
２００１年

講演番号 講演題名 発表者

1 起業実例：ビジュアルサイエンスラボラトリー 吉田健治（法政大学）

2 起業家の条件：エンジニアへの注文

3 起業工学：原則論および実践理論 松田修一（早稲田大学）

4 起業実例：企業内での起業実例と課題 羽方将之（カシオへ計算機）

5 起業実例：インターネット時代のアントレプレナー 古川享（マイクロソフト）

6 榊原清則（科学技術庁）

7 日本はいま何故アントレプレナーか？ 水野博之（高知工科大学）

8 リチャード・ダッシャー（スタンフォード大学）

9 Entrepreneur in Europe

10 Entrepreneur in Taiwan; Challenge to PDP 陳社長（エイサーディスプレイテクノロジー）

11 ヒロム・ソガ（スプルース・テクノロジーズ）

12 パネル討論：映像情報メディア産業における起業のあり方 司会：リチャード・ダッシャー（スタンフォード大学）

２００２年

講演番号 講演題名 発表者

1 光吉俊二（エイ・ジー・アイ）

2 起業工学：技術蓄積とラディカル・イノベーション 田路則子（高知工科大学）

1 起業実例：我国におけるベンチャー支援事業の現状について 井浦幸雄（日本エンジェルズ・フォーラム）

2 起業工学：起業工学入門 加納剛太（高知工科大学）

3 内池平樹（佐賀大学）

4 杉本昌穂（パイオニア）

5 倉重光宏（松下電器）、加納剛太（高知工科大学）

6 ラリー・ウェーバー（プラズマコ）

7 村上宏（大日本印刷）

8 ディスカッション 岨野俊雄（ソノコム）ほか

２００３年

講演番号 講演題名 発表者

アントレプレナーエンジニアリング研究会技術報告バックナンバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
ご入用の際は該当の技術報告番号を確認のうえ研究会事務局までお申し込みください。品切れの際はご容赦ください。）

開催年次・日付　　テーマ
　　　　技術報告番号

13年度第1回時限研究会
2001年1月22日（月） 清水将浩（JPモルガン証券会社）ほか

13年度第2回時限研究会
01年3月27日（火）

13年度第3回時限研究会
2001年5月21日（月） 起業工学：R＆Dベンチャーの組織構造論

13年度第4回時限研究会　
国際シンポジウム　　　　　

2001年8月27日（月）
Entrepreneur in Sillicon Valley After Dot Com Company Crush

ヘンリック・ステッフェンセン（オネマス氏代理、The e-Firm）

Spruce-From Strat-up to Exit

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　技術報告番号

13年度第5回時限研究会
2002年3月29日（金）

起業実例：ベンチャービジネスの実体験ー研究室成果の具体
的市場投入戦略としてのノーハウ

14年度第1回時限研究会
02年5月17日（金）

14年度第2回時限研究会
2002年11月12日（火）

カラーPDP開発への挑戦〜PDP開発の思い出

ハイビジョンと大型壁掛けTVの社内ベンチャー

企業アライアンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〜国際民間共同開発・PDP開発協議会のサクセスストーリー

PDP実現へのいばらの道

NHK技研におけるハイビジョンPDPの研究開発

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　技術報告番号



1 起業実例：ファブレス半導体企業の設立から将来展望まで 佐々木譲（アクセル）

2 中川喜博（富士通インフォテック）

3 起業実例：英国における産官学連携の現状と課題

4

5 化学産業における新規事業創生を目指した技術戦略 池上正（旭化成）

6 池田佳和（東工大）

7 事例研究：エンペデッドマイコンの事業戦略 崎詰泰之（コア）

8 山田宰（パイオニア）

9 事例研究：起業家を育てるエンジェル投資 田野好彦（日本エンジェルズ・インベストメント）

10 事例研究：起業家に不可欠のリスクマネージメント 神林比洋雄（プロティビティ）

２００４年

講演番号 講演題名 発表者

ENT2004-1 ハイテク産業における国際起業モデル構築に関する考察 石綿宏（ウォールデン・インターナショナル・ジャパン）

ENT2004-2 ベンチャーキャピタルから見た起業を成功させるための秘訣 早川昭（ダイヤモンドキャピタル）

ENT2004-3 デジタル新時代に期待される放送産業のイノベーション

ENT2004-4

ENT2004-5 バイオ用超高感度デジタルカメラの開発と事業化 丸野正（浜松ホトニクス）

ENT2004-6 血糖値センサーの開発と実用化 南海史郎（松下電器産業）

ENT2004-7 冨田勝彦（ホリバ・バイオテクノロジー）

ENT2004-8 インテリジェント材料を用いた再生医療事業の創造 長谷川幸雄（セルシード）

ENT2004-9 光触媒技術とその事業化について 橋本和仁（東大先端科学技術研究センター）

２００５年

講演番号 講演題名 発表者

ENT2005-1 武藤信義（高知工科大）

ENT2005-2

ENT2005-3

ENT2005-4 情報セキュリティ技術の現状と事業化動向 勝山光太郎（三菱電機）

ENT2005-5 手振れ補正の着想とその事業化 大嶋光昭・林　孝行・三谷　浩（松下電器）

ENT2005-6 東京工業大学の産学連携戦略 下河辺明（東工大）

ENT2005-7 東京大学における事業化推進の位置付け 山本　悟（東京大学エッジキャピタル）

15年度第1回研究会　　
2003年6月27日（金） 起業実例：新しい個人情報認証局システムの開発とその実用

化

15年度第2回研究会　　
2003年9月27日（土）

Michael 　Norton （英国大使館）

起業実例：Endurance--Commercialization of FeRAM Carlos Paz de Araujo (Symetrix)

