経営協議会/2022 年６月８日

東京大学総長選考・監察会議学外委員候補者リスト

【選考理由】

本学が東京大学総長選考・監察会議の学外委員に期待する役割は、「広く社会の多様
な意見をその運営に反映させる」ことである（東大憲章 11 条）
。この役割を果たすため、
東京大学経営協議会における総長選考・監察会議委員の選出に関する内規（令和４年３
月１６日経営協議会可決）では、選考方針として、選出母体である経営協議会の学外委
員の構成に関する方針に定めるもの（性別並びに日本国外での活動経験、職歴及び年齢
等の多様性の確保、本学教職員経験者の割合の上限など）のほか、組織の経営若しくは
運営、教育活動、研究活動、文化活動又は社会活動等の経験に関する多様性に配慮する
ことを掲げ、また、選出基準として、本学及び総長と特別な関係がある者の就任制限を
定めている。
上記に照らし、検討の結果、総長選考・監察会議における課題解決に必要な幅広い経
験、専門的知識、男女比、年齢等のバランスはもとより、経営協議会委員としての経験、
総長選考会議委員としての経験等審議の継続性の観点も含め、期待される役割を十分に
発揮できる者と判断し、総長選考・監察会議学外委員として、以下の 8 名を選考した。

【総長選考・監察会議学外委員候補者】
（敬称略：五十音順）
候補者氏名

略歴等

１

岩田 喜美枝（いわた きみえ）

別紙１参照

２

遠藤 信博（えんどう のぶひろ）

別紙２参照

３

国谷 裕子（くにや ひろこ）

別紙３参照

４

小林 いずみ（こばやし いずみ）

別紙４参照

５

佐藤 康博（さとう やすひろ）

別紙５参照

６

鈴木 蘭美（すずき らみ）

別紙６参照

７

板東 久美子（ばんどう くみこ）

別紙７参照

８

森田 朗（もりた あきら）

別紙８参照
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別紙１

東京大学総長選考・監察会議学外委員候補者

氏

名： 岩田 喜美枝（いわた きみえ）

現

職： 東京都監査委員
住友商事株式会社 社外取締役・指名報酬諮問委員会委員
味の素株式会社 社外取締役・取締役会議長
株式会社りそなホールディングス 社外取締役・報酬委員会委員長
新潟大学経営協議会 委員

略

歴：１９７１年３月 東京大学教養学部卒
１９７１年 労働省入省。女性労働問題や国際労働問題を担当し（ＩＬＯ
日本政府代表など）
、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長を最後
に 03 年退官。
２００３年 株式会社資生堂に常勤顧問として入社。その後、取締役執行役員、
取締役常務を経て 08 年代表取締役副社長に就任。この間、人事、
総務、法務、秘書、CSR、環境、企業文化、お客さまセンター、
広報、宣伝制作等を担当。１２年６月～１６年６月まで顧問。
２０１２年 3 月～２０１９年 3 月 キリンホールディングス株式会社 社外監
査役・社外取締役
２０１２年６月～２０１８年６月 日本航空株式会社 社外取締役
２０１６年４月～２０１９年４月

株式会社ストライプインターナショナル

社外取締役
２００７年 1 月～２０１７年 3 月 内閣府男女共同参画会議議員
２０１２年 7 月～２０１８年 6 月 公益財団法人 21 世紀職業財団会長
総長選考会議委員の在任年数：１年
本学との関係：本学卒業生、東京大学校友会顧問

他

【個別の選考理由】
東京大学経営協議会学外委員の構成に関する方針及び選考方針に係る適正を全て満たし、
行政機関及び民間企業等における豊富な組織経営、組織運営、海外勤務、公益法人における
社会活動等、幅広く高度な知見及び経験を有しており、これらの知見・経験をもとに、総長
選考・監察会議委員として活かしていただきたいため。
以上
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別紙２
東京大学総長選考・監察会議学外委員候補者

氏

名： 遠藤 信博（えんどう のぶひろ）

現

職： 日本電気株式会社 取締役会長

略

歴：１９８１年３月 東京工業大学大学院理工学研究科博士課程 修了
１９８１年４月 日本電気株式会社 入社
１９９５年７月 同 マイクロ波衛星通信事業部第三開発部担当部長
１９９７年１０月 NEC Technologies(UK)Ltd. 出向
２０００年５月 日本電気株式会社モバイルワイヤレス事業本部
モバイルワイヤレス基盤開発本部 第三開発部長
２００３年４月 同 モバイルネットワーク事業本部
モバイルワイヤレス事業部長
２００５年７月 同 モバイルネットワーク事業本部 副事業本部長
２００６年４月 同 執行役員 モバイルネットワーク事業本部長
２００９年４月 同 執行役員常務
２００９年６月 同 取締役 執行役員常務
２０１０年４月 同 代表取締役 執行役員社長
２０１６年４月 同 代表取締役会長
２０１９年６月 同 取締役会長

