
アドバイザリー・コミッティ紹介
　アドバイザリー・コミッティはAPU を支援する組織として1996 年6 月に設立されました。メンバーは世界各国の元首、大使をは
じめ、日本を代表する経済界の方々などによって構成されており、様々な形でご支援をいただいています。

■名誉委員：8名
■ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ委員 ：10名
■ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰﾒﾝﾊﾞｰ：88名
■世話人：3名
■代表世話人：3名
■委員：188名
合計：300名

(敬称略）

■名誉委員 （2013年 1月 1日現在）
ジャン　クレティエン 元カナダ首相
ダト　セリ　マハティール　ビン　モハマッド 元マレシア首相
ナッギイン　バガバンディ 元モンゴル国大統領
アンドレアス　ファン　アフト 元オランダ王国首相
フィデル　Ｖ．ラモス 元フィリピン共和国大統領、ラモス平和・開発基金(RPDEV)代表
グエン　ティ　ビン 元ベトナム社会主義共和国国家副主席
シェイク・ハリーファ･ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン アラブ首長国連邦大統領
平松　守彦 前大分県知事

■インターナショナル委員 （2013年 1月 1日現在）
ハッサン　ビン　タラール ヨルダン・ハシミテ王国王子
アルフォンソ　T.　ユーチェンコ ユチェンコ・グルプ会長、元駐日フィリピン共和国特命全権大使
鄭　夢準 現代重工業元会長、セヌリ党議員
モーリス･F・ストロング 元平和大学理事長
金　相廈 社団法人韓日経済協会名誉会長、三養ホールディングス会長
玄　明官 韓国三星物産株式会社元会長
シェイク　ナヒヤーン　ビン　ムバーラク　アール　ナヒヤーン アラブ首長国連邦高等教育科学研究大臣

Higher Colleges of Technology (HCT) 総長

ブーンシット　チョークワタナー サハ・グループ統師、サハ・パタナピブン株式会社会長
プラパット　ポティボラクン 三菱エレクトリック・カンヨンワタナ社会長

羅　福全

前台湾駐日本代表（全権大使相当）
台湾安保協会理事長
台湾東北亜学会理事長
国連大学髙等研究所名誉教授

■アンバサダーメンバー （2013年 12月 1日現在）
セイエッド・M・アミーン・ファテミ　　　 駐日アフガニスタン・イスラム共和国特命全権大使
ジョン・V・ルース 前駐日アメリカ合衆国特命全権大使
サイード・アリ・ユーセフ・アル＝ノウァイス 駐日アラブ首長国連邦特命全権大使
シド・アリ・ケトランジ 駐日アルジェリア民主人民共和国特命全権大使
ラウル・ギジェルモ・テジャン・ロドリゲス 駐日アルゼンチン共和国特命全権大使
マルワン・アブドッラー・アブドゥルワッハーブ・ノーマン 前駐日イエメン共和国特命全権大使
レザー・ナザルアーハリ 駐日イラン・イスラム共和国特命全権大使
ディーパ・ゴパラン・ワドゥワ 駐日インド特命全権大使
ムハマド・ルトフィ 駐日インドネシア共和国特命全権大使
ミコラ・クリニチ 前駐日ウクライナ特命全権大使
ファルフ・イスロムジョノヴィチ・トゥルスノフ 駐日ウズベキスタン共和国特命全権大使
レオナルド・カリオン・エギグレン 駐日エクアドル共和国特命全権大使
ヒシャーム・エルズィメーティ 駐日エジプト・アラブ共和国特命全権大使
マルコス・タクレ・リケ 駐日エチオピア連邦民主共和国特命全権大使
ブルース・ジェイムズ・ロス・ミラー 駐日オーストラリア特命全権大使
ベルンハルト・ツィンブルク 駐日オーストリア共和国特命全権大使
エドモンド・コフィ・アグベヌチェ・デー 駐日ガーナ共和国特命全権大使
マッケンジー・クラグストン　 駐日カナダ特命全権大使
ジャン・クリスチャン・オバム 前駐日ガボン共和国特命全権大使
ピエール・ンジェンゲ 駐日カメルーン共和国特命全権大使
ハオ・モニラット 駐日カンボジア王国特命全権大使
ニコラオス・ツァマドス 駐日ギリシャ共和国特命全権大使
バイロン・レネ・エスコベド・メネンデス 駐日グアテマラ共和国特命全権大使
アブドル・ラフマーン・フムード・アル・オタイビ 駐日クウェート国特命全権大使
ドラゴ・シュタンブク 前駐日クロアチア共和国特命全権大使
ベン H. O. オグトゥ 駐日ケニア共和国特命全権大使
サミ・ウケリ 前駐日コソボ共和国特命全権大使
パトリシア・カルデナス 駐日コロンビア共和国特命全権大使
アブドゥルアジーズ・A・トルキスターニ 駐日サウジアラビア王国特命全権大使
アホメド・アライタ・アリ 駐日ジブチ共和国特命全権大使
クローディア・セシール・バーンズ 前駐日ジャマイカ特命全権大使
チン・シアットユーン 駐日シンガポール共和国特命全権大使
スチュアート・ハロルド・コンババッハ 駐日ジンバブエ共和国特命全権大使
ウルス・ブーヘル 駐日スイス特命全権大使
ラーシュ・ヴァリエ 駐日スウェーデン王国特命全権大使
アブドン・テルコック・マチュエット 前駐日スーダン共和国特命全権大使



