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氏

名

1 浅野 勉

現

職

（ 元 略 歴

）

（三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱社長、三洋電機㈱執行役員、㈱住友銀行ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ支店長）
一橋大学経済学部卒、旧住友銀行に入社し29年勤務。中野支店長時代バブルの後始末に 悪戦苦闘するも主に
国際業務畑を歩む。ニューヨーク、ロンドン、香港、シンガポールで拠点長含め海外駐在15年。三洋電機(株)執行
役員兼子会社3社の副社長・社長、三井倉庫ロジスティクス(株)社長の金融以外で計14年。得意分野：内外法人
営業、M＆Aアドバイザリー。好きな言葉：「人間到る処青山あり」。

2 阿部 哲也

3 池田 隆之

4 石綿 宏

㈱ﾃｸﾉﾌﾟﾛ ﾃｸﾉﾌﾟﾛ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ社取締役 （富士通㈱ ）

東芝テック（株）相談役、JSP（株）取締役、森永乳業（株）取締役（（株）東芝 事業部長。 東芝テック（株）
代表取締役社長）
東京理科大学理工学部電気工学科卒。株式会社東芝入社、30年勤務。ストレージデバイス、PCの海外マーケ
ティング、営業、商品企画。この間約8年間の米国駐在。事業部長を経験後、東芝テック株式会社常務、社長。
現在同社相談役、JSP（株）取締役、森永乳業（株）取締役。 好きな言葉：「判断、決断、断行」 「勝ちに不思議
の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。」 趣味：ゴルフ、散策、ボート、音楽鑑賞。
ITEC理事、ｺﾝｻﾙ・社外取締役等 （ASMLｼﾞｬﾊﾟﾝ社長、米国VC日本代表、住友商事㈱）
早稲田大学理工学部卒 住友商事入社、主に米国のハイテク関連ベンチャーへの投資並びに事業開発に従事。
シリコンバレーに駐在したのをきっかけに米国VCの日本代表として日本でのスピンオフ創出に取り組む。その
後、欧州の半導体装置メーカーASMLジャパン代表取締役社長。 得意分野：半導体等のハイテク業界、グロー
バルパートナーシップ形成、事業投資。信条・好きな言葉：「チャレンジ」「信頼」「コミットメン ト」。趣味：ゴルフなど

5 一條 倖正

㈳経営革新協会 会長 (㈱日立物流取締役、㈱日立ｵｰﾄ社長、㈱日立製作所）
明治大学政治経済学部卒 日立製作所入社、２７年勤務、本社他の経理など管理部 門、日立物流・取締役、日
立オートサービス・社長、日立キャピタル・顧問、経済界クラ ブ・顧問、現在人材派遣会社役員 明治大学山紫会
会長、（社）経営革新協会会長 （代表理事）。経営士。得意分野：経営戦略立案、財務戦略、営業開発、事業の合
理 化など 信条・好きな言葉：「論語の基本理念５常 仁・義・礼・智・信」の実践。 福島 県郡山市出身

6 海野 忍

ITEC理事、NTTｺﾑｳｴｱ㈱相談役 （NTTｺﾑｳｴｱ㈱社長、NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱副社長）
東京大学工学部電子工学科卒業後、日本電信電話公社に入社。主にデータ通信事業に従事。海外留学
後、NTTアメリカにて国際調達問題、ベンチャー投資事業を担当。その後NTTデータ㈱において、経営企画
部長、公共地域事業本部長、ビジネスソリューション本部長を務め、NTTコミュニケーションズ副社長・法人
事業本部長を歴任。NTTコムウェア社長を経て、現在に至る。得意分野：ICT応用、事業戦略策定、組織運
営。信条：人材を生かした経営。好きな言葉：「やれることや、やりたいことでなく、やるべきことをやる」。東京
都出身

7 梅原 潤一

ｱﾙﾌﾟｽ電気㈱取締役 （ＩＴＥＣ理事）

法政大学法学部卒、Georgetown Univ. Law Center留学（平成2年）、現在アルプス電気 取締役法務・知財・
貿易管理担当、合わせて早稲田大学、山形大学等の客員教授を 歴任。得意分野：海外事業(特に企業設
立や合弁解消）、労務、人事、法務、知財、資 金調達など。信条・好きな言葉：「人に関心を持ち、人に投資
する」「悲観的に準備し て、楽観的に実行する」 趣味：音楽鑑賞、ゴルフ。
8 遠藤 誠

