
経 営 史 学 会 

第４４回 全国大会プログラム 
日 時 2008年10月12日（日）・13日（月）  

会 場 立教大学 池袋キャンパス 

経営史学会第44回全国大会準備委員会 

〒171-8501東京都豊島区西池袋3-34-1 

立教大学経済学部 老川慶喜研究室内 

E-mail :  oikawa@rikkyo.ac.jp 
TEL:  03-3985-2271 （研究室）

【第1日 10月12日（日） 自由論題報告、会員総会、懇親会】 

        開  場 9時00分               第5報告 14時45分～15時45分 
第1報告 9時30分～10時30分         第6報告 15時50分～16時50分 
第2報告 10時35分～11時35分         第7報告 16時55分～17時55分 
第3報告 11時40分～12時40分         会員総会 18時00分～18時45分 
第4報告 13時40分～14時40分          懇親会   19時00分～21時00分 

第1会場                   8号館2階 8201教室（アフターセッション：11号館2階 A201教室） 

1. ワイドボディ旅客機開発をめぐるロウルズ-ロイス社の経営戦略（1967-69年） 
坂出  健（京都大学） 

（司会）中本 和秀（札幌大学） 
2. 18世紀後半イギリス製陶業におけるイノベーション：ウェッジウッド社の転写印刷陶器価格の考察を中心に 

新川 徳彦（早稲田大学） 
（司会）山田 雄久（帝塚山大学） 

3. 初期イギリス鉄道の石炭輸送について―Stockton and Darlington鉄道を中心として― 
冨田  新（学習院大学・院） 

（司会）中村 尚史（東京大学） 
4. 18世紀アイルランドにおけるドイツ製リネンの模倣と商人 

竹田  泉（和光大学） 
（司会）湯沢  威（学習院大学） 

5. 1950年代の西ドイツ工作機械工業の発展 
幸田 亮一（熊本学園大学） 

（司会）沢井  実（大阪大学） 
6. 医療技術の発展と病院経営の近代化―ローザンヌ州立病院（スイス）の事例を中心に（1880-1930）― 

Pierre-Yves Donzé（京都大学） 
（司会）山下 麻衣（京都産業大学） 

7. スウェーデン企業の国際経営と企業統治 
岸田 未来（鹿児島県立短期大学） 
（司会）中林 真幸（東京大学） 

 
第2会場                   8号館2階 8202教室（アフターセッション：11号館2階 A201教室） 

1. 日本国鉄の戦時動員と陸運転移の展開 
林  采成（培材大学校外国語大学） 

（司会）渡邊 恵一（駒澤大学） 
2. 戦間期における高級船員の身分・賃金・労働実態―三井物産船舶部の事例― 

三鍋 太朗（大阪大学・院） 
（司会）大島 久幸（高千穂大学） 

 
3. 明治大正期三井物産における人材育成でのOJTの役割―人材育成メカニズム解明への経営史研究の応用― 

高橋 弘幸（早稲田大学・院） 
（司会）若林 幸男（明治大学） 



4. 高度成長期日本における高卒者の役割 
大場 隆弘（東京大学・院） 

（司会）菅山 真次（東北学院大学） 
5. 協調的労使関係の形成過程―1955～75年における日本生産性本部の活動― 

島西 智輝（立教大学）・梅崎  修（法政大学）・森  直子（総合研究開発機構） 
（司会）佐々木 聰（明治大学） 

6. パチンコホール業界の経営改革と人材育成 
鍛冶 博之（同志社大学・院） 

（司会）柴  孝夫（京都産業大学） 
7. 日本産業能率史における伍堂卓雄 

裴  富吉（中央学院大学） 
（司会）三輪 宗弘（九州大学） 

 
第3会場                   8号館3階 8303教室（アフターセッション：11号館2階 A202教室） 

1. 江戸時代の金融ビジネス 
粕谷  誠（東京大学） 

（司会）吉川  容（三井文庫） 
2. 関東大震災にともなう中小銀行の破綻―神奈川県都筑郡石橋銀行を事例として― 

澤内 一晃（横浜開港資料館） 
（司会）小川  功（跡見学園大学） 

3. 流動性リスクと銀行のポートフォリオマネージメント：戦前期日本のケース 
澤田  充（名古屋学院大学） 

（司会）中林 真幸（東京大学） 
4. 戦前生保企業の台湾進出と台湾市場―契約者からの観点を中心に― 

曽  耀鋒（一橋大学） 
（司会）麻島 昭一（専修大学・名） 

5. 日本の外食産業の発展とチェーン組織形態：1975～2008年 
李  美花（立教大学・院） 

（司会）柴  孝夫（京都産業大学） 
6. ファミリーマートの海外展開に関する歴史的考察 

小原 朋広（早稲田大学・院） 
（司会）黄  孝春（弘前大学） 

7. 高度成長期における東芝の流通戦略 
孫  一善（日本経営史研究所） 

（司会）下谷 政弘（福井県立大学） 
 
第4会場                   8号館3階 8304教室（アフターセッション：11号館2階 A202教室） 

1. 電力国家管理と地域利害―日本発送電と東北振興電力の「統合」過程― 
加藤 健太（高崎経済大学） 

（司会）梅本 哲世（桃山学院大学） 
2. 地方電力企業と五大電力体制への編入―群馬電力から東京電灯へ― 

石井 里枝（東京大学・院） 
（司会）老川 慶喜（立教大学） 

3. 石油化学産業における政府と業界の関係性―石化協調懇における制度運用システムの検討― 
平野  創（一橋大学） 

（司会）平井 岳哉（獨協大学） 
4. 戦間期日本・中国におけるゴム製品製造業の産地秩序 

四方田雅史（早稲田大学） 
（司会）須永 徳武（立教大学） 

