
　経済広報センターは、わが国の最新の経済動向や産業の実態などにつ

いて、次代を担う大学生に実感をもって理解していただくことを目的に、	

企業経営者や第一線で働く経営幹部、技術者を講師として大学に派遣する

「企業人派遣講座」を実施しています。1986 年に早稲田大学国際部（現・

国際教養学部）で開始して以来、延べ８大学で講座を開設し、多彩な企業

人が、企業の特色ある事業や直面している経営課題、技術開発について、

学生に語りかけました。

　大学や学生からは、日本経済や企業の実態、技術の最先端に触れること

ができる貴重な機会であると高い評価を得ています。一方、講師の方々か

らも、学生に産業や企業について深く理解してもらえる良い機会である、

との評価を得ています。産学連携の重要性が高まっている今日、企業関係

者を大学に派遣する当センターの「企業人派遣講座」への期待が高まって

いると確信しております。

　最後に、お忙しい中、ご出講いただき、ご支援・ご協力いただきました

企業、団体の関係者の皆さまに心より感謝申し上げますとともに、今後も、

より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

財団法人　経済広報センター
常務理事・事務局長

中　山　　洋
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2009年度

早稲田大学
国際教養学部（前期）
　日本企業論

商学部（後期）
　新時代のコーポレート ･ガバナンスと企業価値の創造・向上

基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部（後期）
　21世紀における科学技術と社会

慶應義塾大学
商学部（春学期）
ラボから市場へ：ロボット社会とビジネス・パーソン

総合政策学部・環境情報学部共通（後期）
　21世紀の企業の挑戦
※	京都大学（全学共通）、広島市立大学（全学共通）、大学コンソーシアム京都
（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

京都大学
全学共通（後期）
　21世紀の企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、広島市立大学（全学共通）、
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

広島市立大学
全学共通（後期）
　21世紀の企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、京都大学（全学共通）、
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）
全学共通（後期）
　21世紀の企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、京都大学（全学共通）、
広島市立大学（全学共通）と共通講義

東京工業大学
大学院共通（後期）
　科学技術特論

同志社大学
経済学部（春学期・秋学期）
　科学と技術

（「株式会社」「財団法人」等および敬称は省略した。企業名、部署・役職名等は出講日時点）



大学 学部
前期・後期　火曜日　00：00 〜 00：30　単位：４単位早稲田大学 国際教養学部

2009年度 前期 火曜日 14:45 〜 16:15 単位：2 単位

４月７日 日本経済の抱える問題点 中村　　清 早稲田大学　国際教養学術院教授

４月14日 日本の金融市場（１） 菊地　正俊
メリルリンチ日本証券　
調査部	チーフ株式ストラテジスト
マネージングディレクター

４月21日 日本の金融市場 ( ２） ロバート ･ アラン ･
フェルドマン

モルガン・スタンレー証券　経済調査部長	
マネージング・ディレクター

５月12日 日本の電子機器産業と国際展開（１） 石井　　博 パナソニック　
本社	国際渉外グループグループ・マネージャー

５月19日 日本の自動車産業と国際戦略（１） 桐本　慶祐 トヨタ自動車		
広報部企業広報室第１企業広報グループ主幹	

５月21日（木）
18:15～19:45 日本の情報通信市場と国際連携 辻村　清行 エヌ・ティ・ティ・ドコモ	

代表取締役副社長

５月26日 日本の電子機器産業と国際展開（２） 卯木　　孝 ソニー　グローバルマーケティング部門	
BRIC戦略担当部長	BRIC戦略課統括課長

６月２日 日本の自動車産業と国際戦略（２） 若林　敬市 マツダ　広報本部グローバル広報企画部部長

６月９日 日本の光学技術と国際展開 リチャード・バーガー キヤノン　渉外本部担当課長

６月16日 日本の金融市場（３） 内田　和人 三菱東京UFJ銀行
企画部経済調査室	室長

６月23日 日本の航空産業と国際戦略 山路　　顕 ANA総合研究所　主席研究員

６月30日 日本の総合商社と新しい展開（１） サイモン・バブラフ 三菱商事　HRDセンター	グローバル人材開発室
グローバルHRD戦略マネジャー

7 月 7 日 日本の総合商社と新しい展開（２） 田中　　聡 三井物産		経営企画部長

7 月 7 日
18:15～19:45 まとめ 中村　　清 早稲田大学　国際教養学術院教授

7月14日 期末試験 中村　　清 早稲田大学　国際教養学術院教授

受講生：
早稲田大学国際教養学部学生　102名

コーディネーター：
早稲田大学国際教養学術院教授　中村　清

日本企業論
～日本企業の国際化とその課題～



10月２日 ガイダンス 中村　信男 早稲田大学　商学学術院教授

10月９日
キヤノンの経営戦略 
〜コーポレート・ガバナンスと企業価値の創造・向上〜

諸江　昭彦 キヤノン　専務取締役	渉外本部長

10月16日
真のグローバル・エクセレントを実現する 
企業価値の最大化

蛭子　　毅 ダイキン工業　取締役	兼	常務執行役員
経営企画室長

10月23日 人財を大切に、そして、人財が支える会社へ 渡邉光一郎 第一生命保険　取締役専務執行役員

10月30日
三菱商事の新しい企業価値の創造　
〜新エネルギー分野・環境分野への取り組み〜

小島　信明 三菱商事　執行役員	
新エネルギー事業開発本部長

11月13日
企業理念に基づく知識創造活動と
ナレッジマネジメント

高山　千弘 エーザイ　知創部部長

11月20日 低炭素社会に向けての新技術とビジネスの構築 福江　一郎 三菱重工業　取締役	副社長執行役員

11月27日
コマツの経営構造改革
〜強みを磨き、弱みを改革〜

坂根　正弘 コマツ	　代表取締役会長

12月４日 グローバルな事業展開を支える経営システムの構築 高尾　剛正 住友化学　代表取締役専務執行役員

12月11日
新たな企業価値創造に向けた富士フイルムの挑戦　
〜メディカル ･ ライフサイエンス分野へのチャレンジ〜

戸田　雄三 富士フイルムホールディングス　取締役	兼	
富士フイルム　取締役・常務執行役員

12月18日 これからの時代に求められるリーダーシップ 大橋　洋治 全日本空輸　取締役会長

１月８日 日本経済社会の発展と不動産業の役割 大室　康一 三井不動産　代表取締役	副社長

１月15日 企業価値の向上と野村グループの CSR 渡辺真一郎 野村ホールディングス　常務執行役員

１月22日 理念を基軸とする CSR の実践と企業価値の向上 立石　文雄 オムロン　取締役副会長

１月29日 試験 中村　信男 早稲田大学　商学学術院教授

コーディネーター：
早稲田大学国際教養学術院教授　中村　清

受講生：
早稲田大学商学部・他学部　2年生以上　310名

コーディネーター：
早稲田大学商学学術院教授　中村信男

新時代のコーポレート ･ ガバナンスと企業価値の創造・向上
～新会社法下における企業経営のあり方～

早稲田大学 商学部
2009年度 後期 金曜日 14:45 〜 16:15 単位：2 単位



大学 学部
前期・後期　火曜日　00：00 〜 00：30　単位：４単位早稲田大学 基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部

2009年度 後期 火曜日 14:45 〜 16:15 単位：2 単位

21世紀における科学技術と社会
～国際協力・開発における科学技術の展望～

受講生：
早稲田大学基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部		1年生以上　426名

コーディネーター：
早稲田大学創造理工学部教授　村山武彦

９月29日 オリエンテーション 村山　武彦 早稲田大学　創造理工学部教授

10月６日 インフラ整備（1）　 吉田　　正 鹿島建設
土木設計本部設計技術部担当部長

10月13日 インフラ整備（2）　 三村　　隆 電源開発　水力エンジニアリング部
土木技術室業務推進役

10月20日 インフラ整備（3） 土井　　章 国際航業　国際協力事業部事業部長

10月27日 資源開発（1） 三家　　茂 石油資源開発　カンゲアン室室長

11月10日 資源開発（2） 世利　耕一 三菱商事　鉄鋼原料本部鉄鉱石事業ユニット

11月17日 資源開発（3） 北川　嘉昭 三井金属鉱業　名誉顧問

11月24日 計画調査（1） 定村　寛文 日本工営
コンサルタント海外事業本部技師長

12月１日 計画調査（2） 芹沢　利文 アイ･シー ･ネット　第1事業部部長

12月８日 環境技術支援（1） 幡多　輝彦 JFEエンジニアリング
常務執行役員　都市環境本部副本部長

12月15日 環境技術支援（2） 庄野　美徳 住友化学　ベクターコントロール事業部
技術開発部チームリーダー

12月22日 環境技術支援（3）　 植村　忠廣 東レ　理事	水処理部門

１月12日 インフラ整備（4）　 岩滝　雅人 日立製作所
電機グループ交通システム事業部技師長

１月19日 まとめ 西宮　宜昭 独立行政法人国際協力機構		
経済基盤開発部審議役



大学 経済学部
前期・後期    木曜日 14：40 〜 16：10  単位：4 単位慶應義塾大学 商学部
2009年度 春学期 火曜日 13:00 〜 14:30 単位：2 単位