15年度第3回研究会　　
2004年3月25日（木） ブロードバンド・ITビジネスからみた起業上の諸課題

事例研究：放送のデジタル化によるメディアインフラのイノベー
ション

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　技術報告番号

16年度第1回研究会　　
2004年6月14日（月）

鈴木祐司（NHK放送文化研究所）

　Innovation Management -A Case Study on FeRAM 
Commercialization

Larry McMillan (Symetrix)

16年度第2回研究会　　　
バイオケミストリ・バイオエ
レクトロニクス特集　　　　　
　　　　　2004年11月10日（

水）

大学発バイオ・ベンチャーによる残留農薬測定システムの開発
と事業化

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　技術報告番号

16年度第3回研究会         
「起業工学一般」　            
 　2005年1月27日
（木）Vol.29,N0.7

パラダイム転換期における公設民営大学を起点とした地域産
業振興の実現

企業技術の移転と事業化を支援するNPOの設立 野尻昭夫（NPO法人産業技術活用センター／早大）

死の谷克服のためのNTTの取組み“総合プロデュース機能” 阪本秀樹（NTT）

16年度第4回研究会 「第2
回アントレプレナー・エンジ
ニアリング・フォーラム－産
官学で起業工学を考える」
　　　　　　　　　　　　　　　
2005年3月24日
（木）Vol.29,N0.26



ENT2005-8

ENT2005-9 起業による新規事業の創出－その必要性と課題について－ 中村裕一郎（富士通）

ENT2005-10 日本におけるファブレスベンチャーの展望 挾間克樹（ザインエレクトロニクス）

ENT2005-11 吉松徹郎（アイスタイル）

ENT2005-12

ENT2005-13 カラーテレビ事業の技術転換と製品開発活動への影響～ 長内　厚（京大）

ENT2005-14 化合物半導体イノベーションに関する考察 松野年伸（松下電器）

ENT2005-15 リサイクル資源の電子取引市場の将来性について 木南陽介（リサイクルワン）

ENT2005-16 コーポレートベンチャによるユビキタス位置情報の新事業創造 木下泰三（ワイヤレスインフォ ベンチャカンパニー）

ENT2005-17

ENT2005-18 ≪チュートリアル講演≫　起業工学とは 加納剛太（高知工科大）

ENT2005-19 家電産業のアーキテクチャ分析－アジア域内製造業の 善本哲夫（同志社大／東大）

ENT2005-20 情報家電機器産業における競争力分析－競争力は如何 伊藤宗彦（神戸大）

ENT2005-21 知識共有の地域ネットワーク 神吉直人（京大）

ENT2005-22

ENT2005-23 技術指向会社におけるイノベーティブ人材の発掘と育成

ENT2005-24 無形資産経営の本質と知財戦略

ENT2005-25 効果的技術シーズ開発を促す技術統合 長内　厚（京大）

ENT2005-26 平野　真（高知工科大）

ENT2005-27 ≪チュートリアル講演≫事例から学ぶ起業工学 倉重光宏（松下電器／高知工科大）

２００６年

講演番号 講演題名 発表者

ENT2006-1 大森悠生（高柳記念電子科学技術振興財団）

ENT2006-2 音声認識は使えるの？ 小林正明（松下電器）

ENT2006-3 和迩浩一（アイファイヤー・テクノロジー，カナダ）

ENT2006-4 デジタル・ビデオ製品のベンチャーを起こして 鈴木則久（ザクセル，米国）

ENT2006-5 平野　真・冨澤　治・加納剛太（高知工科大）

ENT2006-6 デジタル家電時代の技術経営戦略 古池　進（松下電器）

ENT2006-7 田路則子（明星大）

ENT2006-8 シリコンバレーの起業戦略動向

16年度第4回研究会 「第2
回アントレプレナー・エンジ
ニアリング・フォーラム－産
官学で起業工学を考える」
　　　　　　　　　　　　　　　
2005年3月24日
（木）Vol.29,N0.26

知財権出資による国際産学協同ベンチャーの設立－知的財
産権の価値

大久保裕和（ネックスカードシステムズジャパン），伊浦志津（高
知工科大）

消費者コミュニティにおけるマーケッティング支援事業－「＠ｃｏ
ｓｍｅ」のコンセプトと活用事例－
シリコンバレーに学ぶ企業家精神－米国ベンチャー・ビジネス
の現状と展望

石井正純（AZCA）

17年度第1回研究会2005
年6月28日
（火）Vol.29,N0.37

公共放送研究機関による技術イノベーション～高画質・超高感
度撮像デバイス，スーパHARP事例にみるリ・イノベーションモ
デル～

倉重光宏（松下電器），谷岡健吉（NHK）

17年度第2回研究会2005
年11月9日
（水）Vol.29,No.65

OJE（On the Job Education）方式による実践型演習に 倉敷哲生・加賀有津子・座古　勝・鳴海邦碩・佐藤武彦・山本孝
夫・村田雅人
熊本圭介（高知工科大／NECシステムテクノロジー）

玉井誠一郎（高知工科大/松下電器）

グローバル・ベンチャリングにみる組織間学習の可能性 －通
信用

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　技術報告番号

17年度第3回研究会2006
年1月24日（火）Vol.30,N0.5

テレビ発明80周年：高柳健次郎に学ぶアントレプレ

厚膜無機EL（TDEL）による全固体FPD製品化への道

≪チュートリアル≫起業工学教育におけるコンカレント・モデル
－高

17年度第4回研究会 第3
回アントレプレナー・エンジ
ニアリング・フォーラム－日
本経済の再生を担う起業
工学－      　　　　　　　　　
　 2006年3月28日
（火）Vol.30,N0.26

