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財産税と財閥解体 財閥家族資産の縮小過程

報告者 鈴木 邦夫 (埼玉大学)

司会者 宮島 英昭 (早稲田大学)�������������
戦後日本石油企業の財務面における主体的経営者行動 東燃・中原伸之を事例として

報告者 井岡佳代子 (一橋大学 (院))

司会者 鈴木 恒夫 (学習院大学)�������������
富士製鉄の成立から経営基盤の確立まで

報告者 上岡 一史 (東海学園大学)

司会者 岡崎 哲二 (東京大学)�������������
戦後復興期における債権放棄と資産再評価 日東汽船・日東商船の事例を通して

報告者 林 繁一 (京都産業大学 (院))

司会者 田付茉莉子 (青山学院大学)����������������とスバル
報告者 高橋 泰隆 (玉川大学)

司会者 砂川 和範 (中央大学)����������������������������
両大戦間期東京における自動車車体製造とその技術

報告者 飯塚 陽介 (帝京大学)

司会者 四宮 正親 (関東学院大学)�������������
自動車産業における冷間工具鋼の発展

報告者 村瀬 眞澄 (大阪産業大学研究員)

司会者 沢井 実 (大阪大学)�
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三菱財閥における経営組織 ミドル・マネジメントに関する検討を中心として

報告者 石井 里枝 (愛知大学)

司会者 鈴木 良隆 (一橋大学)�������������
帝国銀行の成立と終焉 万代順四郎の思想とその形成過程

報告者 堀 峰生 (一橋大学 (院))

司会者 佐藤 政則 (麗澤大学)�������������
第一次大戦期の電球産業の海外進出

報告者 菊池 慶彦 (東北大学 (院))

司会者 藤田 誠久 (龍谷大学)����������������������������
明治・大正期における醤油醸造業者の原料調達 千葉県東葛飾郡野田町 高梨家を事例に

報告者 前田 廉孝 (慶應義塾大学 (院))

司会者 天野 雅敏 (神戸大学)�������������
近江日野商人中井源左衛門家における社会的活動

報告者 朴 珎怜 (早稲田大学 (院))

司会者 粕谷 誠 (東京大学)�������������
近世西海捕鯨業益冨組の捕鯨活動と経営組織 藩際経営による西海捕鯨業地域の確立

報告者 末田 智樹 (中部大学)

司会者 上村 雅洋 (和歌山大学)�������������
戦前期大阪市における屎尿処理政策の変容

下水処理から農村還元処分への政策転換を中心に

報告者 星野 高徳 (慶應義塾大学研究員)

司会者 廣田 誠 (大阪大学)�������������
三菱合資会社における自保険

報告者 神谷 久覚 (三菱経済研究所)

司会者 中村 尚史 (東京大学) �
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危機にどう対応したか 石油業界の事例から

報告者 荒川 憲一 (防衛大学)

司会者 橘川 武郎 (一橋大学)�������������
東証１部上場企業の社長像 1956年～2001年

報告者 山田 泰久 (一橋大学 (院))

司会者 石井 耕 (北海学園大学)�������������
戦後日本の資源調達システムと総合商社 鉄鉱石を中心に

報告者 田中 彰 (名古屋市立大学)

司会者 大島 久幸 (高千穂大学)�������������
戦後エレクトロニクス企業における技術者と“あそび”

ソニーのオーディオエレクトロニクス事業を事例として

報告者 長谷部弘道 (一橋大学 (院))

司会者 平本 厚 (東北大学)�������������
再生可能エネルギー開発の過去と現在

報告者 島本 実 (一橋大学)

司会者 平野 創 (成城大学)�����������������������������
塩水港製糖の失敗と再生 大日本製糖との比較を念頭に

報告者 久保 文克 (中央大学)

司会者 神田さやこ (慶應義塾大学)�������������
ローカル企業における外資導入と事業展開 沖縄ホーメルの成立・発展

報告者 山内 昌斗 (広島経済大学)

司会者 桑原 哲也 (福山大学)�������������
※第４報告は､ 報告者の都合により中止となりました｡�
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パチンコ産業の巨大市場化 1980年のフィーバー機がもたらしたもの

報告者 韓 載香 (東京大学)

司会者 武田 晴人 (東京大学)�����������������������������
20世紀後半におけるアメリカ総合電機企業の変容

1970年代から1990年代までの��と��の比較を通して
報告者 宮田 憲一 (明治大学 (院))