ワサンタ・クマール・ジャヤデーワ・カランナーゴダ 駐日スリランカ民主社会主義共和国特命全権大使
ブーナ・セム・ジュフ 駐日セネガル共和国特命全権大使
タナーティップ・ウパティシン　 駐日タイ王国特命全権大使
サロメ・タダウス・シジャオナ 駐日タンザニア連合共和国特命全権大使
カテジナ・フィアルコヴァー　 駐日チェコ共和国特命全権大使
エリエス・カスリ 前駐日チュニジア共和国特命全権大使
パトリシオ・トーレス 駐日チリ共和国特命全権大使
フォルカー・シュタンツェル 前駐日ドイツ連邦共和国特命全権大使
セルダル・クルチ 駐日トルコ共和国特命全権大使
ゴッドウィン・ンスデ・アボ 駐日ナイジェリア連邦共和国特命全権大使
ウィリアム・マーク・シンクレア 駐日ニュージーランド特命全権大使
マダン・クマール・バッタライ 駐日ネパール連邦民主共和国特命全権大使
ファルク・アーミル 駐日パキスタン・イスラム共和国特命全権大使
ガブリエル・ジョン・クレロ・ドゥサバ 駐日パプア･ニューギニア特命全権大使
ミノル・フランシスコ・ゼイヴィエル・ウエキ 前駐日パラオ共和国特命全権大使
ナオユキ・トヨトシ 駐日パラグアイ共和国特命全権大使
イシュトヴァーン・セルダヘイ 駐日ハンガリー共和国特命全権大使
マスード・ビン・モメン 駐日バングラデシュ人民共和国特命全権大使
イシケリ・U・マタイトガ 駐日フィジー諸島共和国特命全権大使
マニュエル・エム・ロペス 駐日フィリピン共和国特命全権大使
イヴァン・カナブラヴァ 元駐日ブラジル連邦共和国特命全権大使
フィリップ・フォール 前駐日フランス特命全権大使
リュボミル・トドロフ 前駐日ブルガリア共和国特命全権大使
モハマド・アリアス・セルビニ 前駐日ブルネイ・ダルサラーム国特命全権大使
ドアン・スアン・フン 駐日ベトナム社会主義共和国特命全権大使
セイコウ・ルイス・イシカワ・コバヤシ 駐日ベネズエラ・ボリバル共和国特命全権大使
ファン・カルロス・カプニャイ・チャベス 前駐日ペルー共和国特命全権大使
ヤドヴィガ・M. ロドヴィッチ 前駐日ポーランド共和国特命全権大使
ペロ・マティッチ 前駐日ボスニア・ヘルツェゴビナ特命全権大使
ジーベ・ビー・カブア 前駐日マーシャル諸島共和国特命全権大使
ルベン・ングウェニャ 駐日マラウイ共和国特命全権大使
ダト・シャハルディン・モハマッド・ソム 駐日マレーシア特命全権大使
ジョン・フリッツ 駐日ミクロネシア連邦特命全権大使
モハウ・ペコ 駐日南アフリカ共和国大使館特命全権大使
キン・マウン・ティン 駐日ミャンマー連邦特命全権大使
クロード・ヘレル・ルーアサン 駐日メキシコ合衆国特命全権大使
ベルミロ・ジョゼ・マラテ 駐日モザンビーク共和国特命全権大使
アハメド・カリール 駐日モルディブ共和国特命全権大使
サミール・アルール 駐日モロッコ王国特命全権大使
ソドブジャムツ フレルバートル 駐日モンゴル国特命全権大使
ディマイ・ズヘイル・ハダッド 駐日ヨルダン・ハシミテ王国特命全権大使
シートン・チッニョーティン 前駐日ラオス人民民主共和国特命全権大使
エギディユス・メイルーナス 駐日リトアニア共和国特命全権大使
ラドゥ・ペトル・シェルパン 駐日ルーマニア特命全権大使
ポール・シュタインメッツ 前駐日ルクセンブルグ大公国特命全権大使
シャルル・ムリガンデ 駐日ルワンダ共和国特命全権大使
リチャド・ラモエレツィ 駐日レソト王国前特命全権大使
ミハイル・ミハイロヴィチ・ベールィ 前駐日ロシア連邦特命全権大使
ディビッド・ウォレン 前駐日英国（グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国）特命全権大使
ハンス・ディートマール・シュヴァイスグート 駐日欧州委員会代表部代表・大使
申　珏秀 前駐日大韓民国特命全権大使
程　永華 駐日中華人民共和国特命全権大使