日本における不連続イノベーションのマネジメント～－松下電
器産業の光ピックアップ開発事例より－

石井正純（AZCA）



ENT2006-9 シャープのモノづくりと事業創出－液晶産業の創出 三坂重雄（シャープ）

ENT2006-10 エンジェル投資家からみたベンチャー起業家へのメッセージ 井浦幸雄（日本エンジェルズ・フォーラム）

ENT2006-11 ホール素子の開発実用化 柴﨑一郎（旭化成）

ENT2006-12 新しい価値を創造する 久保征一郎（ぐるなび）

ENT2006-13 冨澤　治・加納剛太（高知工科大）

ENT2006-14 板生　清（東京理科大）

ENT2006-15 標準形成における周縁企業の組織間関係戦略 伊吹勇亮（長岡大）

ENT2006-16 ソフトウェアの品質と開発 立本博文（東大）

ENT2006-17 青山大輔（阪急百貨店），平野　真（高知工科大）

ENT2006-18 坂田　淳（スマート・アイ）

ENT2006-19 長内　厚（京大）

ENT2006-20 理念に基づく経営の分析と定性化に関する研究報告 岡田毅史・冨澤　治（高知工科大）

ENT2006-21 テクノロジーブランドの基本的内容 高井紳二（同志社大）

ENT2006-22 デジタル家電におけるレンズ技術と事業化 田中康弘（松下電器）

ENT2006-23 福澤光啓（東大）

ENT2006-24 小川紘一（東大）

ENT2006-25 小嶋邦男（シャープ）

ENT2006-26 松村暢彦・加賀有津子・座古　勝・鳴海邦碩・佐藤武彦・山本孝

ENT2006-27 多メディア（放送通信連携）時代の準キー局民放経営 長井展光（毎日放送）

ENT2006-28 電磁雑音分野での新市場創造プロセスからの一考察 植草祐則（コトヴェール）

ENT2006-29 善本哲夫（同志社大）

２００７年

講演番号 講演題名 発表者

ENT2007-1 FDI and Economic Development in China

ENT2007-2

ENT2007-3 A Research on Public Corporations in Current China

ENT2007-4

ENT2007-5

ENT2007-6

ENT2007-7 日本半導体産業の戦略 長澤紘一（ルネサステクノロジ）

ENT2007-8 府川伊三郎（旭化成）

17年度第4回研究会 第3
回アントレプレナー・エンジ
ニアリング・フォーラム－日
本経済の再生を担う起業
工学－      　　　　　　　　　
　 2006年3月28日
（火）Vol.30,N0.26

≪チュートリアル講演≫工学教育と起業工学－起業工学体系
化への

18年度第1回研究会　　
2006年6月22日
（木）Vol.30,N0.30

MOT人材育成の最前線

Web2.0時代におけるインターネット・マーケティングの特徴と課

管理職と部下（技術・専門職を中心として）のコミュニケーション
不協和の研究～キャリア・アンカー分析の新たな活用法を探る
～
≪チュートリアル講演≫研究開発マネジメントにおける質的研
究の

18年度第2回研究会　　
2006年11月8日
（水）Vol.30,N0.56

ファームウェア・アーキテクチャの開発－デジタル複合機の事
例－
製品アーキテクチャのダイナミズムとわが国エレクトロニクス産
業
民生用ストレージにおけるイノベーション－開発技術者から見
たストレージの変遷－
OJE（On the Job Education） ほうしきによる工学教育

≪チュートリアル講演≫イノベーションの収益化と事業戦略－
デジ

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　　　技術報告番
18年度第3回研究会「iT起
業特集」        　　　 　   
2007年1月25日
（木）Vol.31,N0.5

Meng Fanchen(Beijing Inst. of Technology)

Regional development through autonomy establishment in 
China and Japan

Liu Feng and Tomohiro Kubo(Kochi Univ. of Technology)

Liu Peiqian(Kochi Univ. of Technology)

IT起業経験からの教訓 紀　信邦(ケイエルエス研究所)

IT経営改革研究会による若手企業家の育成－技術・マーケッ
ティング・

水谷時雄(ズイット)

「書くこと」へのこだわりを事業化する：紙のキーボード－松下
流起業家精神スピンアップベンチャー－

山之口洋(経産省/作家)

18年度第4回研究会「」      
   2007年3月23日

（金）Vol.31,N0.
ブレイクスルーとセレンディピティーのチャンスをいかにして高
めるか



ENT2007-9 樺沢哲（松下電器）

ENT2007-10 複写機事業から派生したデバイス県連新規事業の事例 小澤隆（富士ゼロックス）

ENT2007-11 室園幹夫（クリーンベンチャー２１）

ENT2007-12 オープンイノベーションの新しいビジネスモデルに関する考察 大槻達男（松下電器産業）

ENT2007-13 彦坂都嗣人（高知工科大）

ENT2007-14 日本の電子・情報産業におけるイノベーションの特徴と課題 小川紘一（東大、ものづくり経営研究センター）

ENT2007-15 開催にあたり

ENT2007-16 アジア企業における「知識人材」の育成 福谷正信（立命館アジア太平洋大学）

ENT2007-17 多様な人材の活用

ENT2007-18 研究開発人材 原島博（東大）

ENT2007-19

ENT2007-20 技術者は研による人材育成と社会的意義 池松邦彦（アルプス技研）

ENT2007-21

ENT2007-22 田子みどり（コスモスピア）

ENT2007-23

ENT2007-24 技術人材育成の現状と課題ー産官学の経験から 今田哲（京都高度技術）

ENT2007-25 開催にあたり

ENT2007-26 ホスピタリティ・」もてなしの現場から 澤功（澤の屋旅館）

ENT2007-27 増田寛也（内閣府）

ENT2007-28

ENT2007-29 久米信行（久米繊維工業）

ENT2007-30 地場のベンチャーが地域活性化二果たす役割 田村真理子（日本ベンチャー学会）

ENT2007-31

ENT2007-32 市町村の観光行政ー京都の観光コミュニケーションを中心に 清水宏一（平安女学院大）

ENT2007-33 滝久雄（ぐるなび）

ENT2007-34 「観光」と「情報」ーユビキタス時代を迎えて

ENT2007-35

ENT2007-36 中村淳一（マイクロジャパン）

ENT2007-37 竹村裕夫（オクト映像研究所）

18年度第4回研究会「」      
   2007年3月23日

（金）Vol.31,N0.

