
 

 

 

  

 
   

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 1６日（土） 

 
 
 
 
 
 
 

 
７月 1７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（16 日は３階ロビー、17 日は７階ロビー）にお越しください。受付にて、本
プログラムをお送りした“封筒”をご提示下さい。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 16 日（土）、17 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(3F) 
13：25 ～ 16：50 自由論題報告 
17：00 ～ 17：40 総 会 
17：50 ～ 18：50 特別講演会  
19：00 ～ 20：30 懇 親 会 

8：50 ～  受 付 開 始(7F) 
9：10 ～ 12：15 自由論題報告 

13：15 ～ 16：45 共通論題報告 



７月１６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)　　　関西学院大学　　宮本　又郎

13:25～13:55  法政大学（院）　　安士　昌一郎

14:00～14:30 中部大学　末田　智樹

14:35～15:20 横浜市立大学　　山藤　竜太郎

（司会）　近畿大学　　山田　雄久

15:30～16:00 上智大学　山田　幸三
滋賀大学　伊藤　博之

16:05～16:50 常磐大学　　村山　元理

第２会場 （４Ｆ 多目的スペース３）
（司会）　広島大学　加藤　厚海

13:25～13:55 北海学園大学　孔　麗

14:00～14:30 静岡県立大学　高　瑞紅

14:35～15:20 関西学院大学　市川　文彦
向嶺教育社　井上　紗由里

（司会）　　一橋大学　　田中 一弘

15:30～16:00 京都大学（院)　近藤　淳

16:05～16:50 京都女子大学　西尾　久美子

第３会場 （５Ｆ 多目的スペース４）
（司会）　　一橋大学　　橘川　武郎

13:25～13:55 国際基督教大学卒業　等　若菜
国際基督教大学　稲葉　祐之

14:00～14:30 一橋大学(院)　斉藤　徹

14:35～15:20  中京学院大学　関谷　次博

（司会）　甲南大学　　加護野　忠男

15:30～16:00 一橋大学（院）　大久保　いづみ

16:05～16:50 福山大学　桑原　哲也

第１会場 （３Ｆ 多目的スペース２）

第１会場 （３Ｆ 多目的スペース２）

17:50～18:50 渋沢栄一記念財団　　木村　昌人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(裏面参照)

　

～ご 案 内～

中国における中小企業の人材マネジメント

＊7月1７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。

　19:00～20:30   　　                                 懇　　　親　　　会

　　特 別 講 演 会 　「渋沢栄一と震災復興」

協働体経営の形成　－工業化初期、武藤山治の組織革新－

薬種問屋からの脱却と製薬への志向
－二代塩野義三郎と五代武田長兵衛のケース－

いとう呉服店（松坂屋）の創業前夜
－伊藤祐民と日勤別家との経営主導権争い－

事業システムの転換と企業家的機能

中国の地方国有企業における企業統治
－国有資産監督管理委員会を通じた政府の関与－

創業期企業家の共同リーダーシップ
－本田技研とソニーの事例から－

日本工業倶楽部と中島久万吉

シンガポール実業人形成の比較史的検討

国際分業化に埋没する日本の基盤技術産業
－日・台・中における、ねじ産業質問調査から－

中国内陸部における日本企業の出店と創業の理念
－湖南平和堂の事例－

ネットワーク組織としての財界
－渋沢栄一と横浜財界の関係に注目して－

＊日によって各会場の場所が変わります。ご注意ください。

　報告事項　　①一般会務報告 ②2011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 ⑤その他

中部財界における福沢桃介の企業者活動再考

＊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。

日本レコード産業におけるビジネスモデルの推移
－その担い手を中心に－

10F 佐治敬三メモリアルホール

  17:00～17:40  　　                                     総　　　　　会

   　   ※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。

　審議事項　　①2010年度決算(案) ②2011年度予算(案) ③その他

経営観と経営成果
－太田垣士郎を事例として－

＊7月1６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。



７月１７日（日） 於　：大阪大学中之島センター

第１会場 （２Ｆ 講義室１）
（司会）　大阪大学　　金井　一賴

9:10～9:40 関西学院大学（院）修了　滝本　佳子

9:45～10:15 武蔵大学(院)　石坂　健

10:20～10:50 名古屋市立大学(院)　鈴木　志保

（司会）　近畿大学　　芦塚　格

10:55～11:40 神戸大学(院)　伊藤　智明

11:45～12:15 大阪市立大学　小沢　貴史

第２会場 （３Ｆ 多目的スペース２）

9:10～9:40 岐阜聖徳学園大学　　高橋　陽二

9:45～10:15 産業技術総合研究所　木村　行雄

10:20～10:50 明海大学　　嶋根　政充

（司会）　大阪市立大学　　山田　仁一郎

10:55～11:40 神戸大学（院）　　高瀬　進

11:45～12:15 事業創造大学院大学　　丸山　一芳

第３会場 （７Ｆ 講義室3）
（司会）　上智大学　　山田　幸三

9:10～9:40 済生会茨木病院　徳永　幸彦

9:45～10:15 長谷川事務所　長谷川　政二

10:20～10:50 徳島ニュービジネス協議会　組橋　真二

（司会）　大阪大学　　沢井　実

10:55～11:40 文京学院大学　島田　昌和

11:45～12:15      早稲田大学（院）　　真木　圭亮

12:15～13:15

10F 佐治敬三メモリアルホール

女性起業家が成功に至った要因とは何か？
－女性起業家７事例からの分析－

再活性化市場における企業家群の行動

女性の起業活動において
「新しさの不利益」を克服する正当性獲得に関する一考察

大学研究者が役員に就任する要因とその影響

会場案内（大阪大学中之島センター）

共　　通　　論　　題

アメリカにおける大学発ベンチャーの現状と展開
－ボストン地区を中心として－

　13:15～16:45　　　『女性企業家の多様性と可能性～伝統産業からハイテクまで～』　　(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの詳細は裏面参照)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昼　　　休　　　み

