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２０１０年１０月２日（土）

・自由論題報告（午前の部） （０９：３０～１２：４０）

・自由論題報告（午後の部） （１３：４０～１６：５０）

・会員総会 （１７：００～１８：００）

・懇親会 （１８：１０～２０：１０）

２０１０年１０月３日（日）

・パネルディスカッション （０９：００～１２：００）

・統一論題報告 （１３：００～１６：３０）

経 営 史 学 会

第４６回 全国大会プログラム



第１日目：２０１０年１０月２日（土） 受付開始 ９：００（中央棟１階ロビー）

自由論題報告（９：３０～１２：４０，１３：４０～１６：５０）
会 場：（２号館２階，３号館地階・１階）

第１会場（３号館３１０１教室） アフターセッション：２号館２３１２教室

１．９：３０～１０：３０

鉄鋼業におけるコークス炉環境技術の開発過程―１９７９年から２００３年の新日鐵（株）の事例―

報告者 大久保いづみ（一橋大学（院））

司会者 中村 尚史（東京大学）

２．１０：３５～１１：３５

中島久万吉の政財界活動とその精神性

報告者 村山 元理（常磐大学）

司会者 佐々木 聡（明治大学）

３．１１：４０～１２：４０

三星財閥創業者・李秉�の挫折と再起―韓肥事件から三星電子の創業まで―
報告者 柳町 功（慶応義塾大学）

司会者 川辺 信雄（早稲田大学）

４．１３：４０～１４：４０

戦前期関西電鉄企業における兼営電力業の状況と意義

─五大電力の自主統制を挫いた五大電鉄─

報告者 嶋 理人（東京大学（院））

司会者 橘川 武郎（一橋大学）

５．１４：４５～１５：４５

出光興産における石油化学事業の展開―出光石油化学の誕生から合併まで―

報告者 平野 創（成城大学）

司会者 平井 岳哉（獨協大学）

６．１５：５０～１６：５０

出光商会の海外展開とその意味―１９１１～１９４５年―

報告者 橘川 武郎（一橋大学）

司会者 三輪 宗弘（九州大学）

第２会場（３号館３００１教室） アフターセッション：２号館２３１３教室

１．９：３０～１０：３０

戦時期工業都市の青果物流通体制の構築―茨城県日立市の事例─

報告者 西谷 直樹（立教大学（院））

司会者 渡邊 恵一（駒澤大学）
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２．１０：３５～１１：３５

