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Bilderberg 2012 Official Participant List

国籍 氏名 肩書

アイルランド ポール・ギャラガー 元検事総長、シニアカウンセル

アイルランド ピーター・サザーランド 会長、ゴールドマンサックスインターナショナル

アメリカ Ajami Fouad シニアフェロー、フーバー研究所、スタンフォード大学

アメリカ キース・アレクサンダー 米国サイバーコマンド司令官、ディレクター、国家安全保障局

アメリカ ロジャー・アルトマン 会長、エバーコアパートナーズ

アメリカ ティモシー・コリンズ CEO兼シニアマネージングディレクター、リップルウッドホール

アメリカ ダニエルズ・ジュニア・ミッチェルE. インディアナ州知事

アメリカ デムート・クリストファー 上席研究員、ハドソン研究所

アメリカ Donilon・トーマス?E. 国家安全保障担当補佐官、ホワイトハウス

アメリカ エヴァンス・J.マイケル 副会長、エマージング・グローバルヘッド、ゴールドマンサックス

アメリカ ファーガソン・ニール ローレンスA.ティッシュ歴史学教授、ハーバード大学

アメリカ ゲッパート・リチャード・A. 代表取締役社長兼CEO、ゲッパートグループ

アメリカ Goolsbee・Austan D. 経済学部教授、ビジネスのシカゴブースの大学

アメリカ グレアム・ドナルドE. 会長兼最高経営責任者（CEO）、ワシントンポスト社

アメリカ ハリス・ブリット CIO、テキサス州教師退職年金

アメリカ リード・ホフマン 共同創設者兼取締役会長、LinkedIn

アメリカ ハンツマン・ジュニア・ジョンM. 会長、ハンツマン癌財団

アメリカ ケネス・ジェイコブズ 会長兼最高経営責任者（CEO）、ラザード

アメリカ ジェームズ・ジョンソン 副会長、ペルセウス、LLC

アメリカ ヴァーノン・ジョーダン シニア?マネージング・ディレクター、ラザード

アメリカ カープ・アレクサンダー 最高経営責任者（CEO）、Palantirテクノロジーズ

アメリカ Karsner・アレクサンダー 会長、マニフェストエネルギー株式会社

アメリカ ケリー・ジョン マサチューセッツ州上院議員

アメリカ ヘンリー・キッシンジャー 会長、キッシンジャーアソシエイツ株式会社

アメリカ クラウス・クラインフェルド 会長兼最高経営責任者（CEO）、アルコア
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アメリカ ヘンリー・クラヴィス 共同会長兼共同CEO、コールバーグクラビスロバーツアンドカンパ