ラボから市場へ：ロボット社会とビジネス・パーソン

受講生：
慶應義塾大学商学部　3・4年生他　174名

コーディネーター：
慶應義塾大学商学部准教授　三橋　平

４月14日 オリエンテーション 三橋　　平 慶應義塾大学　商学部准教授

４月21日
少子高齢社会における次世代ロボットの
導入がもたらす社会経済効果

美和　　晃 電通　電通総研	コミュニケーション・ラボ
チーフ・リサーチャー

４月28日
エンターテインメントロボットの 
ビジネス化に見る創造への挑戦

大槻　　正 ニコン　映像カンパニー	カンパニー付

５月12日 ヒューマン・ロボット・インターアクション 安西祐一郎 慶應義塾大学　塾長

５月19日 双腕ロボットによるソリューション進化 小川　昌寛 安川電機　ロボット事業部
新規ロボット事業統括部副事業統括部長

５月26日 食事支援ロボットの実用化 石井　純夫 セコム　ＩＳ研究所
サービスロボットグループ	主任研究員

６月 2 日
生活支援ロボット実用化の課題
〜パナソニックのロボット実証実験を通じて

小林　昌市 パナソニック　生産革新本部	ロボット事業
推進センター	ロボット企画担当リーダー

６月 9 日 サービスロボットの市場展開の課題と市場創出 青山　　元 富士重工業
戦略本部クリーンロボット部部長

６月16日 商業施設でのロボットサービス 森田　俊彦 富士通研究所　自律システム研究部長

６月23日 人と共生するパートナーロボット 山下　勝司 トヨタ自動車　パートナーロボット部
第2ロボット製品設計室長

６月30日
次世代ロボットの市場創出に向けて
〜産学官でのロボット研究開発を通して

松日楽信人 東芝　研究開発センター	技監

７月 7 日
セラピー用ロボット・パロの研究開発と
ビジネス展開

柴田　崇徳
独立行政法人産業技術総合研究所
知能システム研究部門
知的インタフェース研究グループ	主任研究員

７月14日 HAL事業化の取り組み 山海　嘉之 筑波大学大学院　システム情報工学研究科
サイバーダイン　教授



大学 学部
前期・後期　火曜日　00：00 〜 00：30　単位：４単位

慶應義塾大学
京都大学
広島市立大学
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）

総合政策学部・環境情報学部共通
全学共通
全学共通
全学共通 2009年度 後期 火曜日 14:45 〜 16:15 単位：2 単位

21世紀の企業の挑戦
～ブロードバンド時代のビジネス戦略～

受講生：	
慶應義塾大学総合政策学部・環境情報学部	 １～４年生他	 477名
京都大学	 １～４年生	 407名	
広島市立大学	 １～４年生	 124名

大学コンソーシアム京都単位互換参加大学・短期大学	 １～４年生	 60名

コーディネーター：
慶應義塾大学総合政策学部教授	 小澤太郎
京都大学学術情報メディアセンター教授	 中村裕一
広島市立大学大学院情報科学研究科教授	 北村俊明
広島市立大学大学院情報科学研究科教授	 前田香織
大学コンソーシアム京都（京都大学非常勤）	 八木啓介

