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「ベンチャービジネスと企業経営」
‑ Management of Technology(MOT）‑Ⅰ −

寄附研究部門の概要

１．e‑learningシステムの運用を開始
「インターネットの双方向性」と「マルチメディア」を利活用した双方向型教育・学習
（e‑learning) システムが、新たなスタイルとして急速に普及しつつあります。山口大
学地域共同研究開発センターは「起業支援・技術経営教育」に関する講義ビデオの一部
をインターネット上で試験公開しています。下記のURLから E‑learning Contents を
クリックしてご覧下さい。

http://www.crc.yamaguchi‑u.ac.jp/

２．大学院特別講義・社会人特別研修講座
「ベンチャービジネスと企業経営」を開講
地域共同研究開発センターは、平成１４年度前期に大学院生及び社会人を対象とした講
義「ベンチャービジネスと企業経営」を開講します。遠隔講義を予定していますので、
山口吉田キャンパスでも受講が可能です。多くの方々の参加をお待ちしています。詳細
については、本紙の最終ページをご覧下さい。

寄 附 研 究 部 門 特 集
山口銀行の寄附により、山口大学地域共同研究開発センターに寄附研究部門「産業創
造（山口銀行）」が平成10年6月1日に4年間の計画でスタートし、本年で最後の年を迎
えることになります。寄附研究部門「産業創造」は、上期の2年間を日立アメリカ元副
社長の松田臣平氏を迎え、エネルギー･環境技術など主に理工系の視点から活動を行い
ました。下期の2年間は日本政策投資銀行設備投資研究所次長･主任研究員の向山尚志氏
を迎え、ベンチャー企業や新規産業の支援、産官学の連携強化に向けた活動を行ってい
ます。ここでは、これまでの寄附研究部門「産業創造」の活動について紹介します。

◆ ベンチャー育成講演活動
●アメリカのハイテク企業の研究開発戦略とベンチャーや産学連携とベンチャーに関し、カ
スタマーサティスファクション（顧客第一主義）の観点から大学の役割などに関する講演活
動を行なった（松田教授）。
・1998/7/23 ヤマグチベンチャーフォーラム年次大会
・1998/10/16 徳山「産学連携プラザ」
・1999/10/1 日立製作所 機械研究所「ハイテク企業の研究戦略とベンチャー」
・1999/11/2 山口大学政経セミナー（宇部市）「ベンチャーと風土」
・1999/1/22 産官学フォーラム（山口大学寄附研究部門設置記念講演会）
・2000/1/20 広島大学IEEE地区大会「学生のベンチャーフォーラム」講師 など
●今後の地域経済におけるベンチャーの役割や産学連携の重要性、中心市街地空洞化と活性
化に向けた諸問題などに関する講演活動を行なっている（向山教授）。
・2000/11/10 産官学フォーラム基調講演
・2000/11/16 山口銀行柳井支店（柳井はってんクラブ）講演
・2000/11/21 山口銀行山口支店（山口はってんクラブ）講演
・2001/5/25 宇部市新天町名店街協同組合 年次総会講演
・2002/1/15 萩市田町商店街振興組合連合会 研修会講師
・2002/1/28 広島大学大学院社会科学研究科「ファイナンス研究」非常勤講師 など

◆ 大学院・社会人向けの講義
「技術経営とベンチャー」
「エネルギー・環境技術と経済学」
「ベンチャー起業論」
「地域経済とベンチャービジネス」
「ベンチャービジネス特論」
「ベンチャービジネスと企業経営」

地域経済とベンチャービジネス（向山）

これらの講義の一部は、Web上で公開中で
す。センターホームページをご覧下さい。

技術経営とベンチャー（松田）

寄 附 研 究 部 門 特 集
◆ ベンチャーに関する研究会
●産業創出研究会（1998年10月〜2000年5月）
産業・社会の変化やベンチャーに関する諸問題を山口県に立脚してグローバルな視野
から多面的に研究することを目的として、寄附研究部門「産業創造」の松田臣平教授と
経済学部の藤原貞雄教授が世話人となり、山口大学の教授10名と企業経営者など10名
の計20名により1998年10月にスタート、20回にわたり開催された。取上げられたテー
マは、大学研究者の専門分野の内容から、企業経営者の取組んできた新規ビジネスやベ
ンチャー経営者の資質、社会制度に関わるものまで極めて幅広く、今後の日本を考える
上で貴重な知識となった。

