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≪第 1 日目≫ 10 月 3 日（土） 
 

9:30  受付開始（14 号館高橋守雄記念ホール 1 階ロビー）  会員控室（1411 教室） 
10:00～12:00 自由論題報告（その 1） (14 号館 2 階・3 階) 

第 1分科会（1421教室）：〔中小企業と経営〕 座 長 太田進一 （同志社大学） 

(1) デザイン作り込みプロセスと基盤技術 報告者 中西孝平 （同志社大学大学院） 

－デジタルスチールカメラを中心に－ 討論者 斉藤栄司 （大阪経済大学） 

(2) 成熟度による中小企業の IT投資マネジメント 報告者 藤原正樹  (宮城大学) 

 討論者 太田一樹 （大阪経済大学） 

(3) 生命科学の基礎研究の事業化へのタイミングオプショ 報告者 藤原孝男  (豊橋技術科学大学) 

ンの応用可能性について 討論者 加藤 敦 （同志社女子大学） 

第２分科会（1422教室）：〔中小企業と創業・インキュベーション〕 座 長 大林弘道 （神奈川大学） 

(1) インキュベーションセンターの再生と自治体の中小企業 報告者 梅村 仁 （尼崎市役所・関西学院大学 

振興施策   専門職大学院） 

－尼崎インキュベーションセンターのケーススタディ 討論者 関 智宏 （阪南大学） 

(2) フランチャイズシステムの創業機能－起業家概念の発展と 報告者 小嶌正稔 （東洋大学） 

フランチャイジングの起業システムとしての課題 討論者 森本三男 （青山学院大学） 

(3) 大学教育の変容―起業家教育の取り組み 報告者 寺島雅隆 （愛知学泉短期大学） 

 討論者 川名和美 （広島修道大学） 

第３分科会（1431教室）：〔中小企業とイノベーション・事業継承〕 座 長 高橋美樹 （慶応義塾大学） 

(1) 中小企業のイノベーション戦略 報告者 文能照之 （近畿大学） 

－効果的なイノベーション・システムの構築をめざして－  井戸田博樹 （追手門学院大学） 

  辻 正次 （兵庫県立大学大学院） 

 討論者 池田 潔 （兵庫県立大学） 

(2) 韓国下請け企業のイノベーション対応に関する研究 報告者 内田純一 （北海道大学） 

  金 秦旭 （広島市立大学） 

 討論者 田村 豊 （愛知東邦大学） 

(3) 小企業の事業継承問題と事業継承支援策 報告者 村上義昭 （日本政策金融公庫総合研究所） 

 討論者 安田武彦 （東洋大学） 

第４分科会（1432教室）：〔中小企業と政策支援・地域活性化〕 座 長 渡辺幸男 （慶応義塾大学） 

(1) 中小ベンチャー企業の東南アジア進出に関する政策支援 報告者 竹本拓治 （京都大学ベンチャービジネス 

について―企業金融の視点から―    ラボラトリー） 

 討論者 前田啓一 （大阪商業大学） 

(2) 経営活性化につながる小企業の地域貢献活動 報告者 竹内英二 （日本政策金融公庫総合研究所） 

 討論者 太田 聡 （九州産業大学） 

(3) 知財の蓄積が地域産業の高付加価値に与える影響に関 報告者 小林伸生 （関西大学） 

する実証研究 討論者 松岡憲司 （龍谷大学） 

 

12:00～13:30 昼食休憩（1411 教室） 
  役員会（1421 教室）・編集委員会（1422 教室） 

 
13:30～14:30 会員総会（14 号館１階高橋守雄記念ホール） 

 
14:30～17:00 信金中央金庫協賛・国際交流セッション（14 号館１階高橋守雄記念ホール） 

        開会挨拶  平尾光司（信金中金総合研究所 所長） 

  共通演題「東アジアの中小企業政策の現状と課題」 

 コーディネータ 足立文彦（金城学院大学）、黄 完晟（九州産業大学） 

 報  告  １ 劉 慶瑞氏 （輔仁大学） 

 報  告  ２ 李 尹俌氏 （建国大学校） 

 

17:30～19:30 懇親会（ 県立劇場 １階 七彩 ） 



≪第 2 日目≫ 10 月４日（日)  
 