9月29日 ガイダンス 小澤　太郎 慶應義塾大学　総合政策学部教授

10月6日
（慶大発） デジタル・ネットワークの法的課題 小向　太郎 情報通信総合研究所

法制度研究グループ部長　上席主任研究員

10月13日
（慶大発） ブロードバンド時代のメディアビジネス戦略 御子神大介 住友商事　ケーブルテレビ事業部部長

10月20日
（慶大発）

“Suica”が世界を変える！
−新しい社会インフラ創造への挑戦−

椎橋　章夫 東日本旅客鉄道　執行役員
IT・Suica事業本部副本部長

10月27日
（広島市立大発） 想像を創造するために… 福田　幸雄 アスカネット　代表取締役

11月10日
（京大発）

「伝心電話」をめざして
−次世代のコミュニケーション環境を創る−

外村　佳伸 NTTコミュニケーション科学基礎研究所	
所長

11月17日
（京大発）

テレビ局におけるファイルベース
ワークフローのこれからの展望

新田　威史 朝日放送　技術局開発部部長	

11月24日
（広島市立大） 電力での情報通信システムの利用 井野口　稔 中国電力　情報通信部門専任部長

12月1日
（京大発）

30年後の社会イノベーションを目指す
情報通信技術の研究開発 

山田　敬嗣 日本電気　C＆Cイノベーション研究所
所長

12月8日
（慶大発）

SaaS ／クラウド時代のあらたなビジネス
モデルとそれを支えるプラットフォーム

安川　武男
輪島　章司

富士通　SaaS事業部課長
富士通　SaaS事業部課長

12月15日
（慶大発） ケータイの今とこれから 辻村　清行 エヌ・ティ・ティ・ドコモ

代表取締役副社長

12月22日
（慶大発） 金融分野における情報セキュリティ技術 宇根　正志 日本銀行　金融研究所	

情報技術研究センター	企画役

1月12日
（慶大発） ナビタイムの世界戦略とビジネスモデル 大西　啓介 ナビタイムジャパン　代表取締役社長

1月19日 総括 小澤　太郎 慶應義塾大学　総合政策学部教授



大学 経済学部
前期・後期    木曜日 14：40 〜 16：10  単位：4 単位

2009年度 後期 火曜日 14:45 〜 16:15 単位：2 単位

東京工業大学 大学院共通
2009年度 後期 水曜日 15:00 〜 16:30 単位：2 単位

科学技術特論
～エネルギー・環境技術の最先端と将来展望～

受講生：
東京工業大学大学院学生および学部4年生　98名

コーディネーター：
東京工業大学大学院総合理工学研究科創造エネルギー専攻教授　山岬裕之

10月７日 ガイダンス／エネルギー消費／環境破壊／人間 山岬　裕之 東京工業大学　大学院総合理工学研究科
創造エネルギー専攻教授

10月14日 二酸化炭素削減に向けた日本と世界の動向 中村　秀臣 三菱総合研究所　監査室長

10月21日 自動車業界におけるエネルギー・環境先端技術 臼田　政史 本田技術研究所　四輪R＆Dセンター	
第5技術開発室技術企画グループマネージャー

10月28日 風力発電の現状と展望 福島　知之 北海道電力　
工務部電力システムグループリーダー

11月11日 軽水炉 / 再処理技術の現状と将来展望について 藤田　玲子 東芝　電力システム社
電力・社会システム技術開発センター	技監

11月18日 廃棄物エネルギー有効利用の現状と展望 大下　孝裕 荏原製作所　顧問

11月25日
大規模太陽光発電システム導入の現状と
将来展望

小西　博雄 NTTファシリティーズ　
ソーラープロジェクト本部	担当部長

12月２日
燃料電池コジェネレーションシステムの
将来展望

藤本　正之 東京ガス　技術開発本部	商品開発部長

12月９日 発電用ガスタービン技術開発の現状と展望 正田淳一郎 三菱重工業　原動機事業本部　
高砂製作所	ガスタービン技術部次長

12月16日 工場・ビルにおける省エネルギー制御技術 村井　雅彦 東芝　電力・社会システム	技術開発センター	
エネルギーソリューション開発部グループ長

１月13日 バイオマスによる分散型ガス化発電 渡辺　達也 カワサキプラントシステムズ　プロジェクト開発部
新規プロジェクト推進グループグループ長

１月20日
2050 年に向けたエネルギーシナリオと
変革の切り口

金田　武司 ユニバーサルエネルギー研究所
代表取締役社長



大学 学部
前期・後期　火曜日　00：00 〜 00：30　単位：４単位同志社大学 経済学部

2009年度 春学期 火曜日 16:45 〜 18:15 単位：2 単位
　　　　　秋学期 木曜日 16:45 〜 18:15 単位：2 単位

科学と技術 ～激動の社会を勝ち抜く企業～
受講生：
同志社大学経済学部　３・４年次生　138名

コーディネーター：
同志社大学経済学部教授　新関三希代

４月14日 ガイダンス 新関三希代 同志社大学　経済学部教授

４月21日 業界再編 1（総論） 石上圭太郎 野村総合研究所
産業革新コンサルティング部上級コンサルタント

４月28日 業界再編 2 山浦　紘一 石油連盟　専務理事

５月12日 業界再編 3 半田　修二 第一三共　執行役員	経営戦略部長

５月19日 業界再編 4 丸川　裕之 新日本製鐵　総務部広報センター所長

６月２日 業界再編 6 鋤納　健治 髙島屋
執行役員	企画本部（改革推進本部）グループ長

６月９日 のれん・ブランド力 1（総論） 浜口　　桂 帝国データバンク
産業調査部	中小企業診断士

６月16日 のれん・ブランド力 2 濱田慶一郎 シャープ　ブランド戦略推進本部
ブランド戦略室	参事

６月23日 のれん・ブランド力 3 佐藤　政行 セブン＆アイ・ホールディングス
システム企画部	CVSシステム	執行役員シニアオフィサー

６月30日 のれん・ブランド力 4 星野　俊夫 リクルート　ブランドマネジメント室室長

７月７日 のれん・ブランド力 5 小川　　愛 日本アイ・ビー・エム
マーケティング＆コミュニケーションズ	ブランディング推進・宣伝	部長

７月14日 のれん・ブランド力 6 魚谷　雅彦  日本コカ・コーラ　取締役会長

７月21日 総括 新関三希代 同志社大学　経済学部教授

７月23日 業界再編 5 山路　　顕 ANA総合研究所　主席研究員

科学と技術 ～持続可能な社会を目指して～
受講生：
同志社大学経済学部　３・４年次生　39名

コーディネーター：
同志社大学経済学部教授　醍醐元正

10月1日	
（ガイダンス） 醍醐　元正 同志社大学　経済学部教授

10月8日 濱　　　隆 大和ハウス工業　取締役	常務執行役員	総合技術研究所長

10月15日 冨岡　伸一 サントリービジネスエキスパート　品質保証本部品質保証推進部部長

10月22日 平坂　雅男 帝人　研究企画推進部部長

10月29日 辻下　英樹 塩野義製薬　医薬研究本部研究企画部門長

11月5日 出馬　弘昭 大阪ガス　技術戦略部長

11月12日 高田　　誠 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン　エクスターナル	リレーションズ	アソシエート	ディレクター

11月19日 水野　　広 デンソー　技術企画部R＆D企画室室長

12月3日 表　　利彦 日東電工　執行役員	副CTO	全社技術部門長

12月10日 北村　圭司 島津製作所　基盤技術研究所	分子イメージングユニット	主任研究員	兼
経営戦略室	次世代医療事業推進グループ	課長

12月17日 斉藤　俊夫 竹中工務店　技術企画本部技術企画部長

1 月 7 日 小畑　至弘 イー・アクセス　専務執行役員	CTO

1月14日 村本　伸一 京セラ　人事企画部長
1月21日	
（ 総 括 ） 醍醐　元正 同志社大学　経済学部教授



2008年度

早稲田大学
国際教養学部（前期）
　日本企業論

商学部（後期）
　新時代のコーポレート･ガバナンスと企業価値の創造・向上

基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部（後期）
　21世紀における科学技術と社会

慶應義塾大学
商学部（前期）
　環境ビジネスとポスト京都議定書時代の企業

総合政策学部・環境情報学部共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	京都大学（全学共通）、広島市立大学（全学共通）、大学コンソーシアム京都
（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

京都大学
全学共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、広島市立大学（全学共通）、
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

広島市立大学
全学共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、京都大学（全学共通）、
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）
全学共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、京都大学（全学共通）、
広島市立大学（全学共通）と共通講義

東京工業大学
大学院共通（後期）
　科学技術特論

（「株式会社」「財団法人」等および敬称は省略した。企業名、部署・役職名等は出講日時点）



大学 学部
前期・後期　火曜日　00：00 〜 00：30　単位：４単位早稲田大学 国際教養学部

2008年度 前期 木曜日 13:00 〜 14:30 単位：2 単位

日本企業論

受講生：
早稲田大学国際教養学部学生　99名

４月10日 日本経済の抱える問題点 中村　　清 早稲田大学　国際教養学術院教授

４月17日 株式市場と日本企業の課題 菊地　正俊
メリルリンチ日本証券　
調査部	チーフ株式ストラテジスト
マネージングディレクター

４月24日 日本の金融市場（1）：日本経済の再出発 ロバート・フェルドマン モルガン・スタンレー証券会社
マネージングディレクター経済研究主席

５月１日 日本の金融市場（2） ミン・マー
ゴールドマン・サックス証券会社　
プリンシパル・インベストメント・エリア
ヴァイス・プレジデント

５月８日 日本の自動車産業と国際戦略（1） 一色　良太 トヨタ自動車　CSR環境部主査

５月15日 日本の自動車産業と国際戦略（2） 若林　敬市 マツダ　
広報渉外本部グローバル広報企画部長

５月22日 日本の自動車産業と国際戦略（3） 楠瀬　玲子 富士重工業　広報部IR室長

５月29日 日本の電子機器産業と国際展開（1） 卯木　　孝 ソニー　グローバルマーケティング部門	
企画部地域戦略部インド課担当部長

６月５日 日本の電子機器産業と国際展開（2） 石井　　博 松下電器産業
本社国際渉外グループ・グループマネージャー

６月12日 日本の総合商社と新しい展開（1） パトリック・ライアン 丸紅経済研究所　シニア・アナリスト

６月19日 日本の総合商社と新しい展開（2） 西郡　　拓 三菱商事　
HRDセンター グローバル人材開発室

６月26日 日本の航空産業と国際戦略 山路　　顕 ANA総合研究所　主任研究員

７月３日 日本の情報通信市場と国際連携 辻村　清行 エヌ・ティ・ティ・ドコモ　
代表取締役副社長

７月10日 まとめ 中村　　清 早稲田大学　国際教養学術院教授

７月17日 期末試験 中村　　清 早稲田大学　国際教養学術院教授

コーディネーター：
早稲田大学国際教養学術院教授　中村　清



大学 経済学部
前期・後期    木曜日 14：40 〜 16：10  単位：4 単位早稲田大学 商学部

2008 日曜金 期後度年 14:40 ～ 16:10　単位：2単位

新時代のコーポレート･ガバナンスと企業価値の創造・向上
～新会社法下における企業経営のあり方～

受講生：
早稲田大学商学部・他学部　2年生以上　418名

早稲田大学　商学学術院教授  

コーポレート・プラクティス・パートナーズ
取締役　

企業年金連合会
年金運用部コーポレートガバナンス担当部長　

日立製作所　法務本部部長　　

三越伊勢丹ホールディングス
管理本部総務部法務グループ スタッフ　

資生堂　代表取締役社長　

キヤノン　経理本部グローバル経理統括センター
連結経理部部長
 　

三井法律事務所　

CSKホールディングス　常勤監査役　

日本経済団体連合会　経済第二本部長　

東京証券取引所　上場部企画統括課長　　

ガイダンス

コーポレート・ガバナンス

企業年金連合会の
コーポレート・ガバナンス活動

コーポレート・ガバナンスと
委員会設置会社の実務

三越伊勢丹ホールディングスにおける
買収防衛策への考え方

新時代のコーポレートガバナンスと
企業価値の創造・向上
～100％お客様志向の実現へ向けて～

キヤノンにおけるコーポレートガバナンスと
米国SOX 法への対応

新会社法下における企業価値とM&A

コーポレート・ガバナンスと社外監査役の役割

日本企業における
コーポレート・ガバナンスの潮流

コーポレート・ガバナンスの向上に向けた
東京証券取引所の取り組みについて

教場試験

中村　信男

関　　孝哉

木村　裕基

大塚　眞弘

小室　裕一

前田　新造

柳橋　勝人

大塚　和成

石原　正之

阿部　泰久

下村　昌作

中村　信男

10月３日

10月10日

10月17日

10月24日

11月７日

11月14日

11月21日

11月28日

12月５日

12月12日

１月９日

１月16日 早稲田大学　商学学術院教授

コーディネーター：
早稲田大学商学学術院教授　中村信男



大学 学部
前期・後期　火曜日　00：00 〜 00：30　単位：４単位早稲田大学 基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部