5. 人脈関係からみるパキスタン財閥の発展 
川満 直樹（同志社大学） 

（司会）岡崎 哲二（東京大学） 



6. タイにおける鮮度管理の標準化とその限界―日系スナック菓子メーカーを事例として― 
林  拓也（姫路獨協大学） 

（司会）井原  基（埼玉大学） 
7. 日米マーケティング戦略の歴史的考察―ミシン、ピアノ産業における販売制約条件の解消過程― 

田中 智晃（東京大学・院） 
（司会）大東 英祐（上武大学） 

 
第5会場                    本館2階 1206教室（アフターセッション：11号館2階 A204教室） 

1. 戦時期における日産自動車売却交渉と日産重工業の設立 
大石 直樹（埼玉大学） 

（司会）宇田川 勝（法政大学） 
2. 明治・大正期における地方の有力資産家と地域社会―福岡県朝倉郡松末村・熊谷藤五郎家の事例を中心として― 

草野 真樹（福岡県地域史研究所） 
（司会）谷本 雅之（東京大学） 

3. 商店法の商工政策としての位置づけ―商店法制定問題を通して― 
中村慎一朗（立教大学・院） 

（司会）廣田  誠（大阪大学） 
4. 近代における優等糸製糸家の経営形態―山形県製糸業を事例として― 

伊田 吉春（米沢市立第六中学校） 
（司会）石井 寛治（東京大学・名） 

5. 産地構造の転換と産地中小企業の発展―1950-70年代の岐阜アパレル産地を事例として― 
小谷健一郎（名古屋市立大学・院） 
（司会）阿部 武司（大阪大学） 

6. わが国における第二次ベンチャー・ブームの展開 
山崎 泰央（松山大学） 

（司会）小沢 勝之（高千穂大学） 
7. 人工心臓開発史にみる日本の医療機器開発ベンチャー企業の一考察 

堤  悦子（北海商科大学） 
（司会）西川 浩司（龍谷大学） 

 
第6会場                    本館2階 1202教室（アフターセッション：11号館2階 A204教室） 

1.  1950年代におけるリオ・ティント社の対オーストラリア投資 
菅原  歩（東北大学） 

（司会）湯沢  威（学習院大学） 
2. 応用経営史とは何か？―経営史学のレーゾンデートル再検討― 

宮田 憲一（明治大学・院） 
（司会）湯沢  威（学習院大学） 

 
会員総会                                    11号館地下1階 AB01教室 

懇親会                                             第1食堂 
 
【第2日 10月13日（月）】 

開場（8時30分） 

パネルディスカッション（9時00分～12時00分）、統一論題報告（13時00分～17時00分） 

 
パネルディスカッションⅠ 在米日系企業接収文書の研究                   8号館2階 8202教室 

  （アフターセッション：11号館2階 A201教室） 

問題提起 上山 和雄（國學院大學） 
コメンテータ 市川 大祐（北海学園大学） 

司 会 中村 尚史（東京大学） 
1. 三井物産北米支店文書の特徴 

吉川  容（三井文庫） 



2. 三菱商事北米支店文書と機械取引 
岡部 桂史（名城大学） 

3. 大倉商事北米支店文書と戦時期紐育支店 
落合  功（広島修道大学） 

 
パネルディスカッションⅡ トップ・マネジメントへの道―内部昇進型経営者の国際比較     8号館3階 8303教室 

（アフターセッション：11号館2階 A202教室） 

問題提起 谷口 明丈（東北大学） 
コメンテータ 鈴木 良隆（帝京大学） 

久保 文克（中央大学） 
司 会 関口 定一（中央大学） 

1. アメリカにおける内部昇進型経営者：GEのケースを中心に 
谷口 明丈（東北大学） 

2. ドイツ大企業における経営者のキャリア分析：戦前期から現在までのクルップとダイムラーを事例として 
田中 洋子（筑波大学） 

3. 日本における内部昇進型経営者の登用要因：戦前期取締役会データベースによる実証分析 
川本 真哉（早稲田大学） 

 
パネルディスカッションⅢ 「進化」の経営史                        8号館3階 8304教室

（アフターセッション：11号館2階 A202教室） 

問題提起 島田 昌和（文京学院大学） 
コメンテータ 杉山 伸也（慶應義塾大学） 

司 会 松島  茂（東京理科大学） 
1. 進化の概念と経営史 

安部 悦生（明治大学） 
2. 伊勢丹と二代小菅丹治 

前田 和利（駒澤大学） 
3. 経営者の事業継承と経営発展―堤康次郎と堤清二― 

老川 慶喜（立教大学） 
4.  まとめ  

橘川 武郎（一橋大学） 
 
統一論題報告 「流通革命」とは何だったのか―高度成長期日本の経験―            8号館1階 8101教室 

司 会 老川 慶喜（立教大学）・中林 真幸（東京大学） 
1. 問題提起 

老川 慶喜（立教大学） 
2. 「流通革命」の回顧と展望 

矢作 敏行（法政大学） 
3. 「流通革命」の一様相―花王にみる販社の設立・統合戦略とその担い手 

佐々木 聡（明治大学） 
4. パネルディスカッション：「流通革命」を語る                                            

コーディネータ・司 会 高岡 美佳（立教大学） 
【パネリスト】（五十音順） 

國分勘兵衛（国分株式会社取締役会長兼社長）               堤  清二（財団法人セゾン文化財団理事長） 
西川 俊男（ユニー株式会社特別顧問／日本チェーンストア協会名誉会長）  増井德太郎（株式会社紀ノ国屋代表取締役社長） 
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