アメリカ マリ・ジョゼ・クラヴィス シニアフェロー、ハドソン研究所

アメリカ クルップ・フレッド 社長、環境防衛基金

アメリカ 李成 研究シニアフェロー、ジョンL.ソーントン中国センター、ブルッキ

アメリカ リプスキー・ジョン 客員研究員、ジョンズホプキンス大学

アメリカ リバリス・アンドリュー?N. 社長、会長兼最高経営責任者（CEO）、ダウケミカルカンパニー

アメリカ リン・ウィリアム・J. 会長兼最高経営責任者（CEO）、DRSテクノロジーズ

アメリカ マシューズ・ジェシカT. 理事長、カーネギー国際平和基金

アメリカ メールマン・ケネスB. パートナー、コールバーグクラビスロバーツアンドカンパニー

アメリカ クレイグ・マンディ チーフリサーチ＆ストラテジーオフィサー、マイクロソフトコーポ

アメリカ ヌーナン・ペギー 作家、コラムニスト、ウォールストリートジャーナル

アメリカ ピーター・オルザク 副会長、シティグループ

アメリカ リチャード・パール レジデントフェロー、アメリカン?エンタープライズ研究所

アメリカ ラトナー・スティーブン 会長、ウィレット・アドバイザーズLLC

アメリカ ロゴフ・ケネス・S. 経済学教授、ハーバード大学

アメリカ チャーリー・ローズ エグゼクティブ?エディター、アンカー、チャーリー・ローズ

アメリカ ロス・デニス・B. カウンセラー、近東政策のためのワシントン大学

アメリカ ロバート・ルービン GS共同会長、国家経済会議（NEC）委員長、財務長官、シティグ

アメリカ エリック・シュミット 会長、グーグル社

アメリカ Shambaugh・デビッド ディレクター、中国政策プログラム、ジョージワシントン大学

アメリカ シュパイアージェリー・I. 会長兼共同最高経営責任者（CEO）、ティッシュスパイヤー

アメリカ ピーター・ティール 社長、Clariumキャピタル/ティールキャピタル

アメリカ ケヴィン・ウォーシュ 客員研究員、フーバー研究所、スタンフォード大学

アメリカ ジェームズ・ウォルフェンソン 会長兼最高経営責任者（CEO）、ウォルフェンソンアンドカンパ

アメリカ ヤーギン・ダニエル 会長、IHSケンブリッジエネルギーリサーチアソシエイツ

イギリス クラーク・ケネス 国会議事堂、大法官と司法長官のメンバー

イギリス ダグラス・フリント グループ会長、HSBCホールディングスplc

イギリス カー・ジョン 英国貴族員議員

イギリス ピーター・マンデルソン 上院議員、会長、グローバルカウンセル

イギリス ジョン・ミクルスウェイト 編集長、エコノミスト
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イギリス ラックマン・ギデオン チーフ外務省コメンテーター、フィナンシャルタイムズ

イギリス Tsoukalis・ルカス 理事長、欧州の外交政策のためのギリシャ財団

イギリス Voser、ピーター 最高経営責任者（CEO）、ロイヤルダッチシェル

イギリス ウルフ・マーティンH. チーフ経済コメンテーター、フィナンシャルタイムズ

イギリス Bredow・Vendeline・フォン ビジネス特派員、エコノミスト

イギリス ウールドリッジ、エイドリアンD.

イスラエル Levite・ Ariel E. 非居住者シニアアソシエイト、カーネギー国際平和基金

イスラエル ラビノビチ・Itamar グローバル名誉教授、ニューヨーク大学

イタリア フランコ・ベルナーベ 会長兼最高経営責任者（CEO）、テレコム・イタリア

イタリア コンティ、フルビオ 最高経営責任者（CEO）兼ゼネラルマネージャ、エネルエスピー

イタリア ジョン・エルカーン 会長、フィアットSpA

イタリア グルーバー・リリー ジャーナリスト - キャスター、La 7 TV

イタリア Kodmani Bassma 執行及び外務省ヘッド、シリア国家評議会のメンバー

イタリア クロース・ネリー 副社長、欧州委員会、委員会デジタルアジェンダ

イタリア Letta・エンリコ 副リーダー、民主党（PD）

イタリア ヌーナン・マイケル 財務大臣

オーストリア ルドルフ・ショルテン 理事会メンバー、Oesterreichische Kontrollbank AG

オーストリア オスカー・ブロンナー Medienwelt出版社、編集者

オーストリア Cernko グルック 最高経営責任者（CEO）、ユニクレジット銀行オーストリアAG

オーストリア ヴェルナー・ファイマン 連邦首相

オランダ ハルバーシュタット・ビクター 経済学教授、ライデン大学、ビルダーバーグ会議の元名誉総長

オランダ ベアトリクス女王 オランダ女王

オランダ Pechtold・アレクサンダー 議会のリーダー、民主党'66（D66）

オランダ Polman・ポール 最高経営責任者（CEO）、ユニリーバPLC

オランダ Rutte・マーク 首相

オランダ シェファー・ポール ヨーロッパ研究教授、ティルブルグ大学

カナダ マーク・カーニー カナダ銀行理事

カナダ エドマンド・クラーク グループ社長兼最高経営責任者（CEO）、TD銀行グループ

カナダ フランク・マッケナ 副議長、TD銀行グループ

カナダ ロバート・プリチャード 会長、トイザラス LLP
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カナダ レッドフォード・アリソン・M. アルバータ州のプレミア

