業、大和証券
SMBC入社。事業債の引受業務を経て、2014年
より国内企業のクレジット調査業務に従事し、現
在に至る。

略 歴

FUJITA, Kazuaki
Credit Analyst

クレジットアナリスト

+81-3-5555-8765
TEL

kazuaki.fujita@daiwa.co.jp
MAIL

藤田 和晃

Joined Daiwa Securities SMBC in 2009 after gradu-
ating from Keio University’s Faculty of Economics. 
Assumed current role as credit analyst of Japanese 
firms in 2014 following stint in corporate bond 
underwriting (DCM).

Profile

紙パルプ、化学、鉄鋼、石油、海運、民鉄セクター
の信用力調査を担当。業界の需給環境・市況の
変化を捉えつつ、セクター内比較を意識した分
析・情報発信を心掛けている。

担当分野・業種

Handles credit research for pulp & paper, chemicals, 
iron & steel, oil refinery, marine transportation, and 
private railway sectors.  Provides information based 
on comparison of sector peers.

Analytical Approach

Credit Memorandum
国内クレジットウィークリー
クレジットネタの種

主なレポート

Credit Memorandum
Japanese Credit Weekly
Credit Market Tips

Main Reports

4. クレジットアナリスト（国内） / Credit Analyst （domestic）

2019年　　　　 　       4
2018年　　　　 　       4

日経ヴェリタスランキング

2019　　　　 　    　   4
2018　　　　 　     　  4

Nikkei Veritas Ranking

HAMADA, Koji
Senior Credit Analyst

シニアクレジットアナリスト

+81-3-5555-8791
TEL

kouji.hamada@daiwa.co.jp
MAIL

浜田 浩史

2019年　　　　 　     10
2018年　　　　 　     13

日経ヴェリタスランキング

2019　　　　 　    　 10
2018　　　　 　     　13

Nikkei Veritas Ranking
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Credit & Securitization Credit & Securitization
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2011年慶應義塾大学経済学部卒業、大和証券
入社。支店営業を経て2016年より金融市場調
査部にてクレジットアナリスト業務に従事し、現
在に至る。

略 歴

NOMURA, Ayumu
Credit Analyst

クレジットアナリスト

+81-3-5555-8693
TEL

ayumu.nomura@daiwa.co.jp
MAIL

野村  歩

Joined Daiwa Securities in 2011 after graduating from 
Keio University’s Faculty of Economics.  Assumed 
current role as credit analyst in FICC Research Dept. in 
2016 following stint in branch office sales.

Profile

一次情報に基づいた正確な情報発信を心掛けて
いる。担当セクターは、自動車、食品、総合重機、
建設。

担当分野・業種

Aims to offer accurate information based on primary 
sources.  Covering automobile, foods, general heavy 
machinery, and construction sectors.

Analytical Approach

Credit Memorandum
国内クレジットウィークリー
クレジットネタの種

主なレポート

Credit Memorandum
Japanese Credit Weekly
Credit Market Tips

Main Reports

4. クレジットアナリスト（国内） / Credit Analyst（domestic）

2006年東京大学大学院卒業、大和総研入社。
東京にて株式アナリスト、大和香港にてリサーチ
戦略企画やクロスボーダー調査業務に従事。
2012年より金融市場調査部にてクレジットアナ
リスト業務、2017年より大和シンガポールにて、
アジアクレジット調査を担当。

略 歴

SERIZAWA, Kenji
Senior Credit Analyst

シニアクレジットアナリスト

+65-6387-8888
TEL

kenji.serizawa@sg.daiwacm.com
MAIL

芹沢 健自

Joined Daiwa Institute of Research in 2006 after 
graduate school at the University of Tokyo.  Worked as 
equity analyst in Tokyo, then had stints in research 
strategy planning and cross-border research sections 
at Daiwa Securities Capital Markets Hong Kong. 
Assumed role as credit analyst in 2012 in FICC 
Research Dept. Covering Asian credit research in 
Daiwa Securities Capital Markets Singapore since 
2017.

Profile

アジア各国の経済や個別企業の信用力調査等を
行っている。アジアは一括りに出来るほど単純で
はないが、地域間の関連性は強い。フロンティア
国を含めて足を運び、統計数値だけでない、多角
的な視点での情報提供を心がけている。

担当分野・業種

Researches economies and creditworthiness of 
individual firms in Asian nations.  Asian nations are 
difficult to simply bundle into one category, but 
interregional relationships are strong.  Instead of 
relying only on statistics, takes a multifaceted 
viewpoint, including visits to developing nations.

