
■知的資産経営week2009■

2009年11月26日（木）　知的資産活用セミナー

主宰：日本弁理士会

2009年11月16日　１３時００分～１７時００分　　新霞が関ビル全社協・灘尾ホール

属　性 登壇者名 所属 講演タイトル
企業支援者 正林 真之 日本弁理士会 副会長 主催者挨拶

アカデミア 村本 孜 成城大学 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科長 教授 知的資産経営の時代と中小企業の資金調達

企業関係者 森 收平 知的財産価値評価推進ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 金融機関に訴求する“知財力”～地域金融機関の声より～

企業関係者 中村 博之 知的資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援機構㈱ 代表取締役 地域金融における知的資産経営とその評価の促進について

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 室
長

知的資産経営評価融資の秘訣について

アカデミア 村本 孜 成城大学 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科長 教授
パネルディスカッション　知的資産経営時代の資金調達における弁
理士の貢献　パネラー

企業関係者 中村 博之 知的資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援機構㈱ 代表取締役
パネルディスカッション　知的資産経営時代の資金調達における弁
理士の貢献　パネラー

企業関係者 桜井 政考 東京中小企業投資育成㈱ 成長支援部部長代理
パネルディスカッション　知的資産経営時代の資金調達における弁
理士の貢献　パネラー

企業関係者 森 收平 知的財産価値評価推進ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長
パネルディスカッション　知的資産経営時代の資金調達における弁
理士の貢献　パネラー

企業支援者 久保 司 知的財産価値評価推進ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長
パネルディスカッション　知的資産経営時代の資金調達における弁
理士の貢献　コーディネーター

企業支援者 水野 勝文 日本弁理士会 副会長 閉会挨拶

知的資産経営フォーラム2009 
プログラム－リレーションシップバンキングの進展と知的資産経営時代における資金調達－ 

2009年11月16日（月）　知的資産経営フォーラム2009 
2009年11月16日（月）　明日から取り組める知的資産経営
2009年11月17日（火）　中小企業のための知的資産経営フォーラム2009
2009年11月19日（木）　知的資産経営国際ワークショップ～イノベーションを生み出す組織と人材～
2009年11月20日（金）　WICI Symposium 2009ビジネスコミュニケーションのフロンティア



主宰：中小企業基盤整備機構　近畿支部　財団法人知的資産活用センター

2009年11月16日　１３時００分～１７時００分　　

属　性 登壇者名 所属 講演タイトル

政府関係者 喜多大　信昭 中小企業基盤整備機構　近畿支部　副支部長 開会の挨拶

アカデミア 古賀　智敏 神戸大学大学院
日本型知的資産経営と知的資産経営報告書の課題―タブーへ挑
戦―

アカデミア 古賀　智敏 神戸大学大学院
パネルディスカッション　知的資産経営報告書　私達ならこう作る モ
デレーター

企業支援者 森下　勉 （有）ツトム経営研究所　中小企業診断士
パネルディスカッション　知的資産経営報告書　私達ならこう作る パ
ネラー

企業関係者 松本　誠一 帝國データバンク
パネルディスカッション　知的資産経営報告書　私達ならこう作る パ
ネラー

アカデミア 古賀　智敏 神戸大学大学院 パネルディスカッション　明日からできる知的資産経営 モデレーター

アカデミア 内田　恭彦 山口大学 パネルディスカッション　明日からできる知的資産経営 パネラー

企業支援者 森下　勉 （有）ツトム経営研究所　中小企業診断士 パネルディスカッション　明日からできる知的資産経営 パネラー

企業支援者 吉栖　康浩 財団法人知的資産活用センター事務局長 閉会の挨拶

主宰：中小企業基盤整備機構

2009年11月17日　１３時0０分～１７時００分　　発明会館ホール

属　性 登壇者名 所属 講演タイトル

政府関係者
アカデミア 村本　孜

独立行政法人中小企業基盤整備機構 副理事長
／ 成城大学 教授

挨拶

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 挨拶

明日から取り組める知的資産経営
～古くて新しい「知的資産経営」と「知的資産経営報告書」を実務に添って分かりやすく解説します～

中小企業のための知的資産経営フォーラム2009　
～知的資産経営の実践と活用～



アカデミア 花堂　靖仁 早稲田大学大学院商学研究科　教授 基調講演　中小企業のための知的資産経営のあり方

政府関係者
アカデミア 村本　孜

独立行政法人中小企業基盤整備機構 副理事長
／ 成城大学 教授

パネルディスカッションⅠ　金融機関における知的資産経営評価融
資のあり方～「知的資産経営評価融資の秘訣」の理解と実践～
コーディネーター

企業関係者 坂本　忠弘 地域共創ネットワーク（株） 代表取締役
パネルディスカッションⅠ　金融機関における知的資産経営評価融
資のあり方～「知的資産経営評価融資の秘訣」の理解と実践～　パ
ネラー

企業関係者 三宅　和彦 愛媛銀行感性価値創造推進室室長
パネルディスカッションⅠ　金融機関における知的資産経営評価融
資のあり方～「知的資産経営評価融資の秘訣」の理解と実践～　パ
ネラー