ITEC顧問、 ㈱日立国際電気名誉相談役、工学博士 (同社社長、㈱日立製作所取締役、ITEC理事長）
東京大学大学院博士課程修了（工学博士）日立製作所入社、30年勤務、 電子計算機 開発・設計と海外事
業を担当（日立取締役）。Hitachi Data System 会長。日立国際電 気社長、相談役。現在名誉相談役、ＩＴＥ
Ｃ理事長 得意分野：電算機、通信機器等の 開発・設計、海外販社での経営者としての経験 信条・好きな
言葉：「ネアカノビノビヘ コタレズ」「本業を忘れず、錬金術を排す」「先憂後楽の経営」 趣味：旅行/散歩、読
書 （歴史など）

氏

名

9 大野 大

現

職

（ 元 略 歴

）

EY新日本有限責任監査法人 ディレクター
法政大学工学部経営工学科卒 国際証券入社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社。公開引受部に
て株式上場の指導、主幹事営業。ジェフリーズ証券入社。未上場企業への資金調達のアレンジ、M＆Aの
FA、IPOの引受業務。中央青山監査法人入所。株式上場関連業務。資本政策アドバザリー室長。現在、EY
新日本有限責任監査法人。株式上場関連業務、スタートアップ企業支援、アドバザリー業務。経済産業省
先進性評価委員。得意分野：大企業との連携助言、資本政策策定助言、株式上場支援。信条：人の笑顔の
ために尽くす。趣味・特技：ダイエット。

10 大橋 純

（㈱NTTﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑｽﾞ社長、㈱ﾈｯﾄﾏｰｸ社長、㈱NTTﾃﾞｰﾀ常務取締役）

東京大学工学部数理工学科、修士修了、NTTデータ入社36年勤務、子会社社長、常 務取締役、その後
ネットマークス 代表取締役社長、得意分野：ソフトウエア開発・ITイ ンフラ構築を業とする企業の経営、法
人営業、経営全般のコンサル。信条・好きな言 葉：「企業は人なり」（人材の育成・活用、組織をいかに活性
化するか）、「一期一会」 （一人で出来ることは限られる、時間をかけてヒューマンネットワークを築く。） 趣
味： テニス、ゴルフ、音楽鑑賞、楽器演奏、野菜作り、乱読書ほか。 東京出身
11 岡崎 健也

（三菱ｽﾍﾟｰｽ･ｿﾌﾄｳｴｱ㈱社長、三菱電機㈱)

東京大学工学部電気工学科卒。三菱電機入社、３４年勤務。防衛システム、人工衛星システムの開発、事
業担当。製作所所長、事業部長、事業本部副本部長、役員理事。三菱スペース・ソフトウエアン株式会社入
社、８年勤務。システム開発（宇宙、防衛、航空、防災・環境、バイオインフォマティクス）・ソフトウェア事業経
営、取締役社長、相談役。ＡＦＰ資格保有。得意分野：システムエンジニアリング、プロジェクトマネージメン
ト、ディジタル技術。好きな言葉： 「不将不逆（おくらずむかえず）」、趣味：読書、ゴルフ・テニス、愛媛県出
身、関西３年、 関東４６年在住。
12 岡野 宏保

銀泉(株) 社外監査役、 ((株)三井住友銀行執行役員、SMBCフレンド証券(株)取締役兼専務執行役員、SMBC
日興証券(株)常務執行役員)

大阪大学経済学部卒。住友銀行入行、調査部、国際部等を経て、ブロック部長、執行役員プライベートバン
キング営業部長を歴任、企業オーナー等へのM＆A、事業承継等にも携わる。SMBCフレンド証券では経営
企画、人事、コンプライアンス等の担当役員として、人事制度改定、内部管理態勢強化等を企画実行。
SMBC日興証券では管理副統括として内部管理態勢強化に尽力。証券アナリスト、ＦＰ１級等の資格も有し、
得意分野は資本政策・事業承継、内部管理体制構築・強化等。信条は組織力強化、企業発展の要諦は人
材育成に尽きる。趣味は読書、ゴルフ、散歩。京都府出身
13 小川 芳昭

