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第１日目：１２月５日（土） 

会場 第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 

セッション ＜自由論題報告（ロング）＞ 

司会者 結城武延（東北大学） 平野創（成城大学） 菅原歩（東北大学） 青木洋（横浜国立大学） 

9：30 

～ 

10：25 

① 

末永國紀（同志社大学・

名） 

「近江商人の売掛滞り

金はいかにして回収さ

れたのか－金公事裁許

と享保の相対済令－」 

白石美男（京都大学・院） 

「日本製薬大手はなぜ抗

体医薬の創製に後れをと

ったのか－1990 年代以

降の日米大手製薬企業の

成長戦略の相違に着目し

た分析－」 

山崎敏夫（立命館大学） 

「ドイツにおける銀行

顧問会組織とその活

動」 

柴田将平（九州大学・院） 

「1920 年代の倉庫業に

おける経営動向に関する

分析－三菱倉庫を事例に

－」 

10：30 

～ 

11：25 

② 

阿部武司（国士舘大学） 

松本貴典（成蹊大学） 

「日本の産業化過程に

おける資産家・企業家

－『日本全国商工人名

録』第 2 版・第 3 版の

分析－」 

内海京久（富士フイルム

株式会社） 

「新技術選択による企業

間競争優位性の変化－豊

田合成と日亜化学の競争

の歴史－」 

杉山里枝（國學院大學） 

「「多国籍化」と「グロ

ーバル化」－近現代日

本企業の経験－」 

太田仙一（飯田市歴史研

究所） 

「三井ファイティングと

日本郵船－有吉義弥家資

料を活用した 1950 年代

における日本海運業の再

検討－」 

11：30 

～ 

12：25 

③ 

横山俊一郎（関西大学） 

「近代の漢学塾と企業

家－泊園書院の門人調

査を踏まえて－」 

田中幹大（立命館大学） 

「金型の「矛盾」と大企

業-中小機械金属工業に

おけるデザイン・イン関

係の歴史的発生過程－

1960 年代大阪における

プラスチック射出成形用

金型製造業を中心に－」 

田中あや（独立行政法

人高齢・障害・求職者雇

用支援機構） 

「1850年代のアメリカ

鉄道会社における資金

調達の課題」 

 

昼休み （１２：２５～１４：３０） 

 

 

セッション ＜統一論題＞ 

司会者 長谷部弘道（杏林大学） 

14：30 

～ 

16：50 

テーマ：経営史は社会をどう描くのか 

14：30～14：40 山内雄気（同志社大学） 

「趣旨説明」 

14：40～15：10 井澤龍（東京都立大学） 

「2000-2019 年の高被引用文献にみる日米欧の経営史研究」 

15：10～15：40 久野愛（京都大学） 

「Business History の多様性：米国を事例に」 

15：40～16：10 山内雄気（同志社大学） 

「経営史とプロセス記述」 

16：10～16：30 コメント 宮田憲一（明治大学） 

16：30～16：50 ディスカッション 

17：00～ 

17：50 
会員総会 

18：00～ 理事会 

 

※※ 次ページに「第２日目」のプログラムがあります ※※ 
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第２日目：１２月６日（日） 

会場 第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 

セッション ＜パネルディスカッション＞ 

司会者 橘川武郎（国際大学） 内海京久（富士フイルム） 井澤龍（東京都立大学） 市原博（獨協大学） 

代表者 橘川武郎（国際大学） 内海京久（富士フイルム） 
シャ チェンシャオ 

（大阪大学） 
橋野知子（神戸大学） 

9：30 

～ 

12：25 

題
目 

産業史研究における組

織的なオーラルヒスト

リーの可能性：石油産

業の事例を中心に 

イノベーション実現の条

件－現場視点の経営史－ 

電気・エネルギー産業史

における企業・政府と地

域社会：日本・中国・イギ

リスの事例から 

近代日本羊毛工業の形

成と展開：ニッケ資料

にもとづく経営史・会

計史・技術史の融合的

研究 

報
告 

清水固（元日本石油精

製） 

角和昌浩（東京大学） 

西川輝彦（元石油連盟） 

平野創（成城大学） 

橘川武郎（国際大学） 

内海京久（富士フイルム） 

丸尾聰（事業構想大学院

大学） 

金井昌宏（明治大学） 

田村翼（日産自動車） 

中村英樹（デル） 

Riyoko Shibe (University 

of Glasgow) 

Ghassan Moazzin 

(University of Hong 

Kong) 

花木完爾（大阪市立大学） 

Xia Chenxiao（大阪大学） 

橋野知子（神戸大学） 

平野恭平（神戸大学） 

清水恭洋（神戸大学） 

菅山真次（東北学院大

学） 

コ
メ
ン
ト 

井岡佳代子（南山大学） 長谷部弘道（杏林大学） 内藤隆夫（東京経済大学） 

宝利ひとみ（立教大学） 

三科仁伸（下関市立大学） 

花木完爾（大阪市立大学） 

阿部武司（国士舘大学） 

角裕太（広島経済大学） 

昼休み （１２：２５～１３：３０） 

会場 第１会場 第２会場 

セッション ＜自由論題報告（ロング）＞ ＜自由論題報告（ショート）＞ 

司会者 岡部桂史（立教大学） 長谷部弘道（杏林大学） 

13：30 

～ 

14：25 

① 

鈴木敦子（大阪大学） 

「近世市場における東西金銀相場

と下り物商品価格」 

13：30 

～ 

13：55 

① 

河田江未（日本ロレアル株式会社） 

「クラフトビール事業成功の鍵－木内酒造と

協同商事の経営史－」 

14：00 

～ 

14：25 

② 

夏青（大阪大学・院） 

「New Entrepreneurial History and the 

Longevity of Japanese Enterprises : the case 

of Nihonsakari since the 1970s」 
14：30 

～ 

15：25 

② 

橋口勝利（慶応義塾大学） 

「泉南綿織物業と地方紡績－谷口

房蔵に着目して－」 
14：30 

～ 

14：55 

③ 

吉川康明（株式会社日本経営協会） 

「ジョブ型雇用システムの歴史的背景と課題

－1990～2000 年代の成果主義型雇用システ

ムとの比較分析－」 

15：30 

～ 

16：25 

③ 

上原克仁（静岡県立大学） 

大島久幸（高千穂大学） 

「戦後三菱商事・三井物産におけ

る戦前期人的資源の継承」 

15：00 

～ 

15：25 

④ 

丸尾聰（事業構想大学院大学） 

「自社の「社史」の作成・活用を通じた組織

の変容－経営史的な調査・分析と討論授業に

よる経営者と従業員の創発－」 

15:30 

～ 

15：55 

⑤ 

Sardor Tadjiev（大阪大学・院） 

Industrial policy in automobile industry: case 

of post-Soviet Union countries since 1991 

 