企業関係者 晴山　裕一郎 北日本銀行営業統括部調査役
パネルディスカッションⅠ　金融機関における知的資産経営評価融
資のあり方～「知的資産経営評価融資の秘訣」の理解と実践～　パ
ネラー

アカデミア 古賀　智敏 神戸大学大学院 経営学研究科 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～見えざる資産を把握し、企業の魅力として活用・発
信する～　コーディネーター

企業関係者 中農　康久 （株）中農製作所 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～見えざる資産を把握し、企業の魅力として活用・発
信する～　パネラー

企業関係者 松村　薫 あんしんケアねっと（有） 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～見えざる資産を把握し、企業の魅力として活用・発
信する～　パネラー

企業支援者 森下　勉
（有）ツトム経営研究所 代表取締役　中小企業診
断士

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～見えざる資産を把握し、企業の魅力として活用・発
信する～　パネラー

企業関係者 松本　誠一 （株）帝国データバンク 近畿産業調査課
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～見えざる資産を把握し、企業の魅力として活用・発
信する～　パネラー

企業支援者 吉栖　康浩 （財）知的資産活用センター 事務局長
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～見えざる資産を把握し、企業の魅力として活用・発
信する～　パネラー



主宰：日本ナレッジマネジメント学会、WICI Japan、早稲田大学知的資本研究会

2009年11月19日　１３時００分～１７時００分　　

属　性 登壇者名 所属 講演タイトル
アカデミア 花堂　靖仁 早稲田大学教授 開会趣旨

企業関係者
パトリック・サリバ
ン

ICMグループ設立者
知的資産が企業経営に与えるインパクト - 変革を生み出すものは
何か　発表者

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
知的資産が企業経営に与えるインパクト - 変革を生み出すものは
何か　討論者

アカデミア
レイフ・エドヴィン
ソン

ルンド大学教授 知的資本をどう評価し、どのように活かし、伝えるか　　発表者

アカデミア 花堂　靖仁 早稲田大学教授 知的資本をどう評価し、どのように活かし、伝えるか　　討論者

アカデミア マート・キビカス 成功要因分析にむけた挑戦-ドイツの事例から

アカデミア 三代 まり子 WICI Japan, KPI 検討委員会委員長
知的資産経営の実態をどう表し、伝えるか　　　　　　　　‒ 日本にお
ける製薬業界のKPI、及び欧州におけるKPIの議論から考える

アカデミア 中村 良子 早稲田大学ビジネススクール
知的資産経営の実態をどう表し、伝えるか　　　　　　　　‒ 日本にお
ける製薬業界のKPI、及び欧州におけるKPIの議論から考える

企業支援者 ハンク・クネ イノベーションの現場 ‒Future Center の試み　オランダのケース

企業関係者 野村　恭彦 富士ゼロックス イノベーションの現場 ‒Future Center の試み　日本のケース

アカデミア ボンフォール パリ第11大学教授
組織における知的資産の体系化にむけた課題(計測と報告)　発表
者

政府関係者 吉本 豊 経済産業省
組織における知的資産の体系化にむけた課題(計測と報告)　討論
者

政府関係者 住田　孝之 JMCブラッセル所長
イノベーションを支える知的資産経営展開の要件　人的要因、組織
的施策、協業をささえるコミュニーションとその展開　モデレーター
パネラー各講師

知的資産経営国際ワークショップ～イノベーションを生み出す組織と人材～



環境の変化と国際化の展開の中で、企業の情報開示に求められているものはなにか？

主宰：日本経済新聞社 クロスメディア営業局

2009年11月20日　１３時００分～１７時００分　　　日経ホール・日経カンファレンスルーム

属　性 登壇者名 所属 講演タイトル
企業支援者 森田 松太郎 WICI Japan会長 開会の挨拶
企業支援者 澤田 眞史 日本公認会計士協会副会長 開会の挨拶
企業支援者 高木勇三 XBRL Japan会長 開会の挨拶

アカデミア William Lutz
Rutgers大学名誉教授/前Director of the SEC
21st Century Disclosure Initiative

コミュニケーションが開く未来-金融危機を超えて

アカデミア 花堂 靖仁 早稲田大学教授 コミュニケーションが開く未来-金融危機を超えて

企業支援者 Mike Willis XBRL International Chairman XBRLの可能性-データ活用の効率化と価値創造の実現にむけて

政府関係者 東條 吉朗 経済産業省 情報処理振興課長 XBRLの可能性-データ活用の効率化と価値創造の実現にむけて

企業支援者 木村 浩一郎 あらた監査法人 執行役 アシュアランス担当 XBRLの可能性-データ活用の効率化と価値創造の実現にむけて

企業支援者
Giuseppe
Cacciato

欧州委員会企業総局次席 企業活力向上にむけた非財務情報開示のあり方-欧州からの報告

政府関係者 住田 孝之 日本機械輸出組合ブリュッセル事務所長 企業活力向上にむけた非財務情報開示のあり方-欧州からの報告

政府関係者 平塚 敦之 経済産業省企画官 社会から求められ、活用される企業情報とはなにか
アカデミア 花堂 靖仁 早稲田大学教授 国際的調和の中で求められる企業情報とはなにか
企業関係者 奥村 隆 菱食 社長室 室長 知的資産経営の取組みと期待成果