2008年度 後期 火曜日 14:40 〜 16:10 単位：2 単位

21世紀における科学技術と社会
〜ナノスケールにおける科学技術の展望〜

受講生：
早稲田大学基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部　１年生　401名

コーディネーター：
早稲田大学創造理工学部教授　村山武彦

９月30日 オリエンテーション 村山　武彦 早稲田大学　創造理工学部教授

10月７日 固体イオニクス 野田　和宏 ソニー　先端マテリアル研究所 統括部長

10月14日 電機・通信（半導体など） 内山　邦男 日立製作所　研究開発本部技師長

10月28日 磁気・記録 城石　芳博
日立グローバルストレージテクノロジーズ
研究・技術開発	主管技師長　
次世代技術開発プロジェクトリーダ

11月11日 MEMS（Micro Electro Mechanical 
Systems：マイクロマシン）

松本　一哉 オリンパス　MEMS開発部企画Ｇ課長

11月18日 MEMS（Micro Electro Mechanical 
Systems：マイクロマシン）

中西　博昭 島津製作所　基盤技術研究所 主幹研究員

11月25日 計測・精密技術 大木　　博 日立ハイテクノロジーズ　
執行役常務 研究開発本部本部長

12月２日 素材・化学 有川　峯幸 フロンティアカーボン　代表取締役社長

12月９日 素材・化学 松田　良夫 東レ　
研究・開発企画部主幹	兼	IR室（本社）主幹

12月16日 ライフサイエンス 加藤　泰己 ナノキャリア　研究部	取締役CSO

１月13日 環境・エネルギー 田中　裕久 ダイハツ工業　先端技術開発部
エクゼクティブテクニカルエキスパート

１月20日 ナノマテリアルの安全性に関する 
国内外の議論の動向 
まとめ

平野靖史郎
独立行政法人国立環境研究所　
環境リスク研究センター　
環境ナノ生体影響研究室室長



大学 経済学部
前期・後期    木曜日 14：40 〜 16：10  単位：4 単位慶應義塾大学 商学部
2008年度 前期 火曜日 13:00 〜 14:30 単位：2 単位

環境ビジネスとポスト京都議定書時代の企業

受講生：
慶應義塾大学商学部　３・４年生他　446名

コーディネーター：
慶應義塾大学商学部教授　早見　均

４月８日 早見　　均 慶應義塾大学　商学部教授

４月15日 大野　栄嗣 トヨタ自動車　CSR・環境部担当部長

４月22日 渡邊　広志 電気事業連合会　立地環境部長

５月13日 山田　健司 新日本製鐵　環境部長

５月20日 佐々木誠夫 みずほ情報総研　環境・資源エネルギー部温暖化・グローバル戦略チーム次長

５月27日 山田　敏広 日清食品　執行役員・食品安全研究所	所長

６月10日 秋光まどか 住友商事　温室効果ガス削減プロジェクト・タスクフォース

６月17日 水野　勇史 地球環境戦略研究機関
気候政策プロジェクトシニアエキスパート CDMプログラムリーダー

６月24日 岡田　慎也 ダイキン工業　執行役員	空調生産本部副本部長

７月１日 田坂　昭弘 武田薬品工業　環境安全管理室長

７月８日 岩間　芳仁 日本経済団体連合会　産業第三本部長



大学 学部
前期・後期　火曜日　00：00 〜 00：30　単位：４単位

慶應義塾大学
京都大学
広島市立大学
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）

総合政策学部・環境情報学部共通
全学共通
全学共通
全学共通 2008年度 後期 火曜日 14:45 〜 16:15 単位：2 単位

21世紀に向けての企業の挑戦
〜ブロードバンド時代のビジネス戦略〜

受講生：	
慶應義塾大学総合政策学部・環境情報学部	 １〜４年生他	 529名
京都大学	 １〜４年生	 178名	

広島市立大学	 １〜４年生	 141名
大学コンソーシアム京都単位互換参加大学・短期大学	 １〜４年生	 27名

コーディネーター：
慶應義塾大学総合政策学部教授	 小澤太郎
京都大学学術情報メディアセンター教授	 中村裕一
京都大学工学研究科電子工学専攻助教	 小泉敬寛
広島市立大学大学院情報科学研究科教授	 前田香織
大学コンソーシアム京都（京都大学客員教授）	 中村素典

９月30日 ガイダンス 小澤　太郎 慶應義塾大学　総合政策学部教授

10月７日
（慶大発）

NTT東日本の開発動向 中村　　浩 東日本電信電話　コンシューマ事業推進本部	
ブロードバンドサービス部担当部長

10月14日
（慶大発）

ブロードバンド時代のメディアビジネス戦略 御子神大介 住友商事　　	
メディア事業本部ケーブルテレビ事業部長

10月21日
（慶大発）

携帯通信の将来とソフトバンクの戦略 松本　徹三 ソフトバンクモバイル　取締役副社長

10月28日
（京大発）

産官学連携によるBB時代のビジネスインフラ
"SOBA"の創出 
（SOBA:Session Oriented Broadband Application)

今仲　行一 オムロン　執行役員常務	技術本部長

11月４日
（京大発）

はてなとインターネットサービス 田中　慎司 はてな　執行役員

11月11日
（広島市立大発）

紳士服販売なのに衛星教育？ 四茂野　聡 青山商事　IT・システム部

11月18日
（大学コンソー
シアム京都発）

発進！PLCビジネス 
−高速電力線通信技術の開発背景と今後の展開−

南谷　祐次 プレミネット　代表取締役社長

11月25日
（広島市立大発）

地方活性化の鍵！ 
ITベンチャーの携帯電話事業の挑戦 !!

二宮　　宏 セーバー　取締役CTO

12月２日
（慶大発）

ホームネットワークシステム 
ライフィニティの事業展開

天野　博介
パナソニック電工　 
情報機器戦略企画推進室室長	
兼	情報機器新事業推進部推進部長

12月９日
（慶大発）

テレビ向けネット・サービス「アクトビラ」 
の事業展開について

久松龍一郎 アクトビラ　代表取締役副社長

12月16日
（慶大発）

電子マネー“Edy”の事業戦略と今後の展開 宮沢　和正 ビットワレット　執行役員常務

１月６日
（慶大発）

ワイヤレスブロードバンド“WiMAX”による 
新たなビジネスへの挑戦

片岡　浩一 UQコミュニケーションズ　 
取締役執行役員副社長

１月20日 総括 小澤　太郎 慶應義塾大学　総合政策学部教授



大学 経済学部
前期・後期    木曜日 14：40 〜 16：10  単位：4 単位東京工業大学 大学院共通
2008年度 後期 水曜日 15:00 〜 16:30 単位：2 単位

科学技術特論
〜エネルギー・環境技術の最先端と将来展望〜

受講生：
東京工業大学大学院生他　129名

コーディネーター：
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授　山岬裕之

10月１日 ガイダンス 山岬　裕之 東京工業大学　
大学院総合理工学研究科教授

10月８日 中国とインドでのエネルギー動向と国際戦略 兼清　賢介 日本エネルギー経済研究所　常務理事

10月15日 二酸化炭素削減に向けた日本と世界の動向 中村　秀臣 三菱総合研究所　
参与	環境・エネルギー研究本部長

10月22日 軽水炉技術の現状と将来展望について 清水　建男 東芝　電力システム社 原子力事業部技監

10月29日 自動車業界におけるエネルギー･環境先端技術 新村　光一 本田技術研究所　四輪開発センター　
第１技術開発室第２ブロックシニアマネージャー

11月12日 太陽光発電システムと系統連係 杉原　裕征 関電工　
技術・事業開発本部技術開発部部長

11月19日 核燃料サイクルとその国内と海外の動向 鈴木　一弘 東京電力　執行役員	原子燃料サイクル部長

11月26日 石炭ガス化技術の現状と将来展望 鴻上　享一 電源開発　技術開発センター	若松研究所	
所長代理

12月３日 発電用ガスタービン技術開発の現状と展望 正田淳一郎 三菱重工業　高砂製作所	
ガスタービン技術部次長

12月17日 風力発電の現状と展望 福島　知之 北海道電力　
工務部電力システムグループリーダー

１月14日 2050 年に向けたエネルギーシナリオと 
変革の切り口

金田　武司 ユニバーサルエネルギー研究所　
代表取締役

１月21日 バイオマスによる分散型ガス化発電 山田　健一
カワサキプラントシステムズ　
プロジェクト開発部
新規プロジェクト推進グループ	参与

総合政策学部・環境情報学部共通
全学共通
全学共通
全学共通 2008年度 後期 火曜日 14:45 〜 16:15 単位：2 単位



2007年度

早稲田大学
国際教養学部（前期）
　日本企業論

商学部（後期）
　持続的成長に向けた21世紀の企業経営

基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部（後期）
　21世紀における科学技術と社会

慶應義塾大学
商学部（前期・後期）
　変革の時代の企業経営

総合政策学部・環境情報学部共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	京都大学（全学共通）、広島市立大学（全学共通）、大学コンソーシアム京都
（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