司会者 長谷川 信 (青山学院大学)�������������
1970年代における国際石油企業の原油生産体制の再編成 エクソン社を対象として

報告者 伊藤 孝 (埼玉大学)

司会者 平井 岳哉 (獨協大学)�������������
1980年代以降の国際石油資本の油田開発における事業戦略の再編

報告者 中村 真悟 (大阪市立大学研究員)

司会者 豊田 太郎 (札幌大学)�������������
イタリア北部絹織物業の企業経営 1907～1936年�����社の事例を中心に

報告者 日野真紀子 (大阪大学 (院))

司会者 大田 康博 (徳山大学)��������� ��������������� �����������������������������������������������
講演者 李 栄薫 氏 (ソウル大学校)���� ������������������������ � � �������������������������������������� �
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司会者 加藤 健太 (高崎経済大学)

問題提起 橘川 武郎 (一橋大学)�. 東日本大震災をめぐって
報 告１ 震災と事業の復興：創生と再生

平本 厚 (東北大学) ・福嶋 路 (東北大学)

報 告２ 希望の再興にむけて 岩手県釜石市を事例として

中村 尚史 (東京大学)�. 福島第一原発事故をめぐって
報 告３ 日本社会を変えた３・11東電福島原発事故

“七位一体”の推進構造を批判する

菅井 益郎 (國學院大学)

報 告４ 福島第一原発事故と応用経営史の課題

橘川 武郎 (一橋大学)

コメンテーター 阿部 武司 (大阪大学)������������������� �������������� ������������
司会者 宇田川 勝 (法政大学)

平井 岳哉 (獨協大学)

問題提起 湯沢 威 (元学習院大学)

報 告１ 学会創立の頃の経営史

由井 常彦 (元明治大学)

報 告２ 高度成長期の経営史

森川 英正 (元慶應義塾大学)

報 告３ 産業史から経営史への歩み

山崎 広明 (東海学園大学)

報 告４ 1990年代以降の経営史 国際的視点をふまえて

湯沢 威 (元学習院大学)

コメンテーター 安部 悦生 (明治大学)

久保 文克 (中央大学)

黒澤 隆文 (京都大学)�



������������������� ���������������������������������������
司会者 吉川 容 (三井文庫)

問題提起 若林 幸男 (明治大学)

報 告１ 創業期三井物産の人員1875～1893

木山 実 (関西学院大学)

報 告２ 大手総合商社における学卒者採用の意義1914～1930

若林 幸男 (明治大学)

報 告３ 大手総合商社における学卒者採用の意義1931～1941

大島 久幸 (高千穂大学)

コメンテーター 鈴木 良隆 (一橋大学)

菅山 真次 (東北学院大学)������������������� ������� �����
司会者 下谷 政弘 (福井県立大学)

問題提起 下谷 政弘 (福井県立大学)

報 告１ 持株会社による企業統治の戦時期における変容

青地 正史 (富山大学)

報 告２ 親子上場の経済分析：銀行危機以降を中心にして

宮島 英昭 (早稲田大学)

報 告３ 持株会社による経営統合と企業リストラクチャリング

齋藤 隆志 (九州国際大学)

川本 真哉 (新潟産業大学)

コメンテーター 松島 茂 (東京理科大学)

曳野 孝 (京都大学)

白鳥 圭志 (東北学院大学)�������������������� �������������������
司会者 三輪 宗弘 (九州大学)

岡田 有功 (九州共立大学)��������� 三輪 宗弘 (九州大学)� ������� 東南アジアの二輪車産業と日本企業 熊本から海外展開へ

三嶋 恒平 (熊本学園大学) �



� ������� 麻生の役割とやりがい

麻生 泰 (株式会社麻生代表取締役会長)� ������� 安川電機の海外事業展開の歴史と今後

津田 純嗣 (株式会社安川電機取締役社長)� ������� ����の海外事業展開について
田端 弘道 (����株式会社取締役専務執行役員)��������� 阿部 武司 (大阪大学)� ������ ������������ ������ �����������

�

��������������������� ��������������������������



�

� � � �



��������

�

��
��



��

� � � � �



��

� � � �
� � � � � � �� � � �������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� � ������������������������� ����������������������������


