
XIII.2015年（平成27年）度　会合開催状況 

１．幹事懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2015年（平成27年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月3日 石川　祝男
バンダイナムコホールディングス
取締役会長

みんな大好き“キャラクター（IP：
Intellectual Property）”
～バンダイナムコの戦い方『IP軸戦略』～

2 6月5日 朝田　照男 丸紅  取締役会長 総合商社のグローバル戦略

3 7月3日 桜井　正光 リコー  特別顧問 低炭素社会構築における産業界の役割

4 9月4日 隅　修三 東京海上日動火災保険  取締役会長
「平時の抜本改革」・「グローバル戦略」
逆風を追い風に

5 10月2日 内田　士郎 SAPジャパン  取締役会長 繋がる世界－SAPジャパンの挑戦

6 11月6日 秋田　正紀 松屋  取締役社長執行役員 拡大するインバウンド市場と百貨店

7 12月4日 橋本　孝之 日本アイ・ビー・エム　副会長
IBMの経営変革と、次世代情報技術がもたら
す新たな社会

●2016年（平成28年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

8 2月5日 末永　安生 ジェイティービー　専務取締役 地域活性化～JTBの取組～

9 3月4日 大八木 成男 帝人　取締役会長 いとをかし－社会に役立つ企業体への蛻変



２．会員セミナー開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2015年（平成27年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月2日 林　基弘

東京女子医科大学 医学部 脳神経外科
 講師・ガンマナイフ治療室長

切らずに治すがん脳転移。医師が叶える人生
ありきのがん医療とは：脳外科先端治療ガン
マナイフにおける最前線

2 4月6日 奥田　敦 慶應義塾大学 総合政策学部 教授
イスラームを根柢から理解する～ＩＳ・ハ
ラールビジネスに惑わされない12のアラビヤ
語～

3 5月18日 川島　真 東京大学大学院 総合文化研究科 教授 中国の対外政策の変容と日本

4 6月10日 伊藤 邦雄 一橋大学大学院商学研究科 教授
持続的成長への変革シナリオ　　－「稼ぐ
力」、対話、ガバナンスを高める経営－

5 7月8日 原 丈人

デフタパートナーズ グループ会長、
内閣府本府　参与 公益資本主義と成長戦略

(公益資本主義のすすめ)