■世話人 （2013年 1月 1日現在）

豊田　章一郎
トヨタ自動車株式会社名誉会長
一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長

佐藤  研一郎 ローム株式会社名誉会長
河原  四郎 大同生命保険株式会社元代表取締役会長

■代表世話人 （2013年 1月 1日現在）
広瀬　勝貞 大分県知事
浜田　博 別府市市長
川口　清史 学校法人立命館総長

■委員（50音順） （2013年 12月 1日現在）

明石　康
スリランカ平和構築及び復旧・復興担当日本政府代表
元国際連合事務次長
公益財団法人国際文化会館理事長

秋谷　淨惠 日清オイリオグループ株式会社特別顧問
秋山　富一 住友商事株式会社名誉顧問
穐吉  敏子 ジャズピアニスト
朝田　照男 丸紅株式会社代表取締役会長
足立　吉正 ＪＸ日鉱日石金属株式会社代表取締役社長　社長執行役員
荒巻　恭士 株式会社きんでん顧問
有馬　利男 一般財団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク代表理事
安藤　宏基 日清食品ホールディングス株式会社代表取締役社長・CEO



安藤　重寿 日立造船株式会社相談役
安藤　裕康 独立行政法人国際交流基金理事長
飯塚　恒生 東急建設株式会社取締役社長
飯塚  真玄 株式会社ＴＫＣ代表取締役会長
池坊　専永 華道家元四十五世
石毛　博行 独立行政法人日本貿易振興機構理事長
石山　喬 日本軽金属ホールディングス株式会社代表取締役社長
伊藤　一郎 旭化成株式会社代表取締役会長

