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2年目を迎える 
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AGENDA 

09:35 特別講演 「海外から見た日本企業のコーポレートガバナンス改革、その評価とは」 
 

09:35  「取締役会体制：現状とベストプラクティス」 
 ジェフリーズ証券会社 マネージング・ディレクター 調査部長 ズへール カーン 氏  
 

10:05  「2016 日本市場概観– 欧米投資家は日本企業の改革をどう見ているか？」 
 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン ヴァイス プレジデント マイケル オブライエン 氏  
 

10:35  「ガバナンス改革とアクティビストの台頭」 
 ブルームバーグL.P. BI ESGアナリスト グレゴリー エルダース 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 

11:05 休憩 
 

11:15  パネルディスカッションI 「企業成長の起爆剤となるかコーポレートガバナンス改革」 
 パネリスト （順序不同）：  

 ・伊藤忠商事株式会社 IR室長 山口 和昭 氏  
 ・オムロン株式会社 執行役員常務  
 ・グローバルIR・コーポレートコミュニケーション本部長 安藤 聡 氏  
 モデレーター：  

 株式会社クレアン ESGアドバイザリー コンサルタント 後藤 英樹 氏  
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 

12:00  ご昼食 
 

12:10  パネルディスカッションII 「投資家視点によるコーポレートガバナンス改革」 
 パネリスト （順序不同）：  

 ・アムンディ・ジャパン株式会社 運用本部 リサーチ・グループ 
                          ESGリサーチ部長 近江 静子 氏  
 ・三菱UFJ信託銀行株式会社 
                          資産運用部チーフアナリスト兼チーフファンドマネージャー 兵庫 真一郎 氏  
 ・みずほ信託銀行株式会社 アクティブ戦略運用部 アナリストチーム  
                          シニアESGアナリスト 櫻本 惠 氏  
 ・第一生命保険株式会社 株式部長 岩渕 康哉 氏 
 モデレーター：  

 ジェフリーズ証券会社 マネージング・ディレクター 調査部長 ズへール カーン氏  



BIOGRAPHIES 

ジェフリーズ証券会社 東京支店 マネージング・ディレクター 
ズヘール カーン 氏 
 
2015年日本リサーチ部門のヘッドとしてジェフリーズ証券株式会社に入

社。資産運用、株式およびクレジットリサーチ、プライベートエクイティ、
ベンチャーキャピタルなど、金融業界において20年に及ぶ経験を有する。
過去には、UBSグローバル・アセット・マネジメント(日本)の株式部門共同
ヘッドおよびリサーチヘッド、シティグループ・アセットマネジメント(日本)
のリサーチヘッドを務めた。カーン氏の株式リサーチの経験はバイサイド
とセルサイドの両方に及び、 銀行セクターのアナリストとして、1997年
～1998年のアジア通貨危機の際にはアジア地域の銀行をカバー、2002
年～2003年の日本における金融危機の際には日本の銀行をカバーした。
ジェフリーズ入社前は、音声認識のベンチャー企業のCFOとして、エン
ジェル投資家からの資金調達、そして最終的にはシリーズCによる資金
調達を実施した。CFA資格保有。マサチューセッツ工科大学スローンマネ
ジメントスクールにてMBAを取得。ペンシルバニア大学ウォートンスクー
ル卒業、経済学と電気工学の学士号を取得。  

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン ヴァイス プレジデント  
マイケル オブライエン 氏 
 
関心が高まるESGへの対応について証券発行体をサポート。ESG情報
の開示、マテリアリティの特定、教育、マーケットとのエンゲージメントに
関するベストプラクティスについて助言サービスを提供し、発行体の
ESGに関する理解、キャピタルマーケット戦略全体へのESG戦略の組
み入れを促進している。さらに、ソート・リーダーとしての執筆活動も行っ
ており、各国の審議中もしくは可決済の法案および預託証券プログラム
への影響を検証している。 
 

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン入社前は、キャピタルブリッジ社にてイ
ンターナショナル・マーケット・インテリジェンス部門を立ち上げ、同部門
のヘッドを務めたが、アイプリオ社によるキャピタルブリッジ社の買収後
は、ロンドンのアイプリオ社にてインターナショナル・リサーチ・アンド・プ
ロキシ・ソリシテーション・チームのヘッドを務めた。 
 

フォーダム大学にて心理学を専攻、学士号取得。また、ロンドン大学金
融学・経営学部にて、コーポレートガバナンスプログラムの修士課程を
優秀な成績で修了し、インディビジュアル・プロフェッショナル・アワードを
受賞。 



伊藤忠商事株式会社 IR室長 山口 和昭 氏 
 
1990年3月、東京大学 工学部（機械工学科）を卒業。 
 

1990年4月、伊藤忠商事株式会社に入社（情報システム開発部 配属）。
1992年7月、同社 経理部 経理システム企画課を経て、1997年4月、同
社 経理部 税務室に勤務。2006年4月、同社 経理部 決算管理室に移
動し、2009年2月 同社 経理部 決算管理室 室長に着任。2010年5月 同
社 業務部にて勤務。2014年5月、同社 住生活・情報カンパニーCFO補
佐、兼、住生活・情報経理室長に就任。2016年5月より、同社 IR室長と
して現在に至る。 

BIOGRAPHIES 

ブルームバーグ L.P.  
BI（ブルームバーグ・インテリジェンス） ESGアナリスト  
グレゴリー エルダーズ 
 
環境・社会・コーポレートガバナンスの分野でのリスクおよび機会の評価
において10年以上の経験を有する。化石燃料の「座礁資産」による潜在
的な収益への影響を定量化するブルームバーグ・カーボンリスク評価
ツールの開発に携わる。無公害車、鉱山保安、パフォーマンス・リターン、
および持続可能なパーム油の分野に及ぶリサーチを提供。ニューヨーク
のメリルリンチで債券リサーチ・アナリスト、ロンドンのトゥルーコストでリ
サーチ部門のトップとしての経歴を持つ。ロンドン・スクール・オブ・エコノ 
ミクスで環境政策学修士号、コーネル大学で経済学学士号を取得。 