Analytical Approach

Asian Credit Market Weekly
Asian Issuer's Credit Profile

主なレポート

Asian Credit Market Weekly
Asian Issuer's Credit Profile

Main Reports

4. クレジットアナリスト（アジア） / Credit Analyst（Asia）

1983年岡山大学法学部卒業、大和証券入社。
CIBC証券、ドレスナーKW証券を経て、2004年
大和証券SMBC入社。キャリアは全て債券市場
業務（ディーラー、セールス、リサーチ）で、2004
年より海外クレジットアナリスト業務に従事し現
在に至る。

略 歴

FUJIOKA, Hiroaki
Senior Credit Analyst

シニアクレジットアナリスト

+81-3-5555-8761
TEL

hiroaki.fujioka@daiwa.co.jp
MAIL

藤岡 宏明

Joined Daiwa Securities in 1983 after graduating from 
Okayama University’s Faculty of Law.  Joined Daiwa 
Securities SMBC in 2004 after stints at CIBC World 
Markets and Dresdner Kleinwort Wasserstein.  Entire 
career has focused on bond markets (dealing, sales, 
research).  Assumed current role as overseas credit 
analyst in 2004.

Profile

米国、欧州、北欧、カナダの主要金融機関の決算
レポート、各国/地域の金融規制関連レポート、
格付けアクション等のスポットニュース等を、一
次情報に基づきタイムリーに発信。

担当分野・業種

Based on primary sources, provides timely earnings 
results reports covering major financial institutions in 
US, Europe, Northern Europe, and Canada, financial 
regulation-related reports by nation/region, and 
ad-hoc reports such as those on rating actions.

Analytical Approach

初級者のための海外クレジット講座
海外金融機関決算ガイド
EUのMREL規制：状況アップデート

主なレポート

Lectures on overseas credit for beginners
Guide for earnings results at overseas financial 
institutions
Update on MREL regulations in EU

Main Reports

4. クレジットアナリスト（海外） / Credit Analyst（overseas）

2000年東京大学経済学部卒業、大和総研入
社。エクイティ・アナリストとして、2001年より地
銀担当を7年、2008年よりロンドン駐在で欧州
銀行担当を3年経験。2011年より海外担当クレ
ジット・アナリストとして金融機関を幅広くカ
バー。

略 歴

TAKI, Fumio
Senior Credit Analyst

シニアクレジットアナリスト

+81-3-5555-8787
TEL

fumio.taki@daiwa.co.jp

2019年　　　　 　       8
2018年　　　　         11

日経ヴェリタスランキング

2019　　　　 　    　   8
2018　　　　 　   　  11

Nikkei Veritas Ranking

MAIL

瀧  文雄

Joined Daiwa Institute of Research in 2000 after 
graduating from the University of Tokyo’s Faculty of 
Economics.  As equity analyst, covered Japanese 
regional banks for seven years starting 2001 and then 
European banks during a three-year stint in London 
from 2008.   Covering wide range of financial institu-
tions as overseas credit analyst since 2011. 

Profile

Guide for earnings results at overseas financial 
institutions (joint authorship)
Japanese Credit Weekly
Regulations on holdings of TLAC debt issued by 
overseas firms

国内から海外、株式からクレジットと複数のアナ
リスト経験を活かした多面的な分析を心掛けてい
る。一貫して金融セクターの調査に従事。現在、海
外金融機関の決算や格付アクション評価、金融規
制、週次の相場動向などの情報発信を行う。

担当分野・業種

Multi-faceted analysis based on extensive expe-
rience as analyst (both Japanese and overseas 
market, ranging from equity to credit).  Financial 
sector analyst for entire career.   Provides information 
on earnings results/rating actions at overseas 
financial institutions, financial regulations, and weekly 
market trends.

Analytical Approach

海外金融機関決算ガイド（共著）
海外クレジットウィークリー
TLAC保有規制
～海外発行体のケースに絞って

主なレポート Main Reports

4. クレジットアナリスト（海外） / Credit Analyst（overseas）

Credit & Securitization Credit & Securitization

Credit & Securitization Credit & Securitization
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2006年に大阪大学でMBA取得、同年大和証券
SMBC入社。株式やデリバティブのトレーディン
グ業務を8年、リスク・マネジメント業務を3年経
験した後、2017年より現職。

略 歴

TUDOR, Stefan
Senior Credit Analyst, CFA

シニアクレジットアナリスト, CFA

+81-3-5555-8754
TEL

stefan.tudor@daiwa.co.jp
MAIL

トゥドル・ステファン

Joined Daiwa Securities SMBC in 2006 after acquiring 
MBA at Osaka University. Assumed current role in 
2017 after equity/derivatives trading for eight years and 
risk management operations for three years.

Profile

海外コーポレートを担当し、主にテクノロジー、
資本財セクターをカバーしている。マルチアセッ
トのトレーディング経験を生かして、多面的かつ
定量的な分析を心がけている。

担当分野・業種

Covers overseas corporations, centering on technol-
ogy and capital goods sectors.  Conducts multi-
faceted and quantitative analysis by utilizing 
multi-asset trading experience.

