
 
 
 
 
 

 

 



 

大会プログラム 

第 1 日目～第 3 日目 

 

第 1 日目：9 月 15 日（木） 

会場 
第 2 会場 

（502 講義室） 

15：00 
～ 

17：00 
役員会 

※第 1 日目にアカデミックプログラムはありません。 

 

第 2 日目：9 月 16 日（金） 

午前の部 

会場 
第 1 会場 

（501 講義室） 
第 2 会場 

（502 講義室） 
第 3 会場 

（507 講義室） 

自由論題報告（ショートセッション） 

司会者 
島西 智輝 

（東洋大学） 
長廣 利崇 

（和歌山大学） 
大石 直樹 

（埼玉大学） 

9：30 
～ 

9：55 
①  

石 鋭（西南学院大学） 
 
中華人民共和国建国初期の経済体
制改革と百貨店の変容－国有化と
売場運営－ 

中島 裕喜（南山大学） 
 
戦後復興期における「実用化研究」
の誕生－電気通信研究所初代所
長・吉田五郎の歩みを中心に－ 

太田 仙一（飯田市歴史研究所） 
 
郵便汽船三菱会社における貨物取
扱と取次人制度についての再検討 

10：00 
～ 

10：25 
②  

楊 燕莉（京都大学 院） 
 
植民地マラヤの企業家活動パイナ
ップル缶詰の製造・貿易：1900-
1939 年の事例から 

山中 千尋（横浜国立大学） 
 
理化学研究所の黎明期における櫻
井錠二 

田中 洋子（筑波大学） 
 
ドイツにおける小売業経営の歴史
的展開－1870～2020 年の長期的
趨勢から－ 

10：30 
～ 

10：55 
③  

海上 英治（東京大学 院） 
 
第一次世界大戦期から 1920 年代
半ばの商社の事業投資リスク：鈴
木商店を中心に 

石﨑 啓太（一橋大学 院） 
 
王子ホールディングスの段ボール
事業への参入－成熟産業における
新規事業開発の成功－ 

久保 文克（中央大学） 
 
戦前製糖会社と台湾農民の関係－
台湾，沖縄，北海道の比較を念頭
に－ 

11：00 
～ 

11：25 
④  

趙 勝新（京都大学 院） 
 
今治船主の台頭と国際化：1970 年
代以降日本海運業の再編と海事ク
ラスター 

高梨 透（みずほリサーチ＆テクノ
ロジーズ（株）） 
「i モード」の普及と衰退に関する
要因分析～デジタルとリアルの空
間融合、トータルサービスの限界
～ 

田中あや（滋賀大学） 
 
1850 年代におけるアメリカ国内
の 電 信 事 業 の 発 展 ― American 
Railroad Journal の分析を中心に
― 

昼休憩 

11：30 
～ 

12：30 

【実践セミナー】 
英語ジャーナル投稿のための戦略・作法・実践―研究の壁と言語の壁をどう乗り越えるか― 

第２会場（502 講義室） 
 

ピエール＝イヴ・ドンゼ（大阪大学） 
黒澤 隆文（京都大学） 

  



