
■知的資産経営week2007■
１１月５日（月） 知的資産を活用した経営と法（大阪大学主催）
１１月６日（火） 知的資産経営ワークショップ（早稲田大学主催）
１１月７日（水） 日経知的資産経営フォーラム２００７（日経新聞社主催）
１１月８日（木） インテレクチュアルカフェ・イノベーション国際カンファレンス①
１１月９日（金） インテレクチュアルカフェ・イノベーション国際カンファレンス②

知的資産を活用した経営と法　大阪大学
11月5日　　「大阪大学中之島センター」
属　性 登壇者名 所属 講演タイトル

政府関係者 住田　孝之 経済産業省商務情報政策局情報通信機器課長 知的資産経営について

政府関係者 中原　裕彦 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室長 知的資産経営について　パネラー

企業支援者 夷谷　信行 公認会計士・あずさ監査法人 知的資産経営について　パネラー

企業関係者 工藤　義一 株式会社滋賀富士通ソフトウェア代表取締役社長 知的資産経営について　パネラー

企業関係者 高山　裕貢 塩野義製薬株式会社知的財産部長 知的資産経営について　パネラー
アカデミア 茶園　成樹 大阪大学大学院高等司法研究科教授 知的資産経営について　パネラー
アカデミア 青江　秀史 大阪大学大学院高等司法研究科教授 知的資産経営について　モデレーター

アカデミア 山本　正 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士課程

企業支援者 三代　まり子 新日本アーンスト･アンド・ヤング　リサーチャー

企業関係者 松田　寛
企業関係者 紀伊馬　章

企業関係者 宮永　雅好 アイ･アール･ビー㈱　専務取締役
XBRLを活用したグローバル・ビジネス･レポーティングに向け
て　モデレーター

企業支援者 Mike Willis PwCパートナー EBRフレームワークの概要
企業支援者 芝坂　佳子 あずさ監査法人　シニアマネージャー 日本における取組と課題
アカデミア Stefano Zambon フェラーラ大学教授（イタリア） EUにおけるビジネス･レポーティングの課題
アカデミア 花堂　靖仁 早稲田大学大学院商学研究科教授 コメントと討議　モデレーター
企業関係者 Peter Wallison Arthur F. Burns Fellow、AEI
企業関係者 Bob Laux AICPA理事
アカデミア 柴　健次 関西大学商学部教授

コメントと討議

11月6日

日本における非財務情報のXBRLタクソノミ開発の取組状況
1．概観および自動車業界と製薬業界の開発作業

㈱ジャストシステム
日本における非財務情報のXBRLタクソノミ開発の取組状況
2．自然言語処理技術による非財務タクソノミ構築作業の支



日経知的資産経営フォーラム2007
11月7日　「ザ・プリンスパークタワー東京　コンベンションホール」
属　性 登壇者名 所属 講演タイトル

企業関係者 井上　礼之 ダイキン工業　代表取締役会長兼CEO 「人を基軸においた経営－ダイキンの企業価値コンセプト」

企業関係者 高橋　晃 テルモ代表取締役社長 知識創造型企業へ－テルモの挑戦
企業関係者 伊東　勇 パルコ取締役兼代表執行役社長・CEO 強さを活かす経営－パルコの経営構造改革
企業関係者 張　依群 MSK　取締役COO