Analytical Approach

General Electric Company (GE): Credit Issues
Guide for earnings results at overseas
corporations

GEのクレジット特集
海外コーポレート決算ガイド

主なレポート Main Reports

4. クレジットアナリスト（海外） / Credit Analyst（overseas）

2019年　　　　 　       3
2018年　　　　 　       2

日経ヴェリタスランキング

2019　　　　 　    　   3
2018　　　　 　    　   2

Nikkei Veritas Ranking

2008年慶應義塾大学大学院修了、大和証券
SMBC入社。2014年から大和証券金融市場調
査部、クレジットアナリスト業務に従事、2015年
から中国関連のリサーチに従事。

略 歴

JIANG, Jiang
Credit Analyst

クレジットアナリスト

+81-3-5555-8755
TEL

jiang.jiang@daiwa.co.jp
MAIL

姜  江

Joined Daiwa Securities SMBC in 2008 after 
graduating from graduate school of Keio University. 
Credit analyst in FICC Research Dept. of Daiwa 
Securities since 2014. Covering Chinese market since 
2015.

Profile

①大中華圏中心とする海外金融機関の決算・クレ
ジット評価

②中国債券市場、中国金融セクター、人民銀行金
融政策、中国金融規制、中国政治

担当分野・業種

Covers (1) earnings results/credit valuation of overseas 
financial institutions, mainly in greater China, and 
( 2 ) bond market, financial sector, monetary policy by 
the People’s Bank of China, financial regulations, and 
politics in China.

Analytical Approach

中国人民銀行シリーズ
中国金融市場
海外商業銀行決算

主なレポート

Series reports on People’s Bank of China
Chinese financial market
Earnings results at overseas commercial banks 

Main Reports

4. クレジットアナリスト（海外） / Credit Analyst（overseas）

2007年一橋大学経済学部卒業、同年大和証券
SMBC入社。以降、金融市場調査部にて一貫して
企業クレジットの調査や社債/CDS市場の分析
業務に従事。2019年よりエクイティ調査部ESG
リサーチ課を兼任し、現在に至る。

略 歴

Joined Daiwa Securities SMBC in 2007 after 
graduating from Hitotsubashi University’s Faculty of 
Economics.  Built career in FICC Research Dept. as 
analyst of corporate credit research and corporate 
bond/CDS market analysis.  Concurrently working in 
ESG Research Division of Equity Research Dept. since 
2019.

Profile

Monthly reports on securitized products
JHF Monthly MBS Issue
Securitization of Nippon Life Insurance's first 
subordinated loan

2007年以降、幅広い業種/企業の信用サイクル
やクレジットイベントを経験してきたことを活か
し、迅速な情報発信を心掛けている。現在の担
当業種は、電機、ノンバンク、小売、不動産・
REIT。ESG領域も調査対象に加え、SDGs債を
中心にフォロー。

担当分野・業種

Provides prompt information by utilizing experience 
of credit cycles/events in a wide range of sec-
tors/companies since 2007.  Now covers electric 
appliance, nonbank, retail, and real estate/REIT 
sectors.  Recently added ESG area to coverage, 
focusing on SDG bonds.

Analytical Approach

Credit Memorandum
クレジットネタの種
ESGアップデート

主なレポート

Credit Memorandum
Credit Market Tips
ESG Update

Main Reports

1991年京都大学教育学部卒業、大和証券入社。
債券セールス、ディーラー、定量的運用評価支援
システムの開発・販売に従事した。2005年から
現在の業務に携わっている。

略 歴

MATSUSHITA, Koji
Chief Securitization Strategist

チーフ証券化ストラテジスト

+81-3-5555-8778
TEL

koji1.matsushita@daiwa.co.jp
MAIL

松下 浩司

Joined Daiwa Securities in 1991 after graduating from 
Kyoto University’s Faculty of Education.  Assumed 
current role in 2005 after stints in bond sales, dealing, 
and development/sales of support system for quan-
titative investment valuation.

Profile

住宅機構RMBSを中心とする国内証券化市場の
動向や評価分析レポートを提供。

担当分野・業種

Provides reports on market trends and valuation 
analysis of Japanese securitization market, centering 
on Japan Housing Finance Agency’s MBS.

Analytical Approach

証券化商品マンスリー
住宅機構RMBSの発行予定
日本生命第1回劣後ローン流動化

主なレポート Main Reports

5. 証券化アナリスト / Securitization Strategist 

MATSUZAKA, Takao
Credit Analyst

クレジットアナリスト

+81-3-5555-8763
TEL

takao.matsuzaka@daiwa.co.jp
MAIL

松坂 貴生

5. 証券化アナリスト / Securitization Strategist 
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