㈱NTT東日本サービス監査役 （ NTT政治団体代表理事、㈱ＮＴＴサービス神奈川社長）

一ツ橋大学商学部経営学専攻卒、ＮＴＴに入社、ＪＡＬ、キヤノンマーケッティングジャパンなど他社勤務を経
験、ＮＴＴグループ会社社長、ＮＴＴアド バンステクノロジ取締役総務部長、ＮＴＴビズリンク常勤監査役、ＮＴＴ
東日本サービス常勤監査役。ファイナンシャル プランナー、宅地建物取引主任者、日商簿記2級、小型船舶
2級など。対外活動：調布市生涯学習推進委員、調布市高齢者福祉協議会委員、環境教育系ＮＰＯ監事。
得意分野：法人営業、企業統治分野全般。信条・好きな言葉：ヒューマンに関係したビジネスコンサル。趣
味：クロスバイク（自転車）、おやじバンド、ヨット、エアロビクス。長野県出身
14 鬼山 敬邦

㈱ｼﾞｪｲ･ｷｬｽﾄ監査役、大学兼任講師他 （三菱商事㈱宇宙航空、日本ﾓﾄﾛｰﾗ㈱事業部長）

15 恩田 統夫

（ITEC理事、加州住友銀頭取・会長、SMBCIB社長・会長、ﾕｼﾛ化学工業㈱ 常勤監査役、㈱住友銀行取締役 ）

東京大学法学部卒、住友銀行入行、国内支店長、インドネシア住銀頭取、取締役・加 州住銀頭取等38年勤
務、子会社社長・会長（6年）、ユシロ化学監査役（12年）。得 意分野： 海外体験（ジャカルタ2回8年、サンフ
ランシスコ５年）、企業統治、会社法・企 業買収。信条・好きな言葉：「着眼大局、着手小局」「与えよ、さらば
与えられん」「拙速を重んず」「リスク管理はリスク分散に如かず」 趣味：ゴルフ、歴史書。山梨県出身

氏

名

16 勝部 武樹

現

職

（ 元 略 歴

）

NPO東京ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ副理事長 （日立ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱社長、㈱日立製作所）
京都大学工学部電子工学卒（修士課程了） 日立製作所入社 32年勤務、情報通信 グループ、サーバ開
発本部長、放送通信推進事業副事業部長、日立インフォメーショ ンテクノロジー代表取締役社長。現在
NPO東京ITコーディネータ副理事長 公認システム監査人、ITコーディネータ、特種情報処理技術者他。得
意分野：電気・電子、ＩＴ、情報セキュリティ。滋賀県出身

17 金子 昌資

認定NPO金融知力普及協会理事長 （㈱一休・会長、信越化学㈱取締役、日興証券㈱ 会長・社長）

旧日興証券入社、44年勤務この間、ロンドン、ニューヨークにも勤務。社長、会長を経 験。現在㈱一休会
長、信越化学工業社外取締役。米国公認証券アナリスト、日本アナ リスト協会メンバー、得意分野：営業分
野、海外事業（米国・欧州）。信条・好きな言葉： 誠実献身。趣味：クラシック音楽鑑賞、レース鳩飼育。
18 木嶋 豊

㈱ｱｲﾋﾟｰｱﾗｲｱﾝｽ社長、中小機構ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ （VC常務、㈱政投銀）

19 北 憲治

ﾀﾚｯﾄﾌﾟﾚﾎﾞﾝ㈱代表取締役 （㈱住友銀行 海外事業等）
京都大学経済学部卒業 住友銀行入社、29年勤務、国際業務畑を歩む。ニューヨーク、ロンドンで海外勤
務。ニューヨークのデリバティブ子会社Sumitomo Bank Capital Markets社長、金融商品商品開発部長。現
在英国の銀行間金融取引仲介業者Tullett Prebon日本法人の代表取締役。得意分野：英米人との契約交
渉・事業協働 信条・好きな言葉：練習は裏切ることもある。 趣味：クラシック音楽、チェロ 石川県出身