企業関係者 永田　伸之 監査法人トーマツ　知的財産グループディレクター

企業関係者 冨山　和彦 経営共創基盤代表取締役CEO
企業支援者 石井　誠 新日本監査法人　社員　公認会計士
企業関係者 中川　俊一 花王　取締役常務執行役員

企業支援者 中村　勝彦 TMI総合法律事務所　パートナー弁護士

企業関係者 北野　譲治 イーパーセル代表取締役社長

企業関係者 小林　裕亨
ジェネックスパートナーズ　取締役マネージングディ
レクター

アカデミア 松田　修一 早稲田大学ビジネススクール(WBS)　教授

企業関係者 小城　武彦 丸善　代表取締役社長

企業関係者 船橋　仁 アクセル　代表取締役社長
政府関係者 小林　利典 金融庁総務企画局開示業務参事官 ポストSOX時代

政府関係者
アナベル・ビス
ミュート

経済協力開発機構(OECD)金融局エコノミスト －新たなビジネスレポーティングの要件

企業支援者 ボブ・ラックス 米国公認会計士協会理事

企業支援者 芝坂佳子 あずさ監査法人知的財産戦略室シニアマネジャー

企業支援者
ピーター・ワリソ
ン

米エンタープライズ研究所（AEI）金融市場規制緩和
プログラム主管

政府関係者 中原裕彦 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室長

アカデミア 花堂靖仁 早稲田大学ビジネススクール(WBS)教授

企業価値の算定と知的資産経営指標

日本初の株式会社組織　丸善での知的資本経営の実践

企業情報開示の新たなフレームワークを求めて

アライアンスによる企業価値向上－被買収を契機として新た
な成長へ

本質的企業価値と経営者の使命

コーポレート・カルチャーと企業価値



企業関係者 蔵元　康雄
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス取締役副会
長

企業関係者 筒井　高志 ジャスダック証券取引所取締役代表執行役社長

政府関係者 新原浩朗 経済産業省経済産業政策局産業組織課長

アカデミア 北川　哲雄 青山学院大学国際マネジメント研究科教授

インテレクチュアルカフェ・イノベーション国際カンファレンス①②
平成19年11月8日・9日　13：00-18：00　　経団連会館　ゴールデンルーム
属　性 登壇者名 所属 講演タイトル
アカデミア 野中　郁次郎 一橋大学　名誉教授 キーノートスピーチ
アカデミア 野中　郁次郎 一橋大学　名誉教授
企業関係者 Debra　Amidon ENTOVATION　international　ltd
アカデミア Leif　Edvinsson ルモンド大学　教授
アカデミア Ahmed パリ第１１大学　教授

政府関係者 吉本　豊 独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構

アカデミア Ahmed パリ第１１大学　教授
アカデミア Leif　Edvinsson ルモンド大学　教授
アカデミア 妹尾　大 東京工業大学大学院　准教授
企業関係者 硝井　純充 森ビル（株）取締役広報室長

企業関係者 大林　秀仁
（株）日立ハイテクノロジーズ代表執行役　執行役社
長

アカデミア 仲　隆介 京都工芸繊維大学大学院　教授

企業関係者 山本　那智子 ゲンスラーアンドアソシエイツ　プリンジバル

企業関係者
many　W
Schevter

Associate　General　Counsel　IP　law　IBM
corporation

企業支援者 芝坂　桂子 あずさ監査法人　シニアマネージャー

企業関係者 夏目　高伸
オムロン（株）技術本部先端デバイス研究所　技術
マーケティンググループ長

アカデミア Lutz　Gerlach ケムニッツ大学　教授
アカデミア Peter ケムニッツ大学　教授

日・米・欧トークセッション

欧州の取り組み事例について

知識創造を誘発するクリエイティブオフィス

企業価値をどう伝えるか－投資判断における知的資産経営
情報



企業関係者 森下　節子 （株）アクセル　ディレクター

アカデミア 澤　昭裕 東京大学先端科学技術研究センター　教授

政府関係者
Annabel
Bismuth

経済協力開発機構　OECD　財務・企業局アドミニス
トレーター　企業統治スペシャリスト

政府関係者 伊藤　順司
独立行政法人　産業技術総合研究所　理事　産業
技術アーキテクト

アカデミア 大矢　貞一 NPO　UDCK　東京大学大学院　教授

企業関係者 木間　正彰 NPO　CAFE　ものづくり松下村塾副塾頭

企業関係者 Debra　Amidon ENTOVATION　international　ltd 地域における取り組み
アカデミア 松重　和美 京都大学　副学長
アカデミア Stephen　Cohen UC　Berkeley　教授
アカデミア 今井　潤 岩手INS　岩手大学　准教授
企業関係者 鈴木　英之 知的資産経営（株）
政府関係者 感性×技術　感性価値創造イニシアチブ

イノベーションと知的資産経営のためのカフェ
企業関係者 Debra　Amidon ENTOVATION　international　ltd

政府関係者 東條　吉朗
経済協力開発機構　科学技術産業局　経済分析統
計課長

企業関係者
many　W
Schevter

Associate　General　Counsel　IP　law　IBM
corporation

アカデミア 花堂　靖仁
早稲田大学ビジネススクール経済学専門職大学院
MBA担当　教授

アカデミア Stephen　Cohen UC　Berkeley　教授

政府関係者 奈須野　太 経済産業省　産業技術環境局　技術振興課長

住田　孝之 経済産業省　商務情報政策局　情報通信機器課長


