
 

 

 

  

 
   

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） 

 
 
 
 
 
 
 

 
７月 ８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（７日は３階３０１、８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。 

13：００ ～  受 付 開 始(3F) 
13：３０ ～ 16：５５ 自由論題報告 
17：１０ ～ 18：１０ 総 会 
18：２０ ～ 19：３０ 懇 親 会 

９：３０ ～  受 付 開 始(7F) 
１０：００ ～ 12：００ 自由論題報告 
１３：１５ ～ 16：45 共通論題報告 



７月７日（土）
第１会場 （３F　３０４ ）

(司会)　　　一橋大学　　橘川　武郎

13:30～14:00  　　　　　済生会茨木病院　　徳永　幸彦

14:05～14:35 　　　　　　法政大学（院）　　　島津　淳子

14:40～15:10  　　　　　高崎経済大学　　井上　真由美

（司会）　一橋大学　　田中　一弘

15:20～16:05
大同生命保険株式会社　小川　琢磨

神戸大学経済経営研究所　高槻　泰郎
秀明大学　結城　武延

16:10～16:55 　　　　　　　　　　長岡大学　　松本　和明

第２会場 （３Ｆ ３０３ ）
（司会）　大阪市立大学　　山田　仁一郎

13:30～14:00 　　　　　　　　　　　秀明大学　長田　貴仁

14:05～14:35 　　　　　　　同志社大学（院）　丹生　晃隆

14:40～15:10 　　　　　　　　大阪経済大学　吉野　忠男

（司会）　広島大学　加藤　厚海

15:20～16:05 　　　　　　　　　　　一橋大学　岡室　博之

16:10～16:55 　　　　　　　　神戸大学（院）　伊藤　智明

第３会場 （３Ｆ ３０２ ）
（司会）　上智大学　　山田　幸三

13:30～14:00 　　　　　　　　滋賀大学（院）　藤野　義和

14:05～14:35  　アストラゼネカ株式会社　田中　理英子

14:40～15:10

（司会）　名古屋市立大学　角田　隆太郎

15:20～16:05 　　　　　　　　　神戸大学（院）　髙瀬　進

16:10～16:55 　　　　　　　　慶應義塾大学　石田　英夫

第１会場 （３F　３０４ ）

報告事項

審議事項

外山脩造と渋沢栄一
　―信用調査機関の創設を中心に―

「なぜ儲かっているのか分からない会社」の発想
　―セコムの飯田亮・創業者を事例にして―

2012年度 年次大会プログラム

     於：大阪大学中之島センター

紅白歌合戦と人材育成

國司浩助の企業家活動についての考察
　―近代的総合水産事業の基盤構築に至るまで―

出光佐三の企業家活動とその背景

企業家・広岡家の近世・近代
　―大同生命所蔵文書の紹介―

「人工物の科学」としての大学発ベンチャー

アカデミック・アントレプレナーシップと地域貢献

　　17:10～18:10  　　                                   総　　　　　会

起業家輩出基盤としてのビジネスインキュベーション施設のあり方

高校生の擬似起業活動

研究開発型企業の創業者とイノベーション

起業家と起業家研究者の対話記録法としての言葉の交換

医薬品業における同族企業
　―戦略の変化と同族支配の連関―

日本の製薬企業の途上国市場における取り組み

　　18:20～19:30   　　                                懇　　　親　　　会

産学連携による新事業創造活動に関する調査研究　　　　　 関西学院大学都市創造研究ｾﾝﾀｰ　組橋　真二

①一般会務報告　②２０１２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

①２０１１年度決算(案)　②２０１２年度予算(案)  ③役員の改選

④１０周年記念事業　⑤その他

10F 佐治敬三メモリアルホール



７月８日（日）

第１会場 （５F　５０７）
（司会）　南山大学　　岡部　桂史

  10:00～10:30

10:35～11:05 　　　　　　　総合研究開発機構　森　直子

11:15～12:00 　　　　　　　　　　　　大阪大学　鴋澤　歩

第２会場 （７F　７０２）

（司会）　甲南大学　加護野　忠男

10:00～10:30

10:35～11:05 　　　　　　国際基督教大学　稲葉　祐之
　　国際基督教大学　中川　絢子

11:15～12:00 　　　　　　　　　　国際大学　川端　勇樹
　　　　　　京都女子大学　西尾　久美子

第３会場 （２F　２０１）
（司会）　奈良県立大学　　石川　敬之

10:00～10:30 　　　　　　　　　静岡県立大学　尹　大栄

10:35～11:05 　　　　　大阪経済大学（院）　松尾　静嘉

11:15～12:00     立命館アジア太平洋大学　難波　正憲

12:00～13:15

 
～ご 案 内～

旅館・観光ホテルの事業再生に関する研究　　　　　　　　　株式会社アースウィンド・アドバイザーズ　三村　篤

＊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、予めご了承ください。

     於：大阪大学中之島センター

日本的経営手法の移転
　―海外における日本生産性本部の活動

国際関係のなかの19世紀ドイツ鉄道企業団体

＊日によって各会場の場所が変わります。ご注意ください。
＊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７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。

問題提起　　「危機と財界リーダー」　　　　　　　　　一橋大学教授　　　　　　　橘川　武郎

報告　　　　「財界・財界人はなぜ必要だったのか？」　大阪大学名誉教授　　　　　宮本 又郎

　　　　　　「会社制度改革と経営者の社会的地位」　　甲南大学特別客員教授　　　加護野 忠男

　　　　　　「経済同友会の理念と戦後復興」　　　　　一橋大学教授　　　　　　　米倉　誠一郎

パネルディスカッション

シニア企業家の会社経営；事業継続を可能にする要因

10周年記念　共　通　論　題

因島造船業における新人研修事業のための組織間連携

地域産業の取引制度
　―鹿児島の焼酎産業、静岡県の茶産業を中心に―

「B級ご当地グルメ」生成プロセスにおける戦略

グローバル・ニッチトップへの企業家精神

リーマンショックと世界同時不況、東日本大震災と東京電力・福島第一原発事故など、世界と日本を揺るがすような
危機的事態があいついで発生しているが、企業家・経営者の中に、それを克服するリーダーシップを発揮する人材
が見当たらないように見える。

昨年の企業家研究フォーラム年次大会の特別講演で取り上げられた関東大震災時の渋沢栄一のように、かつては財界
のリーダーが、危機克服に指導的な役割を果たしていた。もはや財界の役割は終わったのか。もしそうだとすれば、何が
その原因となったのか。そもそも、財界の役割とは何だったのか。それが再び威力を発揮することはないのか。

第10回目を迎える企業家研究フォーラムの今年の年次大会では、これらのテーマを理論的、歴史的視点から掘り下げる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昼　　　休　　　み

10F 佐治敬三メモリアルホール

　　　　　　13:15～16:45      『 リーダーシップのあり方・・・財界の機能をめぐって 』



●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＞ 

★電車によるアクセス  

●京阪中之島線「中之島駅」６番出口より 徒歩約５分  

 京阪中之島線「渡辺橋駅」１番出口より 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」４番出口より 徒歩約１０分  

●地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」７番または４番出口より  

 

★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 徒歩約１分） 

（７５系統 鶴町四丁目行「田蓑橋」下車 徒歩約２分）  

●北港バス（中之島ループバス ふらら） 

「大阪大学中之島センター前」下車 徒歩約１分  

 ※淀屋橋発(土佐堀通／住友ビル前) 

 

  徒歩約１６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：リーガロイヤルホテル下記担当者へ、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 
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