稲村  一弘
三井住友建設株式会社社友
元三井建設株式会社代表取締役社長

井上　信幸 元別府市長
井上  礼之 ダイキン工業株式会社代表取締役会長兼CEO
井口  武雄 三井住友海上火災保険株式会社シニアアドバイザー

今井　敬
新日鐵住金株式会社名誉会長
一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長

今井　雅則 戸田建設株式会社代表取締役社長
氏家　純一 野村ホールディングス株式会社常任顧問
牛尾　治朗 ウシオ電機株式会社代表取締役会長

槍田　松瑩
一般社団法人日本貿易会会長
特定非営利活動法人国際社会貢献センター会長

梅田  貞夫 鹿島建設株式会社相談役
浦野　光人 株式会社ニチレイ相談役

枝村　純郎
元駐インドネシア共和国特命全権大使
元駐ロシア連邦特命全権大使

大河原  良雄

元駐米国大使
公益財団法人世界平和研究所理事
公益財団法人ワイ・エフ・ユウ日本国際交流財団理事長
一般社団法人日米協会会長

大田　弘 株式会社熊谷組代表取締役会長
大竹　美喜 アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）創業者・最高顧問
大塚　信一 株式会社岩波書店元代表取締役社長
大坪　文雄 パナソニック株式会社特別顧問
大橋　光夫 昭和電工株式会社相談役
大橋　洋治 ＡＮＡホールディングス株式会社取締役会長
岡崎　真雄 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問
岡部  敬一郎 コスモ石油株式会社名誉会長
岡村　正 株式会社東芝相談役

岡本　巖
一般財団法人中東協力センター顧問
一般財団法人日中経済協会理事長

小城　武彦 丸善ＣＨＩホールディングス株式会社前代表取締役社長
奥　正之 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長

小倉　和夫

独立行政法人国際交流基金顧問
青山学院大学特別招聘教授
立命館大学客員教授
東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会　評議会　事務総長

小澤　三敏 住友重機械工業株式会社名誉顧問
小野田　隆 三井住友海上火災保険株式会社名誉顧問
加瀬　豊 双日株式会社代表取締役会長
片岡　啓治 株式会社明電舎相談役

勝俣　宣夫
丸紅株式会社取締役相談役
一般社団法人日本貿易会名誉会長

金田　博夫 サンスター株式会社取締役相談役
川上　哲郎 住友電気工業株式会社名誉顧問
川野　幸博 川澄化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員
木川　眞 ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長
北　修爾 阪和興業株式会社代表取締役会長
北島  義俊 大日本印刷株式会社代表取締役社長
北城　恪太郎 日本アイ・ビー・エム株式会社相談役
金馬　昭郎 京阪電気鉄道株式会社客員

國廣  道彦
元駐中華人民共和国特命全権大使
元駐インドネシア共和国特命全権大使

黒川　博昭 富士通株式会社顧問
黒田　章裕 コクヨ株式会社代表取締役社長執行役員
畔柳　信雄 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行相談役
鴻池　一季 株式会社鴻池組名誉会長
小枝　至 日産自動車株式会社相談役名誉会長

小長　啓一
一般財団法人経済産業調査会会長
元通商産業事務次官
アラビア石油株式会社元取締役社長

小林　いずみ 多国間投資保証機関長官
小林　栄三 伊藤忠商事株式会社取締役会長
小林　庄一郎 関西電力株式会社顧問
小林　陽太郎 富士ゼロックス株式会社元取締役会長
古森　重隆 富士フイルム株式会社代表取締役会長CEO
櫻井　孝頴 第一生命保険株式会社特別顧問
佐々木　元 日本電気株式会社名誉顧問
佐藤　廣士 株式会社神戸製鋼所代表取締役会長
佐藤　文夫 株式会社東芝特別顧問



佐藤　良晴 アズビル株式会社元相談役
塩野  元三 塩野義製薬株式会社代表取締役会長
篠﨑  昭彦 住友金属鉱山株式会社名誉顧問
柴田　寬二 株式会社山下設計元代表取締役社長
柴田　稔 東洋紡績株式会社名誉顧問
下川　忠 住友電装株式会社元顧問
下妻　博 新日鐵住金株式会社相談役
庄田　隆 第一三共株式会社代表取締役会長　　
菅沼　敬行 住友電設株式会社代表取締役会長
杉山　清次 みずほフィナンシャルグループ名誉顧問
鈴木　正一郎 王子ホールディングス株式会社顧問
鈴木　敏文 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役会長兼CEO

