
【研究部会等構成員　継続】
代表者以外の兼任
研究所員

名称 種別 代表者氏名
氏名（他箇所のみ
本属・資格を表
示）

氏名 本属 資格/役職

1 小林　啓孝 早稲田大学 名誉教授

2 亀井　且有 元立命館大学情報理工学部知能情報学科教授 ―

3 小坂　洋明 奈良高等工業専門学校 教授

4 入澤　裕介
早稲田大学大学院経営管理研究科
日立システムズパワーサービス

非常勤講師

5 杉本　香七
早稲田大学大学院経営管理研究科
株式会社メントール

非常勤講師
代表取締役

6 熊谷　健 三重大学 教授

7 長沢　幸子 元文化学園大学服装学部教授 ―

8 山本　典弘
明星大学
鈴木正次特許事務所

非常勤講師
副所長

9 伊吹　勇亮 京都産業大学経営学部 准教授

10 中本　龍市 九州大学経済学研究院 准教授

11 神吉　直人 追手門学院大学経営学部 准教授

12 松本　陽一 慶應義塾大学商学部 准教授

13 亀岡　京子 東海大学政治経済学部 教授

14 延岡　健太郎 大阪大学大学院経済学研究科 教授

15 渡辺　靖 ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社 部長

16 水野　由香里 立命館大学大学院経営学研究科 教授

17 加藤　寛之 法政大学社会学部 教授

18 陰山　孔貴 獨協大学経済学部 准教授

19 大井　貴雄 東日本電信電話株式会社 主任

20 櫨本　修 ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社 経営企画部門長

21 松野尾　萌 アフトンケミカルジャパン株式会社 代表取締役社長

22 廣瀬　一郎 マツダ株式会社 常務執行役員

23 宮尾　学 神戸大学大学院経営学研究科 准教授

24 串　正祥 ハウス食品グループ本社株式会社 ―

25 天王寺谷　達将 岡山大学大学院社会文化科学研究科 講師

26 豊重　巨之 総務省サイバーセキュリティ統括官室 参事官補佐

27 宮本　達郎 DICグラフィックス株式会社 ―

28 二宮　朋子 湘北短期大学 非常勤講師

29 平野　雅章 早稲田大学 名誉教授

30 鉄川　弘樹 ソニー株式会社先端研究部 統括部長

31 国保　祥子 静岡県立大学 専任講師

32 Metzler　Jon
Blue　Field　Strategies/
Haas　School　of　Business/
早稲田大学ビジネススクール

President
Lecturer
訪問教授

33 隅藏　康一 政策研究大学院大学 教授

34 原　泰史 一橋大学大学院経済学研究科 特任講師

35 宮地　惠美
早稲田大学大学院経営管理研究科
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科

非常勤講師
特任教授

36 松田　大 中外製薬株式会社 ―

37 林田　丞児 株式会社セル―ジョン ―

38 重田　雄基 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 ―

39 土肥　淳子 クラスメソッド株式会社 ―

40 大塚　怜奈
楽天株式会社
内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室（出向） 参事官補佐

41 徳橋　和将 株式会社日立製作所 研究員

42 森田　善仁 アクセンチュア株式会社ストラテジー&コンサルティング本部 ―

43 工藤　紀篤 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任助教

44 姜　理恵 北陸先端科学技術大学院大学　知識マネージメント領域 准教授

45 古屋　光俊 開志専門職大学事業創造学部 教授

46 石黒　順子 東洋学園大学現代経営学部 専任講師

47
日中ビジネス推進フォーラ
ム

研究交流事
業

東出　浩教 ― 朱　偉徳 ファーイースト・パートナーズ株式会社 代表取締役

48 三代　まり子 RIDEAL株式会社 代表取締役

49 宮永　雅好 東京理科大学大学院経営学研究科 教授

50 植松　則行
早稲田大学大学院経営管理研究科
植松公認会計士事務所

非常勤講師
所長

51 船橋　智 株式会社ICMG
知的資本経営コ
ンサルタント

52 高津　晴彦 高津事務所 所長

53 妹尾　裕之 医療法人社団雅会 経営企画室長

54
コーポレートガバナンス・
情勢開示姿勢の株価への影
響に関する研究

研究プロ
ジェクト

蟻川　靖浩 ― 光定　洋介 産業能率大学/あすかコーポレートアドバイザリー ―

55 保田　隆明 神戸大学 准教授

56 新井　亮一 国際基督教大学、アライ・キャピタル・マネジメント㈱ 理事

57 高木　亮 東京証券取引所 ―

58 工藤　清美 ＦＰブラッサム ―

59 橋口　直子 野村アセットマネジメント㈱ ―

60 高　英模 ㈱ライトストーン ―

61 五島　圭一 早稲田大学商学部 講師（任期付）

62 戸辺　玲子 二松学舎大学 専任講師

63 柴田　舞 高千穂大学商学部 教授

64 鶴沢　真 みずほファクター株式会社 ―

65 金融取引の私学法的接近
研究プロ
ジェクト

柴崎　暁 ― 四方　藤治 M&Aイノベーション・コンサルティング 代表

66
リスク管理戦略としての
CSRに関する研究

研究プロ
ジェクト

竹原　均 ― 首藤　惠 早稲田大学 名誉教授

67
ビジネス教育の質保証に関
する国際的比較研究

研究プロ
ジェクト

竹原　均 ― 波多野　篤子 株式会社早稲田大学アカデミックソリューション ―

68
リアルオプションの応用に
関する研究（（株）シーエ
スデー）

共同研究 川口　有一郎 ― 高森　寛 千葉商科大学 客員教授

代表者以外の兼任
研究所員

名称 種別 代表者 氏名 氏名 本属 資格/役職

1 アントレプレヌール研究会 研究交流事業 東出　浩教 西山　茂 山口　勝士
早稲田大学大学院経営管理研究科
日本経済大学経営学部

非常勤講師
専任講師

2 花堂　靖仁
元早稲田大学大学院商学研究科特任教授
國學院大学

―
名誉教授

3 瀧口　匡 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター 客員教授

招聘研究員研究交流事業／研究部会

任期：2021年4月1日～2022年3月31日【研究部会等構成員　新規】※新規嘱任者の履歴書は回収資料参照（本学雇用歴なし者のみ）

エグゼクティブ教育方法論
研究部会

研究部会 根来　龍之

―牧　兼充研究部会
科学技術とアントレプレ
ナーシップ研究部会

ソーシャルアントレプレ
ナー研究会

研究交流事
業

東出　浩教

知的資本研究会
研究交流事
業

任期：2021年4月1日～2022年3月31日

研究部会/研究交流事業/研究プロジェクト等 招聘研究員

感性商品研究部会

伊藤　嘉博
（商学部　教授）
長内　厚
竹村　和久
（文学部　教授）

長沢　伸也研究部会

長沢　伸也
根来　龍之
納富　信
（環境・エネル
ギー研究科　教
授）
牧　兼充

長内　厚研究部会

イノベーションと価値創造
戦略研究部会
※2021年度より「技術経営
研究部会」から名称変更

杉浦　正和
長谷川　博和
牧　兼充

西山　茂

アントレプレヌール研究会
研究交流事
業

東出　浩教

―

―

西山　茂

知的資本研究会 研究交流事業 西山　茂 ―

―宇野　淳
研究プロ
ジェクト

証券市場変革と資産運用へ
のインパクト
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