両大戦間期における「伊予商人」の月賦販売―都市への進出と定着―

報告者 満薗 勇（日本学術振興会特別研究員）

司会者 前田 和利（駒澤大学）

３．１１：４０～１２：４０

自動車用鋼板取引における鉄鋼流通機能の進化

報告者 磯村 昌彦（名古屋市立大学研究員）

司会者 武田 晴人（東京大学）

４．１３：４０～１４：４０

ピアノ産業におけるマーケティング戦略

―戦後のヤマハに見られた音楽教室ビジネスと特約店制度の歴史的変遷―

報告者 田中 智晃（東京大学研究員）

司会者 大東 英祐（埼玉学園大学）

５．１４：４５～１５：４５

戦前国鉄における現業委員会の構成と運営―大家族主義に包摂された国鉄労資関係の実態―

報告者 林 采成（韓国・ソウル大学校）

司会者 老川 慶喜（立教大学）

第３会場（３号館３００２教室） アフターセッション：２号館２３１４教室

１．９：３０～１０：３０

イギリス繊維機械製造業の発展と海外市場

報告者 春 誠治（早稲田大学）

司会者 和田 一夫（東京大学）

２．１０：３５～１１：３５

英国の中小企業金融史―Unlisted Securities Market を中心に―

報告者 中村 宙正（北海道大学研究員）

司会者 寺地 孝之（関西学院大学）

３．１１：４０～１２：４０

多国籍企業の在日経営と社会関係資本─第二次大戦後，多国籍製薬企業の事例分析─

報告者 竹内 竜介（神戸大学研究員）

司会者 ジュリア・ヨング（法政大学）

４．１３：４０～１４：４０

アメリカ企業における特許管理の形成

報告者 西村 成弘（関西大学）

司会者 廣田 義人（大阪工業大学）

２



５．１４：４５～１５：４５

国際比較・産業間比較の中の日本製紙業史

―内需指向型素材産業における競争力の「日本的モデル」と垂直統合―

報告者 黒澤 隆文（京都大学）

橋野 知子（神戸大学）

司会者 四宮 俊之（弘前大学）

第４会場（２号館２２０４教室） アフターセッション：２号館２３１５教室

２．１０：３５～１１：３５

中国における日系ビールメーカーの事業展開

報告者 松下 元則（函館大学）

司会者 久保 文克（中央大学）

３．１１：４０～１２：４０

近代日本ビール産業の中国東北市場進出―満洲麦酒㈱と哈爾賓麦酒㈱を中心に─

報告者 一ノ瀬雄一（関西大学）

司会者 須永 徳武（立教大学）

４．１３：４０～１４：４０

戦間期中国における日中企業間競争─コーポレート・ガバナンスの視点から─

報告者 新保 博彦（大阪産業大学）

司会者 桑原 哲也（福山大学）

５．１４：４５～１５：４５

三井物産の与信管理―明治後期の在中国支店に注目して─

報告者 山藤竜太郎（横浜市立大学）

司会者 大島 久幸（高千穂大学）

６．１５：５０～１６：５０

戦前期兼松の賃銀構造─グラフによる概観把握─

報告者 藤村 聡（神戸大学）

司会者 若林 幸男（明治大学）

第５会場（２号館２２０７教室） アフターセッション：２号館２３１６教室

２．１０：３５～１１：３５

企業の社会性と経済性の両立―日野商人を事例として―

報告者 朴 珎怜（早稲田大学（院））

司会者 宇佐美英機（滋賀大学）

３



３．１１：４０～１２：４０

株式公開後の三菱財閥における企業統治―株主総会のあり方を巡って―

報告者 石井 里枝（三菱経済研究所）

司会者 粕谷 誠（東京大学）

４．１３：４０～１４：４０

１９５０年代における株主安定化への疑問

報告者 菊地 浩之（㈱ＪＳＯＬ）

司会者 下谷 政弘（福井県立大学）

５．１４：４５～１５：４５

森永太一郎の企業者活動―森永西洋菓子製造所の創業と松崎半三郎とのパートナーシップ─

報告者 森田 克徳（静岡県立大学）

司会者 阿部 武司（大阪大学）

６．１５：５０～１６：５０

事業連携によるコンビナートの国際競争力構築

―ＲＩＮＧ（石油化学コンビナート高度統合運営技術研究組合）の事例を中心に―

報告者 稲葉 和也（山口大学）

司会者 平野 恭平（神戸大学）

第６会場（２号館２２０８教室） アフターセッション：２号館２３１７教室

２．１０：３５～１１：３５

北海道における終戦直後に簇生した中小企業の発展の軌跡―江別製粉株式会社のケース―

報告者 堤 悦子（北海商科大学）

司会者 松島 茂（東京理科大学）

３．１１：４０～１２：４０

明治期地方企業家における家産運用と「私有」財産―静岡県引佐郡・伊東要蔵を事例として―

報告者 石井寿美世（日本学術振興会特別研究員）

司会者 谷本 雅之（東京大学）

４．１３：４０～１４：４０

技術とマーケットの相互作用が生み出す産業集積持続のダイナミズム

─諏訪地域を事例として─

報告者 額田 春華（日本女子大学）

岸本 太一（東京大学）

粂野 博行（大阪商業大学）

松嶋 一成（一橋大学（院））

司会者 岡崎 哲二（東京大学）

４



５．１４：４５～１５：４５

近代移行期の甲州勝沼における葡萄栽培とワイン醸造業の展開―宮光園史料の分析を通して―

報告者 湯澤 規子（筑波大学）

司会者 牛島 利明（慶応義塾大学）

６．１５：５０～１６：５０

「地域に拘る企業」の経営改革と地域経済

―長野県南部における多摩川精機の活動を事例として―

報告者 平沢 照雄（筑波大学）

司会者 沢井 実（大阪大学）

会員総会（２号館３階プレアホール）（１７：００～１８：００）

懇 親 会（リンデンホールＷＥＳＴ）（１８：１０～２０：１０）

＊懇親会終了後，最寄りの地下鉄駅まで臨時バスを出す予定。

第２日目 ２０１０年１０月３日（日）
パネルディスカッション（９：００～１２：００）
会 場：（２号館２階，３号館地階・１階）

パネルⅠ（３号館３１０１教室）

テーマ ２０世紀初頭の日米中実業団交流

─１９０９年の渋沢渡米実業団と１９１０年の近藤渡清実業団─

司会者 橘川 武郎（一橋大学）

問題提起 橘川 武郎

報 告１ １００年前の４つの実業団交流と日米中の経済関係

木村 昌人（�渋沢栄一記念財団）
報 告２ On Commercial Commissioners of Japan to the United States of America in１９０９

