
名誉教授

氏　 名 称号授与年 （元所属）
田中　　浩 平10 （社）
山田　欣吾 平5 （経）
岡本　　清 平5 （商）
杉原　泰雄 平6 （法）
梅谷　文夫 平6 （社）
花輪　俊哉 平7 （商）
宮川　公男 平7 （商）
川口　智久 平7 （社）
中村　喜和 平7 （社）
秌場　準一 平8 （法）
南　　亮進 平9 （研）
田島　壯幸 平9 （商）
木山　英雄 平10 （社）
田中　克彦 平10 （言）
平田　光弘 平10 （イ）
永島　　孝 平10 （経）
藤岡　貞彦 平10 （社）
野中　郁次郎 平18 （国）
尾髙　煌之助 平11 （研）
富沢　賢治 平11 （研）
諏訪　　功 平11 （言）
河村　錠一郎 平12 （言）
堀部　政男 平9 （法）
石井　　修 平12 （法）
長島　信弘 平12 （社）
田中　　宏 平12 （社）
関　　春南 平13 （社）
福田　雅章 平14 （法）
福居　　純 平14 （法）
磯地　明雄 平14 （商）
下和田　功 平15 （商）
山内　敏弘 平15 （法）
早川　　毅 平15 （経）
折敷瀬　興 平16 （経）
石原　　全 平16 （法）
山本　武利 平16 （社）
野口　悠紀雄 平16 （経）
片岡　　寛 平17 （商）
新井　皓士 平17 （言）
松岡　　弘 平17 （社）
村井　敏邦 平17 （法）
中谷　　巌 平17 （商）
早川　武彦 平18 （商研）
西村　幸次郎 平18 （法研）
西村　可明 平20 （研）
中嶋　浩一 平18 （社研）
藤田　伍一 平18 （社研）
山崎　　昭 平18 （経研）
依光　正哲 平18 （社研）
清川　雪彦 平18 （研）
矢澤　修次郎 平18 （社研）
寺西　重郎 平18 （研）
山田　直道 平18 （商研）
恒川　邦夫 平18 （言）

氏　 名 称号授与年 （元所属）
横張　　誠 平19 （経研）
岩崎　史郎 平19 （経研）
安藤　英義 平19 （商研）
矢野　敬幸 平19 （商研）
藤田　和也 平20 （社研）
刈屋　武昭 平20 （研）
鈴木　良隆 平20 （商研）
藤田　幸一郎 平20 （経研）
新田　忠誓 平20 （商研）
杉山　武彦 平22 （商研）
伊丹　敬之 平20 （商研）
山本　　拓 平21 （経研）
高津　　勝 平21 （社研）
野林　　健 平21 （法研）
川村　正幸 平21 （国）
森　　武麿 平21 （経研）
村田　和彦 平21 （商研）
土岐　健治 平21 （言）
油井　大三郎 平21 （社研）
久冨　善之 平21 （社研）
内海　和雄 平21 （社研）
斎藤　　修 平21 （研）
髙山　憲之 平22 （研）
濱谷　正晴 平22 （社研）
嶋﨑　　隆 平22 （社研）
納家　政嗣 平22 （法研）
岩佐　　茂 平22 （社研）
近見　正彦 平22 （商研）
上野　卓郎 平22 （社研）
土肥　一史 平22 （国）
井上　義夫 平22 （言）
竹内　弘髙 平22 （国）
小田切　宏之 平22 （経研）
町田　　元 平22 （商研）
浦田　一郎 平22 （法研）
加藤　哲郎 平22 （社研）
田﨑　宣義 平22 （社研）
土肥　恒之 平22 （社研）
渡邊　　治 平22 （社研）
三浦　良造 平22 （国）
谷口　晉吉 平23 （経研）
花枝　英樹 平23 （商研）
釜江　廣志 平23 （商研）
清水　啓典 平23 （商研）
内堀　基光 平23 （社研）
小松　　章 平23 （商研）
神武　庸四郎 平23 （経研）
安田　　聖 平23 （研）
関　　満博 平23 （商研）
加藤　　博 平24 （経研）
関　　啓子 平24 （社研）
田邉　秀樹 平24 （言）
斯波　恒正 平24 （経研）
栗原　史郎 平24 （商研）