6 7月23日 菅野 雅明 JPモルガン証券 チーフエコノミスト 緩やかに回復する日本経済

7 9月2日 高山 与志子

ジェイ・ユーラス・アイアール
マネージングディレクター、取締役 取締役会評価とコーポレート・ガバナンス

　～取締役会の実効性を高めるために～

8 10月5日 阪本　節郎

博報堂 新しい大人文化研究所
統括プロデューサー 新しい大人文化とビジネス創造～シニア・高

齢社会の変革で生まれる日本の活力～

910月27日 横塚　裕志

東京海上日動システムズ 顧問、
情報サービス産業協会　会長 デジタルビジネス革命と経営とＩＴ

10 11月24日 中前　忠 中前国際経済研究所　代表
2016年の世界経済－経済減速から信用不安へ
－

11 12月1日 山海　嘉之

筑波大学 システム情報工学研究科
教授、サイバニクス研究センター長 サイバニクスを駆使した新産業創出への取り

組み

12 12月18日 新井　紀子

国立情報学研究所
社会共有知研究センター長
情報社会相関研究系 教授

人工知能が大学受験を突破する時代のビジネ
スの変化

●2016年（平成28年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

13 1月8日 浦田　秀次郎
早稲田大学大学院
アジア太平洋研究科　教授

TPPと日本経済再興

14 1月25日 宮田　亮平 金工作家・東京藝術大学　学長 ときめきのとき

15 2月3日 竹内　純子 21世紀政策研究所　研究副主幹 COP21後に考える日本のエネルギー政策

16 2月18日 冨山　和彦 経営共創基盤　代表取締役ＣＥＯ 日本企業の稼ぐ力とコーポレートガバナンス

17 3月9日
齋藤ウィリア
ム浩幸

インテカー　取締役社長
IoTの光と影－日本企業が直面するサイバーリ
スクと世界の最新セキュリティトレンド－

18 3月30日 熊谷 亮丸
大和総研　執行役員、調査本部副本部
長、チーフエコノミスト

世界経済の潮流と日本経済の行方



  ３.産業懇談会１４グループ開催一覧 （敬称略、役職は開催当時）
(＃網掛けは、見学会・懇談会）

計841名 世話人 2015年4月

第１火曜
日本の再生可能エネルギーの現状と
課題

休会
経営パフォーマンスを高める「キャリア
と育児の両立レベルアップ」

メンバー ｗｉｗｉｗ

55名 社長執行役員　山極　清子

第１水曜 グローバル人事　最新トピックス 休会 夢の実現～努力は裏切らない～

 メンバー タワーズワトソン ソフトボール・ドリーム　

67名 シニア・アドバイザー　淡輪　敬三 理事長　宇津木　妙子

第１木曜

直近のコンサルティング注力テーマ及
びコンサル会社をうまく使う方法

休会  ISAK開校後一年間のご報告

 メンバー レイヤーズ・コンサルティング

78名 取締役CEO　杉野　尚志

第２火曜
コーポレートガバナンス・コードについ
て

再現可能な不朽のビジネスモデルに
よる永続的な利益創出

中国経済と政治
－現状と行方－

 メンバー 東京証券取引所 日本総合研究所

47名 取締役常務執行役員　静　正樹 理事  呉  軍華

 第２水曜
データ保存に関する技術革新
-Cleversafe-

富岡製糸場の歴史と文化 中小中堅企業のＭ＆Ａ活用例

 メンバー 許斐 富岡製糸場総合研究センター M＆Aキャピタルパートナーズ

76名 取締役社長　許斐　勝夫 所長　今井　幹夫 取締役社長　中村　悟

第２木曜
2015年度の世界はどうなるか、日本は
どうなるか

世界最高峰での挑戦
～開発最先端とエネルギーの未来

イスラーム国とグローバル・ジハードの
拡散

 メンバー みずほ総合研究所　常務執行役員 国際レーシングドライバー 東京大学

51名 調査本部長 チーフエコノミスト　高田 創 井原　慶子 准教授　池内　恵

第２金曜
薩摩スチューデントの見たもの
その足跡を巡って

我が実体験に基づく経営の日米比較
グローバルマーケットにおける知的財
産経営戦略

メンバー ナノキャリア 日栄国際特許事務所

　　　65名 作家　　林　望 取締役社長　中冨一郎 弁理士・学術博士・所長　森　哲也

第３火曜
お客様と仲間の笑顔を最高の歓び
に！

モンサント・カンパニーの技術
－世界の食と農への貢献

モーツアルト音楽の把え方と最後の病
気

 メンバー 全日本空輸 日本モンサント

58名 常務取締役執行役員 河本 宏子 取締役社長 山根　精一郎

第３水曜 日本経済・物価の現状と展望 長寿社会の課題と可能性 掛け算で作るこれからのテレビ

メンバー 日本銀行 東京大学高齢社会総合研究機構 フジテレビ

60名 調査統計局長　前田　栄治 特任教授　秋山　弘子 チーフプロデューサー　角谷　公英

第３木曜 知財訴訟よもやま話
裁判員制度の導入と刑事裁判の変化
― 元刑事裁判官の目から

伝統文化に学ぶ経営の極意
－京都花街の事例－

メンバー 英知国際特許事務所 元福岡高等裁判所 京都女子大学　現代社会研究部

52名 代表社員 所長弁理士　岩﨑　孝治 長官・弁護士　龍岡　資晃 教授　西尾　久美子

第４火曜 企業の成長戦略進化への挑戦
インダストリー４．０入門～Internet of
Things（IoT), インダストリアルインター
ネットの関連と行方

私の健康法

 メンバー SAPジャパン ナショナル・ベンディング

53名 取締役会長　内田　士郎 取締役社長　藤山　雄一郎

第４水曜
最新鋭戦闘機F-35が変える日本の防
衛産業

再発・転移がんの新しい治療への挑
戦!

インド ― ほんとうに進出すべき国？
― ビジネスの事例から学ぶ

 メンバー アドメテック Bridge & Sun

52名 代表取締役社長　中住　慎一 代表取締役社長　ミシュラ・マニッシュ

第４木曜 憲法改正　課題とハードル
コーポレート・ガバナンス
～開いたパンドラの箱～

浮世絵から見る江戸時代
－徳川家康没後400年に因んで－

 メンバー 産経新聞社 大和総研 伊場仙

54名 特別記者兼論説委員　中静　敬一郎 常務執行役員　引頭　麻実 取締役社長　吉田　誠男

第４金曜
地域にプロスポーツがあること
～豊かなスポーツ文化の発展を目指
して～

ベストケアの挑戦 まち・ひと・しごと創生について

 メンバー 日本プロサッカーリーグ　 ベストケア 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部

73名 チェアマン　村井　満 取締役社長　山田　哲 地方創生総括官補　佐村　知子

髙祖敏明
須田美矢子
内田士郎

運営委員会

大塚良彦
稲野 和利
宇治則孝

山口公生
梶川　融
杉江和男

ロッキードマーティン　グローバル
インコーポレーテッド
ヴァイスプレジデント　黒川　泰典

伊藤直彦
平野通郎
小林英三

経営共創基盤 ﾊﾟｰﾄﾅｰ･取締役ﾏﾈｰ
ｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　木村　尚敬

飯塚哲哉
長江洋一
橋本政昭

江幡真史
鰐渕美惠子
守田道明

運営委員会

岡田民雄
中瀬雅通
安田育生 音楽評論家　塩山 千仞（西川・生田法

律事務所　西川 三男）

運営委員会

河合輝欣
大室康一
降洋平

門脇英晴
神山治貴
竹井英久

高岡浩三
湯川智子
東條　洋

運営委員会

ﾍﾞｲﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｲﾝｺｰﾎﾟﾚ
ｲﾃｯﾄﾞ　ﾊﾟｰﾄﾅｰ　長谷部　智也