総長選考会議委員の在任年数：２年
本学との関係：該当なし
【個別の選考理由】
東京大学経営協議会学外委員の構成に関する方針及び選考方針に係る適正を全て満たし、民間
企業等における豊富な組織経営・組織運営、海外勤務、社会活動等、幅広く高度な知見及び経験
を有しており、これらの知見・経験をもとに、総長選考・監察会議委員として活かしていただき
たいため。
以上
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別紙３
東京大学総長選考・監察会議学外委員候補者

氏

名： 国谷 裕子（くにや ひろこ）

現

職： 東京藝術大学理事
慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
自然エネルギー財団 理事

略

歴：１９７９年６月 米国ブラウン大学卒
１９８９年 4 月 NHKBS-1 ワールドニュースキャスター
１９９３年 4 月 NHK 総合テレビ クローズアップ現代キャスター
２０１６年 4 月 東京藝術大学理事
２０１７年 6 月 日本郵船株式会社 社外取締役
２０１８年４月 慶応義塾大学政策・メディア研究科特任教授

総長選考会議委員の在任年数：０年
本学との関係：未来ビジョンセンター顧問会顧問 他
【個別の選考理由】
東京大学経営協議会学外委員の構成に関する方針及び選考方針に係る適正を全て満たし、民間
企業及び国立大学等における豊富な組織運営・組織経営、海外勤務、研究活動、文化活動等、幅
広く高度な知見及び経験を有しており、これらの知見・経験をもとに、総長選考・監察会議委員
として活かしていただきたいため。
以上
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別紙４
東京大学総長選考・監察会議学外委員候補者

氏

名：小林 いずみ（こばやし いずみ）

現

職：ＡＮＡホールディングス株式会社社外取締役
三井物産株式会社社外取締役
株式会社みずほフィナンシャルグループ社外取締役
オムロン株式会社社外取締役

略

歴：１９８１年３月 成蹊大学文学部 卒業
１９８１年４月 三菱化成工業株式会社（現 三菱ケミカル株式会社）入社
１９８５年６月 メリルリンチ・フューチャーズ・ジャパン株式会社 入社
１９８８年６月 メリルリンチ証券東京支店
２００１年１２月 メリルリンチ日本証券株式会社 代表取締役社長
２００８年１１月 世界銀行グループ・多数国間投資保証機関長官

総長選考会議委員の在任年数：０年
本学との関係：該当なし
【個別の選考理由】
東京大学経営協議会学外委員の構成に関する方針及び選考方針に係る適正を全て満たし、民間
企業等における豊富な組織経営及び海外勤務等、幅広く高度な知見及び経験を有しており、これ
らの知見・経験をもとに、総長選考・監察会議委員として活かしていただきたいため。
以上
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別紙５
東京大学総長選考・監察会議学外委員候補者

氏

名： 佐藤 康博（さとう やすひろ）

現

職： 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役

略

歴：１９７６年 東京大学経済学部卒
１９７６年４月 日本興業銀行入社
２００２年４月 株式会社みずほコーポレート銀行国際企画部長
２００２年１２月 同 インターナショナルバンキングユニット統括役員付
シニアコーポレートオフィサー
２００３年３月 同 執行役員インターナショナルバンキングユニット
シニアコーポレートオフィサー
２００４年４月 同 常務執行役員営業担当役員
２００６年３月 同 常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員
２００７年４月 同 取締役副頭取内部監査統括役員
２００９年４月 同 取締役頭取（２０１３年７月まで）
２００９年６月 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役
２０１１年６月 株式会社みずほ銀行取締役
株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役社長
（グループＣＥＯ）(２０１４年６月まで）
２０１３年７月 株式会社みずほ銀行取締役頭取
２０１４年４月 同 取締役 (２０１８年４月まで）
みずほ信託銀行株式会社取締役 (２０１８年４月まで）
みずほ証券株式会社取締役 (２０１８年４月まで）
２０１４年６月 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役兼執行役社長
（グループＣＥＯ）
２０１８年４月 同 取締役会長兼執行役
２０１８年６月 同 取締役会長
２０２２年４月 同 取締役