第 2 日目：9 月 16 日（金） 

午後の部 

会場 
第 1 会場 

（501 講義室） 
第 2 会場 

（502 講義室） 
第 3 会場 

（507 講義室） 
第 4 会場 

（508 講義室） 

自由論題報告（ロングセッション） 

司会者 
嶋 理人 

（熊本学園大学） 
中島 裕喜 

（南山大学） 
幸田 亮一 

（熊本学園大学） 
平野 創 

（成城大学） 

12：40 
～ 

13：35 
①  

前田 廉孝 
（慶應義塾大学） 
 
在来産業の製品ポート
フォリオ拡張と低級品
市場：1890–1910 年代醬
油醸造家・髙梨家の地方
売りと手印類似品 

瀧本 哲哉 
（京都大学 院） 
 
明治期から昭和戦前期
までの日本の皮革産業
の成長―軍需産業と「部
落産業」の二重構造― 

山崎 敏夫 
（立命館大学） 
 
ドイツ戦後企業集中史 

金井 昌宏 
（明治大学） 
 
有機ＥＬディスプレイの
事業化の系譜―日本の大
学発要素技術の受容の観
点から― 

13：40 
～ 

14：35 
②  

武 斌 
（東北大学 院） 
 
19 世紀末における会社
管理下の蚕種経営 
－長野県塩尻村の均業
会社を事例として－ 

 武田 佑太 
（札幌大学） 
 
普仏戦争後のフランス
銀行における業務改革
と「ビジネス・モデル」
の特殊性 

内海 京久 
（富士フイルム株式会
社） 
産官学連携の「冬の時代」
をどのように越冬したの
か～物理・化学の工学分
野における共同研究の歴
史～ 

14：40 
～ 

15：35 
③  

堤 悦子 
（北海商科大学） 
 
北海道における社会起
業家企業－コンビニス
タイルの事業形態によ
る過疎地域への社会貢
献－ 

牧 幸輝 
（立正大学） 
 
半田金属工業と旧中島
飛行機半田製作所 
－藤森正巳の自転車事
業をめぐって－ 

呉 多孝 
（京都大学 院） 
 
在華紡および民族紡の
経営とナショナリズム・
労働運動－五・三十事件
を中心に－ 

 

（移動）  

15：45 
～ 

17：00 

会員総会 

（マルチメディア AV 大教室） 

17：00 
～ 

18：00 

ガーデン交流会 

（尚文館前芝生付近） 

 

 

 ブックオークション 

16 日（金） 

17 日（土） 

第 503 演習室・第 504 演習室 

 

入札締め切り 

17 日（土）13：30 

  



第 3 日：9 月 17 日（土） 

午前の部 

会場 
第 1 会場 

（501 講義室） 
第 2 会場 

（502 講義室） 
第 3 会場 

（507 講義室） 

パネルセッション 

10：00 
～ 

13：00 

コンビナートリノベーション：

過去，現在，未来 

 

【司会】 

平野 創（成城大学） 

【オーガナイザー】 

稲葉 和也（山口大学） 

【報告者】 

稲葉 和也（山口大学） 

平野 創（成城大学） 

橘川 武郎（国際大学） 

【コメンテーター】 

長井 景太郎（早稲田大学） 

細井 拓真（東北大学大学院） 

「ジェンダー視点からの経営史」

を試みる 

 

【司会・オーガナイザー】 

川上 桃子（アジア経済研究所） 

【報告者】 

鈴木 良隆（一橋大学） 

藤岡 里圭（関西大学） 

川上 桃子（アジア経済研究所） 

【コメンテーター】 

中村 尚史（東京大学） 

Business history of People’s 

Republic of China 

 

【司会・オーガナイザー】 

シャ チェンシャオ（大阪大学） 

【報告者】 

許 珩（上海交通大学） 

刁 成林（西南交通大学） 

林 盼（中国社会科学院） 

長友 剛輝（京都大学） 

【コメンテーター】 

Ghassan Moazzin（University of 

Hong Kong） 

長友 剛輝（京都大学） 

曹 寧（福建師範大学） 

Matthew Noellert（一橋大学） 

午後の部 

会場 マルチメディア AV 大教室 

14：00 
～ 

16：55 

 

統一論題 

経営史と経営者の対話 

 

【司会】 

藤岡 里圭（関西大学） 

 

【報告者】 

荒木 直也（エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社代表取締役社長） 

Andrea Colli（Bocconi University） 

中島 裕喜（南山大学） 

 

【コメント】 

田中 智晃（東京経済大学） 

佐藤 秀昭（摂南大学） 

 

 



Andrea Colli, PhD in Economic and Social History (Bocconi University, 
Milan), is Professor of Economic History and Head of the Department of 
Social and Political Sciences, Bocconi University, Milan.  

His research interests range from the history of family firms, to the 
role played by international entrepreneurs and firms in the global economy, 
and to corporate governance in historical perspective.  

He was co-editor of Business History from 2013-2020. Among his 
publications is The History of Family Business (1850-2000) (Cambridge 
University Press). With Routledge he has published Business History: 
Complexities and Comparisons (with Franco Amatori) in 2011 and 
Dynamics of International Business in 2016.  

Currently he is doing research on the persistence of State Capitalism 
in Europe and on the role of State-owned enterprises in European 
capitalism. His latest publication is State Capitalism in Western Europe, 
just published in The Oxford Handbook of State Capitalism and the Firm. 



