
 

 

  

 
   

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 17 日（土） 

 
 
 
 
 
 
 

７月 18 日（日） 
 

  
 
 
 
 

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、受付（17 日は３階ロビー、18 日は７階ロビー）にお越しください。受付にて、要
旨集、名札、懇親会シール（参加の場合）等をお渡しいたします。受付をすませた後、各会場へ移
動してください。 
 

 
● 2 階カフェテリアは 17 日（土）、18 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。 

13：00  ～  受 付 開 始 
13：20 ～ 16：45 自由論題報告 
17：00 ～ 18：10 総 会 
18：20 ～ 19：50 懇 親 会 

9：00  ～  受 付 開 始 
9：30 ～ 12：15 自由論題報告 

13：15 ～ 16：45 共通論題報告 



７月１７日（土） 於　：大阪大学中之島センター

第１会場 （３Ｆ 多目的スペース２）
（司会）　大阪大学　　金井　一賴

13:20～13:50  国際基督教大学　稲葉　祐之

13:55～14:25 奈良県立大学　石川　敬之

14:30～15:15 専修大学　鹿住　倫世

（司会）　ＰＨＰ総合研究所　　渡邊　祐介

15:25～15:55 大阪府立大学(院)　岩橋　泰子

16:00～16:45 一橋大学　田中　一弘

第２会場 （４Ｆ 多目的スペース３）
（司会）　滋賀大学　柴田　淳郎

13:20～13:50 静岡県立大学　高　瑞紅

13:55～14:25 立命館アジア太平洋大学　土屋　隆一郎

14:30～15:15 神戸大学(院)　陰山　孔貴

（司会）　一橋大学　　橘川　武郎

15:25～15:55 株式会社日本触媒　平野　喜章

16:00～16:45 名古屋商科大学　川村　稲造

第３会場 （５Ｆ 多目的スペース４）
(司会）　関西学院大学　　宮本　又郎

13:20～13:50 関西学院大学　木山　実

13:55～14:25 名古屋市立大学(院)　牧　幸輝

14:30～15:15  大阪市立大学(院)　谷田　明夫

（司会）　上智大学　　山田　幸三

15:25～15:55 静岡県立大学　尹　大栄

16:00～16:45 大阪大学　沢井　実

第１会場 （３Ｆ 多目的スペース２）

～ご 案 内～

藤野亀之助論　－「三井－トヨタ」関係構築功労者の再評価－

豊田利三郎の経営構想と企業家ネットワーク

企業の収益性と社会性　－社会的企業家の事例から－

社会企業家における使命感と認知と動機づけ

創業期企業家の社会ネットワーク活用と効果

日本における社外取締役の役割と意義
　－松下幸之助・中山素平を事例として－

経営者の自己規律メカニズム
　－「企業の水平統治論」構築に向けて－

労働集約型高収益企業の本質

企業規模と従業員の起業理由

製品開発における意味次元の価値
　－コモディティ化の脅威への対処方法－

事業構造変革における戦略・組織・ヒトの共進化
　－化学企業の実践事例－

わが国鉄鋼業界の企業家行動　－この50年と現状－

＊アフターセッション用に、別途会場をご用意いたしております。ご利用ください。

＊7月1７日の懇親会は、10階の佐治敬三メモリアルホールで開催いたします。

久原房之助の企業家活動と人的関係

地域産業の革新に関する考察　－静岡県の清酒産業の事例－

桑田権平と日本スピンドル製造所

　　17:00～18:10  　　                                   総　　　　　会

　報告事項　　①一般会務報告　②2010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

　審議事項　　①2009年度決算(案)　②2010年度予算(案)　③その他

10F 佐治敬三メモリアルホール

　　18:20～19:50   　　                                懇　　　親　　　会

＊日によって各会場の場所が変わります。ご注意ください。

＊7月1８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、予めご了承ください。



７月１８日（日） 於　：大阪大学中之島センター

第１会場 （７Ｆ 講義室２）
（司会）　大阪大学　　廣田　誠

9:30～10:15

10:20～10:50 武蔵大学(院)　石坂　健

10:55～11:25 同志社大学(院)　丹生　晃隆

11:30～12:15 大阪大学(院)　三鍋　太朗

第２会場 （７Ｆ 講義室3）
（司会）　大阪大学　　沢井　実

9:30～10:15 京都産業大学(院)　　林　繁一