シリコンバレーにおけるベンチャー投資経験からみた、米国の
起業精神

新技術創造型ベンチャーによる、太陽電池向け球状シリコンデ
バイスの事業化

米国大企業に埋もれた技術応用開発事例（指紋認証装置の
開発）

19年度情報通信月刊特別
シンポジウム「ICT技術人
材育成の現状と課題」       

 　　　　 　　　  　　　　　　
2007年6月8日

（金）Vol.31,N0.26

中原新太郎（CIAJ)

内永ゆか子（日本IBM)

ICTベンチャーの中核人材確保のあり方 松田修一(早大）

地域で力を発揮するプラットフォームプレーヤーになるOB人材 堀池喜一郎（シニアSOHO普及サロン・三鷹）

科学技術教育／アウトソーシングの現場から　　　　　　　　　　　
ー女性を活用するために

デジタル時代の子どもの想像力と表現力を育むNPO 石戸奈々子（CANVAS)

19年度情報通信月刊特別
シンポジウムシンポジウム
「ICT利活用による地域活
性化「ユビキタス＆ソサエ
ティ」ー観光の視点から」    

    　　　　 　　　　　　　　  
2007年6月22日
（金）Vol.31,N0.29

中原新太郎（CIAJ)

ICTと観光による地域活性化

デジタル時代の子どもの想像力と表現力を育むNPO 石戸奈々子（CANVAS)

BLOGによる地域おこしーヨソモノ・ワカモノ・バカモノの新しい
知恵とパワーを集めて墨田区を活性化する私案

地域イベントとICT 麻生菜穂子（maab)

