
■知的資産経営week2008■
　１１月１４日（金）中小企業知的資産経営フォーラム
  １１月１６日（日）TKF　The Knowledge Forum 2008 TOKYO
　１１月１７日（月）TKF　The Knowledge Forum 2008 TOKYO
　１１月１８日（火）早稲田知的資本ワークショップ
　１１月１９日（水）WICI JAPAN Forum 価値創造経営とインタラクティブデータ
　１１月２０日（木）インテレクチュアル・カフェ
　１１月２１日（金）インテレクチュアル・カフェ

中小企業知的資産経営フォーラム
主宰：独立行政法人中小企業基盤整備機構
2008年11月14日　１２時３０分～１７時００分　　「科学技術サイエンスホール」　定員300人　無料
属　性 登壇者名 所属 講演タイトル

アカデミア 古賀　智敏 神戸大学大学院経営学研究科教授 中小企業のための知的資産の活用と知的資産経営のあり方

アカデミア 與三野　禎倫 神戸大学大学院経営学研究科准教授
パネルディスカッションⅠ　　非財務情報に対する金融機関の評価のあり
かた　コーディネーター

企業関係者 坂本　隆 ㈱東京都民銀行融資審査部長
パネルディスカッションⅠ　　非財務情報に対する金融機関の評価のあり
かた　パネラー

企業関係者 桜井　政考 東京中小企業投資育成㈱公開支援部課長
パネルディスカッションⅠ　　非財務情報に対する金融機関の評価のあり
かた　パネラー

政府関係者 中原　裕彦 経済産業省知的財産政策室長
パネルディスカッションⅠ　　非財務情報に対する金融機関の評価のあり
かた　パネラー

企業関係者 中村　廉平 ㈱商工組合中央金庫組織金融部担当部長
パネルディスカッションⅠ　　非財務情報に対する金融機関の評価のあり
かた　パネラー

企業関係者 松本　誠一 ㈱帝国データバンク 産業調査部
中小企業のための知的資産経営の実践について～事業価値を高める経
営レポート知的資産経営報告書の活用～

アカデミア 花堂　靖仁 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授
パネルディスカッションⅡ　中小企業における知的資産経営の取り組み
について　コーディネーター



企業関係者 雄島　衛 ㈱ユーエイキャスター代表取締役会長
パネルディスカッションⅡ　中小企業における知的資産経営の取り組み
について　パネラー

政府関係者 岸本　吉生 中小企業庁経営支援課長
パネルディスカッションⅡ　中小企業における知的資産経営の取り組み
について　パネラー

企業関係者 西田　陽介 ㈱日本政策投資銀行企業戦略部課長
パネルディスカッションⅡ　中小企業における知的資産経営の取り組み
について　パネラー

企業関係者 仁張　正之 ㈱仁張工作所代表取締役
パネルディスカッションⅡ　中小企業における知的資産経営の取り組み
について　パネラー

企業支援者 森下　勉
中小企業診断士・(有)ツトム経営研究所代表
取締役

パネルディスカッションⅡ　中小企業における知的資産経営の取り組み
について　パネラー

The　knowledge　Forum　2008　TOKYO　主催　日本KM学会
2008年11月16日.17日　9時30分～17時20分　　「東京商工会議所」　
属　性 登壇者名 所属 講演タイトル

アカデミア 野中　郁次郎 一橋大学大学院教授 基調講演

アカデミア Leif Edvinsson ルンド大学教授
「KnowledgeNavigation Dynamics by FutureCenter and Ba-some
learnings and outlook 」

企業関係者 Jean -Yves Prax President,Polia Consulting Group,France 「KM2.0:Human Knowledge Networking as acompetitivenesss factor 」

アカデミア
Jose Claudio
Terra

CEO,Terra Forum Consulting,professor at
FIA-MBA

「Extended Networks: Managing GlobalStakeholders forSustainability 」

アカデミア Eric Tsu
Associate Director of the KM Research
Center at the HK PolytechnicUniversity