20 北本 達治

POLESTAR北本技術士事務所代表、技術士 （日本技術士会理事・業務委員長、富士ﾌｨﾙﾑ㈱）

東京大学工学部応用化学科卒、富士フイルム入社、38年勤務、磁気材料に関わる研 究開発、技術士（化
学、総合技術管理）として日本技術士会理事・業務委員長、財務 委員長歴任。広く多くの技術指導を体験
得意分野：化学・材料分野、特許戦略 信 条・好きな言葉：「解決すべき課題を見定め、そこに向かって真っ
すぐに進む」「Ｑｕｉｃｋ action」「現地・現物で確認」 趣味：スキー、ドライブ、登山。 大阪出身
21 北山 忠善*

ITEC理事長 （三菱ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱社長、三菱電機㈱）
大阪大学基礎工学部大学院物理系修士課程修了。三菱電機入社、３３年勤務。光通信システム、機器の
開発、事業化を研究所部長、製作所所長、事業本部副本部長として担当。２００７年関係会社である三菱プ
レシジョ ン株式会社取締役社長。訓練用シミュレーター（航空、鉄道、自動車）・慣性航法装置・駐車場シス
テムの事業経営。相談役を経て２０１３年退職。技術経営士の会会員。得意分野： 光海底ケーブルシステ
ム、光加入者システム。中国事業経験。好きな言葉： 「仕事が人を育て、人が仕事を拓く」、趣味：読書、ゴ
ルフ、香川県出身。

22 小西 湛夫

（㈱日本総合研究所専務、㈱住友銀行取締役）

東京大学経済学部卒後、住友銀行入社し28年勤務、この間東京、ニューヨーク、ロンド ンにて、国際金融、
デリバティブ、証券業務を担当。子会社社長、会長、本社取締役。 その後㈱日本総合研究所にて専務、監
査役として勤務。得意分野：法人営業、海外事 業（欧米、アジア、中国）、財務・経理、監査、調査・研究、コ
ンサルティング。信条・好きな言葉：「懐与安実敗名」 （懐（かい）と安（あん）とは実に名を敗（やぶ）る）
23 小西 照郎

（株） HNS 代表取締役会長（日本電子回路工業会副会長､開発会社社長､製造会社社長）

工学院大学電気工学科卒、sohwa＠sophia technologies創業、プリント基板製造業民事再生、技術商社創
業、エレクトロニクス関連の経営３８年。２００５年から２００９年一般社団法人日本電子回路工業会副会長。
得意分野：中小企業の経営、技術、ビジネスモデル再構築、トラブル対応。好きな言葉：「逆境から叡智は生
まれる」。趣味：ゴルフ。長崎県五島列島出身。

氏

名

24 斎藤 潔

現

職

（ 元 略 歴

）

㈱ELP社長 （㈱富士通SSL社長、富士通ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ社長、富士通㈱常務理事）

電気通信大学電子工学科卒、富士通に入社、44年勤務。システムエンジニア、ネット ワークシステム本部
長、FUJITSU University社長、JABEEアドバイザーを歴任、現㈱ELP社長、情報処理技術者（１級、特殊）。
得意分野： ソフトウェア開発、プロジェクトマネジメントを中心に、各業界のアプリケーションシステ ム、イン
ターネットセキュリティーシステム構築、海外ベンチャーとのアライアンスなど。 信条・好きな言葉：「夢をかた
ちに」「信頼と技術で応える」 趣味：絵画 東京出身
25 眞田 勉

ITEC理事、ｻｲﾊﾞｰﾄﾗｽﾄ㈱顧問 （ｻｲﾊﾞｰﾄﾗｽﾄ（株）COO、㈱東芝 執行役常務）
早稲田大学大学院理工学研究科修士課程卒、株式会社東芝入社、３６年勤務。オフィスコンピュータ／PC
設計部、グローバル商品企画部、統括技師長、執行役常務。サイバートラスト（株）COO、現在顧問。得意分
野：ICT応用、商品企画、事業戦略策定。 好きな言葉：誠をもって人に接する、和をもって事を計る、魂をもっ
て志を貫く。 趣味：里山歩き、カメラ。

26 篠本 学

(株)日立国際電気名誉相談役 イーライフ株式会社顧問 （(株)日立製作所代表執行役副社長）
東京大学 工学部 卒。日立製作所 大みか工場 入社。SE(システムエンジニア)として電機、電力、鉄道、上
下水、情報分野等の情報・制御・自動化システム担当。事業部長(工場長)後、情報・通信Gr SE部門COO、
同ハード機器部門CEO、情報・通信Gr長CEO。代表執行役副社長。その後、日立国際電気社長 (事業内
容：通信機器＆システム、半導体製造装置）。得意分野：電機・情報・製造システム、ものつくり。信条「至誠
天に通ず」。趣味：スキー、ゴルフ、版画、囲碁、オペラ鑑賞。神奈川県出身。

