
 

   

 

  

 
    
 

主 催：企業家研究フォーラム、大阪大学大学院経済学研究科 
 

 
７月7日（土） 
 
13：30 ～      受 付 開 始 
14：00 ～ 16：20  自由論題報告 
16：30  ～ 17：10 総     会 
17：20  ～  18：30  懇  親  会  

 
７月8日（日） 

  
9：30  ～      受 付 開 始   
10：00 ～ 12：05  自由論題報告 
13：20  ～  16：45 共通論題報告 
 

会場：大阪大学中之島センター  

〒530-0005 大阪市北区中之島４－３－５３ TEL:06-6444-2100 / FAX:06-6444-2338 

会場詳細・アクセス  →  http://www.onc.osaka-u.ac.jp/ 
 

会員の皆様へのお願い 

● 年次大会・懇親会への参加費につきましては、事前のお振込みをお願いしております。特に懇親会
につきましては、当日参加は受け付けませんので、予めご了承ください。 

 
◇ 大会参加費 2,000円（要旨集代含む）  ◇ 懇親会参加費   5,000円  
 

● プログラムは、諸般の事情により変更の可能性があります。予めご了承ください。 
 
● 当日は、まず、７階受付にお越しください。受付をすませてから、各会場へ移動ください。 
受付にて、要旨集、名札、懇親会チケット（参加の場合）等をお渡しいたします。 

 
● 2階カフェテリアは7月7日（土）、8日（日）とも営業しています。昼食等にご利用ください。 

 
● 会場内での飲食、喫煙は禁止いたします。 



７月７日（土）

第１会場 （7Ｆ 講義室2）
（司会）　神戸大学　　加護野　忠男

14:00～14:45

14:55～15:40

15:50～16:20

第２会場 （７Ｆ 講義室3）
（司会）　ＰＨＰ総合研究所　　佐藤　悌二郎

14:00～14:45

14:55～15:40

15:50～16:20

第３会場 （2Ｆ 講義室1）
(司会)　滋賀大学　　小川　功

14:00～14:45

14:55～15:40

15:50～16:20

第２会場 （７Ｆ 講義室３）

～ご 案 内～

         ＊7月８日共通論題報告の会場は、10階佐治敬三メモリアルホールです。

      ※発表者の順番・会場・スケジュール等は変更する可能性もありますので、予めご了承下さい

友松圓諦による真理運動と松下幸之助の思想
－昭和初期における大阪を中心に－　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＰＨＰ総合研究所　　坂本　慎一

地域社会への企業の社会的責任（ＣＳＲ）
－北恵那鉄道株式会社を事例として－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中京学院大学　　関谷　次博

         ＊7月７日の懇親会は、10階佐治敬三メモリアルホールで開催いたします。

　審議事項　　①2006年度決算(案)について　②2007年度予算(案)について　➂その他

大阪毎日新聞社の経営者としての本山彦一　　　　　　　　　　　　　　　 　愛知産業大学　　佐藤　英達

　　16:30～17:10  　　                                   総　　　　　会

         ＊アフターセッション会場には、7階セミナー室をご利用下さい。

10F 佐治敬三メモリアルホール

　　17:20～18:30   　　                                   懇　　親　　会

新しい「企業家社長像」の模索
－総合電機メーカーの戦後経営史から－　　　　　　　　　　　　　　　関西外国語大学　　前川　洋一郎

加工食品産業における企業家活動
－日本ハム創業者・大社義規の場合－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸学院大学　　廣田　誠

　報告事項　　①一般会務報告　②2007年度助成事業報告　③「企業家研究フォーラム賞」事業報告　④編集委員会報告

　報告事項　　⑤その他

ホワイトカラーの昇進とジョブ・ローテーション
－Ａ社のキャリア・データを用いた事例研究－　　　　　　　      関西学院大学(院)修了　　木下　俊平

企業家、イノベーションと都市ビジネスの高度化
－江戸期大坂の事例－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大阪市立大学　　稲葉　祐之

起業家とプロフェショナル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北公益文科大学　石田　英夫

エンターテイメント産業における興行の展開
－京都花街の踊りの会と宝塚歌劇の事例－　　　　　　　　　　　神戸大学(院)研究員　　西尾　久美子



７月８日（日）

第１会場 （７Ｆ 講義室２）
（司会）　大阪大学　　　　沢井　 実

10:00～10:30

10:40～11:10

11:20～12:05

第２会場 （７Ｆ 講義室3）
（司会）　神戸大学　　　　原　拓志

10:00～10:30

10:40～11:10

11:20～12:05

第３会場 （２Ｆ 講義室１）
（司会）　一橋大学　　岡室　博之

10:00～10:30

10:40～11:10

11:20～12:05

12:05～13:20

13:20～16:45

　　　　　　　　　　　     １．基調講演（１時間）　「まちづくりのリーダーシップ」　　　　　　　関西学院大学教授　　石原　武政

　　　　　　　　　　　     ２．休憩（１５分）

　　　　　　　　　　　     ３．パネル・ディスカッション（１時間４５分）

　　　　　　　　　　　　　　　     　〈司　　会〉　　　法政大学教授                              　 松島　茂

　　　　　　　　　　　　　　　　     〈パネラー〉　　 ㈱都市研究所スペーシア代表取締役　　井沢　知旦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　 関西学院大学教授　　　　　　　　　　　　 　石原　武政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　名古屋市立大学教授                      　角田　隆太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　ヒロシカンパニー代表　　　　　　　　　　　　加藤　博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　関西学院大学教授                        　 定藤　繁樹