ぐるなび事業の構想、構築、具現化を通じて感じる地域活性化
の本質論

須田寛（JR東海）

19年度第１回研究会　　　「
Iイメージセンサ事業特集」 
       　　　　 　　　　　　　  

2007年6月27日
（水）Vol.31,N0.30

イメージセンサにおけるイノベーションの歴史と日本の強みの
源泉

倉重光宏（MKコンサルタント）

MOSイメージセンサーの復活ーCMOSイメージセンサ開発の黎
明期を中心に

広ダイナミックレンジカメラ技術とカメラ技術と新しい車載カメラ
についてー現在の技術と今後の展開



ENT2007-38 芝崎清茂（ニコン）

ENT2007-39 野村秀雄（ソニー）

ENT2007-40 次世代小型高感度撮像でバイスをめざして

ENT2007-41 最近の太陽電池産業の動向 富田孝司（シャープ）

ENT2007-42 オムロンヘルスケア事業の戦略 日戸興史（オムロンヘルスケア）

ENT2007-43 神吉直人・長内厚（神戸大）、陳韻如（九州国際大）

ENT2007-44 放送・通信融合時代のケーブルテレビ事業の一考察 芹澤晧元（日本ケーブルラボ）

ENT2007-45

ENT2007-46 山中邦昭（高知豊中技研）、冨澤治（高知工科大）

ENT2007-47 二輪産業における企業構造の転換 横井克典（同志社大）

ENT2007-48

ENT2007-49 原善憲（京大）

ENT2007-50 玉井誠一郎（松下電器）

ENT2007-51 馬場末喜（ビームセンス）

ENT2007-52 液晶ディスプレイ産業のアーキテクチャ分析と競争優位 新宅純二郎（東大）

２００８年

講演番号 講演題名 発表者

ENT2008-1 倉重光宏（高知工科大）

ENT2008-2 中村裕一郎（富士通）

ENT2008-3 経営品質と企業価値 渡辺昇（ヒューマンウェア・コンサルティング）

ENT2008-4 新倉健一（前田建設）

ENT2008-5 地域発「価値創造企業」に学ぶー知識社会の経営戦略 平野真（高知工科大）

19年度第１回研究会　　　「
Iイメージセンサ事業特集」 
       　　　　 　　　　　　　  

2007年6月27日
（水）Vol.31,N0.30

デジタルカメラの動向とブランド戦略ー半導体技術の高度化と
写真技術の融合

イメージセンサ事業展開におけるシステムイノベーションの役
割

江上典文・相原聡（NHK）

19年度第2回研究会　　 　   
  　　　　 　　　　　　　　　  

2007年11月22日
（木）Vol.31,N0.58 IT産業人材確保における徴兵制度の役割

地上デジタルによる新たな放送サービスーNHK京都放送局の
取り組み

阪口安司（NHK京都）

下請中小製造業の自立型ビジネスもでるへの転換についてー
グリーンレーザーポインター事業創造の事例

経・工両専攻の学生が連携して行うOJE演習 上西啓介・加賀有津子・座古勝・鳴海邦碩・佐藤武彦・山本孝
夫・村田雅人・松村世暢彦・倉敷哲生・清野智史（阪大）

共創型コーポレートスピンオフによるオーペン・イノベーション
ー知的ビデオ処理技術によるリアルタイム監視応用への適用
事例

製造業における新しい知的財産戦略とそのマネジメントー知的
財産によるブランド価値創造

X線透視技術をコアーとしたベンチャー起業ー疎外されるX線・
放射線技術の復活に向けて

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　技術報告番号

19年度第3回研究会　　 　   
  　　　　 　　　 　　　　　　 

2008年1月21日
（月）Vol.32,N0.3

映像エレクトロニクス分野における専攻技術の果たす役割〜
アナログハイビジョンとDC型PDPの事例研究

産官学の連携によるカーブアウト型スピンオフ・ベンチャーの
設立についてーQDL社の事例

準大手ゼネコンにおける品質経営システムの課題〜転換期に
ある市場において、準大手規模の組織に必要な経営手法を考
察する



ENT2008-6 アフターマーケットソリューション（コマツの戦略と提言） 高橋進（小松製作所）

ENT2008-7 分元博文（東芝松下ディスプレイテクノロジー）

ENT2008-8 長谷川正平（エフ・イー・テクノロジーズ）

ENT2008-9

ENT2008-10 山田吉郎（テクノス）

ENT2008-11 デュポンの先端電子材料事業戦略 大羽隆元（デュポン）

ENT2008-12 小穴保久（オアナ・コンサルティング）

ENT2008-13 サービス多角化戦略 渡辺孝信・原良憲（京大）

ENT2008-14 小川紘一（東大）

ENT2008-15 中原新太郎（三菱電機）

ENT2008-16 中田 睦（総務省）

ENT2008-17 スポーツ心理学に学ぶ人材育成と人間力 辻 秀一（エミネクロス）

ENT2008-18 障がい者人材紹介 加藤春一（テスコ・プレミアムサーチ）

ENT2008-19 産学連携で作成した教育プログラムについて 神沼靖子

ENT2008-20 國井秀子（リコー）

ENT2008-21 女性の就業環境に関するアンケート調査結果 田澤由利（ワイズスタッフ）

ENT2008-22 欧米印日のソフト人材育成を比較して

ENT2008-23 守谷哲郎（日本産業技術振興協会）

ENT2008-24 若者の夢を育む工学教育 島田一雄（元都立航空高専）

ENT2008-25 元気を出せ中小企業 橋本久義（政策研究大学院大）

ENT2008-26 飯盛義徳（慶大）

ENT2008-27 大石友子（京都学園大）

ENT2008-28 京都からのイノベーション 松重和美（京大）

ENT2008-29 徳田昭雄・佐伯靖雄（立命館大）

ENT2008-30 清野智史（阪大）

ENT2008-31 技術指向中小製造業の持続可能経営について 橋本道夫（ハネロン），冨沢 治（高知工科大）

ENT2008-32 環境に優しいスターリングエンジンの技術動向 平田宏一（海上技術安全研究所）

ENT2008-33 長内 厚・神吉直人（神戸大）

ENT2008-34 電池技術のトレンドとパナソニックグループの取組み 生駒宗久（パナソニック）

ENT2008-35 テレビの極薄型化による価値獲得 山内浩人（日立）

ENT2008-36 遠藤龍生（立命館大）

ENT2008-37 動画用フレキシブルディスプレイへの挑戦

19年度第4回研究会　　　
〜ディスプレイおよび一般
　　　     　　　　 　　　　　　  

2008年3月24日
（月）Vol.32,N0.20

OCB液晶表示技術とその製品展開

カーブアウトによるFEDベンチャーの設立ー事業かの可能性を
拡げる

スーパーハイビジョン用ディスプレイへの期待とPDPの取り組
み

村上由起夫（NHK)

ベンチャー起業家からみたFPD検査技術動向と課題ー起業の
バックグラウンドから

薄型テレビ産業におけるアントレプレナーへの期待ーTFT液晶
ディスプレイ消費電力削減へのチャレンジ

製品アーキテクチャのダイナミズムを前提にした我が国イノベ
ーション・システムの再構築

20年度第1回研究会　「情
報通信月間特別企画シン
ポジウム
－続ICT技術人材育成の
現状と課題－」　　　　　　　
2009年6月20日（金） 
Vol.32,No.25