古沢熙一郎
早川　　洋
武藤英二

｢１火｣｢１水｣
｢１木｣

合同懇談会
霞山会館

船津康次
安田結子
日高信彦

富田純明
髙橋直樹
前田忠昭

インターナショナルスクール・オブ
・アジア軽井沢 代表理事  小林 りん

柿本寿明
清水修一郎
増渕　稔

｢１火｣｢１水｣
｢１木｣

合同懇談会
霞山会館

新エネルギー・産業技術総合開発機
構　　新エネルギー部長　橋本　道雄

2015年5月 2015年6月

｢１火｣｢１水｣
｢１木｣

合同懇談会
霞山会館



  ３.産業懇談会１４グループ開催一覧 （敬称略、役職は開催当時）
(＃網掛けは、見学会・懇談会）

計841名

第１火曜

メンバー

55名

第１水曜

 メンバー

67名

第１木曜

 メンバー

78名

第２火曜

 メンバー

47名

 第２水曜

 メンバー

76名

第２木曜

 メンバー

51名

第２金曜

メンバー

　　　65名

第３火曜

 メンバー

58名

第３水曜

メンバー

60名

第３木曜

メンバー

52名

第４火曜

 メンバー

53名

第４水曜

 メンバー

52名

第４木曜

 メンバー

54名

第４金曜

 メンバー

73名

2015年8月

中国経済の現状と今後の日中関係
グローバル・ロジスティクス企業への挑戦
～郵船ロジスティクスの中期計画～

キヤノングローバル戦略研究所 郵政ロジスティクス

研究主幹　瀬口　清之 取締役社長　倉本　博光

金融面からみた日本経済の動きとリスクの現
状評価について

コーポレートガバナンス・コードについて
―スチュワードシップ・コードとの『車の両輪』
に関する考察―

日本銀行 ガバナンス・フォー・オーナーズ・ジャパン

理事　櫛田　誠希 代表取締役　小口  俊朗

大和証券グループの戦略
～リーマンショックからのターンアラウンド～

“おもてなし”のATMインフラ

大和証券グループ本社　 日本ATM

専務執行役　松井　敏浩 取締役社長  中野　裕

来るべき電力自由化と市場の将来課題
日本経済の羅針盤
～アベノミクスはどこに向かうか～

シーメンス・ジャパン ニッセイ基礎研究所

専務執行役員　藤田　研一 チーフエコノミスト　矢嶋　康次

ＧＥの口ぐせ
- キーワードで解き明かすＧＥの経営 -

インダストリー4.0
繋がる、代替する、創造する

新技術で切り開く自動車の未来

日産自動車

専務執行役員　浅見　孝雄

Ｚｅｎと日本文化とイノベーション
生命知から捉えるイノベーションの理 経営者のためのエコノミクス

アスパラントグループ

シニアパートナー　川本　明

パートナーシップとグローバル金融機関の経
営

いかにしてゼネラルモーターズは甦ったか～
アリックスパートナーズのご紹介

ITによる新しいビジネス、生活スタイルの創造
～モバイルを利用した社会問題の解決～

北東アジアの平和構築に向けて
～「言論外交」の挑戦～

言論NPO

代表　工藤　泰志

いま、何を議論すべきなのか？
－エネルギー政策と温暖化政策の再検討－

日本企業の復活！？

21世紀政策研究所 タワーズワトソン

研究主幹　澤　昭裕 取締役社長　大海　太郎

「創業者田辺茂一生誕110年を迎え」
「紀伊國屋書店の今昔」

オーケストラに凝縮された人間関係

紀伊國屋書店 音楽プロデューサー

代表取締役社長　高井　昌史 中野　雄

スポーツには世界と未来を変える力がある

休会 マーケティングイノベーション：３つの方向性

NTTデータ経営研究所

パートナー　山下　長幸

休会
アクセンチュアジャパンの50年と、これから～
デジタルビジネスの時代に求められる変革～

アクセンチュア

執行役員　堀江　章子

首都高速大橋ジャンクション・大橋換気所見
学会

暑気払い
懇談会

セルリアンタ
ワー東急ホ
テル

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織
委員会
副事務総長　布村　幸彦

懇談会ホテ
ル椿山荘東

京

休会

ブラウン・ブラザーズ・ ハリマン・インベストメン
ト・サービス
代表取締役　永久　幸範

アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー
マネージングディレクター 日本共同代表
野田　努

城西大学　特任教授　土居　征夫
大日本住友製薬　主席研究員・薬学博士
永田　鎮也

サムスン電子ジャパン　代表取締役　最高執
行責任者　堤　浩幸

ローランド・ベルガー 日本共同代表 シニア
パートナー　長島　聡

懇談会
パレスホテル
東京

暑気払い
懇談会
第一ホテル
東京シー
フォート

日本ＧＥ　代表取締役　GEキャピタル社長兼
CEO　安渕　聖司

休会

臨時
運営委員会

14グループ
合同懇談会
(暑気払い)