千　玄室

茶道裏千家前家元（第15代家元）
ハワイ大学歴史学部教授
ユネスコ親善大使
日本・国連親善大使
公益財団法人日本国際連合協会会長

高井　昌史 株式会社紀伊國屋書店代表取締役社長
髙橋  靖 大日精化工業株式会社代表取締役会長
髙橋　治朗 名港海運株式会社代表取締役会長

高原  慶一朗
ユニ・チャーム株式会社取締役　ファウンダー
一般社団法人日本経済団体連合会顧問

武田  邦靖 富士石油株式会社相談役
田嶋  英雄 コニカミノルタホールディングス株式会社名誉顧問
立川　敬二 独立行政法人宇宙航空研究開発機構元理事長　　
巽　　外夫 株式会社三井住友銀行名誉顧問　　
立元　正一 住友大阪セメント株式会社特別顧問　　
種村　均 株式会社ノリタケカンパニーリミテド代表取締役会長

中鉢　良治
ソニー株式会社元代表執行役　副会長
独立行政法人産業技術総合研究所理事長

辻  晴雄 シャープ株式会社特別顧問　　
角田　秋生 株式会社公文教育研究会代表取締役社長
寺澤  正雄 日本ヒューレット・パッカード株式会社元代表取締役会長　　
天坊　昭彦 出光興産株式会社相談役　
内藤　明人 リンナイ株式会社取締役会長　　
中嶋　豪 日本軽金属ホールディングス株式会社顧問
中村　喜久男 株式会社岡村製作所代表取締役会長　　
中村  泰三 ＫＤＤＩ株式会社元相談役　　
中村　維夫 株式会社ＮＴＴドコモ相談役　　
新浪　剛史 株式会社ローソン代表取締役社長　CEO　　
西田　浩一 サトーホールディングス株式会社取締役
西村　元延 株式会社マンダム代表取締役　社長執行役員　　
西村　義明 東海ゴム工業株式会社代表取締役社長　　
野村　明雄 大阪ガス株式会社相談役　　
野村　吉三郎 全日本空輸株式会社特別顧問

長谷川　閑史
武田薬品工業株式会社代表取締役社長
公益社団法人経済同友会代表幹事

畠山　襄

一般財団法人国際経済交流財団　顧問
一般財団法人国際貿易投資研究所　理事長
元日本貿易振興会(現日本貿易振興機構)理事長
元通商産業審議官

濱中  昭一郎 日本通運株式会社相談役　　
早﨑  博 三井住友信託銀行株式会社特別顧問　　
半林　亨 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社初代会長
平島  治 大成建設株式会社特別顧問　　
深田  祐介 作家　　
藤田  弘道 凸版印刷株式会社相談役　　
古河　潤之助 古河電気工業株式会社相談役　　
古川  昌彦 三菱化学株式会社特別顧問　　
堀　義貴 株式会社ホリプロ代表取締役社長　　
マイケル ローディング 日本マイクロソフト株式会社元代表執行役社長　　
前田　靖治 前田建設工業株式会社相談役
松田　昌士 東日本旅客鉄道株式会社顧問
松橋　功 株式会社ジェイティービー相談役　　
溝呂木　斉 株式会社ディスコ代表取締役会長 CEO　　

御手洗　冨士夫
キヤノン株式会社代表取締役会長兼社長CEO
一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長

水口　弘一
中小企業金融公庫元総裁
公益社団法人経済同友会終身幹事

三野　哲治 住友ゴム工業株式会社代表取締役会長
宮内  義彦 オリックス株式会社会長・グループCEO　　
三宅　明 三井生命保険株式会社名誉顧問　　
宮村  眞平 三井金属鉱業株式会社相談役
村井　温 綜合警備保障株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者CEO