京都大学
全学共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、広島市立大学（全学共通）、
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

広島市立大学
全学共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、京都大学（全学共通）、
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）
全学共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、京都大学（全学共通）、
広島市立大学（全学共通）と共通講義

東京工業大学
大学院共通（後期）
　科学技術特論

（「株式会社」「財団法人」等および敬称は省略した。企業名、部署・役職名等は出講日時点）



早稲田大学 国際教養学部
2007年度 前期 木曜日 13:00 〜 14:30 単位：2 単位

日本企業論

受講生：
早稲田大学国際教養学部学生　98名

４月12日 日本経済産業の現状とその直面する問題点 中村　　清 早稲田大学　国際教養学術院教授

４月26日 日本経済の再出発 ロバート・フェルドマン モルガン・スタンレー証券会社
マネージングディレクター経済研究主席

５月10日 日本金融市場と国際化 レスリー・Ｆ・ホイ リーマン・ブラザーズ証券会社
エクイティスペシャリスト,	ヴァイスプレジデント

５月17日 日本の自動車産業と国際戦略 一色　良太 トヨタ自動車　本社経営企画部主査

５月31日 日本の総合商社と新しい展開 黒井　義博 三菱商事　IR部長代行

６月７日 日本の電子機器産業と国際展開（1） 小宮山英樹 ソニー　コーポレート・エグゼクティブEVP

６月14日 日本の電子機器産業と国際展開（2） 大杉　　充 松下電器産業　本社国際渉外グループ調査役

６月21日 日本の情報通信市場と国際連携 辻村　清行
エヌ・ティ・ティ・ドコモ　
取締役常務執行役員	プロダクト＆サービス
本部長

６月28日 日本におけるプライベート・エクィティと国際的展開 ミン・マー
ゴールドマン・サックス証券
プリンシパル・インベストメント・エリア
ヴァイス・プレジデント

７月５日 技術系企業の多様化戦略 伊藤　伸彦 日本ゼネラル・エレクトリック　
代表取締役社長	兼 CEO

７月12日 日本の航空産業と国際戦略 山路　　顕 ANA総合研究所　R&D事業部	主任研究員

７月19日 期末試験 中村　　清 早稲田大学　国際教養学術院教授

コーディネーター：
早稲田大学国際教養学術院教授　中村　清



早稲田大学 商学部
2007年度 後期 金曜日 14:40 〜 16:10 単位：2 単位

持続的成長に向けた21世紀の企業経営
〜多様なリスクを乗り越えて〜

受講生：
早稲田大学商学部・全学部　２年生以上　402名

コーディネーター：
早稲田大学商学学術院准教授　田口尚志

10月５日 田口　尚志 早稲田大学　商学学術院准教授
加藤善次郎 セコム　広報部	顧問

10月12日 杉山　直人 ベネッセコーポレーション　執行役員常務	CFO

10月19日 山田　敦則 資生堂　総務部	参与

10月26日 髙島　　誠 三井住友銀行　経営企画部部長

11月９日 小林　宏之 日本航空　広報部付機長

11月16日 藤原　孝二 旭化成　執行役員	経営戦略室長	経理・財務部長

11月30日 田中　　聡 三井物産　経営企画部長

12月７日 金沢　　聡 ミレアホールディングス　経営企画部長

12月14日 木村　知昭 ワタミ　社長室広報 /ブランド管理担当部長

１月11日 小塚　　潔 日立製作所　執行役常務　日立グループCIO	兼	日立グループCISO	兼	
経営企画室長

１月18日 田口　尚志 早稲田大学　商学学術院准教授



早稲田大学 基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部
2007年度 後期 火曜日 14:40 〜 16:10 単位：2 単位

21世紀における科学技術と社会
〜宇宙産業の展望〜

受講生：
早稲田大学基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部　１年生　388名

コーディネーター：
早稲田大学創造理工学部教授　村山武彦

９月25日 オリエンテーション 村山　武彦 早稲田大学　創造理工学部教授

10月２日 ロケット・輸送システム：推進機 前村　孝志 三菱重工業　名古屋航空宇宙システム製作所
参与 技監・技師長宇宙プログラムオフィス長

10月９日 ロケット・輸送システム：探査機等 浅田正一郎 三菱重工業　
航空宇宙事業本部宇宙機器部長

10月16日 宇宙ステーション・有人宇宙開発：
国際宇宙ステーション、スペースシャトル関連

小野　義雄 有人宇宙システム　技監

10月23日 宇宙ステーション・有人宇宙開発：宇宙医学等 松本　浩明 三菱重工業　神戸造船所	先端機械・宇宙部
宇宙機器設計課長

11月６日 人工衛星・探査：地球観測 成松　義人 日本電気　宇宙システム事業部技師長

11月13日 人工衛星・探査：通信、放送、測位等 永島敬一郎 三菱電機　鎌倉製作所	技術顧問

11月20日 人工衛星・探査：月、惑星探査等 小笠原雅弘 NEC 航空宇宙システム　
宇宙・情報システム事業部第３技術部部長

11月27日 宇宙関連ビジネス：有人宇宙技術の応用 樫山　八潮 有人宇宙システム　総務企画部業務室
新規事業グループリーダ

12月４日 宇宙関連ビジネス：新素材開発 北澤　幸人 IHI　航空宇宙事業本部
宇宙開発事業推進部課長

12月11日 宇宙関連ビジネス：有人飛行、体験等 中村　豊幸 ジェイティービー　事業創造本部
宇宙旅行事業推進室室長

12月18日 まとめ 戸田　　勧 早稲田大学　基幹理工学部特任教授



慶應義塾大学 商学部
2007年度 前期・後期 火曜日 13:00 〜 14:30 単位：4 単位

変革の時代の企業経営
受講生：
慶應義塾大学商学部　３・４年生他　517名

コーディネーター：
慶應義塾大学商学部教授　榊原研互

４月10日 榊原　研互 慶應義塾大学　商学部教授

４月17日 南雲　岳彦 三菱東京UFJ銀行　企画部企画グループ	上席調査役

４月24日 立石　信雄 オムロン　相談役

５月８日 佐藤　正之 野村総合研究所　事業戦略コンサルティングニ部上級コンサルタント

５月15日 北原　　顕 住友商事　自動車第三部課長代理

５月22日 深堀　昭吾 シャープ　人事本部人事部長

６月５日 杉山　直人 ベネッセコーポレーション　執行役員常務	CFO

６月12日 髙木　信成 富士フイルムホールディングス　執行役員
（経営企画部副部長連結経営管理・経理財務・IR 管掌）

６月19日 福山　一郎 大丸　理事 グループ本社経営計画本部広報・IR 部長

６月26日 服部　　茂 全日本空輸　人事部人材開発担当主席部員

７月３日 蛭子　　毅 ダイキン工業　取締役	兼	執行役員	経営企画室長

10月２日 楠瀬　玲子 富士重工業　広報部 IR 室長

10月９日 比留間孝壽 出光興産　常務取締役

10月16日 安藤　宏基 日清食品　取締役社長

10月23日 冨田　鏡二 東京ガス　環境部長

11月６日 遠山　　勉 コバレントマテリアル　経営推進本部総務部総務グループ長

11月13日 百武　直樹 キリンビール　企画部長

11月27日 佐伯　　明 日本たばこ産業　執行役員	たばこ事業本部事業企画室長

12月４日 今井　　繁 スタッフサービス・ホールディングス
コーポレート・コミュニケーション本部広報部ゼネラルマネージャー

12月11日 髙橋　雅行 コニカミノルタ　ホールディングス　広報・ブランド推進部長

１月８日 森田　直行 京セラ　代表取締役副会長

１月15日 坂木　　誠 東レ　経営企画室部長

〔サブテーマ〕
①企業における人材活用戦略　②企業における経営（組織）改革
③M&Aと事業再構築　④コーポレートガバナンスと企業の社会的責任



慶應義塾大学
京都大学
広島市立大学
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）

総合政策学部・環境情報学部共通
全学共通
全学共通
全学共通 2007年度 後期 火曜日 14:45 〜 16:15 単位：2 単位

21世紀に向けての企業の挑戦
〜ブロードバンド時代のビジネス戦略〜

受講生：	
慶應義塾大学総合政策学部・環境情報学部	 １〜４年生他	 385名
京都大学	 １〜４年生	 339名	
広島市立大学	 １〜４年生	 118名

大学コンソーシアム京都単位互換参加大学・短期大学	 １〜４年生	 61名

コーディネーター：
慶應義塾大学総合政策学部教授	 小澤太郎
京都大学学術情報メディアセンター客員教授	中村素典
広島市立大学大学院情報科学研究科教授	 北村俊明
広島市立大学大学院情報科学研究科教授	 前田香織
大学コンソーシアム京都（京都大学非常勤）	 八木啓介