運営委員会

2015年7月 2015年9月

東京貨物ターミナル駅見学会



  ３.産業懇談会１４グループ開催一覧 （敬称略、役職は開催当時）
(＃網掛けは、見学会・懇談会）

計841名

第１火曜

メンバー

55名

第１水曜

 メンバー

67名

第１木曜

 メンバー

78名

第２火曜

 メンバー

47名

 第２水曜

 メンバー

76名

第２木曜

 メンバー

51名

第２金曜

メンバー

　　　65名

第３火曜

 メンバー

58名

第３水曜

メンバー

60名

第３木曜

メンバー

52名

第４火曜

 メンバー

53名

第４水曜

 メンバー

52名

第４木曜

 メンバー

54名

第４金曜

 メンバー

73名

2015年度 設備投資動向について
高齢化を取り巻くマクロトレンドと日本
版ＣＣＲＣの展開

国際化する日本企業と法曹養成制度
の危機

日本経済研究所

理事長　荒木　幹夫

Post Manager Action・合弁会社経営
のポイント
―ルノー日産アライアンスと日産中国
合弁会社での経験をもとにー

社外取締役の役割と機能 国際金融市場の話題

カルソニックカンセイ

取締役会長　中村　克己

「能率手帳」 のリブランディング
ICT業界の荒波を乗り越えて
～3回のトランスフォーメーションと新た
な挑戦～

日本が先導する水素革命

日本能率協会マネジメントセンター 日本情報通信 経済ジャーナリスト

取締役社長　長谷川　隆 取締役副社長  三浦  浩 岸　宣仁

地球益への貢献と公益資本主義につ
いて

2016年金融経済展望

フォーバル JPモルガン証券

取締役会長　大久保　秀夫 チーフエコノミスト　菅野　雅明

ミシュランフレンチシェフと戦略コンサ
ルの考えるインバウンド戦略

ITサービス業界における働き方変革の
取り組み
～NTTデータの事例～

学校と経営者の交流活動推進委員会
の活動について
～出張授業の経験から～

ＮＴＴデータ オーエム通商アクト

顧問　山田　英司 取締役社長　廣瀬 駒雄

昔ばなし
～誰も聞いたことの無い話

いつでも、どこでも、インターネットが繋
がる世界　－日本の電気通信産業の
過去、現在、未来－

2016年の日本経済について
～先行き懸念と新アベノミクスの行方

西村あさひ法律事務所 UQコミュニケーションズ 日本総合研究所

オブカウンセル　福田　博 取締役社長　野坂　章雄 調査部 理事　藤井　英彦

名人達の東洋医学
―肺ガン克服の経験に照らして―

ビッグデータ分析・活用と人工知能研
究の新潮流

小島国際法律事務所 慶應義塾大学　環境情報学部

弁護士・代表パートナー　小島 秀樹 教授　清木 康

クールジャパン機構の投資戦略
～日本の魅力のビジネス化～

強い産業としての日本の農業
～農業資源大国への提案～

経営におけるサイバーセキュリティ対
策の重要性について

クールジャパン機構 ＡＰＳ 日本電信電話

専務執行役員　小糸　正樹 取締役社長　広瀬　陽一郎 取締役副社長　篠原　弘道

「敗者のゲーム」に見る資産運用成功
の条件

1865年倫敦の薩長同盟
-薩摩スチューデントと長州留学生

ブラックストーン・グループ・ジャパン　 作家・国文学者

特別顧問　鹿毛　雄二 林　望

高齢化社会の進展とヘルスケアアセッ
ト

2016年の経済見通し

大和不動産鑑定 三菱総合研究所

取締役社長　八杉　茂樹 主席研究員　武田　洋子

ロスチャイルド家と歴史上の出来事 日本経済・物価の現状と展望

日本銀行

調査統計局長　関根　敏隆

経営者と投資家のできること
～企業再生と事業創出を目指して

浅草今半と神戸ビーフについて
OPSEC: 重要な情報防衛　Protecting
Critical Information

ミナトホールディングス 今半 国際テロ対策セキュリティ専門家協会

取締役社長  若山　健彦 代表取締役　高岡　博也 日本支部長　ダミアン・マーティン

バンクーバー朝日軍・伝説の日系人
野球チーム  その歴史と栄光

アレルギー・免疫学についてのわかり
やすい解説と最新情報

小学生の放課後の今
～アフタースクールの挑戦～

ロング・エヴィティー 放課後NPOアフタースクール

取締役社長　古本　喜庸 代表理事　平岩　国泰

証券業界の個人向け資産形成支援
～DC・NISAを中心に～

休会

野村證券

代表執行役副社長　尾﨑 哲

日本航空整備工場見学会

懇談会
羽田エクセ
ルホテル東
急

忘年懇談会
帝国ホテル

国立病院機構相模原病院
臨床研究センター先端技術開発研究
部長  森　晶夫

運営委員会

運営委員会

声楽家 バロネス・シャーロット・ド・ロス
チャイルド

キユーピー仙川キユーポートオフィス
見学会

国立印刷局・東京工場見学会

運営委員会

「IBM  Watson」見学会

印刷博物館見学会
懇談会

トッパン小石
川ビル

運営委員会Keisuke Matsushima　総料理長　松嶋 啓介
ヘ゛イン・アント゛・カンハ゜ニー・シ゛ャハ゜ン・イン
コーホ゜レイテット゛
会長兼パートナー　火浦　俊彦

東京ステーションホテル見学会

ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ／ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
ｽ／三井物産
社外取締役　小林　いずみ