続ICT技術人材育成の現状と課題

高度ICT人材育成について（研究会報告を受けて）

ダイバーシティ推進はイノベーションの鍵 -グローバル人材と
女性社員の活躍に向けて

ナリン C. アドバニ（バルコ）

公的機関による技術者教育 -産総研を例に-

地域情報化における人材育成 -地域情報化は新しいステージ
へ-
起業から見るICT人材育成 -大学教育と女性起業の視点から-

20年度第2回研究会　　　　
2009年11月19日
（水）Vol.32,No.51

自動車のエレクトロニクス化 -車載電子制御システム市場の
生産・流通分析-
OJE法による演習型講義の成果をベースとした起業

技術とデザイン -工業デザイナーの統合力-

液晶部材市場における取引関係 -部品商社を軸とした3者間
関 藤掛英夫・山本敏裕・時任静士（NHK）



２００９年

講演番号 講演題名 発表者

ENT2009-1

ENT2009-2

ENT2009-3 羽倉弘之（東京大学）

ENT2009-4 平野真（高知工科大学）

ENT2009-5 倉重光宏（高知工科大学）

ENT2009-6 産業発展の流れと台頭するモジュール・ダイナミクス 柴田友厚（香川大学）

ENT2009-7 情報通信機器産業の現状と政策の方向性 瓜生和久（経産省）

ENT2009-8 酒井和行・冨澤　治（高知工科大）

ENT2009-9 歯科技工業の創業とその経営課題 清見好伯（臨床補綴技工研究所），冨澤　治（高知工科大）

ENT2009-10 堀真寿美（帝塚山大）

ENT2009-11 プラットフォームと国際分業およびコア技術の収益化（予稿なし 立本博文 （立命館大）

ENT2009-12 未踏超高速テレビカメラの開発と今後にかける夢（予稿なし

ENT2009-13 菰田卓哉（パナソニック電工）

ENT2009-14 非インジウム系酸化亜鉛透明導電膜の技術開発動向 山本哲也・山田高寛・牧野久雄・山本直樹（高知工科大）

ENT2009-15 瀬来和男・藤原勝則（エクセル）

ENT2009-16 英国における技術イノベーション事例 ケビン ナペット（英国大使館）

ENT2009-17 知財立社を目指して 福島能久（パナソニック）

ENT2009-18 プラットフォームと国際分業およびコア技術の収益化 立本博文（兵庫県立大）

ENT2009-19 西嶋　修（パナソニック），冨澤　治（高知工科大）

ENT2009-20 小林　淳（同志社大）

ENT2009-21 吉川武克（野洲市役所）

ENT2009-22

ENT2009-23 加藤喜代重（立命館大）

ENT2009-24 和田剛明（東大）

ENT2009-25 研究開発技術のビジネス価値評価に対する一考察

ENT2009-26

２０１０年

講演番号 講演題名 発表者

ENT2010-1 石黒　健・新井祐二・森橋大輔・児玉敏男（前田建設）

ENT2010-2 日本・台湾のものづくりにおける協力と競争 蔡　錫勲（淡江大），長内　厚（神戸大），神吉直人（香川大）

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　　　技術報告番
20年度第3回研究会　　　　
2010年1月22日
（木）Vol.33,No.4

体表面電界を利用した人体近傍通信の実用化について          
-RedTacton

品川満（NTT)

高効率電気光学結晶KTNの実用化について 藤浦和夫、阿閉研一郎（NTT-AT)

３D映像技術と事業化の先端動向

地域企業におけるインターネット・インパクト　　　　　　　　　　　
ー知識社会における経営戦略

プラズマと液晶テレビに関する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
技術標準化視点からの事業アークテクチャー分析

20年度第4回研究会　「技
術経営の実践課題と技術
経営教育」　　　2010年3月
26日（木）

訪問看護ステーションの経営課題　-中小規模ステーション

社会人教育のためのe-ラーニングシステムTIESの実証実験

丸山裕孝・林田哲哉・新井俊希・米内　淳・北村和也（NHK）

21年度第1回研究会2010
年6月26日（金）  
Vol.33,No.26  

新世代照明技術の現状と展望-LED，有機EL，FEDの最新動
向-

地方ベンチャー企業の挑戦-太陽電池や半導体照明など先端
環境エレクトロニクス事業の展開-

21年度第2回研究会2010
年11月6日
（金）Vol.33.No.48 

競争優位の確立に向けた知的財産権戦略 -新しい知的財産
権評価の
大学発ベンチャーと社会起業家の融点 -その共通点と相違点
から-
ITの野洲

欧州-アジア間のものづくりブリッジ化 善本哲夫（立命館大/東大）

ＲＥＳＩＳ（Ritsumeikan Entrepreneurship & Seeds Incubation 
Syste
家庭用ゲームソフト産業における開発戦略 -内外製の使い分
けと効率性・創造性の両立

本橋　健（NTT西日本）

FPDの国際競争力に関する考察 倉重光宏（山口県産業技術センター/高知工科大）

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　　　技術報告番
21年度第3回研究会2011
年1月29日
（金）Vol.34.No.4: 

セルラーデータシステムの開発からビジネス開拓へ -企業内
ベンチャーの実例報告



ENT2010-3 台湾ハイテク産業の生成，発展そして転成 佐藤幸人（アジア経済研）

ENT2010-4 有料放送契約者におけるコンテンツ消費行動に関する考察　 若木宏一（高知工科大）

ENT2010-5 福士久美子・原　良憲（京大）

ENT2010-6 末包厚喜（高知工科大）

ENT2010-7

ENT2010-8 山根正義（アグリ ポピュレイション ジャパン）

ENT2010-9 署名捺印の後継となるサイバー時代の本人認証技術 國米　仁（ニーモニックセキュリティ）

ENT2010-10 システム開発における外部リソースの活用 池田　茂（モノリス）

ENT2010-11 スーパーハイビジョンカメラ開発状況と実用化に向けた課題

ENT2010-12 太陽光発電ビジネスの勃興と日独のビジネス・システム 松本陽一（神戸大）

ENT2010-13 山本裕久（山本貴金属），冨澤　治（高知工科大）

ENT2010-14 今井拓郎（今井農営），平野　真（高知工科大）

ENT2010-15 中川功一（駒澤大）

ENT2010-16 松野尾萌（メルク）

ENT2010-17 ものづくり知識活用と地域イノベーション

ENT2010-18 東正志（同志社大）

ENT2010-19 吉田倫子（富士通総研／京大）、浜屋敏（富士通総研）

ENT2010-20 科学知識の蓄積がもたらす産業発展の特徴に関する研究

ENT2010-21 石黒敬三（パナソニック）

ENT2010-22 瀬戸内島嶼部における地域再生人材育成事業”島スクエア” 北風裕教・山本信夫・岡宅谷泰邦（大島商船高専）

２０１１年

講演番号 講演題名 発表者

ENT2011-1 地域で進めた奇跡のビジネス戦略 鎌田真悟（恵那川上屋）

ENT2011-2

ENT2011-3

21年度第3回研究会2011
年1月29日
（金）Vol.34.No.4: 

協働化イノベーション -京都市の取り組みを事例として-

21年度第4回研究会2011
年3月26日
（金）Vol.34,No.17 

事業継承におけるドメイン変更要因について -高知県の建設
業のケー
OJE（On the Job Education）法による工学教育 -徳島県阿南
市をフ

加賀有津子・倉敷哲生・森　裕章・松村暢彦・山本孝夫・大村悦
二・

太陽光利用型植物工場　　百年野菜栽培システムの事業化と
普及

三谷公二（NHK）

22年度第1回研究会「素材
・部品ビジネスの価値づく
り」　　　　　2011年6月25日
（金） Vol.34,No.23

中小製造業の進化のための戦略モデル -山本貴金属第二創
業の事例
地域活性化への社会起業モデル -高知における椎茸起業事
例標準品ビジネスにおける顧客連携の意味 -セラミック・コンデン
サ産業における顧客協業効果の歴史的分析-
マクロ的素材業界の現状と，ケーススタディ -デジタル業界向
けの機能性素材ビジ

22年度第2回研究会2011
年11月26日（金）Vol.34,No.