「Adoption ofKM in the HK public andprivate sectors 」

企業関係者 仙石　通泰 株式会社　三技協　取締役社長 企業事例

アカデミア 梅本　勝博 北陸先端科学技術大学教授 「場としてプロジェクト：ＫＭの視点から」

フランシス河野 「現場の知を活かすマネジメントのＯＳ」



アカデミア 森田　松太郎 日本ナレッジ・マネジメント学会理事長 「知の源は型と場」

アカデミア 植木　英雄 東京経済大学教授 「知の創造を促す日本主要企業のダイナミックな場」

企業関係者 瀬川　隆司
日本ヒューレット・パッカード株式会社　品質計
画部／保証本部長

「Restructuring of Dynamic Ba for KMEvolution in HP,Japan. 」

企業関係者 堀場　雅夫 堀場製作所株式会社最高顧問 特別講演

企業関係者 柱　秀貴 株式会社ダイセキ副社長 「ダイセキのビジネスモデル-独創の「型」が「場」の意味を変えるー」

企業関係者 船橋　仁 株式会社　アクセル　代表取締役社長 「再建に向けての実践事例」

企業関係者 三枝　信雄
日産自動車株式会社技術開発本部　技術企
画部主管

「再建に向けての実践事例」

企業関係者 野村　恭彦
富士ゼロックス株式会社KDIシニアマネー
ジャー

「クリエイティブトランンスフォーメーション～知識創造企業への組織変容
モデル～」

アカデミア 中森　孝文 京都工芸繊維大学准教授
大学生が見る企業の隠れた強みとはー小規模企業から大企業までー
『知的資産経営報告書を用いたインターシッププログラム』

2008年11月17日



早稲田大学知的資本研究会（WICRS）ワークショップ２００８
2008年11月18日　10時～15時45分　　「国際文化会館講堂」　
属　性 登壇者名 所属 講演タイトル

アカデミア 山本　正 早稲田大学知的資本研究会 KPI抽出作業の枠組みと手順

企業支援者 新名谷　寛昌 あずさ監査法人 自動車業界のKPI

企業関係者 宮永　雅好 株式会社アイ・アール・ビー 電子部品業界のKPI

企業支援者 三代　まり子 新日本有限責任監査法人 製薬業界のKPI

企業関係者 仙石　通泰 株式会社三技協社長 日本における取組み　(株)三技協のケース

企業関係者 Do Thuong Ngai Vietnam IndustryProperty Association ベトナムにおける知的財産マネジメント

企業支援者
Alexander
Welzel

EFFAS事務局長 EFFASの考えるKPI

企業支援者 Mike Krzus EBRC理事長 EBRCの考えるKPI

アカデミア 仁村　悟
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士
課程

パネルディスカッション-WICIにおけるKPIの設定と活用に向けて　司会

企業支援者
Alexander
Welzel

EFFAS事務局長
パネルディスカッション-WICIにおけるKPIの設定と活用に向けて　パネ
ラー

企業支援者 Mike Krzus EBRC理事長
パネルディスカッション-WICIにおけるKPIの設定と活用に向けて　パネ
ラー

企業関係者 宮永　雅好 株式会社アイ・アール・ビー
パネルディスカッション-WICIにおけるKPIの設定と活用に向けて　パネ
ラー

企業支援者 芝坂佳子 あずさ監査法人
パネルディスカッション-WICIにおけるKPIの設定と活用に向けて　パネ
ラー



日経産業新聞フォーラム2008
「価値創造経営とインタラクティブデータ」～WICISymposium 2008～
2008年11月19日　9時～17時50分　　「青山ダイヤモンドホール」
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　情報通信機器課長

政府関係者 東條　吉朗
OECD科学技術産業局審議官（イノベーショ
ン、新興経済担当）兼経済分析統計課長

企業支援者 AlisonThomas PwCDirector

企業関係者
AlexanderG.
Welzl

EFFAS(EuropeanFederation of
Financial Analysts Societies)

企業関係者 船橋仁 アクセル代表取締役

企業関係者 野村　直秀
アクセンチュア財務・経営管理グループ　　統
括エグゼクティブ・パートナー

企業支援者 鈴木　行生 日本証券アナリスト協会会長