（この会場での、自由論題の発表はありません。）

新規株式公開企業の取締役構成の決定要因　　　　　　　　　　　　　      神戸大学(院)　　高橋　陽二

独法研究機関の起業活動と戦略－日本の国立研究機関について－
                                                  　　　　　 独立行政法人産業技術総合研究所　　木村　行雄

市場再活性化を実現させる企業家行動の考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取大学　　小沢　貴史

大日本製糖の再生と飛躍－再生請負人藤山雷太の創造的適応－　　       中央大学　　久保　文克

　
　　　　　　　　　共　　通　　論　　題
　

   　　　　　　　　　　　　『まちづくりのリーダーシップ』

　「まちづくり」が商業との関係で議論されるようになったのは1980年代になってからのことである。
モータリゼーションの進行によって消費者の足が長くなり、郊外のロードサイドに大規模小売店舗が
続々と立地する一方、中小小売業者が集積する従来の中心市街地は「空洞化」が進み、商業者によ
る「まちづくり」への取組みが各地で行われるようになった。
　ここには郊外立地の大規模商業に対する中心市街地の中小小売商業の競争的対応という側面が
あることは事実だが、その対立の図式だけでは解消できない都市のあり方など様々な面も含まれてい
る。今回の共通論題では、こうした「まちづくり」をめぐる問題について議論を深めていく。
　

日本型企業統治制度の基本原理に関する考察－陶磁器産業で成立した会社の比較分析－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学(院)研究員　　柴田　淳郎

10F 佐治敬三メモリアルホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昼　　　休　　　み

産学連携による大学発ベンチャービジネスの運営課題に関する研究
－アクションリサーチからの観察－ 　　　　　                                   大阪大学(院)　　福重　八恵

看護師の起業における成功要因－専門技術の事業への活用と経営知識の獲得－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　高千穂大学　　鹿住　倫世

機械企業の経営者選任に関する予備的考察－発展の軌跡－　　　　　　　北海学園大学　　石井　耕



●大阪大学中之島センター＜http://www.onc.osaka-u.ac.jp/＞ 
〒530-0005 大阪市北区中之島４-３-５３ TEL:06-6444-2100 / FAX:06-6444-2338 

 
 

＜交通アクセス＞ 
最寄駅から 

   ■阪神本線 福島駅より     徒歩約9分 
   ■ＪＲ東西線 新福島駅より   徒歩約9分 
   ■ＪＲ環状線 福島駅より    徒歩約１２分 
   ■地下鉄四つ橋線 肥後橋駅より 徒歩約１０分 

関西国際空港から 
■ＪＲ関空特快ウイング 「大阪駅」まで５５分 

   ■南海空港特急ラピート 「難波駅」まで３０分 
   ■リムジンバス 「大阪駅」前まで６０分 

大阪国際空港(伊丹)から 
■空港バス 「大阪駅」前まで３０分 

 

 

バスによるアクセス 
 ■大阪市バス（53系統・75系統） 
  大阪駅前バスターミナル→田蓑橋下車 徒歩１分 

 ■大阪市バス（107系統） 
  天満橋→淀屋橋→肥後橋→土佐堀１丁目下車 徒歩 

 ■シャトルバスが、リーガロイヤルホテルと各ターミ
ナル（ＪＲ「大阪駅」中央出口、地下鉄・京阪「淀

屋橋駅」西詰）の間で運行しております。 

（詳細はhttp://www.rihga.co.jp） 

 

 

 

● リーガロイヤルホテル宿泊特別割引のご案内（http://www.rihga.co.jp） 
 

企業家研究フォーラム会員は、大会期間中（前後泊含む）、「リーガロイヤルホテル」（大会会場から徒歩５分） 

に、特別料金でお泊り頂けます。問合せ、申込みは直接、下記リーガロイヤルホテル担当者へお願い致します。 

 

特別料金：シングル朝食付 1１,000円  朝食なし 10,000円 （いずれも税サ込） 
対  象：企業家研究フォーラム大会参加者 

申込方法：リーガロイヤル下記担当者へ、電話・ＦＡＸ・またはE-mail で、直接ご連絡ください。 

お申し込みの際には、企業家研究フォーラム大会参加の旨をお伝えください。 

申 込 先：リーガロイヤルホテル コンベンション部 担当：南方（みなかた）部長 

           TEL：06-6441-1482 （受付時間：月～土曜日 9:00～18:00） 
         FAX : 06-6448- 3921   E- mail : kozo.minakata@rihga.co.jp 
 

 

☆企業家研究フォーラム事務局☆ 
 〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館B１階 大阪企業家ミュージアム内 

        TEL 06-4964-7601 / FAX 06-6264-6011 / E-mail：museum4@osaka.cci.or.jp 

 

http://www.rihga.co.jp/

