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                                                                 2009.3.24 

 

                         理事・監事名簿 

 

理事  ４２名（50 音順・敬称略） 

 

(非常勤)安東  俊夫 日本証券業協会会長、野村アセットマネジメント会長 

(非常勤)池田  弘一 アサヒビール(株)会長 

(非常勤)石原  信雄 (財)地方自治研究機構会長 

(非常勤)井上  秀一 東日本電信電話（株）ｼﾆｱ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

(非常勤)今井  隆吉 (元)軍縮大使、(元)駐メキシコ大使 

(非常勤)牛尾  治朗 ウシオ電機(株)会長 

(非常勤)歌川  令三 東京財団理事 

(非常勤)歌田  勝弘 味の素(株)特別顧問 

(非常勤)梅田  貞夫 (社)日本建設業団体連合会会長、鹿島建設(株)会長 

(常勤)  大河原 良雄 (元)駐米大使 

(非常勤)岡村   正 日本商工会議所会頭、(株)東芝会長    

(非常勤)勝俣  宣夫 日本貿易会会長、丸紅(株)会長 

(非常勤)上條  清文 東京急行電鉄(株)会長 

(非常勤)國廣  道彦 (元)駐中国大使 

(非常勤)小島   明 (社)日本経済研究センター会長                         

(非常勤)小堀  深三 (元)桜美林大学教授 

(非常勤)小林 庄一郎 関西電力(株)顧問 

(非常勤)小林 陽太郎 富士ゼロックス(株)相談役最高顧問 

(非常勤)桜井  正光 経済同友会代表幹事、(株)リコー会長 

(常勤) 佐藤   謙 (元)防衛事務次官 

(非常勤)篠沢  恭助 (財)資本市場研究会理事長 

(非常勤)下妻   博 (社)関西経済連合会会長、住友金属工業(株)会長 

(非常勤)杉山  清次 全国銀行協会会長、(株)みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ取締役 

(非常勤)豊田 章一郎 日本経団連名誉会長、トヨタ自動車(株)名誉会長 

(非常勤)名尾  良泰 (社)日本自動車工業会副会長、(元)関東経済産業局長 

(常勤) 中川  幸次 (元)(株)野村総合研究所社長 

(常勤) 中曽根 康弘  (元)総理 

(非常勤)中村  邦夫 松下電器産業(株)会長 

(非常勤)中山   眞 (社)日本電機工業会会長、(株)安川電機会長 
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(非常勤)奈良  久彌 (株)三菱総合研究所特別顧問 

(非常勤)野村  明雄 (社)日本ガス協会会長、大阪ガス(株)会長 

(非常勤)長谷川 和年 (元)オーストラリア大使 

(非常勤)原田  明夫 東京女子大学理事長 

(非常勤)松尾  憲治 (社)生命保険協会副会長、明治安田生命保険(相)社長 

(非常勤)御手洗冨士夫 日本経団連会長、キャノン(株)会長 

(非常勤)宮田  義二 松下政経塾相談役、(社)国際産業労働研究センター理事長 

(非常勤)三好  正也 (株)ﾐﾖｼ・ﾈｯﾄﾜｰｸｽ会長 

(非常勤)宗岡  正二 (社)日本鉄鋼連盟会長、新日本製鐵(株)社長 

(非常勤)茂木 友三郎 キッコーマン(株)会長 

(非常勤)森   詳介 電気事業連合会会長、関西電力(株)社長 

(常勤) 薬師寺 泰蔵 慶應義塾大学教授 

(非常勤)渡辺  秀央 参議院議員 

 

 

監事   ２名 （敬称略） 

 

(非常勤)飯田   亮 セコム(株)最高顧問 

(非常勤)成田   豊 (株)電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長 
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                            評議員名簿 

 

評議員      ４０名（50 音順・敬称略） 

 