村上　健治
ダイワラクダ工業株式会社　代表取締役会長
大和物流株式会社　代表取締役会長

茂木　友三郎 キッコーマン株式会社取締役名誉会長　取締役会議長



森  金次郎
日本税理士会連合会元会長
アジア・オセアニア・タックスコンサルタント協会元会長

森下　俊三

西日本電信電話株式会社相談役
公益社団法人関西経済連合会副会長
在大阪トルコ共和国名誉総領事
阪神高速道路株式会社取締役会長

森島　英一 佐世保重工業株式会社取締役相談役　　
柳井　正 株式会社ユニクロ代表取締役会長兼社長兼CEO　　
柳田　浩 株式会社日本触媒相談役　　

薮中　三十二
外務省顧問
株式会社野村総合研究所顧問
立命館大学特別招聘教授

山内　康仁 アイシン精機株式会社相談役　　
山岡　健人 ヤンマー株式会社代表取締役会長兼社長
山下　隆 中国電力株式会社取締役会長
山田　豊彦 東急建設株式会社元代表取締役社長

山中　諄
南海電気鉄道株式会社代表取締役会長兼CEO
公益社団法人関西経済同友会代表幹事

湯淺  暉久 株式会社ジーエス・ユアサ パワーサプライ相談役　　
湯下　善文 佐世保重工業株式会社代表取締役社長
横内　誠三 株式会社栗本鐵工所特別顧問　　

米倉　弘昌
住友化学株式会社代表取締役会長
一般社団法人日本経済団体連合会会長

渡辺　修
石油資源開発株式会社代表取締役社長代表執行役員
独立行政法人日本貿易振興機構元理事長

【京都・滋賀経済界】
石田　明 大日本スクリーン製造株式会社代表取締役会長　最高経営責任者 　　
位髙　光司 日新電機株式会社顧問　

稲盛　和夫
京セラ株式会社名誉会長
京都商工会議所名誉会頭
日本航空株式会社名誉会長

柏原　康夫
株式会社京都銀行代表取締役会長
公益社団法人関西経済連合会　副会長

髙橋  宗治郎 株式会社滋賀銀行参与
武田  一平 ニチコン株式会社代表取締役会長兼CEO兼執行役員会長兼取締役会議長　　

立石  義雄
オムロン株式会社名誉会長
京都商工会議所会頭

中西　正夫 株式会社川島織物セルコン代表取締役社長　　
夏原  平和 株式会社平和堂代表取締役社長　　
西八條  實 株式会社島津製作所相談役　　
布垣　豊 京都中央信用金庫理事長　　
堀場　雅夫 株式会社堀場製作所最高顧問　　

村田　純一
村田機械株式会社代表取締役会長
京都商工会議所名誉会頭

村田　泰隆 株式会社村田製作所名誉相談役　

【九州経済界】
明石　博義 西日本鉄道株式会社相談役　　
安藤　昭三 大分商工会議所元会頭　　
梅林　秀伍 梅林建設株式会社代表取締役社長　　

小倉　義人
株式会社大分銀行取締役相談役
大分経済同友会　代表幹事

甲斐　隆博 株式会社肥後銀行取締役頭取　　

鎌田　迪貞
九州電力株式会社相談役
一般社団法人九州経済連合会顧問

神近　義邦 株式会社エコ研究所代表取締役会長　　
河部  浩幸 株式会社九電工相談役　　
木瀬　照雄 ＴＯＴＯ株式会社代表取締役 会長 兼 取締役会議長　　
四島  司 公益財団法人福岡文化財団理事長
多田　昭重 株式会社西日本新聞社相談役
田中　浩二 九州旅客鉄道株式会社相談役　　
田中　優次 西部瓦斯株式会社代表取締役会長
利島　康司 株式会社安川電機特別顧問　　
福島　知克 大分瓦斯株式会社代表取締役社長　　
福田　浩一 株式会社山口銀行取締役頭取　　
古莊　善啓 株式会社トキハ代表取締役会長　　
本田　正寛 株式会社西日本シティ銀行取締役会長　　
嶺井　政治 沖縄特定免税店株式会社代表取締役社長　　
村山  富市 元内閣総理大臣　　
幸重　綱二 大分交通株式会社代表取締役会長

吉村　恭彰
株式会社フォレストホールディングス代表取締役社長
株式会社アステム代表取締役社長