27 園山 玲子

ｲﾝﾀｰﾓﾀﾞﾙ㈱社長 （在日ｶﾅﾀﾞ商工会議所副頭取、ｴｱ･ｶﾅﾀﾞ東京支店長）

成城学園高等学校卒業。藤田観光株式会社、東京ヒルトン勤務を経てエア・カナダ航空に入社32年勤務、
現職に至る。得意分野：航空貨物輸送と航空・空港関連事業、航空国際会議。信条・好きな言葉：「生きるこ
とは借りをつくること、生きていくことは借りを返すこと」（禅の言葉より） 「一期一会」 趣味：茶の湯、温泉、
東京都出身。
28 髙崎 泰明

新電元工業㈱社友、新電元ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ㈱＆武蔵工業㈱相談役 （新電元工業㈱社長）

慶応義塾大学経済学部卒後新電元工業株式会社入社、43年勤務。この間秋田新電 元社長、新電元工業
社長・相談役。現在新電元工業社友、新電元メカトロニクス相談 役、生産現場改善・改革コンサルタント。得
意分野：経営全般、トヨタ生産方式。経営信 条：「経営とは絶えざる変革の実践である」「組織活性化の要諦
は、まず勝ち戦をさせ、 その組織の価値観を醸成することである」。趣味：二胡演奏、ゴルフ。埼玉県出身
29 髙橋 巌

企業活性化／再生コンサルタント

一ツ橋大学卒、日、米、英、中でのソニー、リーバイス、ノーテル・ネットワークス、オーライ・ソフトウェアを経
てその後いろいろな企業再生、企業活性化を行う。(分野：商品企画、マーケティング、物流、ITシステム、工
場設立・運営、資材調達、人事、経営組織・資源最適化、地域社会との関係調整)。
30 田中 良一

（NTTﾄﾞｺﾓ㈱常務、早大客員教授、㈱日立国際電気副社長、 工学博士）

早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了、工学博士。日本電信電話公社(現(株)NTT)入社、ＮＴＴ移
動通信事業部長、(株)ＮＴＴドコモ常務取締役、(株)国際電気専務取締役、(株)日立国際電気副社長。早稲
田大学客員教授。43年勤務。東京都出身。 得意分野：無線通信技術、移動通信技術、電気通信事業信条・
好きな言葉：「その瞬間にベストを」趣味：登山、スキー、渓流釣り、音楽鑑賞、ローマンバロック美術。
31 中村 房芳

ITEC副理事長 （㈱ＩＨＩ 代表取締役副社長）
慶應義塾大学工学部機械科卒 石川島播磨重工業（現ＩＨＩ）入社。 自動車用ターボチャージャーの設計・
開発、事業経営を一貫して担当、グローバル事業として確立し、代表取締役副社長、顧問を経てR1退職。こ
の間に国内外複数の関係会社社長・会長を兼任。 得意分野：技術的には信頼性評価、経営的には業績
管理と海外事業経営・渉外。 好きな言葉：『それなりの仕事をしない。』やるべきことを決めやり遂げるの
意。 東京都出身

氏

名

32 中村裕一郎

現

職

（ 元 略 歴

）

ITEC理事、目白大学 特命学長補佐・経営学部教授、博士（経営学） （富士通㈱）

横浜国立大学経済学部卒、同大学院博士課程（経営学）、 富士通㈱入社、34年勤務、 この間ハワイ、香
港、東京に勤務、本社経営戦略室でＣＶＣ（コーポレート ベンチャーキャピタル）の責任者、現在 目白大学
特命学長補佐・経営学部教授、博士（経営学）、経産省などの委員多数。得意分野： 大企業のCVC活動全
般。山形県米沢市出身
33 西田 知弘