10月２日
（慶大発）

ガイダンス 小澤　太郎 慶應義塾大学　総合政策学部教授

10月９日
（慶大発）

最近の通信産業の概観
境界領域融合と多様化するビジネスモデルの連携・競合

神野　　新 情報通信総合研究所　
グローバル研究グループ	主席研究員

10月16日
（慶大発）

ソーシャルネットワークが実現する新しい情報伝達網 児玉　太郎 ヤフー　ソーシャルネット事業部企画部長

10月23日
（慶大発）

金融機関の情報システムにおけるセキュリティ対策 岩下　直行 日本銀行　
金融研究所	情報技術研究センター長

10月30日
（慶大発）

セブン銀行のビジネスモデル
ATMのココロ、銀行のこころ─

山本　健一 セブン銀行　企画部広報担当次長

11月６日
（京大発）

自動車の情報化とユビキタス社会の進展 時津　直樹 インターネットITS協議会（デンソー）

11月13日
（広島市立大発）

テキストマイニング技術とネットワーク社会
における活用

石沢　　朋 ジャストシステム　法人ビジネス部

11月27日
（京大発）

京セラとファインセラミックス 古賀　和憲 京セラ　部品研究開発本部企画部長

12月４日
（慶大発）

ブロードバンド時代のメディアビジネス戦略 御子神大介 住友商事　メディア事業本部
ケーブルテレビ事業部長

12月11日
（慶大発）

ICカードSuicaの現状と今後の展開戦略
─新しい社会インフラの誕生─

椎橋　章夫 東日本旅客鉄道　IT・Suica事業本部　
副本部長

12月18日
（慶大発）

変革期を迎えた携帯電話ビジネス 重野　　卓 KDDI　コンシューマ事業統括本部
コンシューマ商品企画本部プロダクト企画部長

１月８日
（慶大発）

日本のオンライン証券からグローバルなオンライン投資銀行へ 松本　　大 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 
代表取締役社長

１月15日
（慶大発）

総括 小澤　太郎 慶應義塾大学　総合政策学部教授



東京工業大学 大学院共通
2007年度 後期 水曜日 15:00 〜 16:30 単位：2 単位

科学技術特論
〜エネルギー・環境技術の最先端と将来展望〜

受講生：
東京工業大学大学院生　125名

コーディネーター：
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授　山岬裕之

10月３日 ガイダンス 山岬　裕之 東京工業大学　大学院総合理工学研究科教授

10月10日 中国におけるエネルギーの動向と国際戦略 石田　博之
日本エネルギー経済研究所　
戦略・産業ユニット国際動向・戦略分析G
研究主幹

10月17日 地球温暖化対策に向けた日本と世界の動向 中村　秀臣 三菱総合研究所　参与	地球環境研究本部長

10月24日 軽水炉技術の現状と将来展望について 清水　建男 東芝　電力システム社 原子力事業部技監

10月31日 核燃料サイクルとその国内と海外の動向 鈴木　一弘 東京電力　原子燃料サイクル部長

11月７日 自動車業界におけるエネルギー･環境先端技術 大野　栄嗣 トヨタ自動車　環境部担当部長

11月14日 風力発電の現状と展望 久保　雅弘 北海道電力　
工務部電力システムグループリーダー

11月21日 石炭ガス化技術の現状と将来展望 外岡　正夫 電源開発　技術開発センター 若松研究所
所長代理

11月28日 発電用ガスタービン技術開発の現状と展望 正田淳一郎 三菱重工業　高砂製作所	ガスタービン技術部
ガスタービン統合開発グループグループ長

12月５日 バイオマスによる分散型ガス化発電 渡辺　達也
カワサキプラントシステムズ　
プロジェクト開発部
新規プロジェクト推進グループグループ長

12月12日 水素社会実現に向けた世界と日本の動向 金田　武司 ユニバーサルエネルギー研究所　
代表取締役

12月19日 電機業界における省エネルギー・環境技術 吉田　美樹
日立製作所　トータルソリューション事業部
プロジェクト統括本部
環境エネルギーソリューションセンタ センタ長

１月９日 化学業界における省エネルギー・環境技術 永守　幸人 旭化成　環境安全部部長



2006年度

早稲田大学
国際教養学部（前期）
　日本企業論

商学部（前期・後期）
　グローバリゼーションの下での企業経営

理工学部（後期）
　21世紀における科学技術と社会

慶應義塾大学
商学部（前期・後期）
　ブランド創造とコミュニケーションの新展開

総合政策学部・環境情報学部共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	京都大学（全学共通）、広島市立大学（全学共通）、大学コンソーシアム京都
（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

京都大学
全学共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、広島市立大学（全学共通）、
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

広島市立大学
全学共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、京都大学（全学共通）、
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）と共通講義

大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）
全学共通（後期）
　21世紀に向けての企業の挑戦
※	慶應義塾大学（総合政策学部・環境情報学部共通）、京都大学（全学共通）、
広島市立大学（全学共通）と共通講義