善本哲夫・秦俊道・谷田妙子（立命館大）、吉野弘一・吉川武克
(野洲市）・吉川良三（東大）

自転車産業における脱成熟化戦略ー電動アシスト自転車に焦
点を当てて

「場」の循環ー従業員満足度調査からSECIを検証する

品川啓介（キャノンマーケティングジャパン）、阿部惇（立命館大
）

デジタルカメラのコア技術戦略ーパナソニックのレンズ開発を
通じて

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　　　技術報告番
22年度第3回研究会　　「
グローバル化時代の起業
家精神」　　　　　　　　　
2011年1月24日
（月）Vol.34,No. 

Research on Japanese Package Design and the Kansei 
Analysis

ChekYong TAN・Mie SATO(Utsunomiya Univ.), Teruko OHBA・
Eiichi ENDO(Endo Foods), Yoshiyuki SHIROMA(Sapporo City 
Univ.), Masao KASUGA(Utsunomiya Univ.)

中小企業の成長に関連する経営者と従業員の意識差につい
て〜感性的視点から考察する意識ギャップとその影響要因

渡辺孝雄（LCR）、島村泰江・佐藤美恵（宇都宮大）、堀江則行・
中津正修（トヨタウッドユーホーム）、春日正男（宇都宮大）



ENT2011-4 横山文人（横山工業）、平野真（高知工科大）

ENT2011-5 クラウドコミュニティを活用したインキュベーションサービス 浴靖典（ミックス）、平野真（高知工科大）

ENT2011-6 佐藤雄司（山本貴金属地金）、冨澤治（高知工科大）

ENT2011-7

ENT2011-8 アニメ産業による地域活性化の事例研究 濱口佳樹（高知工科大）

ENT2011-9 鳥井静夫（法政大）

ENT2011-10 福田稔（法政大）

ENT2011-11 曽根博文・冨澤治（高知工科大）

ENT2011-12 宮入寛太郎（慶大）

２０１２年

講演番号 講演題名 発表者

ENT2012-1 内田亨（西武文理大）

ENT2012-2 佐藤幸人（アジア経済研究所）

ENT2012-3 日本における老舗企業研究 末包厚喜（高知工科大）

ENT2012-4 日本におけるハイテク技術者の転職と知識伝達 玉城開・平野真（高知工科大）

ENT2012-5 今井拓郎（今井農営）、平野真（高知工科大）

ENT2012-6 横山文人・平野真（高知工科大）

ENT2012-7 倉重光宏（山口県産業技術センター）

ENT2012-8 地域産品の商品開発戦略論ー高知県における事例研究から 隅田和稔（メディアエーシー）、冨澤治（高知工科大）

ENT2012-9 中小製造業の定性的分析に利用する評価指標に関する検討

22年度第3回研究会　　「
グローバル化時代の起業
家精神」　　　　　　　　　
2011年1月24日
（月）Vol.34,No. 

地域建設業者の現状と存続モデルの研究〜迫られる脱公共
事業への経営戦略とその妥当性

競争優位を確保する商品開発に関する研究〜歯科用充填材
料を事例として

22年度第4回研究会　　　　
アントレプレナーシップと地
域活性化　　　　　　　　　　

2011年3月24日
（木）Vol.35,No.24

ケースメソッド方式による地域経営人材育成の取り組みー首
都圏の鳳雛塾の事例を通じて

大久保直樹・綿貫直子・宮地恵美（MMインキュベーションパート
ナーズ）

企業家精神と中小企業ネットワークー中小企業ネットワークに
よるイノベーション創出の可能性

地域イノベーションを実現する新しいビジネス・インキュベーシ
ョン

起業工学における新規事業かプロセスの研究ー二層基板の
事業化事例

22年度第5回研究会　　　　
アントレプレナーシップと地
域活性化　　　　　　　　　　

2011年6月24日（金）

LED街灯の標準化政策ー東京都北区のベスト・プラクティスを
中心に

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　　　技術報告番
23年度第3回研究会　　　
2012年1月23日
（月）Vol.36,No.1 