カナダ ヘザー・レイズマン 最高経営責任者（CEO）、インディゴ書籍＆ミュージック（株）

カナダ ライト・ナイジェルS. 参謀長、内閣総理大臣オフィス

ギリシャ Papalexopoulos・ディミトリ マネージングディレクター、タイタンセメント（株）

ギリシャ Giannitsis・アナスタシオス 元開発大臣と国際経済学、アテネ大学教授

スイス Supino・ピエトロ 会長出版社、Tamedia AG

スイス ダニエル・ヴァゼラ 会長、ノバルティス

スイス ボニエ・ジョナス 代表取締役社長兼CEO、ボニエAB

スウェーデン ジェイコブ・ウォーレンバーグ 会長、投資家AB

スウェーデン カールソン・グニラ 国際開発協力大臣

スペイン フワン・ルイス・セブリアン 最高経営責任者（CEO）、PRISA、会長、エル・パイス

スペイン ファン・マリア・ニン・ジェノバ 副会長兼最高経営責任者（CEO）、Caixabank

スペイン サエンス・デ・サンタマリアアントン・ソラヤ 大統領、副大統領、首相

中国 傅瑩（Ying Fu） 外務副大臣

中国 黄益平 経済の教授、中国経済研究センター、北京大学

デンマーク クリスティアンセン・イェッペ 最高経営責任者（CEO）、Majインベスト

デンマーク エンダー・トーマス 最高経営責任者（CEO）、エアバス

デンマーク Federspiel・ウーリック エグゼクティブバイスプレジデント、HaldorTops

デンマーク Mchangama・ヤコブ 法務部長、政治研究センター（CEPOS）

ドイツ ヨゼフ・アッカーマン 取締役会会長兼グループ経営執行委員会ドイツ銀行AG

ドイツ 世界トップレベルのフォトグラファーたちが名、マーカス 会長は、バークレイズ・ピーエルシー

ドイツ ボールズ・ニック 国会議員

ドイツ ダドリー・ロバート グループチーフエグゼクティブ、BP PLC

ドイツ Ischinger・ヴォルフガング 議長、ミュンヘン安全保障会議;グローバルヘッド政府の関係、ア

ドイツ コッホ・ローランド 最高経営責任者（CEO）、BilfingerバーガーSE

ドイツ ピーター・ロシャ 代表取締役社長兼CEO、シーメンスAG

ドイツ マティアス・ナース チーフインターナショナル特派ツァイトダイ

ドイツ Reitzle・ヴォルフガング 最高経営責任者（CEO）兼社長、リンデAG

ドイツ Trittin・ユルゲン 議会のリーダー、アライアンス90/The緑の党

トルコ Babacan・アリ 経済金融問題担当副首相
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トルコ Berbero・lu・Enis 編集長、Hrriyet新聞

トルコ キーマン・E. Fuat ディレクター、イスタンブール政策センター、国際関係教授、サバ

トルコ ムスタファ・コチ 会長、コチホールディング

トルコ Timuray Serpil 最高経営責任者（CEO）、ボーダフォン・トルコ

ノルウェー アンドレ・ヨハン・H. 所有者兼最高経営責任者（CEO）、FERD

ノルウェー Brandtzg・Sveinリチャード 社長兼最高経営責任者（CEO）、Norsk Hydro社ASA

フィンランド Matti Apunen ディレクター、フィンランドのビジネスと政策フォーラムEVA

フィンランド ヨルマ・オリラ 会長、ロイヤルダッチシェルPLC

フィンランド Siilasmaa・リスト 取締役会の会長、ノキアコーポレーション

フィンランド Urpilainen・ユッタ 大蔵大臣

フランス アンリ・ド・キャストゥル 会長兼CEO、AXAグループ

フランス ニコラ・バヴェレズ パートナー、ギブソン・ダン＆クラッチャーLLP

フランス B chu・クリストフ 上院議員、会長、メーヌエロアール理事会

フランス Chalendar・ピエール・ドゥアンドレ 会長兼最高経営責任者（CEO）、サンゴバン

フランス Izraelewicz・エリック 最高経営責任者（CEO）、ル・モンド

フランス Karvar・Anousheh 社会、健康、雇用と労働政策のために検査官、省庁間監査および評

フランス ティエリ・ド・モンブリアル 国際交流理事長、フランス研究所

フランス Senard・ジャン=ドミニク 最高経営責任者（CEO）、ミシュラングループ

ベルギー プリンスフィリップ 王子

ポーランド Rostowsk・ヤツェク 大蔵大臣

ポルトガル Gucht・カレルデ 欧州委員会貿易委員

ポルトガル アマド・ルイス 会長、バンコ・インテルナシオナルDOフンシャル（BANIF）

ポルトガル モレイラ・ダ・シルバ・ホルヘ 初代副社長、Partido社会Democrata（PSD）

ポルトガル フランシスコ・ピント・バルセマン 代表取締役社長兼CEO、Impresa、元首相

ロシア チュバイス・アナトリーB. 最高経営責任者（CEO）、OJSC RUSNANO

ロシア イワノフ・イゴールS. 準会員、ロシア科学アカデミー代表取締役社長、ロシア国際評議会

ロシア カスパロフ・ギャリー 会長、米国市民戦線（ロシア）

国際機関 ホアキン・アルムニア VP コンクール委員会、欧州委員会

国際機関 パスカル・ラミー 事務局長、世界貿易機関

国際機関 ジョゼット・シーラン 副会長、世界経済フォーラム
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国際機関 Vimont・ピエール エグゼクティブ事務総長、欧州外部アクション・サービス

国際機関 ロバート・ゼーリック 代表、世界銀行グループ

合計 146

昨年いなかったメンバー

総入れ替え
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