Jeffer Daykin（Portland Community College）

報 告３ 近藤渡清実業団（１９１０年）と南洋勧業博覧会

于 臣（横浜国立大学）

コメンテータ 島田 昌和（文京学院大学）

パネルⅡ（３号館３００１教室）

テーマ 高度成長期における「大衆化」の進展と企業経営の変容

司会者 金 承美（一橋大学）

趣旨説明

平尾 毅（諏訪東京理科大学）

５



白鳥 圭志（東北学院大学）

橋野 知子（神戸大学）

報 告１ 証券市場の大衆化の進展と日本レイヨンの財務と労務

平尾 毅

白鳥 圭志

報 告２ サンスター歯磨の容器・歯磨剤一貫生産とその帰結

飯塚 陽介（帝京大学）

報 告３ 中小企業における後継者属性の歴史的変遷

古瀬 公博（武蔵大学）

コメンテータ 鈴木 良隆（一橋大学）

コメンテータ 宇田 理（日本大学）

パネルⅢ（３号館３００２教室）

テーマ 日本企業のコラボレーションによる新機能探索

司会者 川合 一央（岡山商科大学）

報 告１ 新機能探索型コラボレーションの先駆─旧来型日本企業の「共創」と「競争」─

宮崎 晋生（静岡県立大学）

報 告２ 有機ＥＬ開発における新機能探索コラボレーション

島本 実（一橋大学）

報 告３ 機能性テキスタイルの開発と商品化のイノベーション

崔 裕眞（一橋大学）

報 告４ 日米の半導体レーザー研究開発におけるコラボレーションとイノベーション

清水 洋（一橋大学）

コメンテータ 米倉 誠一郎（一橋大学）

パネルⅣ（２号館２２０４教室）

テーマ 現場主義の国際比較─エンジニアの形成史─

司会者 中村 尚史（東京大学）

問題提起 谷口 明丈（中央大学）

報 告１ 日立製作所の新製品開発と技術者の現場主義―現場主義の起源―

市原 博（駿河台大学）

報 告２ 現場経験を通じた大卒エンジニア育成―ＧＥのテスト・コースの場合―

関口 定一（中央大学）

報 告３ イギリスにおける技師の自己定義の困難性と技師団体の役割

―徒弟制度，高等教育，職業独占―

小野塚 知二（東京大学）

コメンテータ ドイツから 田中 洋子（筑波大学）

コメンテータ フランスから 松田 紀子（静岡大学）

６



パネルⅤ（２号館２２０７教室）

テーマ ビジネスの発展と継続事業体─会社制度の国際比較─

司会者 宮本 又郎（関西学院大学）

問題提起 企業形態論を超えて 米山 高生（一橋大学）

報 告１ 江戸時代における継続事業体の概念

上村 雅洋（和歌山大学）

報 告２ 台湾における継続事業体の生成

久保 文克（中央大学）

報 告３ 近代中国の銀行と近代会社制度

林 孝司（一橋大学ＣＯＥ研究員）

コメンテータ 西洋から 鈴木 俊夫（東北大学）

コメンテータ 日本から 粕谷 誠（東京大学）

パネルⅥ（２号館２２０８教室）

テーマ 日本の陶磁器産地におけるリーディング企業

司会者 沢井 実（大阪大学）

報 告１ 明治期東濃陶磁器業における革新企業

宮地 英敏（九州大学）

報 告２ 国内市場の拡大と美術有田焼生産

山田 雄久（近畿大学）

報 告３ 戦後の瀬戸ノベルティの成長と衰退

大森 一宏（駿河台大学）

コメンテータ 岡部 桂史（名城大学）

コメンテータ 谷本 雅之（東京大学）

統一論題報告（１３：００～１６：３０）

会 場：２号館３階プレアホール

フロンティアと企業者活動

司会者 松島 茂（東京理科大学）

中本 和秀（札幌大学）

問題提起（１０分） 中本 和秀

報 告１（３０分） 北海道鉄道企業の企業者活動

宮下 弘美（釧路公立大学）

報 告２（３０分） 戦前期北方圏における企業経営─開発と伝統─

白木沢旭児（北海道大学）

７



報 告３（３０分） 光合金の企業者活動

井上 晃（株式会社光合金製作所代表取締役社長）

報 告４（３０分） 酪農家の起業

大黒 宏（ノースプレインファーム株式会社代表取締役社長）

コメント（２０分） 森永 文彦（酪農学園大学）