●ベンチャー育成政策研究会（2001年3月〜現在）
起業家育成政策（国内外の先進事例研究）、地域の実情に合致した起業支援施策、県
内の各自治体での起業支援プログラムの実施経験交流による活性化などについて研究
を行なうことを目的として、2001年3月からスタート。寄附研究部門「産業創造」の向山
尚志教授と地域共同研究開発センター長の三木俊克教授が中心となり、県内の主な自治
体（県および県内の主要都市８市）の産業担当セクションや県内の金融機関、ベンチャー
キャピタルなどの関係者により組織。外部の講師による講演や研究会メンバーによる報
告などを行なっている。

＜研究会報告内容＞
・ネットベンチャーの現場から−eコマースと楽天市場の展望−
・米国のインキュベーション事情−ペンシルベニア州のインキュベーターについて−
・英国のネットワーク型イノベーションマネジメント
・山口大学における起業家育成教育システムについて
・山口県における創造的中小企業創出支援事業−ベンチャー投資事業−
・京都リサーチパークのインキュベーション活動
・山口県の産学官ネットワークの現状と課題
ベンチャー育成政策研究会
日時 ： 2001年 3月7日(水) 14：30〜15：30
場所 ： 山口グランドホテル (JR小郡駅新幹線口)
10階 スカイラウンジ Tel : 083-972-7777

内容 ：

記念講演会
｢ネットベンチャーの現場から
−eコマースと楽天市場の展望−」
講師 ： 畑 皓二 氏
（楽天株式会社常勤監査役）

【講師略歴】

畑 皓二 （はた こうじ） 氏

1970年 3月 慶応義塾大学経済学部卒業
1970年 4月 日本開発銀行（現日本政策投資銀行）入行
産業技術融資部、審査部、英ヘンレー経営管理大学院、
1991年 3月
1994年 3月
1997年11月
1999年 3月

設備投資研究所等を経て
日本開発銀行大分事務局所長
(財)ベンチャー・エンタープライゼズ・センター業務部長
日本ベンチャー学会設立に参画、同学会事務局長
楽天株式会社常勤監査役に就任
現在に至る

http://www.rakuten.co.jp/

連絡先： 山口大学地域共同研究開発センター
産業創造講座教授 向山 尚志
Tel & Fax : 0836-85-9954
E-mail : tmukou@po.cc.yamaguchi-u.ac.jp

Event Information

イベント情報

◆ MOT教育推進シンポジウムを開催
平成１４年３月１５日に、「産業創造」向山教授が中心
となって、国際ホテル宇部にてMOT（Management of
Technology) 教育推進シンポジウムを開催致しました。北
陸先端科学技術大学院大学教授 亀岡秋男氏の基調講演の
後、向山氏のMOTアンケート報告、続いて「山口大学に
おけるMOT教育のあり方」と題したパネルディスカッ
ションがありました。

大学院特別講義・社会人特別研修講座
■「ベンチャービジネスと企業経営」‑

Management of Technology(MOT）‑Ⅰ
講 師 山口大学地域共同研究開発センタ−寄附研究部門「産業創造」教授
向山尚志（むこうやまたかし）氏
日本経済新聞社電子メディア局次長 坪田知己（つぼたともみ）
氏
長州産業㈱ 代表取締役社長
岡本 要（おかもとかなめ） 氏
場 所 山口大学工学部 E 棟（旧西講義） E21 教室
遠隔講義システムを利用した講義ですので、山口吉田キャンパスでも受講できます。

月/日（曜日）

開始時間

講師

講

義 内

容

4/17(水)

10:20

向山

日本経済の現況とベンチャービジネスの意義

4/24(水)

10:20

向山

21世紀の社会と発展の期待される市場･分野

5/1 (水)

10:20

向山

新事業展開のパラダイムとビジネスモデル

5/8 (水)

10:20

向山

ビジネスプランの意義、作り方

5/15(水)

10:20

向山

ビジネスプランと資金計画

5/22(水)

10:20

向山

企業会計と財務諸表の基礎知識

5/29(水)

10:20

向山

経営戦略とマーケティング

6/5 (水)

10:20

向山

ベンチャーファイナンスとベンチャーキャピタル

6/12(水)

10:20

坪田

IT産業・マルチメディアビジネスの展望(仮題)

6/12(水)

12:50

坪田

IT関連ベンチャーの課題(仮題)

6/19(水)

10:20

向山

企業経営を巡る法律知識とコーポレートガバナンス

6/26(水)

10:20

向山

ベンチャー起業家のケーススタディ

7/3 (水)

10:20

岡本

21世紀の企業経営(仮題)

7/10(水)

10:20

向山

ベンチャー企業の経営課題とﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ

（注１）１コマは９０分です。 社会人の方は無料で受講できます。
主催：山口大学地域共同研究開発センター、ベンチャービジネスラボラトリー
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