オムロン株式会社 執行役員常務 
グローバルIR・コーポレートコミュニケーション本部長 安藤 聡 氏 
 
1977年、慶應義塾大学法学部卒業。東京銀行（現三菱東京UFJ銀行）
入行。2007年同行退職。同年オムロン㈱入社。常勤監査役を経て、
2011年執行役員経営IR室長、2015年より現職。2012年経済産業省主
催「企業報告研究会」企画委員会委員に就任。2014年IIRC（国際統合
報告評議会）日本事務局主催「統合報告実務者意見交換会」に参画。
2016年、一橋大学CFO教育養成センター客員研究員就任。 



株式会社クレアン ESGアドバイザリー コンサルタント 後藤 英樹 氏 

企業財務畑を歩んだ後、S&P、メリルリンチ証券、ドイツ証券及び金融戦
略部長（債券・為替・コモディティ部門リサーチヘッド）を務めたゴールドマ
ンサックスにて、クレジットアナリストとして活動。その後、ドイツ証券投資
銀行本部ディレクター等を経て現職、味の素のESG説明会を手掛けるな
ど、ESGアドバイザリーに従事。環境金融研究機構(RIEF) 顧問、環境省
「グリーン投資検討会」委員としてグリーンボンド促進等にも注力。

コーネル大学ジョンソン経営大学院修士課程（MBA）修了。 

アムンディ・ジャパン株式会社 運用本部 リサーチ・グループ

ESGリサーチ部長 近江 静子 氏 

1991年国際基督教大学大学院比較文化研究科修了。同年エス・ジー・
ウォーバーグ証券入社。リーマン・ブラザーズ証券、クレディ・スイス信託
銀行を経て03年にソシエテ ジェネラル アセット マネジメント（現アムン
ディ・ジャパン）に入社。企業調査アナリストとして化学・繊維・石油・自動
車・機械・小型株などの調査に携わる。08年9月から投資調査部長、15
年4月からESGリサーチ部長。公益社団法人日本証券アナリスト協会検
定会員。環境省「持続可能性を巡る課題を考慮した投資に関する検討
会」委員（15年～）。 

三菱UFJ信託銀行株式会社 資産運用部チーフアナリスト兼 
チーフファンドマネージャー  兵庫 真一郎 氏

1992年、東京銀行（現 三菱東京UFJ銀行）に入行。1995年、営業第一
部市場課にて為替業務（カスタマーディーラー）などを経て、ロンドンに駐
在。現地投資顧問子会社で、欧州株式FMを担当。ロンドン支店でM&A
業務を担当。1998年、東京三菱投信投資顧問（現 三菱UFJ国際投信）
で外国株式FM・日本株式FM・日本株式ANを担当。2005年、三菱信託
銀行（現 三菱UFJ信託銀行）で医薬品・ヘルスケアセクターアナリストに
着任。2010年、三菱UFJ信託銀行 株式運用部にてサステイナブル長期
投資プロジェクトに参画。現在、同資産運用部 チーフアナリスト兼チーフ
ファンドマネジャーとしてESG要素を勘案したサステイナブル成長銘柄
投資ファンドを運用。

H28年度環境情報開示基盤整備事業WG委員 



みずほ信託銀行株式会社 アクティブ戦略運用部 アナリストチーム  
シニアESGアナリスト 櫻本惠 氏  
 
1985年3月、東京農工大学農学研究科修了。1985年4月、パシフィック・
コンサルタンツ・インターナショナル入社。土木エンジニアとして東京都治
水計画、ルワンダ食糧増産ＯＤＡプロジェクト等に従事。1990年3月、旧
安田信託銀行（現 みずほ信託銀行入行）。年金運用部門においてチー
フファンドマネジャーとして国内株式運用業務に従事。2004年4月、年金
運用部門において建設・不動産・ノンバンク担当シニアアナリストとして
国内株式運用業務に従事。2013年10月、みずほ年金研究所年金研究
部において主任研究員として企業調査業務に従事。2016年4月 みずほ
信託銀行アクティブ戦略運用部においてシニアESGアナリスト（みずほ
年金研究所年金研究部 主任研究員兼任）。 
 

公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。一般社団法人日本気
象予報士会会員。 

BIOGRAPHIES 

第一生命保険株式会社 株式部長 岩渕 康哉 氏 
 
1990年3月、横浜国立大学工学部電子情報工学科を卒業。 
 
1990年4月、第一生命保険に入社。2005年4月、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）投信営業第三部次長に着
任。2011年4月、DIAMアセットマネジメント 投信営業第一部部長に就任。
2014年4月、第一生命保険 株式部部長の役職を経て、2016年4月より、
第一生命保険 株式部長として現在に至る。 



MEMO 
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Global Customer  
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北京 
+86 10 6649 7500 
ドバイ 
+971 4 364 1000 
フランクフルト 
+49 69 9204 1210 
香港 
+852 2977 6000 
ロンドン 
+44 20 7330 7500 
ムンバイ 
+91 22 6120 3600 
ニューヨーク 
+1 212 318 2000 
サンフランシスコ 
+1 415 912 2960 
サンパウロ 
+55 11 2395 9000 
シンガポール 
+65 6212 1000 
シドニー 
+61 2 9777 8600 
東京 
+81 3 3201 8900 
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