阿部 武司（大阪大学）

休 憩（１０分） １５：３０～１５：４０

質 疑（５０分） １５：４０～１６：３０

◇ 新千歳空港行バス時刻（札幌大学前バス停）

毎時１８分、４８分発 ＊最終臨時バス１７：１０発

会員控室（１０月２日・３日）：３号館１階 ３１０２教室
＊お弁当は，３１０２教室でお受け取りください。

８



中央バス：札大正門前
空港バス：札幌大学前
　　　　　(空港行のりば)

中央バス：札大正門前
空港バス：札幌大学前
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川

会 場 案 内

札幌大学キャンパス

９



倉庫

【3階】

2301
プレアホール

ホール

喫煙室

2309
演習室

2310
演習室

2311
演習室

2318
演習室

便  所
（男）（女）

2312
演習室

2313
演習室

2314
演習室

2315
演習室

2316
演習室

2317
演習室 2319

教　室

2307
教　室

2306
教　室

2305
教　室

2304
教　室

2303
教　室

2302
教　室

2300
演習室

2308
準備室

機械

【2階】

2209
ヘルプデスク

2210
第2オープン利用室

2211
第3オープン利用室

2312
コラボレ
ーション

便  所
（男）（女） 2213

教　室

2208
教　室

2207
教　室

2206
教　室

2205
教　室

2204
教　室

2201
サーバ室

2202
システム
開発室

便  所
（男）（女）

便  所
（男）（女）

2203
第1

オープン
利用室

↓3号館1階へ

【地階】

【地階】

【1階】

【1階】

3002
教　室

3001
教　室

3102
教　室
(控室)

3101
教　室

便所（男） 便所（女）

喫煙室 喫煙室 便所
機械室

電
気
室

喫
煙
室

喫
煙
室

（男）（女）

↑2号館2階へ

中央棟へ→

校舎内配置図
２号館

３号館

１０



札幌

大通

札幌大学
札幌大学女子短期大学部

地下鉄東豊線

苗穂 JR函館本線

国道12号線

地下鉄東西線

国道36号線すすきの

環状通

澄川

地下鉄南北線

羊ヶ丘通

至千歳
月寒中央

水
源
池
通

南71

↑
至
平
岸 

平
岸
通 

至
真
駒
内
↓ 

南
北
線 

澄
川
駅 

中
央
バ
ス
澄
川
駅
前 

KIOSK
西口 

改札 
北海道 
銀行 

〒 

北洋銀行 

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ 

月82
東
豊
線
月
寒
中
央
駅
３
番
出
入
口 

ド
コ
モ 

Ｈ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｏ 

タ
ク
シ
ー
乗
場 水
源
池
通 

↑
至
南
郷
通
・
国
道
　
号 

12

中央バス 
月寒中央駅 

東豊線 
月寒中央駅 

JA 
さっぽろ 

ファミリー 
マート 

←至札幌市街　 国道36号線　 至北広島→ 

新千歳空港から

北都交通空港連絡バス：「アパホテル＆

リゾート＜札幌＞行き」で「札幌大学前」

下車（乗車時間約６０分）。

地下鉄からバス乗り継ぎ：中央バス

・地下鉄南北線澄川駅下車

［南７１］下西岡線 乗車、「西岡中央公

園」下車（所要時間約１０分）

・地下鉄東豊線月寒中央駅下車

［月８２］西岡月寒線 乗車、「札大正門

前」下車（所要時間約１０分）

交 通 案 内

地下鉄をご利用の方は、下記のバスに乗り継ぐと便利です。

南北線「澄川」駅前発／中央バス
南７１ 南平岸駅行乗車（約１０分）

→西岡中央公園下車

東豊線「月寒中央」駅前発／中央バス
月８２ 西岡４の１４行乗車（約１０分）

→札大正門前下車