メットライフ生命保険　取締役　代表執
行役　副会長　平野　英治

三菱総合研究所
執行役員 プラチナ社会研究センター
長　鎌形　太郎

フレッシュフィールズブルックハウスデ
リンガー法律事務所
代表弁護士　岡田　和樹

2015年度10月 2015年11月 2015年12月



  ３.産業懇談会１４グループ開催一覧 （敬称略、役職は開催当時）
(＃網掛けは、見学会・懇談会）

計841名

第１火曜

メンバー

55名

第１水曜

 メンバー

67名

第１木曜

 メンバー

78名

第２火曜

 メンバー

47名

 第２水曜

 メンバー

76名

第２木曜

 メンバー

51名

第２金曜

メンバー

　　　65名

第３火曜

 メンバー

58名

第３水曜

メンバー

60名

第３木曜

メンバー

52名

第４火曜

 メンバー

53名

第４水曜

 メンバー

52名

第４木曜

 メンバー

54名

第４金曜

 メンバー

73名

休会 福島県の現状について 2016年の日本経済・世界経済

福島県 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

東京事務所　所長　　高荒　昌展
経済・社会政策部 主任研究員
片岡 剛士

銅のサステナビリティについて
– 産業活動における銅の重要性とJX
金属の取り組み

ＪＸ金属

取締役社長　大井　滋

休会
「逆境に強い不動産経営」
「カリブ海の宝石　ベリーズ」

企業・教育・社会活動
－私の経験から

横浜駅前ビルディング 大岡記念財団

常務取締役　稲葉　俊人 理事長　大岡　哲

休会
新年経済の展望
～新ステージに向かうアベノミクス

デジタル大変革時代における社会動
向

日本総合研究所

副理事長　湯元　健治

休会 日本のゴルフ界 波瀾万丈 商社マン人生40年

日本漢字能力検定協会

執行役員　髙木　純夫

最新のITトレンドとIT組織・人材のある
べき姿

ユーグレナ

代表取締役社長 出雲　充

休会
ピンチをチャンスに変える地方創生
～日本版CCRCの可能性

「色彩科学の基礎」
～色のいろいろ～

大日精化工業

取締役社長　高橋 弘二

休会
サウジ・イラン対立が中東・石油情勢に
与える影響

都市交通のありかたと自動車の未来

日産自動車

総合研究所所長　土井　三浩

休会
2016年アメリカ大統領選挙
展望と課題

最近の教育行政の目指すところ
～特に産学連携にスポットライトを当て
て～

東京大学大学院 三井住友銀行

法学政治学研究科教授　藤原　帰一 取締役会長　北山　禎介

裁判官から見た企業法務

フィナンシャル・ジェロントロジーへの
取り組み
～「高齢社会」「認知症700万人時代」
の金融サービスを巡って～

伊場仙 シティユーワ法律事務所 野村資本市場研究所

取締役社長　吉田　誠男 弁護士　大竹　たかし 主任研究員　野村　亜紀子

休会 コマツの概要と取組み 経営者のためのデジタル革命入門

野村総合研究所

取締役副会長　室井　雅博

休会
今あらためて注目される免疫力を用い
たがん治療そして周辺事業

地球の見方

テラ 宇宙航空研究開発機構

取締役社長　矢﨑　雄一郎 新事業促進部　部長　松浦　直人

休会
アジア地域におけるイノベーション・エ
コシステムの実態と日本企業にとって
の機会創出

内外経済の現状と展望

ＩＣＭＧ 日興リサーチセンター

取締役社長　船橋　仁 理事長　山口　廣秀

我が国の防衛政策について 上機嫌のすすめ

クレディ・スイス証券 防衛省 書道家

経済調査部長　白川 浩道 防衛大臣政策参与　西　正典 武田　早雲

2016年の内外経済情勢
－不確実性が高まる世界経済と成長の壁
に直面する日本経済

運営委員会

新年懇談会
ANAイン
ターコンチ
ネンタルホ
テル東京

運営委員会

コマツ 取締役専務執行役員CFO
藤塚  主夫

運営委員会

運営委員会

浮世絵から見る江戸時代

「2水」「2金」
「3水」合同
新年懇談会
如水会館

新年懇談会
東京プリン
スホテル 国際開発センター　エネルギー・環境

室　研究顧問　畑中　美樹

三菱総合研究所　プラチナ社会研究
センター　主席研究員　チーフプロ
デューサー　松田 智生

運営委員会

「2水」「2金」
「3水」合同
新年懇談会
如水会館

フューチャーアーキテクト　テクノロ
ジー・イノベーション・グループ　ヴァイ
スプレジデント　齋藤　洋平

味の素ナショナルトレーニングセンター
見学会

運営委員会

プロゴルファー　片山 晋呉
ネスレ日本　取締役社長兼ＣＥＯ
高岡　浩三

「2水」「2金」
「3水」合同
新年懇談会
如水会館

運営委員会

日本オラクル　取締役 代表執行役社
長 兼 CEO　杉原　博茂

運営委員会
新年懇談会
東京倶楽部

歌舞伎座見学会
（2月例会の前倒し）

2月例会日を変更
【1/27 歌舞伎座見学会】を開催

運営委員会

2016年2月 2016年3月

運営委員会

僕はミドリムシで世界を救うことに決めました

2016年1月



４．経済懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2015年（平成27年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 5月22日

2 8月3日 － － 2015年度経済懇談会の活動と運営について

3 9月18日吉田　憲一郎
ソニー
取締役　代表執行役 副社長 兼 CFO

コーポレートガバナンス
～ソニーにおける事例から～

4 10月9日小島　一雄
オリックス
取締役 兼 代表執行役副社長
・グループCFO

海外子会社のガバナンスについて

510月21日佃　秀昭 エゴンゼンダー　取締役社長 取締役会の機能強化について

6 11月5日石田 猛行
インスティテューショナル・シェア
ホルダー・サービシーズ
エグゼクティブ・ディレクター

日本のガバナンスおよび日本向けISSポリ
シーの方向

711月11日

811月20日肥塚　眞一郎
サントリーホールディングス
専務取締役

グローバル経営に向けた取り組み　～成
長、ガバナンス、企業文化と人材育成～

912月11日安田　隆二
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
教授

Ｇゼロ時代のコーポレート・ガバナンス

●2016年（平成28年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

101月15日佐川　恵一
リクルートホールディングス
取締役常務執行役員

リクルートの持続的成長志向について

112月10日岡田　誠
東京海上ホールディングス
常務執行役員

海外保険事業とグローバル人材戦略

123月24日木村　尚敬
経営共創基盤
パートナー・取締役マネージング
ディレクター

2015年度経済懇談会まとめ

「ＪＲ東日本総合研修センター」視察

「福島浮体式洋上風力発電所」視察



５．創発の会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2015年（平成27年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 7月14日 小林 喜光
三菱ケミカルホールディングス
取締役会長

Japan Version 2.0
持続可能な社会に向けて

横尾　敬介 経済同友会副代表幹事・専務理事
2015年度（第30回）夏季セミナー
(7月16日～17日)の報告

志賀　俊之 日産自動車　取締役副会長

持続可能な社会の構築に向けて
生産性革新：グローバル競争と持続可能な
マネジメント～夏季セミナーでの討議を踏
まえて～

3 9月16日 天羽　　稔 デュポン　名誉会長
人材育成の近道～これからの企業・社会が
求める人材像と大学への期待～

4 10月7日 朝田 照男 丸紅　取締役会長
①環境・資源エネルギー委員会の活動
②総合商社におけるリーダーシップ

5 11月11日 長谷川閑史 武田薬品工業　取締役会長 持続的経済成長と財政再建の両立に向けて

6 12月1日 隅　修三 東京海上日動火災保険　取締役会長
「平時の抜本改革」・「グローバル戦略」
～逆風を追い風に～

●2016年（平成28年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

7 1月19日 佐藤　義雄
住友生命保険　取締役会長代表執
行役

財政・税制改革委員会の活動について

8 2月10日 小林いずみ
ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ／ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ／
三井物産　社外取締役