総長選考会議委員の在任年数：０年
本学との関係：本学卒業生、東京大学産学協創・社会連携協議会アドバイザリーミーティング産
業界等アドバイザー 他
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【個別の選考理由】
東京大学経営協議会学外委員の構成に関する方針及び選考方針に係る適正を全て満たし、民間
企業における豊富な組織経営及び海外勤務等、幅広く高度な知見及び経験を有しており、これら
の知見・経験をもとに、総長選考・監察会議委員として活かしていただきたいため。
以上
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別紙６
東京大学総長選考・監察会議学外委員候補者

氏

名：鈴木 蘭美（すずき らみ）

現

職：モデルナ・ジャパン株式会社 代表取締役社長

略

歴：１９９９年 英国ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 医学博士号取得
２００２年 ITX コーポレーション社 ライフサイエンス・ベンチャーキャピタル
ファンド・フォー・ヨーロッパ ヘッド
２００４年 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 入社
２００６年 エーザイ株式会社 入社
２０１４年 同 グローバルビジネスディベロップメントユニット プレジデント
２０１６年 同 執行役（コーポレートビジネスデベロップメント担当）
２０１７年 ヤンセンファーマ株式会社 ビジネスデベロップメント本部長、
メディカルアフェアーズ部門本部長
２０２０年 フェリングファーマ株式会社 CEO 代表取締役
２０２１年１１月 モデルナ・ジャパン株式会社 代表取締役社長

総長選考会議委員の在任年数：０年
本学との関係：該当なし
【個別の選考理由】
東京大学経営協議会学外委員の構成に関する方針及び選考方針に係る適正を全て満たし、民
間企業等における豊富な組織運営・組織経営、海外勤務、研究活動、行政機関における社会活
動等、幅広く高度な知見及び経験を有しており、これらの知見・経験をもとに、総長選考・監
察会議委員として活かしていただきたいため。
以上

8

別紙７
東京大学総長選考・監察会議学外委員候補者

氏

名： 板東 久美子（ばんどう くみこ）

現

職： 日本赤十字社常任理事

略

歴：１９７７年３月 東京大学法学部卒
１９７７年４月 文部省入省
２００４年７月 文部科学省大臣官房審議官（大臣官房担当）
２００６年７月 内閣府男女共同参画局長
２００９年７月 文部科学省生涯学習政策局長
２０１２年１月 文部科学省高等教育局長
２０１３年７月 文部科学省文部科学審議官
２０１４年８月 消費者庁長官
２０１６年８月 退官、消費者庁顧問
２０１８年４月 日本司法支援センター理事長
２０２２年４月 日本赤十字社常任理事

総長選考会議委員の在任年数：０年
本学との関係：本学卒業生、常勤教職員経験１年半勤務 他
【個別の選考理由】
東京大学経営協議会学外委員の構成に関する方針及び選考方針に係る適正を全て満たし、行政
機関等における豊富な組織運営、組織経営及び海外勤務並びに教育活動等、幅広く高度な知見及
び経験を有しており、これらの知見・経験をもとに、総長選考・監察会議委員として活かしてい
ただきたいため。
以上
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別紙８
東京大学総長選考・監察会議学外委員候補者

氏

名： 森田 朗（もりた あきら）

現

職： 東京大学名誉教授
一般社団法人 次世代基盤政策研究所 代表理事
協和キリン株式会社 社外取締役

略

歴：１９７６年３月 東京大学法学部卒
１９７６年４月 東京大学法学部 助手
１９８１年４月 千葉大学法経学部 助教授
１９９４年４月 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
２００４年４月 東京大学大学院公共政策学連携研究部・公共政策学教育部
（公共政策大学院）教授・部長
２００８年７月 東京大学政策ビジョン研究センター センター長
２０１２年４月 学習院大学法学部政治学科 教授
２０１２年６月 東京大学 名誉教授
２０１４年４月 国立社会保障・人口問題研究所 所長
２０１７年４月 津田塾大学総合政策学部 教授
２０１８年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター
センター長（非常勤）
２０１９年３月 協和キリン株式会社 社外取締役
２０２１年８月 一般社団法人 次世代基盤政策研究所 代表理事

総長選考会議委員の在任年数：５年
本学との関係：本学卒業生、常勤教職員経験１０年以上勤務
【個別の選考理由】
東京大学経営協議会学外委員の構成に関する方針及び選考方針に係る適正を全て満たし、東京
大学その他の研究機関における豊富な教育及び研究活動、民間企業における組織経営、組織運営、
行政機関における社会活動等、幅広く高度な知見及び経験を有しており、これらの知見・経験を
もとに、総長選考・監察会議委員として活かしていただきたいため。
以上
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