8:30  受付開始（14 号館高橋守雄記念ホール 1 階ロビー）  会員控室（1411教室） 
9:00～10:20 自由論題報告（その２） (14 号館 2 階・3 階) 

第６分科会（1421教室）：〔中小企業と個別市場研究〕  座 長 川上義明 （福岡大学） 

(1) 小型船舶市場における中小企業の生存領域 報告者 濱田武士 （東京海洋大学） 

 討論者 大林弘道 （神奈川大学） 

(2) 産地型集積の意義と限界―大阪堺市を中心とした自転車 報告者 粂野博行 （大阪商業大学） 

産地を中心に 討論者 村社 隆 （福山平成大学） 

第７分科会（1422教室）：〔中小企業と情報〕 座 長 港 徹雄 （青山学院大学） 

(1) 情報の不完全性下における中小企業の人材確保難－高校 報告者 岩崎匡泰 （慶応義塾大学大学院） 

新規学卒就職の事例から－ 討論者 高橋慎二 （日本大学） 

(2) 中小企業の情報化に関する研究の成果と課題 報告者 藤川 健 （同志社大学） 

 討論者 二場邦彦 （京都創成大学） 

第８分科会（1431教室）：〔中小企業と企業間関係〕 座 長 堀  潔 （桜美林大学） 

(1) 中小企業製造企業の戦略的 OEM提携に関する一考察 報告者 山本久美 （広島大学大学院） 

 討論者 遠藤真紀 （九州情報大学） 

(2) サプライヤー企業のネットワークと取引関係の変化 報告者 山本 聡 （機械振興協会経済研究所） 

－茨城県日立市と群馬県太田市の比較分析から 討論者 遠山恭司 （東京都立産業技術高等専門学校） 

特別分科会(1432 教室)：〔中小小売業と中小小売業政策の再検討－大店立地法を含むまちづくり３法制定から 10 年を目前

にして〕                           座 長 伊藤公一 （千葉商科大学） 

(1) 都市流通とまちづくり３法 報告者 宇野史郎 （熊本学園大学） 

 討論者 笹川洋平 （福岡大学）   

(2)  外部組織との連携に向けた商店街組織のネットワーク 報告者 福田 敦 （関東学院大学） 

  課題－自治体による地域連携支援型事業の検証を中心に 討論者 番場博之 （駒沢大学） 

   
10:30～11:30 統一論題Ⅰ（14 号館1 階高橋守雄記念ホール） 

「中小企業と中小企業政策の再検討-改正中小企業基本法制定後10 年を迎えて」 
   座 長 高田亮爾 （流通科学大学） 

(1) 中小企業の挑戦！ －改正中小企業基本法と、中小 報告者 穴井憲義 （熊本県中小企業家同友会） 

企業の現実との乖離－ 討論者 黒瀬直宏 （嘉悦大学） 

 

11:30～12:30  昼食 

 
12:30～14:30  統一論題Ⅱ（14 号館1 階高橋守雄記念ホール） 

「中小企業と中小企業政策の再検討-改正中小企業基本法制定後10 年を迎えて」 
   座 長 三井逸友 （横浜国立大学） 

(2) 70年代以降の中小企業政策の変遷―中小企業の 報告者 中田哲雄 （同志社大学） 

  実態と政策思想の変化の視点から 討論者 佐竹隆幸 （兵庫県立大学） 

(3) 『中小企業政策の日本的構図をめぐって』再考論 報告者 寺岡 寛 （中京大学） 

－第 20回大会での報告から 10年経過して－ 討論者 渡辺俊三 （名城大学） 

14:40～16:00  統一論題討論会（14 号館1 階高橋守雄記念ホール） 
  座   長 高田亮爾 （流通科学大学）・三井逸友 （横浜国立大学） 

  パネリスト 穴井憲義 （熊本中小業家同友会） 

 黒瀬直宏 （嘉悦大学） 

 中田哲雄 （同志社大学） 

 佐竹隆幸 （兵庫県立大学） 

 寺岡 寛 （中京大学） 

 渡辺俊三 （名城大学） 

16:00  閉会挨拶  大会準備委員会委員長  出家健治 