ダイバーシティ•マネージメントは経営の根
幹

9 3月24日 2015年度修了式および交流会

2 7月28日



６．リーダーシップ・プログラム開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2015年（平成27年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 7月6日 今年度のリーダシップ・プログラムについて

2 7月24日 岡崎　哲二 東京大学大学院　経済学研究科教授
経済同友会の経済思想と役割：
その歴史と将来展望

長谷川 閑史 武田薬品工業　取締役会長 変革期のリーダーシップ

小林　喜光
三菱ケミカルホールディングス
取締役会長

地球と共存する経営　～THE KAITEKI COMPANY～

メンバーによる個人スピーチ
自社企業文化の強みをどう維持し、
弱みをどう変革して行くか

4 9月15日 牛尾　治朗 ウシオ電機　取締役会長 改革への決意

5 10月8日 北城　恪太郎 日本アイ・ビー・エム 相談役 企業経営とリーダーシップ

610月16日 野路  國夫 コマツ 取締役会長 コマツのモノづくり（グローバル経営）

7 11月6日 丹羽  宇一郎
前・伊藤忠商事 取締役会長
前・中華人民共和国
　　　　　　　駐箚特命全権大使

リーダーの心構え

811月18日 志賀　俊之　 日産自動車 取締役副会長 逆風下のリーダーシップ　～修羅場を越えろ～

9 12月7日 藤森　義明
LIXILグループ
取締役代表執行役社長兼CEO

真のグローバル化と企業文化

1012月18日

●2016年（平成28年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

11 1月27日 本田　敏秋 岩手県 遠野市長
3.11 東日本大震災
    遠野市の沿岸被災地後方支援
　　　　　～縁が結ぶ復興への絆～

12 2月4日 中西　宏明
日立製作所　取締役代表執行役
執行役会長兼CEO

グローバル競争時代に求められるリーダーシップ

13 2月16日 數土　文夫 東京電力 取締役会長 将来の企業経営を担う方々へ

冨山　和彦 経営共創基盤 代表取締役CEO 修羅の時代を勝ち抜くリーダーシップ

麻生 　泰 麻生セメント 取締役会長 リーダーの心構えと、やりがい

メンバーによる個人スピーチ 社長就任演説

グループディスカッション わが社（私）の経営課題について

オリエンテーション

3 9月5日
軽井沢合宿

忘年懇談会（2003～2015年度メンバー 合同）

14
2月27日
宮崎合宿



７．ジュニア・リーダーシップ・プログラム開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2015年（平成27年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 7月9日 今年度のｼﾞｭﾆｱ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて

2 7月23日 前原　金一 ｼﾞｭﾆｱ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　委員長
貞観政要・重職心得箇条に学ぶ
リーダーシップ

3 9月10日 長谷川　閑史 武田薬品工業　取締役会長 変革期のリーダーシップ

4 9月28日 リーダーとしての決意表明

5 10月9日 星野  朝子 日産自動車　専務執行役員
ビジネスを成功に導く
ダイバーシティマネジメント

610月30日 橘･ﾌｸｼﾏ･咲江
G&S Global Advisors Inc.
取締役社長

コーポレート・ガバナンスと
ダイバーシティ：社外取締役の経験から

711月13日 立石　文雄 オムロン　取締役会長
オムロンの「企業理念経営」と
コーポレートガバナンス

811月27日 雑賀　大介 三井物産　取締役副社長執行役員 「個」を活かすダイバーシティ

912月10日 内永　ゆか子 Ｊ－Ｗｉｎ　理事長
経営戦略としての
ダイバーシティマネジメント

1012月21日

●2016年（平成28年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

11 1月7日 高岡　浩三 ネスレ日本　取締役社長兼ＣＥＯ
ネスレ日本のマーケティング経営
 ～ｿﾘｭｰｼｮﾝ型ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝへの挑戦～

12 1月18日 平井　伯昌
競泳日本代表ヘッドコーチ
東洋大学法学部准教授・水泳部監督

アスリートの能力開発の経験から、
企業での人材育成を考える

13 2月12日 木川　眞
ヤマトホールディングス
取締役会長

経営理念は行動で示す
 ～私のリーダーシップ論～

小林　いずみ
ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ／ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
／三井物産 社外取締役