大学発ベンチャー起業家の熟達に関する研究
－ライフヒストリー法による分析－

地域資源を活かした地域再生への挑戦
－農業ビジネスの活性化戦略の構築を通じて－

企業家インタビューを通したキャリア教育の取り組みとその効果

経営史としての渋沢栄一
－経済・社会活動をいかに位置づけるべきか？－

顧客との絆づくり
－ハーレーダビッドソン・ジャパンの事例研究－

企業経営に寄与するISOを考える

                             （司会）　名古屋市立大学　　角田　隆太郎

ベンチャーのチーム形成プロセスとチームアントレプレナーシップ

病院改革・実践の１４則　－松下電器の経営に学ぶ－

企業の長期存続と生態学的アプローチにむけて

事業転換を開始する
－事業転換に関する組織エスノグラフィー（１）－

★電車によるアクセス
●京阪「中之島駅」６番出口より徒歩５分、京阪「渡辺橋駅」１番出口より徒歩５分

●阪神本線「福島駅」より徒歩９分 ●ＪＲ東西線「新福島駅」より徒歩９分

●ＪＲ環状線「福島駅」より徒歩１２分

●地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」４番出口より徒歩１０分

●地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」７番または４番出口より徒歩１６分

★バスによるアクセス
●「ＪＲ大阪駅前バスターミナル」から市バス

（５３系統 船津橋行「中之島四丁目」下車徒歩１分）
（７５系統 鶴町四丁目行「田蓑橋」下車徒歩２分）

●北港バス（中之島ﾙｰﾌﾟﾊﾞｽふらら）「大阪大学中之島センター前」下車徒歩１分



 

『 渋 沢 栄 一 と 震 災 復 興 』  
 

日時：７月１６日（土）１７時５０分～１８時５０分 於：３階 多目的スペース２ 
 

今年 3 月 11 日に東日本を襲った大震災は、日本社会のみならず、人類の生活のありかたを根本から改
めさせるほどのショックを全世界に与えた。私たちは、この未曽有の危機を乗り越え、新しい日本社会を創
造し、世界に対して貢献することができるかどうかが問われている。 

このような時、約 90 年前の関東大震災で活躍した渋沢栄一が真っ先に思い出される。 
関東大震災後の渋沢栄一から学ぶ最大の教訓は、経済界や民間財団が“民”の力を結集して、次々とヴィ

ジョンやアイデアを提案し、政府を後押ししながら、自らが新しい日本を築くという強い責任感を持って行
動することではないかと思う。 

渋沢栄一記念財団  木村 昌人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
● 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 9,800 円 （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 

 
 

『女性企業家の多様性と可能性 ～伝統産業からハイテクまで～』 
 

日時：７月１７日（日）１３時１５分～１６時４５分 於：１０階 佐治敬三ホール 
 

近年、わが国の起業動向が停滞する中で、女性による起業は活発な動きを見せている。リーマンショック
前から自己実現を目的として起業する女性が増えつつあったが、雇用情勢が厳しくなってからは、ワーク・
ライフ・バランスを実現しつつ、技術やスキル、あるいは女性ならではの着眼点を生かしたビジネスを立
ち上げる女性が目立ってきた。ハイテク産業から伝統的産業まで、幅広い分野で女性企業家の活躍が見ら
れる。 
こうした女性企業家の多様な企業家活動、経営行動について、学術的な見地からとらえた研究は国内では
数少ない。諸外国においては、経営学や経済学における理論をベースにしつつ、教育や性別役割分業観、
キャリア形成などにおける女性の特徴を踏まえた研究が多数おこなわれている。 
そこで今回の共通論題では、事業分野、企業規模、経歴の異なる女性企業家 3 名に御登壇いただき、女性
企業家の現実と課題、女性企業家が引き起こすイノベーションや社会変革についてディスカッションし、
女性企業家研究発展への一助としたい。 
 
１．問 題 提 起 専修大学 鹿住 倫世 
  

２．ショートスピーチ パネリスト（下記参照）が各社の事業概要等について説明 
   
３．パネルディスカッション   

（パネリスト） 株式会社サキコーポレーション 秋山 咲恵 

 株式会社コラボラボ 横田 響子 

 花 傳 武田 伊久子 

（司   会） 専修大学 鹿住 倫世 
   
４．総 括 コ メ ン ト  武蔵大学 江上 節子 

 京都女子大学 西尾 久美子 

共 通 論 題 プログラム 

特 別 講 演 会 ご案内 
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