 
 

 
 
 
 

自然の秀麗 



とよす㈱営業部　広報担当　〒563‐0033　大阪府池田市住吉 1-3-11
TEL：072‐761‐1212　 e-mail：tys_public@toyosu.co.jp



新世社 発売　サイエンス社
〒151－0051  東京都渋谷区千駄ケ谷1－3－25 ［価格税込］
TEL 03－5474－8500　（代）　　 https://www.saiensu.co.jp

左頁に本文解説，右頁に関連した図表・コラムを配した左右見開き
構成と２色刷で経営史を学ぶ面白さと意義を説く，これまでにない
テキスト。 第１部では江戸時代から令和期までの日本経営史，第
２部では外国経営史を取り上げ，さらに第３部ではグローバル経営
史，テーマからみる世界の経営史，経営史の方法について解説した。
■第１部　日本経営史
【江戸時代　明治前期　明治後期　大正期　昭和期１（戦前・戦中・復興期）　
昭和期２（経済の自立と高度成長からバブル景気）　平成期・令和期】　
■第２部　外国経営史
【イギリス　フランス　ドイツ　アメリカ　アジア（中国・台湾・韓国）】
■第３部　グローバル経営史と経営史研究の展開
【グローバル経営史　テーマから考える世界の経営史　経営史の方法】

グラフィック 経営学ライブラリ　6

グラフィック
　
経営史

佐々木　聡　編著
中西　聡・渡邉恵一・大島久幸・板垣　暁・
菅原　歩・黒澤隆文・ピエール =イヴ・ドンゼ・
鴋澤　歩・宇田　理・湊　照宏・島本　実　著
A5 判並製・336頁・定価 3190 円

現代日本企業はいかにしてここに至ったのか。多角化と垂直統合を
考察しつつ，その実相を説き明かす新しい日本経営史テキスト。経
営制度，製造業 5部門，サービス業 4部門を取り上げ，学部レベ
ルで学ぶべき経営史の基本的な事項を解説した。歴史が現在の問題
にいかに関わっているのか，それを理論的に説明するとどうなるの
かという視点は広い領域の読者に貴重な示唆を与える。2色刷。

ライブラリ 経営学コア・テキスト　14

コア・テキスト　
経営史

粕谷　誠　著
A5 判上製・376頁・定価 3278 円

「制度と組織の経済史」をテーマとして読者を経済史研究の世界へ
と誘う好評入門テキストをアップデイト。最近の研究内容をふまえ
て宗教と経済発展，制度と経済発展に関する記述を拡充したほか，
「大分岐」と産業革命についての解説を追加した。2色刷。

ライブラリ 経済学コア・テキスト＆最先端　7

コア・テキスト　
経済史［増補版］

岡崎　哲二　著
A5 判上製・208頁・定価 2475 円
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■呈内容見本
〒 101-0064　東京都千代田区神田猿楽町2-7-6
TEL03-5577-6707　FAX03-5577-6708　http://crosscul.comクロスカルチャー出版











石原 武政 著

戦時統制下の
小売業と
国民生活

http://www.sekigakusha.com

講義用資料（Power Pointなど）を教員会員専用サイトからダウンロードできます！詳細は碩学舎ウェブサイトをご覧ください。

E-mail : info@sekigakusha.com

TEL（フリーダイヤル）：0120-778-079  FAX：03-5577-4624

碩学舎の１からシリーズは、理論を初めて学ぶ方や１から学び直したい方のために、
ケースでわかりやすく学べる専門教科書シリーズです。

ビジネス・ケース
ライティングの
方法論的研究
長田 貴仁（著）

実践アクションリサーチ
デイビッド・コフラン、
テレサ・ブラニック（著）
永田 素彦、高瀬 進、
川村 尚也（監訳）

新しいビジネスを
つくる
加護野 忠男、
吉村 典久（編著）

ポストコロナの
マーケティング・
ケーススタディ
池尾 恭一（編著）

消費者理解のための定性的
マーケティング・リサーチ
ラッセル・ベルク、
アイリーン・フィッシャー、
ロバート・V・コジネッツ（著）
松井 剛（訳）

エフェクチュエーション
サラス・サラスバシ―（著）
加護野 忠男（監訳）
高瀬 進・吉田 満梨（訳）

1からの
経営史

１からの
アントレプレナー
シップ

1からの
デジタル経営

1からの
人的資源管理

1からの
マーケティング
分析（第2版）

1からの
ブランド経営

戦争は小売業から
すべてを奪った
戦時において真っ先に不要不急の
レッテルを張られた小売業こそ
平和を象徴する産業だった。




