
 

 

 

  

 
   

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 １３日（土） 

 
 
 
 
 
 
 

 
７月 １４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（１３日１４日ともに、３階３０１）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１３日（土）、１４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 ～ １６:５０ 自由論題報告 
１７：１０ ～ １８:１０ 総 会 
１８：２０ ～ １９:３０ 懇 親 会 

9：４５ ～  受 付 開 始(3F) 
１０：１５ ～ 1１：50 自由論題報告 
１３：１５ ～ 16：45 共通論題報告 



７月１３日（土）

第１会場 （３F ３０４ ）

(司会)  神戸大学　　原　拓志

13:30～14:15 大阪市立大学　新藤　晴臣
株式会社野村総合研究所　小久保　欣哉

14:20～15:05 島根大学　丹生　晃隆

（司会)  大阪大学　　鴋澤　歩

15:15～16:00 首都大学東京（院）　木村　隆之

16:05～16:50 名古屋市立大学（院）　久保　吉人

第２会場 （３Ｆ ３０３ ）

（司会）　東京大学　　中村　尚史

13:30～14:15 大阪商業大学　前川　洋一郎

14:20～15:05 新鞍　拓生

15:15～16:00 高碕達之助と戦後復興
　―企業家の経済外交―

立命館グローバル・イノベーション研究機構　村上　友章

16:05～16:50 法政大学（院）　島津　淳子

第３会場 （３Ｆ ３０２ ）

（司会）　一橋大学　　田中　一弘

13:30～14:15 岐阜聖徳学園大学　高橋　陽二

14:20～15:05 国際基督教大学　稲葉　祐之

15:15～16:00 一橋大学　岡室　博之

16:05～16:50 北海学園大学　孔　麗

第１会場 （３F ３０４ ）

報告事項

審議事項

2013年度 年次大会プログラム

      於：大阪大学中之島センター

製薬メーカーとバイオベンチャーとの技術提携
　―日本のバイオ産業における「生体構造」―

ベンチャー企業支援従事者のインセンティブ要因

官民連携によるイノベーション
　―㈱黒壁によるまちづくり事例を通じて―

デザイン主導型の既存事業イノベーション
　―バルミューダの事例を通じて―

地域社会（大阪）における老舗と文化（歴史・経済・暮らし）

筑豊鉱業主麻生太吉の福岡市域における活動
　―地方資産家の地域との係わり―

（司会）　大阪大学・大阪経済大学　宮本　又郎

高碕達之助の経営理念と企業家活動

女性が役員に就任する要因とその影響

共同企業家
　―複雑な問題の共同解決と企業家―

（司会）　神戸大学・甲南大学　加護野　忠男
新規開業者の事業継続意欲
　―『就業構造基本調査』匿名ミクロデータによる実証分析―

中国で再評価される老舗企業
　―その背景と現状―

　　17:10～18:10  　　                                   総　　　　　会

①一般会務報告　②「企業家研究フォーラム賞」事業報告

③編集委員会報告　④10周年記念事業

⑤その他

①２０１２年度決算(案)　②２０１３年度予算(案)  ③その他

　　10F 佐治敬三メモリアルホール

　　18:20～19:30   　　                                懇　　　親　　　会



７月１４日（日）
第１会場 （３F ３０４ ）

（司会）　京都女子大学　西尾　久美子

  10:15～11:00 関西大学　小野　善生
神戸大学（院）　伊藤　智明

11:05～11:50 関西大学（院）　樋口　浩一

第２会場 （３Ｆ ３０３ ）

（司会）　和歌山大学　吉村　典久

10:15～11:00 北海学園大学　石井　耕

11:05～11:50  日本同族企業の利益の質およびパフォーマンスについての実証研究
中央大学　久保田　敬一

武蔵大学　海老原　崇

11:50～13:15

 

～ご 案 内～

      於：大阪大学中之島センター

企業家の経験学習と事業成長の関係
　―スギ製菓㈱の事例―

「神戸スイーツ」に見るブランドイメージの再生について

事業創造に向けた社内企業家人材育成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昼　　　休　　　み

　　10F 佐治敬三メモリアルホール

共　通　論　題

＊7月14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。

　　　　　　13:15～16:45      『 大都市型産業集積の可能性―過去と現在― 』

＊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13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。

産業集積には大都市型、地方工業都市型、産地型、企業城下町型などさまざまなタイプがあるが、本共通論題では大

都市型産業集積として東京と大阪の事例を取り上げる。東京と大阪で産業集積が明確な姿を現すのは日清・日露戦間

期頃であり、さらに地域を絞っても東京の城南地区の集積は関東大震災後、東大阪では１９３０年代半ばであり、大田区

では１世紀近い、東大阪でも８０年近い集積の歴史を有する。

生誕から１世紀近く経過した現在、大都市型産業集積は明確に「縮小」の時代に入った。長らくわが国機械工業の基

盤であり続けた大都市型産業集積は、このまま後退を続けるのであろうか。それとも転形期をへて新たな「安定」に到達

することができるのであろうか。関係諸主体の主体的営為と努力、それらを結び合わせるネットワーク構築への政策的支

援などに関する丁寧な検討ぬきにして上の問いに答えることはできない。

本共通論題では東京と大阪を対象にして、大都市型産業集積の過去と現在を考えることによって、大都市型産業集積

の可能性を多角的に論じてみたい。

問題提起 「大都市型産業集積の可能性」 大阪大学 沢井 実

報 告

①「産業集積と戦前期東京：中小零細機械工場を取り巻く環境の視点から」 埼玉大学 今泉 飛鳥

②「戦前大阪の機械工業集積：構造と展開」 大阪大学 沢井 実

③「環境変化の中で大田区中小企業群はどう変容しつつあるのか」 日本女子大学 額田 春華

④「経済環境の変化と大阪機械金属工業の中小企業・集積」 摂南大学 田中 幹大

パネル・ディスカッションおよび質疑応答



●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                    
 
【宿泊ホテルについて】 

従来ご案内しておりました「リーガロイヤルホテル」は既に多くのご予約が入っており、今回は少しのお部屋 
しか確保できておりません。つきましては、以下に近隣ホテルの情報をあわせて記載いたしますので、ご活用 
下さい。  
1. リーガロイヤルホテル（「フォーラム年次大会参加」とお伝え下さい。フォーラム会員割引を適用頂けます。）  

   TEL：06-6441-1482（受付時間：月～金曜日 9:00～18:00） 

2. ホテル阪神※   http://www.hankyu-hotel.com/hotel/hanshin/ 

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5-6-16  TEL: 06-6344-1661 

3. ヒルトン大阪※  http://hiltonosaka.com/ 

〒530－0001 大阪府大阪市 北区梅田 1 丁目 8 番 8 号  TEL：06-6347-7111 

4. 大阪マルビル第一ホテル※   http://www.osakadaiichi.co.jp/index2.php 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-9-20  TEL 06-6341-4411（代表） 
 

※2～4 のホテルは、フォーラム会員割引はございません。 

  

☆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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