氏　 名 称号授与年 （元所属）
西成田　豊 平24 （経研）
高田　一夫 平24 （社研）
坂内　德明 平24 （言）
御代川 貴久夫 平24 （社研）
久保庭　眞彰 平24 （研）
松永　正義 平24 （言）
石倉　洋子 平24 （国）
村上　政博 平25 （国）
荒井　一博 平25 （経研）
山﨑　秀記 平25 （商研）
田近　栄治 平25 （経研）
糟谷　憲一 平25 （社研）
山内　　進 平26 （法研）
渡辺　雅男 平25 （社研）
坂元　ひろ子 平26 （社研）
木本　喜美子 平26 （社研）
武隈　愼一 平26 （経研）
上原　敏夫 平26 （法研）
池　　　享 平26 （経研）
西澤　　保 平26 （研）
伊藤　隆敏 平26 （研）
田中　勝人 平26 （経研）
後藤　　昭 平26 （法研）
佐野　泰雄 平26 （言）
水岡　不二雄 平26 （経研）
江夏　由樹 平26 （経研）
平子　友長 平26 （社研）
福田　泰雄 平26 （経研）
寺西　俊一 平26 （経研）
中馬　宏之 平27 （商研）
中島　由美 平27 （社研）
水野　忠恒 平27 （法研）
落合　一泰 平27 （社研）
橘川　武郎 平27 （商研）
中田　裕康 平27 （法研）
盛　　誠吾 平27 （法研）
浅子　和美 平27 （研）
山田　裕理 平27 （経研）
伊藤　邦雄 平27 （商研）
廣本　敏郎 平27 （商研）
松本　恒雄 平27 （法研）
小林　秀之 平27 （国）
三瓶　裕文 平28 （法研）
五味　政信 平28 （国教）
長岡　貞男 平28 （商研）
西口　敏宏 平28 （商研）
濱本　　満 平28 （社研）
米倉　誠一郎 平29 （商研）
春日　直樹 平29 （社研）
山田　　洋 平29 （法研）
根本　敏則 平29 （商研）
米山　高生 平29 （商研）
小野　秀誠 平29 （法研）
岡田　　章 平29 （経研）
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名誉博士

学位記番号 氏　名 授与年月
第１号 Kenneth J. Arrow 2004年　7月
第２号 Amartya K. Sen 2004年　7月
第３号 Gary  S. Becker 2005年　6月

学位記番号 氏　名 授与年月
第４号 Lester R. Brown 2006年　5月
第５号 Angus Maddison 2007年10月
第６号 Jean Tirole 2013年　5月

氏　 名 称号授与年 （元所属）
大芝　　亮 平29 （法研）
都留　　康 平30 (研)
児玉谷　史朗 平30 (社研)
村田　光二 平30 (社研)
林　　大樹 平30 (社研)
吉田　　裕 平30 (社研)
伊藤　るり 平30 (社研)
倉田　良樹 平30 (社研)
佐藤　正広 平30 (研)
筒井　泉雄 平30 (商研)
佐藤　哲夫 平30 (法研)
佐藤　郁哉 平30 (商研)
鵜飼　　哲 平30 (言)
藤田　岳彦 平31 （経営）
森村　　進 平31 （法研）
山内　弘隆 平31 （経営）
谷本　寛治 平31 （経営）
糟谷　啓介 平31 （言社）
深澤　英隆 平31 （社研）
奥田　英信 平31 （経研）
髙橋　　滋 平31 （法研）
青木　玲子 令2 （研）
加藤　泰史 令2 （社研）
宍戸　善一 令2 （法研）
布井　千博 令2 （法研）

氏　 名 称号授与年 （元所属）
深尾　京司 令2 （研）
北村　行伸 令2 （研）
山部　俊文 令2 （法研）
内藤　正典 令2 （社研）
守島　基博 令2 （経営）
李　　妍淑 令2 （言社）
町村　敬志 令2 （社研）
古川　一郎 令2 （経営）
小林　多寿子 令2 （社研）
花崎　正晴 令2 （経営）
佐藤　　宏 令2 （経研）
川崎　恭治 令2 （法研）
野田　　博 令3 （法研）
小川　英治 令3 （経営）
足羽　與志子 令3 （社研）
渡邉　智之 令3 （経研）
渡邉　康行 令3 （法研）
渡辺　尚志 令3 （社研）
阿部　博友 令3 （法研）
久保　哲司 令3 （社研）
中窪　裕也 令3 （法研）
清水　　朗 令3 （法研）
橋沼　克美 令3 （経研）
木村　　元 令3 （社研）
後藤　玲子 令3 （研）

氏　 名 称号授与年 （元所属）
尾畑　裕 令4 （経営）
小井土　彰宏 令4 （社研）
橋本　正博 令4 （法研）
一條　和生 令4 （経営）
万代　勝信 令4 （経営）
金井　嘉彦 令4 （法研）
坂上　康博 令4 （社研）
尾崎　正峰 令4 （社研）
中野　知律 令4 （社研）
Christina Ahmadjian 令4 （経営）
延岡　健太郎 令4 （経営）
安川　一 令4 （社研）
坂井　洋史 令4 （言）

原則として生年月日順。
（　）内は、元所属部局を示す。
（商）：商学部
（経）：経済学部
（法）：法学部
（社）：社会学部
（経営）：大学院経営管理研究科
（商研）：大学院商学研究科
（経研）：大学院経済学研究科
（法研）：大学院法学研究科
（社研）：大学院社会学研究科
（言）：大学院言語社会研究科
（国）：大学院国際企業戦略研究科
（研）：経済研究所
（イ）：イノベーション研究センター
（古）：社会科学古典資料センター
（保）：保健センター
（国教）：国際教育センター
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