
経営講演会の開催実績

公益財団法人りそな中小企業振興財団 （敬称略、所属・肩書は講演当時のもの）

回 テ　ー　マ 開催日 場　所

1 唐津　一 東海大学教授 新技術・新製品開発のポイントと 1993/3/17 あさひ銀行本店

　　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 事業化への課題
松井　好 立教大学教授 住田正利　（株）住田光学ガラス社長
藤巻利正 シロキ工業（株）社長 堀田節夫　中央精機（株）社長

2 中村秀一郎 多摩大学教授 21世紀型中小企業の技術経営 1993/10/7 あさひ銀行

戦略 浦和営業部

飯沼光夫 千葉商科大学教授、 西海悦史　三輪精機㈱社長
森　洋二 （株）ワールドケミカル社長、 八代秀蔵　トックベアリング（株）社長

3 吉川 弘之 東京大学総長 わが国製造業の今後の方向 1993/12/16 あさひ銀行本店

4 清成 忠男 法政大学総長 時代の変革と中小企業の進路 1994/9/29 あさひ銀行本店

5 佐田 登志夫 豊田工業大学副学長 21世紀の生産工場とそれを 1994/12/9 あさひ銀行本店

支える技術
6 大本　修 芝浦工業大学学長 中小企業の新技術・新製品開発 1995/9/26 あさひ銀行本店

の進め方

松井　好 立教大学教授、 板谷憲次　中小企業事業団課長
金子秀明 （株）日本テレソフト社長 吉沢保夫 吉喜工業（株）専務

7 石井 威望 慶應義塾大学教授 進展する情報化社会における 1996/9/17 あさひ銀行本店

中小企業経営
8 水野 博之 松下電器産業（株）顧問 アメリカベンチャー企業活力の秘密 1997/9/9 あさひ銀行本店

9 西澤 潤一 岩手県立大学長 中小企業における独創的技術 1998/9/29 あさひ銀行本店

開発のすすめ
10 月尾 嘉男 東京大学大学院教授 ネットワーク社会に飛躍する経営戦略 1999/12/7 あさひ銀行本店

11 関澤　義 富士通（株）会長 IT革命時代の経営戦略 2000/12/13 あさひ銀行本店

三箇 功悦 （株）サティスコム社長
12 宇野 康秀 （株）有線ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ わが社の企業改革とブロードバン 2001/11/20 あさひ銀行本店

社長 ドへの取組み
13 大見 忠弘 東北大学未来科学技術 わが国の産業競争力の強化に向けて 2003/1/9 あさひ銀行本店

共同研究ｾﾝﾀｰ客員教授
14 川合 知二 大阪大学産業科学研究所

教授　産業科学ナノテクノロ
ジーセンター長

ナノテクノロジーの最前線 2003/10/15 りそな銀行
東京本社

15 福田 秀敬 経済産業省商務情報政策 情報家電の競争力と課題 2004/10/8 りそな銀行

局情報通信機器課課長 東京本社

16 田中 一宜 産業技術総合研究所 世界をリードする産業技術創出 2005/11/21 りそな銀行

フェロー へのわが国の課題 東京本社

17 杉山 進 立命館大学 教授 新産業創出のキーとなるMEMS 2006/11/17 りそな銀行

テクノロジー 東京本社

18 堀切川 一男 東北大学大学院 教授 新しい産業の創出を目指した実践活動 2007/10/26 りそな銀行

東京本社

19 黒瀬 直宏 専修大学商学部 教授 中小企業の市場創造戦略 2008/10/17

20 新井 民夫 東京大学大学院 教授 製品のサービス化 2009/11/27

21 本目 精吾 (株)エリオニクス 新製品開発の秘訣は冷静と情熱 2010/11/4
代表取締役会長兼ＣＥＯ の両立にあり

22 村沢 義久 東京大学 電気自動車と太陽光発電で推進 2011/11/7 ﾎﾃﾙ
総長室アドバイザー する21世紀の産業革命 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ

23 石原 孟 東京大学大学院 教授 世界初、浮体式洋上ウィンドファームへの
挑戦

2012/11/5 ﾎﾃﾙ
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ

24 安齋 正博 芝浦工業大学デザイン工
学部 教授

３Ｄプリンタでものづくりは変わるのか 2013/9/17 ﾎﾃﾙ
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ

25 稲田 修一 東京大学先端科学技術研
究センター 特任教授

ビッグデータ活用の最前線　活用のポイ
ントと事例

2014/10/10 ﾎﾃﾙ
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ

26 越塚 登 東京大学大学院情報学環
教授

本格化するIoTの広がりと新たなビジネス
の潮流

2015/11/2 ﾎﾃﾙ
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ

27 松尾 豊 東京大学大学院工学系研
究科 特任准教授

加速する人工知能の進化と産業・社会へ
の影響

2016/11/7 KKRﾎﾃﾙ東
京

28 矢野 浩之 京都大学生存圏研究所
教授

セルロースナノファイバーが変革する日
本のものづくり

2017/10/10 ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀ
ﾝ ｴﾄﾞﾓﾝﾄ

29 須田 義大 東京大学ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮ
ﾝ連携研究機構長

自動運転がもたらすモビリティ革命 2018/11/26 東海大学校
友会館

30 森川 博之 東京大学大学院工学系研
究科 教授

５Gが駆動するデジタル革命 2019/10/15 大手町
LEVEL XXⅠ
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