石井  威望  鹿島建設(株)顧問 

石原  邦夫  東京海上日動火災保険(株)会長 

伊藤  憲一  日本国際フォーラム理事長 

稲盛  和夫  京セラ(株)名誉会長 

岩崎    八男  (財)中小企業異業種交流財団顧問 

氏家 齊一郎  日本テレビ放送網(株)取締役会議長 

岡崎  久彦  岡崎研究所所長 

小笠原 敏晶  ジャパンタイムズ会長 

加藤  幹雄  (財)国際文化会館常任参与 

川島  広守  (財)本田財団理事長 

神田  延祐  (財)太平洋人材交流センター顧問 

公文  俊平  多摩大学情報社会学研究所教授 

小池    唯夫  (元)パシフィック野球連盟会長、(株)毎日新聞社相談役 

河野   昭  (元)内閣府本府顧問            

児玉  幸治  (財)機械システム振興協会会長 

小林  昭三  早稲田大学名誉教授 

今野  由梨  ダイヤル・サービス（株）社長 

坂本  吉弘  三菱重工業(株)顧問 

桜井  孝頴  第一生命保険(相)相談役 

佐々  淳行  (元)内閣安全保障室長 

佐瀬  昌盛  拓殖大学海外事情研究所所長、(元)防衛大学校教授 

佐藤  真住  (株)神戸製鋼所顧問 

塩谷  隆英  (元)総合研究開発機構（NIRA）理事長 

志方  俊之  帝京大学教授 

田中 啓二郎  (元)ソルト・サイエンス研究財団理事長 

千野  境子  産経新聞編集局特別記者 

天坊  昭彦  石油連盟会長、出光興産(株)社長 

遠山  敦子  新国立劇場運営財団理事長、トヨタ財団理事長   

長富 祐一郎  (社)研究情報基金運営理事会議議長 

西尾  珪子  (社)国際日本語普及協会理事長 
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西原   正  (財)平和・安全保障研究所理事長 

野上  義二  (財)国際問題研究所理事長兼所長 

福川  伸次  (財）機械産業記念事業財団会長 

松田  昌士  東日本旅客鉄道(株)相談役 

三宅  久之  評論家 

宮脇  磊介  (元)内閣官房内閣広報官 

森嶌  昭夫  日本気候政策センター理事長 

山本   正  (財)日本国際交流センター理事長 

鷲尾  友春  日本貿易振興機構特別顧問 

渡邊  昭夫  (財)平和・安全保障研究所副会長 
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                              顧問名簿 

 

顧問      ９名（50 音順・敬称略） 

 

猪木  正道  (財)平和・安全保障研究所顧問 

岡本  道雄  (財)日独文化研究所理事長 

西沢  潤一  首都大学東京学長 

星野  進保  総合研究開発機構特別研究顧問 

細谷  千博  国際大学名誉教授 

松永  信雄  石油資源開発（株）顧問 

Henry A. Kissinger  (元)米国国務長官 

Robert O'neill (元)英国国際戦略問題研究所所長 

Jusuf Wanandi  (元)インドネシア戦略国際問題研究センター所長 
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                           研究委員名簿 

研究委員    ３０名（50 音順・敬称略） 

 

石井  威望  (株)東京海上研究所理事長 

伊藤  元重  総合研究開発機構(NIRA)理事長、東京大学教授 

岩田  一政  日本銀行副総裁 

岡部  達味  専修大学教授 

奥村  房夫  (元)秋田経済法科大学教授 

茅   陽一  東京大学教授 

北岡  伸一  東京大学教授 

木村   汎  拓殖大学教授 

久保  文明  東京大学教授 

公文  俊平  多摩大学情報社会学研究所教授 

古城  佳子  東京大学大学院教授 

近藤  重克  防衛庁防衛研究所統括研究官 

桜井   真  MSK 基礎研究所国際金融研究センター所長 

島田  晴雄  慶應義塾大学教授 

関口  末夫  東京経済大学教授 

田久保 忠衛  杏林大学教授 

竹中  平蔵  経済財政・郵政民営化担当大臣 

田中  明彦  東京大学教授 

西原   正  平和安全保障研究所理事長、(元)防衛大学校学校長 

西部   邁  評論家 

袴田  茂樹  青山学院大学教授 

長谷川  毅  University of California, Santa Barbara 教授 

丸山  浩行  ２１総合研究所 

森本   敏  拓殖大学国際開発部教授 

山内  昌之  東京大学教授 

山崎  正和  サントリー財団 

屋山  太郎  評論家 

渡邊  昭夫  (財)平和・安全保障研究所副会長 

渡部  昇一  (元)上智大学教授 

渡辺  利夫  拓殖大学学長  
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                           研究顧問名簿 

 

研究顧問    １９名（50 音順・敬称略） 

 

今井  隆吉  (元)軍縮大使、(元)駐メキシコ大使 

岩崎  八男  (財)中小企業異業種交流財団会長 

歌川  令三  東京財団理事 

大場  智満  (財)国際金融情報センター理事長 

岡崎  久彦  岡崎研究所所長 

岡本  智博  (元)NEC 顧問 

國廣  道彦  (元)駐中国大使 

香西   泰  (元)内閣府経済社会総合研究所所長 

河野   昭  (元)内閣府本府顧問 

佐々  淳行  (元)内閣安全保障室長 

志方  俊之  帝京大学教授 

長富 祐一郎  (社)研究情報基金運営理事会議議長 

夏川  和也  (元)(株)日立製作所顧問 

長谷川 和年  (元)オーストラリア大使 

福川  伸次  (財)機械産業記念事業財団会長 

宮本  信生  (元)駐チェコ大使 

宮脇  磊介  (元)内閣官房内閣広報官 

三好  正也  (株)J-WAVE 会長兼社長 

山野  正登  有人宇宙システム(株)相談役  