ITEC経営者ﾒﾝﾀｰｸﾗﾌﾞ事務局長、技術士 （KDDI ㈱）

電気通信大学電波通信学科卒、国際電信電話入社、米国ジョージア工科大学大学院留学、KDDワシントン
事務所、インテルサット、インマルサット通信衛星の仕様検討、運用計画に携わる。情報通信研究機構 横
須賀ITSリサーチセンター研究員、KDDI ITS推進室室長、（株）JCN市川取締役、技術士（電気電子）、得意
分野：モバイル通信 信条・好きな言葉：みんなでよりよく生きる 趣味：ゴルフ、スロージョギング。東京都出
身。
34 野澤量一郎 （ﾌｧﾅｯｸ㈱会長、社長）
東京大学工学部応用物理卒、富士通入社10年後、 ファナック株式会社に移動し、40年 勤務 代表取締役
社長、会長、相談役 得意分野：電気・電子特に電子 制御関係、ＩＴ、生産システム、海外事業（米国・欧
州）。信条・好きな言葉：「確実・和・誠実」 「コスト カット」「合理化が利益を生む」「本業以外に手を出さない」
趣味：サッカー 東京都出身
35 野田 泰三

㈱ｾﾗﾘｶNODA代表取締役、日本木蝋商工業協同組合理事長

36 東出 浩教

ITEC理事、早稲田大学ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ（商学研究科） 教授

37 比護 隆一

㈲比護生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所代表取締役、1000ﾘｰﾌﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ運営委員長、㈳東京鞄協会副会長
早稲田大学社会科学部卒業、比護鞄嚢合資会社代表社員を経て、有限会社比護生活デザイン事務所を設
立。セールス・フォース・マネジメント研究会理事長。東京都自転車競技連盟常務理事。元東京鞄協会副会
長、元東日本鞄工業組合副理事長。得意分野：起業家育成、アントレプレナーシップ教育。スポーツ資格：
日本スポーツ協会公認上級水泳指導員、同自転車競技指導員、国際自転車競技連合NATIONAL
COMMISSAIRE、１級小型船舶操縦士。 趣味：ヨット、サーフィン、サイクリング。東京都出身

38 平塚 三好

東京理科大 大学院（MOT技術経営専攻専門職大学院）教授、工学博士

39 深井 勇次

ＦＢｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ代表、電気電子技術士 （日立情報通信Eng㈱取締役）

長岡工業高等学校卒、日立入社、日立京浜工業専門学校卒、勤務37年、通信システ ムのSE担当、事業本
部長、日立情報通信エンジニアリング取締役、現在エイコウ電子 事業企画本部長、得意分野：情報機器の
マーケティング、事業企画。ネットワーク・シ ステムの事業推進、事業経営コンサル。信条・好きな言葉：
「マーケットイン」の考え 方。 趣味：テニス、登山。新潟県出身
40 福永 泰

41 松岡 路也

（㈱日立製作所 日立研究所所長、日立中央研究所所長、技師長、日本電産モーター基礎技術研究所所長）

京都大学大学院修士課程修了 日立製作所で30年勤務、 日本電産で8年研究開発畑を経験。日立製作所
の2つの研究所（日立研究所、中央研究所）日本電産でモーター基礎技術研究所の所長として未来を創る
研究マネージメントを経験。得意分野：計算機制御システムの研究開発・設計。電力・鉄鋼・鉄道・自動車に
共通基本技術を横展開。1300年に及ぶ京都学派の文理融合、情報学研究を実社会に実装する研究開発を
推進。
（電通アメリカ副社長、電通オーストラリア社長.、アジア・オセアニア地区経営責任者（役員待遇）。
（株）メディアハウス社長・会長）
国際基督教大学卒、（株）電通入社 外資系広告主担当営業責任者のあと電通アメリカ（ニューヨーク）副社
長、電通オーストラリア（シドニー）社長として13年間海外勤務。帰任後 電通アジア・オセアニア総括として
同地域の経営責任者。電通役員待遇。（株）メディアハウス社長・会長 ２０２１年３月退職。趣味：絵画（油
絵）。好きな言葉：「受けた恩は石に刻め、与えた恩は水に流せ」。北海道出身