グローバルビジネスのマネージメント

事業部門リーダー就任スピーチ

今後のご自身の
リーダーシップに関するチャレンジ

オリエンテーション

メンバーによる個人スピーチ

忘年懇談会

14 2月22日 メンバーによる個人スピーチ

グループディスカッション



 8.会合別参加人数 (2015年4月1日～2016年3月31日）

会　　合　　名 会合数 参加人数

Ⅰ 代表幹事イニシアティブ【公益目的事業】

1 改革推進プラットフォーム 1 3

司法制度改革担当 - -

2 諮問委員会 8 160

子どもの貧困・機会格差問題部会 4 31

3 経済情勢調査会 4 34

4 社会・経済・市場のあるべき姿を考えるPT 8 84

5 経済同友会の将来ビジョンを考えるPT 7 89

6 政策懇談会

財務省との政策懇談会 1 23

経済産業省との政策懇談会 1 22

7 政策分析センター - -

8 経済研究所

ＴＣＥＲセミナー 7 131

Ⅱ 政策委員会【公益目的事業】

1 生産性の革新を実現する経営

(1)  資本効率の最適化委員会 8 303

同 正副委員長会議 3 22

同 ワーキング・グループ会合 1 7

国際統合報告評議会(IIRC)に関する講演会 1 40

(2)人材の採用・育成・登用委員会 6 194

同 正副委員長会議 7 52

(3)先進技術による経営革新委員会 8 301

同 正副委員長会議 3 19

(4)イノベーション・エコシステム委員会 6 165

同 正副委員長会議 2 13

同 大阪大学視察 1 8

同 北陸視察 1 7

同 東京大学視察 1 19

同 和歌山視察 1 3

(5)経済法制・国際標準戦略委員会 7 74

同 正副委員長会議 2 15

2 課題解決先進国を実現する政策

［1] 産業の創造と革新

(1)国際金融市場委員会 9 267

同 正副委員長会議 1 9

(2)雇用・労働市場委員会 6 116

同 正副委員長会議 5 41

同 ドイツ連邦議会予算委員会訪日団との会談 1 11

(3)  サービス産業活性化委員会 7 174

同 正副委員長会議 2 14

同
日本・インドネシア・サービス産業経営者交流事業
日本・タイ サービス産業経営者事業

1 3



 8.会合別参加人数 (2015年4月1日～2016年3月31日）

会　　合　　名 会合数 参加人数

［2] 持続可能な社会づくり（地方）

「持続可能な社会づくり（地方）」関係委員会　委員長会議 4 26

(1)農業改革委員会 8 242

同 正副委員長会議 3 20

同 農業改革委員会　群馬県「農業生産法人」視察 1 13

同 農業改革委員会　千葉県「和郷園」「ローソンファーム千葉」視察 1 12

(2)観光立国委員会 7 235

同 正副委員長会議 3 18

同 観光立国委員会　「大地の芸術祭」視察（新潟） 1 8

同 観光立国委員会　「海の京都」視察（京都） 1 9

(3)  震災復興委員会   11 149

同 正副委員長会議 4 22

同 震災復興委員会　被災地視察（岩手） 1 8

同 「アスヘノキボウ人材留学プロジェクト支援」交流会 2 47

(4)地方創生委員会 9 287

同 正副委員長会議 7 53

同 地方創生に向けた実態調査ＷＧ 4 43

同 地方創生に向けた実態調査ＷＧ　各地訪問 52 282

同 国家戦略特区に関する説明会 1 69

(5)地方分権委員会 8 109

同 正副委員長会議 2 18

同 地方分権委員会　兵庫視察 1 10

同 中核市市長会・全国施行時特例市市長会役員市長との意見交換会 1 19

［3] 持続可能な社会づくり（若者）

(1)環境・資源エネルギー委員会 6 222

同 正副委員長会議 2 19

同 環境・資源エネルギー委員会　浜岡原発視察 1 5

再生可能エネルギー検討分科会 6 139

(2)  教育改革委員会 8 258

同 正副委員長会議 9 131

　OECD教育局長との意見交換 1 5

(3)人口問題委員会 2 37

同 正副委員長会議 2 13

(4)財政・税制改革委員会 8 182

同 正副委員長会議 3 19

(5)社会保障改革委員会 6 122

同 正副委員長会議 3 17

［4] 公的部門・統治機構の改革

(1)政治改革委員会 7 118

同 正副委員長会議 2 13

(2)行政・制度改革委員会 5 75

同 正副委員長会議 2 12



 8.会合別参加人数 (2015年4月1日～2016年3月31日）

会　　合　　名 会合数 参加人数

［5] グローバル化の加速

(1)  経済連携委員会 10 233

同 正副委員長会議 2 18

同 「経済連携の推進」関連委員会　第１回委員長会議 1 8

同 カナダ経営者評議会との懇談会 1 10

同 スウェーデン産業・技術革新大臣一行との懇談会 1 16

(2)  知日派・親日派拡大委員会 5 58

同 正副委員長会議 2 11

同
米日カウンシル「アジア系アメリカ人リーダーシップ・プログラム」
参加者との懇談会

1 14

同 鈴木英敬 三重県知事との懇談会 1 12

同 横須賀基地視察 1 25

(3)  米州委員会  6 140

同 正副委員長会議 5 40

同 米国ミッション（ワシントンD.C. ニューヨーク） 1 49

同
米国マンスフィールド財団「日米次世代パブリック・インテレクチュア
ル・ネットワーク」一行との懇談

1 23

同 日系アメリカ人リーダー訪日団との懇談会 1 20

(4)欧州・ロシア委員会 6 97

同 正副委員長会議 1 7

(5)  中国委員会 6 237

同 正副委員長会議 1 6

同 訪中ミッション（北京・武漢・上海） 1 63

同 北京大学 国際関係学院 院長 賈慶国氏との懇談会 1 7

(6)  アジア・中東委員会 9 292

同 正副委員長会議 2 15

同 第41回日本・ASEAN 経営者会議(AJBM) 準備会合（バンコク） 1 27

同 第41回日本・ASEAN経営者会議（AJBM） （シンガポール） 1 300

(7)  アフリカ委員会 5 92

同 正副委員長会議 2 12

同 懇談会 1 11

同 米国ミッション（ニューヨーク） 1 19

同 西アフリカミッション（ガーナ　コートジボワール） 1 80