医療機関の広報受託サービスの可能性ーナンシー国立大学
病院グループの事例を通して

コンビニエンスストア・チェーンの中国における戦略の選択と調
整

地域における起業と地域共同体ー高知における椎茸起業事例
をもとに

地域社会における建設業存続に関する一考察ー高知県西南
地域の事例をもとに

23年度第4回研究会　　　
モノづくりと顧客価値創造
2012年3月21日
（水)Vol.36,No.18

建設機械起業にみるアフターマーケット戦略〜ものづくり価値
革新研究分科会終了報告

安西克己（栃木県信用保証協会）、長谷阪悟・新舘佑理・井ノ上
寛人・佐藤美恵・春日正男（宇都宮大）



ENT2012-10

ENT2012-11 中小企業の経営状態は空くのための分析指標に関する検討

ENT2012-12 片山祥・冨澤治（高知工科大）

ENT2012-13 インベンション・キャピタルの誕生（原稿無し） 伊藤伸（インテレクチャル・ベンチャーズ・ジャパン）

ENT2012-14

ENT2012-15 生島淳（高知工科大）

ENT2012-16 秋葉原をめぐる企業家活動 山田一人（法政大）

ENT2012-17 有料放送顧客の消費者行動研究 若木宏一（明星大）

ENT2012-18 邊見敏江（東大）

ENT2012-19 知財ブランドモデル 玉井誠一郎（阪大）

ENT2012-20 製造業のサービス事業〜システム設計の延期 善本哲夫（立命館大）

ENT2012-21 坂本ひとみ（ベストクロップ）、園弘子・那須清吾（高知工科大）

ENT2012-22 平野真（高知工科大）

２０１３年

講演番号 講演題名 発表者

ENT2013-1 アクティブ光学技術への挑戦と実用化への歩み 橋本信幸・松本健志・横山正史・田辺綾乃・栗原誠

ENT2013-2 関孝則（セールスフォース・ドットコム）

ENT2013-3 ケアプロの取組みと私自身のシリアルアントレプレナーシップ 守屋実（ケアプロ）

ENT2013-4 日本の大学発ベンチャーの実績と課題 渡辺孝（芝浦工大）

ENT2013-5 準民間ベースによる産官学連携推進事業〜創業１５年の歩み

ENT2013-6

ENT2013-7 中島高英（シムックス）

ENT2013-8 感性的視点からの中小企業の特徴分析に関する一検討

ENT2013-9 小泉利明（法政大）

23年度第4回研究会　　　
モノづくりと顧客価値創造
2012年3月21日
（水)Vol.36,No.18

企業業績と雇用形態の関連性からみる経営特徴に関する検
討

安西克己（栃木県信用保証協会）、山田直紀・井ノ上寛人・茂木
正人（Mハートプラン）、佐藤美恵・春日正男（宇都宮大）
安西克己（栃木県信用保証協会）、新舘佑理・長谷阪悟・佐藤
美恵・春日正男（宇都宮大）

物理的書店の経営課題ーシステムダイナミクスによる分析をも
とに

24年度第1回研究会　　　　
　　　　　　　2012年6月26日
（火）Vol.36,No.26

技術志向中小製造業のR&Dマネジメントー歯科材料開発を事
例として

佐藤雄司(山本貴金属地金）、冨澤治(高知工科大）

地域活性化活動における住民起業家の役割－高知県梼原町
の事例

24年度第2回研究会　　　
モノづくりとアントレプレナ
ーシップ　　　　　　　　　　　
　　2012年11月14日（水））
Vol.36,No.47 

イトーヨーカ堂成長の源流〜経営哲学・理念と代表的経営管
理システム

就業環境に対する社員の態度に関する一考察〜キャリアカウ
ンセリングをとおしてのA社事例

社会イノベーションにおける起業家の役割〜高知アイスの事
例を考える

開催年次・日付　　テーマ
　　　　　　　　　技術報告番
24年度第3回研究会　　
2013年1月23日
（水）Vol.37,No.1 

ソーシャル技術によるマネージメント、組織、企業文化、イノベ
ーションのインパクト

２４年度第４回研究会　　　
「技術と事業創造」　  　
2013年3月21日（木）　　　　
　　Vol.37, No.18

白井達郎、石川慎也、猿山康継、中村昌史（産学協同システム
研究所）

放送通信連携システムHybridcastとその展望 真島恵悟（NHK)

金型屋の第二の創業〜町工場で生まれた「ものつくりのノウハ
ウ」を利用した新ビジネスへの挑戦

湯澤操（藤井産業／宇都宮大）、羽石和樹（作新学院大／ロー
ラン）、春日正男（作新学院大／宇都宮大）

大学キャリア支援センターに求められる機能の検討〜私立A
大学の事例から



ENT2013-10 横山文人（横山工業）、末包厚喜（高知工科大）

ENT2013-11 今田哲（元奈良先端大）

ENT2013-12 特区が目指したものと今後の課題 檜木俊秀（パソナ）

ENT2013-13 東京から仕掛ける地域活性化 田子みどり（コスモピア）

ENT2013-14 久米信行（久米繊維工業）

ENT2013-15 地域自立に向けた政策と課題

ENT2013-16 大学生による地域イベント開催の現状と課題

ENT2013-17 中原新太郎（地域・技術経営総合研究所）

ENT2013-18 映画ビジネスと地域活性化

ENT2013-19 渡邉崇（法政大）

ENT2013-20 イノベーションを前提としたコールセンターの機能と役割 内田良一（高知工科大）

ENT2013-21 平野真（芝浦工大）

２４年度第４回研究会　　　
「技術と事業創造」　  　
2013年3月21日（木）　　　　
　　Vol.37, No.18

地域建設業における組織間関係に関する一考察〜高知県の
事例をもとに

25年度第1回研究会　　
2013年5月25日
（金）Vol.37,No.21

医療による地域活性化ー関西学研都市での挑戦とiPS細胞研
究～山中教授が賞の種を育てたころの奈良先端大の話も交え
て

温故知新と地域活性化：北斎とスカイツリー～地域資源をお客
様も交えて発掘して活用しよう！街ぐるみで「全員参加」の地
域活性化戦略

牧慎太郎(熊本市）

多田陽香(横浜国大）

地域情報化とは何だったのか？～KANSAI@CANフォーラムが
目指したもの

25年度第1回研究会　　
2013年6月14日
（金）Vol.37,No.25

若木宏一(明星大）、秋原監督（カエルカフェ）

各地域の大学図書館におけるブランディングの新たな試みと
事例～移りゆく「図書館」像と地域

企業文化の形成過程～ITベンチャーの事例をもとに