氏

名

42 宮原 一敏

現

職

（ 元 略 歴

）

（織田学園理事、丸紅㈱電子機器、ﾛｼﾞﾃｯｸ㈱取締役・常勤監査役、）

千葉大学大学院（電気工学）卒, 丸紅㈱入社、37年勤務、エレクトロニクス製品の輸出に関与。この間、シカ
ゴ、シンガポール駐在、㈱ロジテック常勤監査役など、学校 法人織田学園 理事・管理本部長、老人会会
長、早大研究会理事。得意分野：貿易実 務（電子機器市場、海外進出、メーカー経営等、信条・好きな言
葉：「やってみせ、言って聞かせてさせてみて、褒めてやらねば、人は育たず」趣味：油絵、ウオーキング、
エッセイ、ゴルフ 東京都出身
43 村上 憲郎

㈱ｴﾅﾘｽ代表取締役社長 （ｸﾞｰｸﾞﾙ日本代表取締役、ﾉｰｻﾞﾝ･ﾃﾚｺﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 、DEC（米）、日立電子）

44 柳下 和夫

情報総合研究所代表 （三菱電機㈱中央研究所、日大教授、金沢工大教授）

京大理物理卒、三菱電機入社、中研、 本社研究開発本部に３２年勤務。神戸大経営卒、金工大経営工学
科教授、日大大学院教授で７５名の 社長を育成。イー・アソシエーツ取締役、情報総合研究所代表、２２世
紀学会会長。得意分野：新製品 開発。好きな言葉：熊蜂は飛ぶ。現代の航空力学は熊蜂がなぜ飛べるの
か説明できない。しかし熊蜂は 飛ぶ。なぜなら熊蜂は現代の航空力学を知らないからだ。信条：日本と世界
を２２世紀まで持続可能に したい。趣味：研究会開催、執筆（52冊）。発明。神戸生れ
45 山川 隆

NPO法人YUVEC理事長、㈱数理技研監査役 （ﾀﾞｲｱｺﾞﾅﾙ㈱ 社長、ﾄﾞｺﾓAOL㈱社長、ﾆﾌﾃｨ㈱常務取締役、双日㈱顧問

横浜国立大学経済学部卒、日商岩井入社、ニュヨーク にて情報通信の調査業務とコンピューサーブプロ
ジェクト実施、ニフティーに出向、常務取締役、 ドコモAOL社長、日本システムウェア副社長等を経て、現在
NPO法人YUVEC理事長。得意分野：ITを使った 事業の組立、企業におけるITの利用、人材育成、経営への
役立て方など、海外とのライセンス契約、 信条・好きな言葉：「ビジネスは行うものにワクワク感があり、社会
に進歩と福祉増大をもたらすもの」 趣味：山登り、ゴルフ、釣り、読書など。神奈川県出身。
46 山田 太郎

ﾛｼﾞｻｲｴﾝｽ(株)社長、東工大特任教授、早大客員准教授 （ﾈｸｽﾃｯｸ㈱ 社長）

47 横倉 隆

ITEC監事、ﾃﾞｸｾﾘｱﾙｽﾞ㈱社外取締役、㈱ﾄﾌﾟｺﾝ参与（ITEC理事、東京理科大理事、㈱ﾄﾌﾟｺﾝ社長）
東京理科大学'７１年卒。トプコン入社。４２年 勤務。研究開発責任者、事業部長を経て代表取締役社長。国
内外でのＭ＆Ａ、共同研究、事業提携など経験。また東京商工会議所議員、東京理科大常務理事など歴
任。現在はA Tech Ventures（株）取締役の他、社外取締役やベンチャー企業支援などに従事。 得意分
野：ものづくり産業の経営全般。光学技術に関する知見。 信条・好きな言葉： 「万機は 一誠に帰す」 趣
味：美術品鑑賞、ゴルフ

<休会中>

48 久良知 國雄

(一社)日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）、工学博士 （三菱ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱常務取締役、三菱電機㈱）

49 二瀬 克規

㈱悠心 社長、工学博士 （大成ﾗﾐｯｸ㈱ 常務取締役）

企業退社後、2007年悠心設立、代表取締役社長、 液体包装に関する開発・資材・機械 製造販売、学会主
査、日本発明振興協会企画委員、 工学博士 得意分野：液体子袋充填機関連技術、同製品の営業、包装
用フィルムの生産、法務、 知財。信条・好きな 言葉：世の中の役に立たないことはビジネスにしない。素晴
らしい開発力や 特許はそれらを十分に活用してこそ大きな価値を生む。明歴々露堂々。趣味：ドライブ、音
楽鑑賞、 カメラ、スキー。北海道出身
50 宮下 佳廣