10:20～10:50 日本薬品工業株式会社　遠藤　咲智子

（司会）　日本大学　　平田　光子

10:55～11:25 (独)産業技術総合研究所　木村　行雄

11:30～12:15 岐阜聖徳学園大学　高橋　陽二

第３会場 （２Ｆ 講義室１）
（司会）　神戸大学　　加護野　忠男

9:30～10:15 東京理科大学　松島　茂

10:20～10:50 株式会社グロービス　金子　浩明

（司会）名古屋市立大学 　 角田　隆太郎

10:55～11:25 　　　　みずほ情報総研㈱　　          　 

　　　　東京理科大学(院)　　高梨　透

11:30～12:15 静岡県立大学　森田　克徳

12:15～13:15

ビジネスインキュベーション施設のパフォーマンス評価
　－ガバナンスの視点から－

戦間期日本におけるホワイトカラーの退職実態
　－大阪商船高級船員の事例－

戦時期タンカー経営者の企業者史的考察
　－日東鉱業汽船・竹中治をめぐって－

Death Valley 市場における Break Through 戦略
　－プレシジョン・システム・サイエンスの事例－

（この会場での、自由論題の発表はありません。）

女性の起業プロセス－ネットワーキングの視点から－

日本におけるアカデミックベンチャーの戦略と展開
　－Etzkowitz学説からの比較検討－

日本のアカデミックベンチャー創出・成長における
ベンチャーキャピタルの役割

13:15～16:45　　　　　　『地域産業の新陳代謝と企業家育成の国際比較』・・・・・・・・・・・

　産業集積地は主要な製品や産業の新陳代謝によって存続する。たとえば、シリコンバレーは無線機の開発と無線連絡サービ
スからWEB検索、音楽配信機器、高機能携帯電話と発展して世界的な企業を創出した。わが国の燕地域は金属の精密加工
技術における世界的な中小企業が集積し、主要な製品の入れ替わりによって存続してきた。産業集積地では主要な製品や産
業が入れ替わっているが、その新陳代謝の担い手である中核的な企業を興した企業家の育成主体の違いが産地の存続のあり
方に影響しているのではないだろうか。シリコンバレーでは大学とベンチャーキャピタルの役割が大きく、燕地域では伝統的な
地場産業の存在が基盤となっている。また、イタリアのクラフト的生産体制のような柔軟な専門化体制と呼びうる調整機構の経
済的な合理性も明らかにされている。
　国際競争力をもつ産業の地理的な集中はクラスターとして概念化され、シリコンバレーとボストンの比較研究では産業集積の
効果としてイノベーションと新規開業企業の創出が強調されている。このセッションでは、地域産業の新陳代謝と企業家育成の
担い手に注目して国際比較の視点から議論を試み、産業集積地の形成と存続の鍵となりうる要因について考えてみたい。併
せて、わが国の産業集積地に関するクラスター概念の適合性と企業家のタイプについての議論も試みる。

技術の相互作用とイノベーション・プロセス
　－浅沼技研のケース－

共　　通　　論　　題

問題提起　　　　　上智大学　　　　　　　　　山田　幸三

報告　　　　　　　立命館アジア太平洋大学　　難波　正憲
　　　　　　　　　上智大学　　　　　　　　　上山　隆大
　　　　　　　　　法政大学　　　　　　　　　稲垣　京輔

総括コメント　　　大阪大学　　　　　　　　　金井　一賴
　　　　　　　　　一橋大学　　　　　　　　　橘川　武郎

パネルディスカッション

佐久間曻二（元松下電器産業副社長）の経営哲学と松下幸之助

企業家の言動の受容プロセス
　－佐久間曻二にみる松下幸之助の影響－

森永製菓における松崎半三郎の企業者活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昼　　　休　　　み

10F 佐治敬三メモリアルホール



●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 
■京阪中之島線 中之島駅より  徒歩約 5 分 

■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 
■地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅より  徒歩約１６分 

 

 

 

 

バスによるアクセス 
 ■大阪市バス（53 系統） 

  大阪駅前バスターミナル→玉江橋下車 徒歩１分 

 ■大阪市バス（75 系統） 

  大阪駅前バスターミナル→田蓑橋下車 徒歩１分 

  

 

 
● 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 10,000 円  朝食なし 9,000 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～金曜日 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 