東京工業大学
大学院共通（後期）
　科学技術特論

同志社大学
経済学部（後期）
　企業分析

（「株式会社」「財団法人」等および敬称は省略した。企業名、部署・役職名等は出講日時点）



大学 学部
前期・後期　火曜日　00：00 〜 00：30　単位：４単位早稲田大学 国際教養学部

2006年度 前期 金曜日 13:00 〜 14:30 単位：2 単位

日本企業論
〜日本企業の国際化とその課題〜

受講生：
早稲田大学国際教養学部学生　70名

コーディネーター：
早稲田大学国際教養学術院助教授　クリストファー・ポカリア

４月14日 日本産業とその直面する問題点 クリストファー・ポカリア 早稲田大学　国際教養学術院助教授

４月21日 日本経済の課題 ロバート・フェルドマン モルガン・スタンレー証券会社　
日本主席エコノミスト	兼	株式調査部長

４月28日 日本金融市場と国際化 レスリー・F・ホイ
リーマン・ブラザーズ証券会社
東京支店 株式調査部デスクスペシャリスト，
ヴァイスプレジデント

５月12日 日本の自動車産業と国際戦略 一色　良太 トヨタ自動車　本社経営企画部主査

５月19日 日本の航空産業と国際戦略 山路　　顕 ANA総合研究所　主任研究員

５月26日 日本の総合商社と新しい展開 大嶋　英二 三菱商事　IR部長

６月２日 日本の電子機器産業と国際展開（1） 中村　末広 ソニー　社友

６月９日 日本の電子機器産業と国際展開（2） 大杉　　充 松下電器産業　国際渉外グループ調査役

６月16日 まとめ クリストファー・ポカリア 早稲田大学　国際教養学術院助教授

６月23日 日本の情報通信市場と国際連携 辻村　清行 エヌ・ティ・ティ・ドコモ　取締役常務執行
役員	プロダクト＆サービス本部長

６月30日 期末試験 クリストファー・ポカリア 早稲田大学　国際教養学術院助教授



大学 経済学部
前期・後期    木曜日 14：40 〜 16：10  単位：4 単位

グローバリゼーションの下での企業経営Ａ
〜日本企業のアジア戦略〜
受講生：
早稲田大学商学部・全学部　３年生以上　401名

コーディネーター：
早稲田大学商学学術院教授　　谷内　満
早稲田大学商学学術院助教授　田口尚志

４月14日 オリエンテーション 谷内　　満
田口　尚志

早稲田大学　商学学術院教授
早稲田大学　商学学術院助教授

４月21日 市場としてのアジア（1） 皆川　泰平 オムロン　執行役員常務

４月28日 市場としてのアジア（2） 松浦　　明 凸版印刷　国際本部国際部長

５月12日 市場としてのアジア（3） 田中　　廣 博報堂　研究開発局部長

５月19日 市場としてのアジア（4） 大島　仁志 キリンビール　
常務執行役員	国際酒類カンパニー社長

５月26日 市場としてのアジア（5） 川崎由紀夫 テレビ東京　副参事

６月２日 生産基地としてのアジア（1） 五十嵐弘司 味の素　生産統括センター長

６月９日 生産基地としてのアジア（2） 久田　新一 TDK　中国事業本部副本部長

６月16日 生産基地としてのアジア（3） 竹内　信二 デンソー　営業企画１部部長

６月23日 新たに注目される国（1） 久慈　秀範 日本電気　
海外ソリューション推進本部本部長

６月30日 新たに注目される国（2） 藤山　知彦 三菱商事　国際戦略研究所長

７月７日 まとめ 谷内　　満
田口　尚志

早稲田大学　商学学術院教授
早稲田大学　商学学術院助教授

早稲田大学 商学部
2006年度 前期・後期 金曜日 14:40 〜 16:10 単位：各 2 単位

グローバリゼーションの下での企業経営Ｂ
〜勝ち残るための経営変革〜
受講生：
早稲田大学商学部・全学部　３年生以上　488名

コーディネーター：
早稲田大学商学学術院助教授　田口尚志
早稲田大学商学学術院教授　　谷内　満

10月６日 オリエンテーション 田口　尚志
谷内　　満

早稲田大学　商学学術院助教授
早稲田大学　商学学術院教授

10月13日 市場のグローバリゼーション（1） 染谷　光男 キッコーマン　取締役	専務執行役員

10月20日 市場のグローバリゼーション（2） 田中　孝明 東芝　海外事業推進部部長

10月27日 市場のグローバリゼーション（3） 芝田　浩二 全日本空輸　アライアンス室室長

11月10日 市場のグローバリゼーション（4） 伊藤　　豊 日本通運　海外企画部専任部長

11月17日 経営のグローバリゼーション（1） 田海　雅彦 オリックス　社長室広報グループ課長

11月24日 経営のグローバリゼーション（2） 西村　昌裕 スタッフサービス上海　支社長

12月１日 経営のグローバリゼーション（3） 吉江　則子 富士ゼロックス　
広報宣伝部社内コミュニケーショングループ長

12月８日 国境を越えた M ＆ A（1） 石田　聡子 レノボ・ジャパン　
ストラテジー＆マーケティング担当執行役員

12月15日 国境を越えた M ＆ A（2） 梅村　正廣 京セラ　代表取締役副会長

１月12日 国境を越えた M ＆ A（3） 竹内　一弘 住友商事　執行役員	金融事業本部長

１月19日 まとめ 田口　尚志
谷内　　満

早稲田大学　商学学術院助教授
早稲田大学　商学学術院教授



大学 学部
前期・後期　火曜日　00：00 〜 00：30　単位：４単位早稲田大学 理工学部

2006年度 後期 火曜日 14:40 〜 16:10 単位：2 単位

21世紀における科学技術と社会
〜ユビキタス社会の展望〜

受講生：
早稲田大学理工学部　１〜２年生　417名

コーディネーター：
早稲田大学理工学部教授　木村忠正

９月26日 イントロダクション 木村　忠正 早稲田大学　理工学部教授

10月３日 高度情報社会 花澤　　隆 日本電信電話　第三部門長

10月10日 ネットワークシステム
−金融の情報システム

岩下　直行 日本銀行　
金融研究所	情報技術研究センター長

10月17日 ネットワークシステム
−インターネット・イントラネット
web アプリケーションの脆弱性

中尾　康二
KDDI
技術統轄本部技術開発本部
セキュリティ技術部部長

11月7日 情報セキュリティ対策の動向
−携帯電話、情報家電などへ広がる対象

三角　育生 独立行政法人情報処理推進機構　
セキュリティセンター長

11月14日 ネットワークシステム−個人認証 織茂　昌之 日立製作所　
セキュリティソリューション推進本部主管

11月21日 デジタル著作権 曽根原　登 国立情報学研究所　
情報社会相関研究系教授

11月28日 個人情報流通・保護−個人情報保護
（トレーサビリティ）

牧野　二郎 牧野総合法律事務所弁護士法人　所長

12月５日 個人情報流通・保護− SNS 笠原　健治 ミクシィ　代表取締役

12月12日 個人情報流通・保護 尼子　大介 三菱商事　建設・設備ユニット課長

12月19日 ネットワークシステム
−システムセキュリティシステム側からみたセキュリティ

衛藤　将史
独立行政法人情報通信研究機構　
情報通信セキュリティ研究センター
インシデント対策グループ

１月16日 まとめ
メディアの功罪・情報倫理

笠原　正雄 大阪学院大学　情報学部教授



大学 経済学部
前期・後期    木曜日 14：40 〜 16：10  単位：4 単位慶應義塾大学 商学部
2006年度 前期・後期 火曜日 13:00 〜 14:30 単位：4 単位

ブランド創造とコミュニケーションの新展開

受講生：
慶應義塾大学商学部　３・４年生他　665名

コーディネーター：
慶應義塾大学商学部助教授　斎藤通貴
慶應義塾大学商学部助教授　里村卓也

４月11日 スタート・ガイダンス 斎藤　通貴
里村　卓也

慶應義塾大学　商学部助教授
慶應義塾大学　商学部助教授

４月18日 ブランド創造と戦略（1）消費財メーカー 辻　　明夫 花王　
ヘルスケア事業本部部長（ヘルシア担当）

４月25日 ブランド創造と戦略（2）生産財・部品 大島　幸男 村田製作所　総務部部長

５月９日 ブランド創造と戦略（3）アーティスト 岡部比呂男 ヤマハ
執行役員 楽器事業本部副本部長ピアノ事業部長

５月16日 ブランド創造と戦略（4）流通 井阪　　一 セブン–イレブン・ジャパン
取締役執行役員	商品本部食品部長

５月23日 ブランド創造と戦略（5）PB、SB 荒井　荘豪 イオン　執行役	衣料企画チームリーダー

６月６日 ブランド創造と戦略（6）老舗専門店 青木　直己 虎屋　虎屋文庫研究主幹担当部長

６月13日 ブランド創造と戦略（7）第一次産品 広瀬　秀司 北海道　池田町　池田町ブドウ・ブドウ酒
研究所　製造課長

６月20日 ブランド創造と戦略（8）街のブランド 恵良　隆二 三菱地所　
ビル事業本部街ブランド企画部長

６月27日 ブランド創造と戦略（9）ラグジュアリー・ブランド 長屋　明浩 トヨタ自動車
デザイン本部デザイン開発室長

７月４日 総括 斎藤　通貴
里村　卓也

慶應義塾大学　商学部助教授
慶應義塾大学　商学部助教授

９月26日 ガイダンス 里村　卓也
斎藤　通貴

慶應義塾大学　商学部助教授
慶應義塾大学　商学部助教授

10月３日 サービス業のブランド（1） 石崎　芳行 東京電力　広報部長

10月10日 サービス業のブランド（2） 湯野憲太郎
東京急行電鉄　
社長室秘書・広報部ブランドマネジメント
専任主幹

10月17日 サービス業のブランド（3） 大山　淳子
 KDDI
マーケティング本部マーケティング統括部
ブランド・マネジメント室長

10月24日 グローバル・ブランドとコミュニケーション（1） 長町　　隆 味の素　執行役員 海外食品部長

11月７日 グローバル・ブランドとコミュニケーション（2） 原　　良一 資生堂　
国際事業総本部国際マーケティング本部長

11月14日 ブランド・コミュニケーションと顧客インタラクション（1） 髙島　宏平 オイシックス　代表取締役社長

11月28日 ブランド・コミュニケーションと顧客インタラクション（2） 木村美代子
アスクル
オフィスライフ・クリエーション
執行役員マーケティング担当

12月５日 ブランド・コミュニケーションと広告（1） 牧口　松二 博報堂ブランドコンサルティング　
シニアマネジャー

12月12日 ブランド・コミュニケーションと広告（2） 緒方　玲子
電通　IMCプランニング・センター
ブランド・コンサルティング部
シニア・コンサルタント

12月19日 ブランド価値の評価 園部　和男 日経リサーチ　研究開発本部研究開発部長

１月９日 総括（2） 里村　卓也
斎藤　通貴

慶應義塾大学　商学部助教授
慶應義塾大学　商学部助教授



大学 学部
前期・後期　火曜日　00：00 〜 00：30　単位：４単位

慶應義塾大学
京都大学
広島市立大学
大学コンソーシアム京都（単位互換参加大学・短期大学）

総合政策学部・環境情報学部共通
全学共通
全学共通
全学共通 2006年度 後期 火曜日 14:45 〜 16:15 単位：2 単位

21世紀に向けての企業の挑戦
〜ブロードバンド時代のビジネス戦略〜

受講生：	
慶應義塾大学総合政策学部・環境情報学部	 １〜４年生他	 386名
京都大学	 １〜４年生	 367名	
広島市立大学	 １〜４年生	 78名

大学コンソーシアム京都単位互換参加大学・短期大学	 １〜４年生	 68名

コーディネーター：
慶應義塾大学総合政策学部教授	 小澤太郎
京都大学学術情報メディアセンター客員教授	中村素典
広島市立大学情報科学部教授	 北村俊明
広島市立大学情報処理センター助教授	 前田香織
大学コンソーシアム京都（京都大学非常勤）	八木啓介

