
 

 
（議決事項  ） 

第１３９６回経営委員会議案 

２ ０ ２ ２ 年 ３ 月 ８ 日 

 

 

 

国際放送番組審議会委員の委嘱について 

 

 

国際放送番組審議会委員について、次のとおり委嘱を行うこととしたい。 

ついては、「定款第７０条第２項」の規定により同意を得たい。 

 

 

２０２２年４月１日付 新規委嘱 
 

・杉山 晋輔 氏 

（早稲田大学特命教授、前駐米大使） 

６８歳  略歴は（別紙１）参照 

 

 ・新浪 剛史 氏 

 （サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長） 

６３歳  略歴は（別紙２）参照 

 

 

２０２２年４月１日付 再委嘱 
 

  ・阪田 恭代 氏 

（神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部 教授） 

２期目 略歴は（別紙３）参照 

 

  ・村上 由美子 氏 

（ＭＰｏｗｅｒ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ゼネラルパートナー） 

２期目 略歴は（別紙４）参照 

 

 

 なお、河野 雅治 氏（株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役、元駐イタリア

大使）、平子 裕志 氏（全日本空輸株式会社 代表取締役社長）は３月３１日付で、任期満

了により退任される。 

 



 

 

（別紙１） 
 

 

杉山
すぎやま

 晋
しん

輔
すけ

 氏 

１９５３年５月１４日生まれ（６８歳） 

現職：早稲田大学特命教授、前駐米大使 

 

〔略歴〕 

１９７７年 ４月   外務省 入省 

１９９２年１０月   経済局国際エネルギー課企画官 

１９９３年 ８月   大臣官房（事務次官室） 

１９９５年  １月  総合外交政策局総務課企画官 

１９９５年  ８月  総合外交政策局国連政策課長 

１９９８年 １月  条約局条約課長 

２０００年 ４月   在大韓民国日本国大使館 公使 

２００４年 ７月   在エジプト日本国大使館 公使 

２００５年  ８月   大臣官房参事官兼中東アフリカ局 

２００５年１２月   兼経済協力局（免２００６年７月） 

２００６年１０月   兼国際協力局 

２００７年 ２月   大臣官房審議官兼中東アフリカ局、国際協力局 

 ２００８年 ７月   地球規模課題審議官（大使） 

２０１１年 １月   アジア大洋州局長 

２０１３年 ６月   外務審議官（政務担当） 

２０１６年 ６月  外務事務次官 

２０１８年 １月   在アメリカ合衆国特命全権大使 

 ～２１年 ２月 

２０２１年     早稲田大学特命教授 

    ～ 現在 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙２） 
 
 

新浪
にいなみ

 剛史
た け し

 氏 

１９５９年１月３０日生まれ（６３歳） 

現職：サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長 

 

 

〔略歴〕 

１９８１年 ４月  三菱商事株式会社 入社 

１９９１年 ６月  ハーバード大学経営大学院修了（ＭＢＡ取得） 

１９９５年 ６月  株式会社ソデックスコーポレーション（現・株式会社ＬＥＯＣ） 

               代表取締役 

２００２年 ５月  株式会社ローソン 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 

２０１４年 ５月  株式会社ローソン 取締役会長 

２０１４年 ８月  サントリーホールディングス株式会社 顧問 

２０１４年１０月  サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長 

  ～ 現在 

 

〔委員等〕 

２０１０年～１６年 公益社団法人経済同友会副代表幹事 

２０２０年～現在         〃 

２０１４年～現在  内閣府経済財政諮問会議議員 

    〃     米日財団理事 

２０１５年～現在   世界経済フォーラム 

 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｕｎｃｉｌメンバー 

２０１６年～現在   外交問題評議会（Ｃｏｕｎｃｉｌ ｏｎ Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ） 

   Ｇｌｏｂａｌ Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ａｄｖｉｓｏｒｓメンバー 

２０１７年～現在   Ｔｈｅ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｕｎｃｉｌ（米国）メンバー 

２０２０年～現在  国際商業会議所（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｈａｍｂｅｒ ｏｆ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ） 

  Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｂｏａｒｄメンバー 

２０２１年～現在   Ａｓｉａ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｕｎｃｉｌ Ｖｉｃｅ Ｃｈａｉｒｍａｎ 

    〃      米日カウンシル（Ｔｈｅ Ｕ．Ｓ．－Ｊａｐａｎ Ｃｏｕｎｃｉｌ） 

評議員会 副会長 

 



 

 

（別紙３） 

阪田
さ か た

 恭代
や す よ

 氏 

現職：神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部 教授 

 

〔略歴〕 

１９８９年３月   慶應義塾大学法学部政治学科 卒業 

１９９２年       財団法人平和･安全保障研究所 安全保障研究奨学プログラム 

～９４年         

１９９７年３月   慶應義塾大学大学院 法学研究科政治学専攻 修了 

１９９８年４月   神田外語大学外国語学部英米語学科 専任講師 
２００１年４月   神田外語大学外国語学部国際コミュニケーション学科 准教授 
２００８年４月   神田外語大学外国語学部国際コミュニケーション学科 教授 

～２１年３月 

２００８年９月     韓国延世大学校国際学大学院(現代韓国学研究所)訪問研究員 

～０９年３月 

２０１４年４月   米ジョージ・ワシントン大学シグール研究所 訪問研究員 

   ～ ９月 

２０２１年４月   神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部 教授 

 

〔委員等〕 

２００１年 ～ ０３年  防衛外交研究会（防衛庁）委員 

２００３年 ～ ０４年  日韓フォーラム 委員 

２０１３年 ～  現在  国際安全保障学会 理事 

２０１４年 ～  現在  日本国際問題研究所（朝鮮半島安全保障研究会）委員 

２０１７年 ～  現在  現代韓国朝鮮学会 理事 

２０１６年４月～１８年３月 参議院第一特別調査室 委員  ほか 

  

〔著書〕 

２０１１年 「ゼロ年代 日本の重大論点－外交と安全保障で読み解く」柏書房 

共著（第３章 日本と韓国） 

２０１１年   The U.S.-Japan Security Alliance, Palgrave  

共著 (Chap.6 Korea and the Japan-U.S. Alliance: A Japanese Perspective) 

２０１３年 「朝鮮半島の秩序再編」慶応義塾大学出版会 

共著（第２章 グローバル・コリアと米韓同盟）   ほか 



 

 

（別紙４） 

村上
むらかみ

 由美子
ゆ み こ

 氏 

現職：ＭＰｏｗｅｒ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ゼネラルパートナー 

 

〔略歴〕 

１９８７年     上智大学外国語学部 卒業 

１９８９年     米国スタンフォード大学大学院国際関係学修士課程 修了 

  〃       国連開発計画（バルバドス）で国連開発援助プログラム担当 

～９１年 

１９９１年     国連事務局(ニューヨーク)でリモート･センシングの平和的利用推進に従事 

  〃       国際連合カンボジア暫定統治機構 人権擁護オフィサー 

 ～９２年 

１９９２年     国際連合 退職 

１９９４年     米国ハーバード大学大学院経営学修士課程 修了 

  〃       ゴールドマン・サックス証券 入社 

１９９４年     バイスプレジデント（ロンドン） 

～９７年 

１９９７年     マネージングディレクター（ニューヨーク、東京） 

～０９年 

２００９年     クレディ・スイス証券 マネージングディレクター（東京） 

～１２年 

２０１３年     経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）東京センター所長 

 〜２１年 

２０２１年５月   ＭＰｏｗｅｒ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ゼネラルパートナー 

 

〔委員等〕 

２０１９年〜  国土交通省 国土審議会 専門委員    

２０２０年〜  上智大学 アドバイザリーボードメンバー 

２０２１年〜  総務省 総務省統計委員会 委員  

２０２１年〜  東京大学 未来社会協創推進本部 アドバイザリーボード委員 

２０２１年〜  岸田内閣府「新しい資本主義実現会議」 有識者構成員 ほか 

 

〔著書〕 

２０１６年  「武器としての人口減社会」（光文社新書） 