アカデミア 松田 修一 早稲田大学ビジネススクール教授 知的資産経営の取組みと期待成果

企業支援者 下村 昌作 東京証券取引所 上場部 企画統括課長 知的資産経営の取組みと期待成果

企業支援者 谷口 雅志 日本ＩＲ協議会 主任研究員 知的資産経営の取組みと期待成果
企業関係者 船橋 仁 アクセル 代表取締役社長 知的資産経営の取組みと期待成果　モデレーター
企業支援者 Michael P. Krzus Grant Thorntonパートナー 米国での試み：統合的な開示-One Report-
アカデミア 田中 敏行 大分大学 経済学部教授 米国での試み：統合的な開示-One Report-

企業支援者 吉田 明世 太陽ASG有限責任監査法人 国際部パートナー 米国での試み：統合的な開示-One Report-　モデレーター

WICI Symposium 2009ビジネスコミュニケーションのフロンティア



企業関係者 木下 由香子 JBCE・CSR委員会委員長／日立製作所 欧州におけるCSRの動向と課題

アカデミア 佐久間 京子 SA＆C、Solvay Business School, ULB 欧州におけるCSRの動向と課題

企業支援者 大久保 和孝
新日本有限責任監査法人 パートナー CSR推進
部長

欧州におけるCSRの動向と課題　モデレーター

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

非財務情報開示をめぐる国際的展開への期待とその課題

企業支援者 鈴木 行生 前日本証券アナリスト協会会長・野村證券顧問 非財務情報開示をめぐる国際的展開への期待とその課題

企業支援者 藤原 誉康 公認会計士 非財務情報開示をめぐる国際的展開への期待とその課題

企業関係者 Bob Laux
AICPA/Senior Director, Financial Accounting and
Reporting, Microsoft

非財務情報開示をめぐる国際的展開への期待とその課題

企業支援者 Patrick Sullivan ICMG設立パートナー 非財務情報開示をめぐる国際的展開への期待とその課題

企業支援者 德田 省三 あずさ監査法人 代表社員/公認会計士
非財務情報開示をめぐる国際的展開への期待とその課題　モデ
レーター

企業関係者 加藤 正裕 三菱UFJ信託銀行 主任調査役 求められ、活用されるESG情報の開示とは
企業関係者 長友 英資 ENアソシエイツCEO 求められ、活用されるESG情報の開示とは
企業関係者 昆 政彦 住友３M 取締役CFO 求められ、活用されるESG情報の開示とは

政府関係者 平塚 敦之 経済産業省企画官 求められ、活用されるESG情報の開示とは　モデレーター

アカデミア William Lutz
Rutgers大学名誉教授/前Director of the SEC
21st Century Disclosure Initiative

開示情報活用の拡充にむけた試みと企業経営における課題

政府関係者 土本 一郎 金融庁開示業務参事官 開示情報活用の拡充にむけた試みと企業経営における課題

企業支援者 Mike Willis XBRL International Chairman 開示情報活用の拡充にむけた試みと企業経営における課題

企業支援者 本多　淳
ジ・アイアール・コーポレーション　上席アドバイ
ザー

開示情報活用の拡充にむけた試みと企業経営における課題

企業支援者 野村 直秀 アクセンチュア エグゼクティブパートナー
開示情報活用の拡充にむけた試みと企業経営における課題　モデ
レーター

政府関係者 平塚　敦之 経済産業省企画官 Breakout1の報告と総括



アカデミア 花堂　靖仁 早稲田大学教授 Breakout2の報告と総括

アカデミア William Lutz
Rutgers大学名誉教授/前Director of the SEC
21st Century Disclosure Initiative

コメント

企業支援者
Giuseppe
Cacciato

欧州委員会企業総局次席 コメント

企業支援者 Mike Willis XBRL International Chairman コメント

政府関係者 住田　孝之 日本機械輸出組合ブリュッセル事務所長 コメント

政府関係者 住田　孝之 日本機械輸出組合ブリュッセル事務所長 Closing remarks

主宰：近畿経済産業局　近畿知的財産戦略本部

2009年11月26日　１３時００分～１７時００分　　

属　性 登壇者名 所属 講演タイトル

企業関係者 日野　慎二 株式会社パテントコンサルティング　代表取締役 知的資産経営評価融資の秘訣

企業支援者 久保　浩三
国立大学法人　奈良先端科学技術大学院大学
知的財産本長　弁理士

知的資産経営報告書と評価

企業関係者 若林　茂 但馬銀行　法人営業部　部長
支援機関等の事例紹介：定性情報（非財務情報）を活用した中小・
零細企業融資への取り組みと知的資産経営報告書の策定支援に
ついて

知的資産活用セミナー
～自社の強み（知的資産）を認識し、｢見せる化」することでアピールしましょう～