９月26日
（慶大発）

ガイダンス 小澤　太郎 慶應義塾大学　総合政策学部教授

10月３日
（慶大発）

情報通信産業のダイナミズム
−最近の通信業界の概観−

神野　　新 情報通信総合研究所　
グローバル研究グループ 主席研究員

10月10日
（慶大発）

電子決済 辻村　清行 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
取締役常務執行役員	プロダクト＆サービス本部長

10月17日
（慶大発）

ブロードバンド戦略 中川　具隆 TVバンク　取締役

10月24日
（慶大発） 携帯ビジネスの市場展望 重野　　卓 KDDI　モバイルサービス部部長

10月31日
（慶大発）

通信と放送の融合は可能か 池田　信夫 須磨国際学園　研究理事

11月７日
（京大発）

情報化からサービスサイエンスへ
〜大阪ガスのオペレーショナルエクセレンスへのチャレンジ〜

出馬　弘昭 大阪ガス　情報通信部
エネルギー情報技術チームマネジャー

11月14日
（広島市立大発）

クチコミュニティ・マーケティング 日野佳恵子 ハー・ストーリィ　代表取締役

11月21日
（京大発）

激動のモバイルコンテンツ業界
〜変貌する市場とプレイヤー

溝口　浩二 ドワンゴ　京都研究開発センター センター長
ニワンゴ　取締役

11月28日
（大学コンソー
シアム京都発）

テクノアライアンスと技術戦略 高須　秀視 ローム　取締役	研究開発本部長

12月５日
（慶大発）

電子マネー 宮沢　和正 ビットワレット　 
執行役員常務	企画・広報担当業務本部長

12月12日
（慶大発）

Suica 椎橋　章夫 東日本旅客鉄道　Suica部長

12月19日
（慶大発）

電子マネー 佐藤　政行
セブン＆アイ・ホールディングス
執行役員	システム企画部
CVSシステムシニアオフィサー

１月９日
（慶大発）

まとめ 小澤　太郎 慶應義塾大学　総合政策学部教授



大学 経済学部
前期・後期    木曜日 14：40 〜 16：10  単位：4 単位

2006年度 後期 火曜日 14:45 〜 16:15 単位：2 単位

東京工業大学 大学院共通
2006年度 後期 水曜日 15:00 〜 16:30 単位：2 単位

科学技術特論
〜エネルギー・環境技術の最先端と将来展望〜

受講生：
東京工業大学大学院生　150名

コーディネーター：
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授　山岬裕之

10月11日 ガイダンス 山岬　裕之 東京工業大学　
大学院総合理工学研究科教授

10月18日 京都議定書発効と地球温暖化対策 中村　秀臣 三菱総合研究所　
参与	地球環境研究本部長

10月25日 地球温暖化と気候変動シミュレーション 江守　正多 独立行政法人国立環境研究所　
地球環境研究センター　温暖化リスク評価研究室長

11月１日 自動車業界におけるエネルギー・環境先端技術 大野　栄嗣 トヨタ自動車　環境部担当部長

11月15日 風力発電の現状と展望 久保　雅弘 北海道電力　
工務部電力システムグループリーダー

11月22日 二酸化炭素の分離・回収・貯蔵技術の現状と将来展望 松宮　紀文 独立行政法人科学技術振興機構　
科学技術振興調整費業務室 主任調査員

11月29日 発電用ガスタービンの技術開発の現状と展望 正田淳一郎
三菱重工業　
高砂製作所 ガスタービン技術部
ガスタービン統合開発グループグループ長

12月６日 IT 分野における電力供給システム 杉浦　利之 エヌ・ティ・ティ・建築総合研究所　
情報通信エネルギー研究所 所長

12月13日 水素社会実現に向けた世界と日本の動向 金田　武司 ユニバーサルエネルギー研究所　代表取締役

12月20日 木質バイオマス燃焼熱併給発電システムの現状と展望 藤井　重雄 タクマ　
新エネ・環境事業本部国際事業本部担当部長

１月10日 原子力エネルギー利用と廃棄物処理 鈴木　一弘 東京電力　原子燃料サイクル部長

１月17日 鉄鋼業におけるエネルギー・環境技術の現状と展望 岡崎　照夫 新日本製鐵　環境部部長
地球環境対策グループリーダー



同志社大学 経済学部
2006年度 後期 水曜日 15:00 〜 16:30 単位：2 単位

企業分析
〜問われる企業価値〜

受講生：
同志社大学経済学部　３・４年生他　374名

コーディネーター：
同志社大学経済学部教授　新関三希代

10月４日 はじめに 新関三希代 同志社大学　経済学部教授

10月11日 BRICs の中のインドと国際経営 梅澤　洋一 現代文化研究所　第１研究本部主事研究員

10月18日 パラダイム下のデベロッパ経営 多田　宏行 三井不動産　S＆E総合研究所 所長

10月25日 ANA の人材育成 服部　　茂 全日本空輸　人事部主席部員

11月１日 最近の企業の資金調達・資金使途 菊地　正俊
メリルリンチ日本証券
調査部 チーフ株式ストラテジスト
マネージングディレクター

11月８日 シャープの人材育成 深堀　昭吾 シャープ　人事本部人事部長

11月15日 ユビキタス技術が促すメディア革命 関口　和一 日本経済新聞社　編集委員

11月22日 資源エネルギービジネスと三菱商事 増渕　文規 三菱商事　理事・監査役室長

12月６日 大丸の経営改革と成長戦略 福山　一郎 大丸　
理事	グループ本社経営計画本部広報・IR部長

12月13日 わが社の関連事業展開 京　　雅也 大阪ガス　
IR部長	兼	企画部関連事業担当部長

12月20日 わが社の成長戦略（商品戦略） 岩佐　英史 キリンビール
国内酒類カンパニー営業本部	マーケティング部長

１月10日 REIT の仕組み 佐藤　光男 オリックス・アセットマネジメント
代表取締役社長

１月17日 まとめ 新関三希代 同志社大学　経済学部教授



学生の意見・感想

　就職活動を控えた時期に、企業の方から経営方針や事業戦略
についてお話を聞くことができ、大変参考になりました。雑誌など
ではうかがい知ることができない、実感のこもった話を聞くことが
できました。
　また、B to C の企業だけでなく、B to B の企業について詳しく
お話を聞くことができ、技術を中心とした日本の企業の根幹を再認
識しました。

　様 な々分野の技術について詳しくお話を聞くことができ、大変参
考になりました。ある技術分野について、複数の企業について様々
な角度からお話を聞くことができました。
　厳しい競争の中で生き残りをかけている企業の話を聞くことで、
考えの幅が広がり、企業のことをよく知りたいと思うようになりまし
た。

　業界の動向や、企業が置かれている経営環境などの話を直接聞
き、新聞で読む以上の情報を丁寧かつ臨場感を持って示していた
だいた、大変有意義な講義でした。
　企業の経営方針や具体的な施策から、会社全体をよくしていき
たいという熱意が伝わってきました。講師の企業のことをもっと知
りたくなりました。

　講師の企業の方から直接お話を伺うことができる貴重な機会で
した。
　身近な商品を製造、販売している企業なので、ＣＭなどの宣伝、
広告を通じてブランドを確立している、といったイメージを抱いたり、
マーケティングがしっかりしていると勝手に考えていました。しかし
講演を聞くことで、企業活動は販売促進や営業活動だけでなく、
研究開発と品質管理、市場調査などと連動してはじめて企業として
成り立っていることを実感しました。
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