千葉大学研究員、農学博士 （ｱﾎﾟﾛﾘﾃイﾘﾝｸﾞ㈱ 社長、出光興産㈱ 取締役）

氏

名

51 小野寺 優

現

職

（ 元 略 歴

）

㈱ﾆﾌｺ 特別顧問、㈳経済同友会委員 （㈱ﾆﾌｺ社長）
國學院大学法学部卒後、株式会社ニフコ入社、主として営業畑を歩む。中国統括責任者 として、香港駐
在。関係子会社のシモンズベッド社長、ニフコ社長。現在特別顧問。 東京商工会議所議員。得意分野：新市
場顧客開拓、人材育成、中小企業から大企業までの 拡大プロセスを経験。信条・好きな言葉：全てを守ろう
とする者は、何も守れない。 趣味：サッカー、古美術鑑賞。東京都出身

52 黒田 啓征

㈶ﾍﾞﾝﾁｬｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｾﾝﾀｰ(VEC)総務企画局長

東京大学法学部卒 みずほ銀行（旧富士銀行）入行 ３１年勤務、ロンドン勤務（調査 部長代理）、調査部次
長、（改組により）富士総合研究所国際調査部長、駒込支店長。 東短HD（企画・調査担当役員）勤務、東短
リサーチ社長、現在一般財団法人ベン チャーエンタープライズセンター総務企画局長。得意分野：法人営
業、企画立案業務、 マクロ経済・金融（調査・研究）など。信条・好きな言葉：「着眼大局 着手小局」「神は
細部にやどる」。趣味：ゴルフ、音楽鑑賞
53 島田 博文

日本ｺﾑｼｽ㈱顧問 （同会長、社長、日本情報通信㈱社長、NTT取締役）

54 角田 義人

日立名誉顧問、理学博士 日立ﾏｸｾﾙ㈱ 社長 （㈱日立製作所執行役専務）

55 高地 三裕

東京大学大学院 相関理化学修士、 日立入社、41年勤務、中央研究所副所長、日立 マクセル社長、日立
執行役専務電池システム社社長、 現在 日立名誉顧問、東京大学客員研究員、（一社）Mt. Fujiイノベー
ションエンジン顧問、ファーストスクリーニング(株)取締役CSO、得意分野：昇降機、ディジタル機器全般、 記
録材料、ディスプレー材料、電池材料、コンシューマ営業。信条・好きな言葉： 「日本のものづくりの 衰退を
危惧、新興企業を育成・支援したい」「志・実行・徹底」 趣味：スキー、トレッキング、音楽鑑賞、読書。山梨
県出身
㈱荏原製作所社友 （荏原ｱﾒﾘｶ社長、Elliott Co.会長、荏原製作所執行役員（国際事業統括））
慶応義塾大学法学部卒、荏原製作所にて44年勤務、継続して海外事業に従事。執行役員国際事業統括、
荏原アメリカ社長など、現在荏原製作所社友。駐在国は、フィリピ ン、カナダ、米国。得意分野：海外市場開
拓（石油・ガス・水関連公共事業、エネル ギー、半導体製造装置、建築設備）海外会社の経営管理（業態は
販売会社、製造会社、開発会社）。信条・好きな言葉：「熱と誠」「万物流転」「現場主義」 趣味：歴史探訪の
旅行、縄 文・弥生・古墳時代の時代研究、中国研究、外交研究。広島県尾道市出身

56 吉竹 勝利

（㈱住銀ﾌｧｲﾅﾝｽ副社長、住友石炭鉱業㈱専務、安宅建材㈱社長、㈱住友銀行取締役）
東京大学 法学部卒、住友銀行（現三井住友銀行）入行、企業調査、融資、企業再生などの業務に携わり取
締役丸の内支店長を最後に退社。勤続30年。その後子会社住銀ファイナンス副社長、住友石炭鉱業（現住
石ホールディングス）専務取締役、安宅建材社長などを 歴任。得意分野：企業調査、企業再生の経験を生
かせる分野。信条：尊敬と謙遜、満足と感謝。趣味：ゴルフ、音楽鑑賞。埼玉県出身

