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略歴 

1997 年 上智大学比較文化学部比較文化学科卒業 

1998 年-2000 年 JP モルガン銀行  

2000 年-現在 ゴールドマン・サックス・アセッ

ト・マネジメントにて営業部、業務部、運用部を

経て、現在、運用本部スチュワードシップ責

任推進部長  

 

 

 

 

 

 

略歴 

2000 年ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ

ント株式会社入社。営業部、運用部、業務部

において多岐にわたる資産運用関連業務を経

験後、アジア・パシフィックの運用部チー

フ・オペレーティング・オフィサーに就任。

2016年 9月より、運用本部 スチュワードシ

ップ責任推進室長としてＥＳＧ（環境・社

会・ガバナンス）リサーチ、企業との対話に

従事。 

ＧＳＡＭ入社以前は、ＪＰモルガン銀行に２

年間在籍。 

１９９７年上智大学比較文化学部卒。 

 

Emi is the Head of Stewardship 

Responsibility Group in GSAM Japan and is 

responsible for ESG (Environment, Social and 

Governance) research and company 

engagement activities since 2016. 

 Previously, she has held various roles in the 

distributions, infrastructure, and investment 

teams since she joined GSAM in 2000. 

Most recently, she was the Chief Operating 

Officer in Asia Pacific for GSAM portfolio 

management teams (Global Fixed Income 

and Liquid Management, Fundamental 

Equity and Quantitative Investment 

Strategies). 

Before joining Goldman Sachs, she was at JP 

Morgan since 1998 and received a B.A. from 

the Sophia University in 1997, majoring in 

International Business and Economics. 

 

 



講演実績 

ESG 全般： 

 グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン「SDGs と ESG 投資」 

 福岡市「SDGs ビジネスセミナー」 

 上智大学法科大学院 「ソフィア・エコロジー・ロー・セミナー：ESG 投資とは？ 企

業評価の視点とエンゲージメント」 

 R&I 年金情報セミナー 「年金・機関投資家の ESG」 

 トムソンロイター「ESG セミナー」 

 公益社団法人 東京青年会議所「SDGs とビジネス機会」 

 

スチュワードシップ活動： 

 PRI シンポジウム 「スチュワードシップ・コードへの取り組みの進捗」 

 KPMG「Sustainable な未来に向けた企業経営：スチュワードシップ責任とＥＳＧ投資｣ 

 日本証券アナリスト協会・青山学院大学国際マネジメント研究科 「我が国に

おけるESG 投資とエンゲージメントの進展」 

 ブルームバーグ「投資家と企業の対話による企業価値の向上」 

 エックスネット「インベストメントチェーンの高度化に向けて ～実効的なスチュワー

ドシップ活動の推進～」 

 BCCJ/ACCJ* “Investor Stewardship and ESG – Where does the true value lie?” 

*英国商工会議所/米国商工会議所 

 

Ｅ，Ｓ，Ｇトピック： 

Ｅ：気候変動 

 サステナビリティ日本フォーラム（金融庁、環境省、経済産業省） 「TCFD 最終報告

に関するシンポジウム」 

 PRI ジャパンネットワーク「TCFD の取組み」 

 CDP「2℃目標に向けて動き出す企業・投資家セミナー」 

 CDP ジャパンクラブ 「ＥＳＧ投資と環境関連情報の活用」 

 

Ｓ：人権 

 JETRO 「ビジネスと人権」 

 UN Week  “The Role of Finance to Promote Respect for Human Rights” 

 



Ｓ：ダイバーシティ 

 経済産業省 ダイバーシティ 2.0 検討会「競争戦略としてのダイバーシティ経営 

 日本取引所グループ・UN Women 国際女性デーシンポジウム 「投資家によるパネル

ディスカッション」 

 ACCJ Women in Business Summit “Funding Womenomics: Challenges and Opportunities” 

 

Ｇ：腐敗防止 

 グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 「第 9 回日中韓ラウンドテーブル」 

 

 

雑誌記事、刊行物、インタービュー等 

 証券アナリストジャーナル 2018 年 11 月号 「アナリストの新たな分析視点―  

非財務情報の活用法」 

 オル・イン  ESG 2018 「『サステナブル金融の実現』へ向けて 投資家ニーズに即した

多彩な ESG ソリューション」 

 内閣府 「ESG 投資における女性活躍情報の活用状況に関する調査研究」（資料提供） 

 JETRO アジア経済研究所 「SDGs に貢献する責任あるビジネス・責任あるサプライチ

ェーン『ビジネスと人権に関する国連指導原則』を日本はいかに実行するのか」 

 企業活力研究所 「新時代の非財務情報開示のあり方～多様なステークホルダーとの

より良い関係構築に向けて～」 

 エッジインターナショナル「特別座談会：国際統合報告評議会（IIRC） 新 CEO Richard 

Howitt 氏を迎えて」 

 日経新聞 「主要企業、取締役人材多様に 外国人、女性 7 割が起用」

 