同 駐アフリカ各国日本大使との懇談会 1 10

同
国連開発計画(UNDP)アフリカ地域局TICADプログラムアドバイザー
との懇談会

1 9

同 外務省アフリカ部長 丸山 則夫氏との懇談会 1 6

同 世界銀行アフリカ地域シニア・リージョナル・アドバイザーとの懇談会 1 8

同 国連開発計画(UNDP)アフリカ局長との懇談会 1 13

同 ピエール・ムルルヴァ駐日フランス大使館経済公使との懇談会 1 7

同 ジャイコブ・ディッキー・ンカテ　駐日ボツワナ共和国大使　表敬訪問 1 4

同 ベリル・ローズ・シスル　駐日南アフリカ共和国大使　表敬訪問 1 5

(8)世界情勢調査会 6 236

同 正副委員長会議 1 4

(9)海外提携・協力団体との連携

第27 回民間経済団体国際会議（リスボン） 1 3



 8.会合別参加人数 (2015年4月1日～2016年3月31日）

会　　合　　名 会合数 参加人数

3 前年度委員会

2014年度国家戦略特区PT（４月提言取りまとめ） - -

2014年度金融問題委員会（４月提言取りまとめ） 2 27

2014年度地方分権・道州制委員会　富山視察 1 15

2014年度欧州・ロシア委員会（４月報告書取りまとめ） 1 12

2014年度行政・制度委員会（５月報告書取りまとめ） - -

Ⅲ 会員実践行動委員会・PT　【公益目的事業】

1 学校と経営者の交流活動推進委員会 3 82

同 正副委員長会議 1 7

同 教育フォーラム 1 168

2 東京オリンピック・パラリンピック2020委員会 5 227

同 正副委員長会議 1 11

同 「アスナビ」トップアスリート就職支援説明会 1 73

3 東北未来創造イニシアティブ協働PT 1 7

同 正副委員長会議 - -

同 東北未来創造パートナーシップフォーラム 1 123

4 全国経済同友会　地方行財政改革推進会議 - -

分権改革委員会 2 131

震災復興部会 - -

同　被災地視察：宮城県 2 118

5 IPPO IPPO NIPPON プロジェクト

同 運営委員会 2 24

同 被災地視察 - -

6 各地経済同友会との意見交換会

沖縄経済同友会　正副代表幹事他との意見交換会 1 14

九州７県経済同友会代表幹事との意見交換会 1 13

四国４県経済同友会代表幹事との意見交換会 1 15

北海道経済同友会　正副代表幹事他との意見交換会 1 16

東西懇談会（関西経済同友会 首脳との意見交換会） 1 24

Ⅳ 広報および政策広報【公益目的事業】

1 広報戦略検討委員会 2 19

70年史編纂 - -

2  同友会政策フォーラム（各省幹部/日銀等との懇談会）

公明党との幹部懇談会 1 16

日本銀行との幹部懇談会 2 40

稲田朋美自民党政調会長との幹部懇談会 1 12

連合（日本労働組合総連合会）との幹部懇談会 2 60

民主党との幹部懇談会 1 17

3 同友会シンポジウム

全国経済同友会東日本大震災追悼シンポジウム 1 380



 8.会合別参加人数 (2015年4月1日～2016年3月31日）

会　　合　　名 会合数 参加人数

4 記者会見の実施

代表幹事定例記者会見 21 344

総会後記者会見 1 26

年頭見解記者会見 1 16

提言発表記者会見 15 176

5 メディア関係者との意見交換

将友会、経済団体記者会及び経済担当論説委員、
編集委員、記者他との意見交換

3 172

主要メディア政治部長との懇談会 24 136

6 夏季セミナー

夏季セミナー 1 33

同　被災地視察 1 15

7 全国経済同友会セミナー

第２８回全国経済同友会セミナー 1 94

第２８回全国経済同友会セミナー　企画委員会 1 22

第２９回全国経済同友会セミナー　企画委員会 3 63

Ⅴ 懇談会等【共益事業】

1 会員懇談会 2 235

同 新年会員懇談会 1 294

2 会員セミナー 18 2,147

同 運営委員会 2 16

3 産業懇談会 127 2,895

同 代表世話人会 1 4

同 １４グループ世話人会 1 30

同 懇談会 16 256

同 運営委員会 20 129

同 １４グループ合同暑気払い 1 162

同 見学会 10 168

4 経済懇談会 10 146

同 世話人会 - -

同 懇談会 2 29

同 視察 2 13

5 創発の会 9 581

同 正副座長会 1 7

6 リーダーシップ・プログラム 13 295

同 第１期～第12期 合同忘年懇談親会 1 67

7 ジュニア・リーダーシップ・プログラム 14 331

Ⅵ 会員管理【共益事業】

1 役員等候補選考委員会 5 51

2 会員委員会 8 96

同　新入会員オリエンテーション 9 155

3 会員所属法人担当者向け懇談会 1 128



 8.会合別参加人数 (2015年4月1日～2016年3月31日）

会　　合　　名 会合数 参加人数

Ⅶ 法務【法人事業/法人管理関係】

1 会員総会 1 98

2 理事会 4 71

3 幹事会 12 1,438

4 幹事懇談会 9 553

5 16 201

スタートアップ・ミーティング 1 27

1 Day Meeting 1 26

6 終身幹事会 1 17

7 顧問会 - -

8 財務委員会 2 31

9 全国経済同友会代表幹事円卓会議 1 120

10 全国経済同友会事務局長会議 1 46

11 監査役の会合 2 25

Ⅷ その他の活動

1 民間外交交流：公益目的事業

チャールズ・リブキン 米国務次官補との懇談 1 9

デニス・ブレア 米国笹川平和財団会長との懇談会 1 16

USTR(米国通商代表部)ティモシー・リーフ最高法律顧問との意見交換 1 11

ヘレン・クラーク国連開発計画総裁との懇談会 1 8

2 その他の会合：公益目的事業

黒部川第四発電所視察 1 8

「株式会社 産業革新機構（INCJ）」事業説明会 1 96

わが国の会計検査に関する特別講演会 1 35

3 経済三団体等としての連携活動

経済３団体新年祝賀会　（法人事業） 1 1,800

国・公賓歓迎会　（公益目的事業） 2 388

合　計 876 23,794

正副代表幹事会　　（7/21・9/28・2/1は書面審議の結果休会）


