
2004年度

社会経済史学会

第73回全国大会

大阪市立大学2004年 月 日(土)､ 月 日(日)5 29 5 30

本学会第73回全国大会が､大阪市立大学を主催校として､2004年(平成16年)5月29日(土)､5月30日(日)両日開催さ

れることになりましたので､ここにご案内申し上げます｡会員各位におかれましては､ご多忙中とは存じますが､本学

会のいっそうの発展のため､是非ともご出席を賜りますようお願い申し上げます｡

社 会 経 済 史 学 会

第73回全国大会実行委員会

事務局 大阪市立大学経済学部内

558-8585〒

大 阪 市 住 吉 区 杉 本 3 - 3 - 1 3 8

同封の葉書で､ までに出欠のお返事をお寄せ下さい｡1 4 9． 月 日

例年どおり､大会参加諸経費の支払いは前納制をとらせていただきます｡同封の郵便振替払込書2．
(加入者名：社会経済史学会第73回全国大会実行委員会、口座番号：00930-9-203389)による前

納にご協力下さいますようお願い申し上げます(振替払込書の該当項目をチェックし､金額欄に

合計金額をご記入の上､ までにご送金下さい)｡4 30月 日

なお､領収書は大会当日受付にてお渡しします｡

参加諸経費は次の通りです｡

大会参加費 円500
報告要旨集 円3,500
懇親会費 円4,000
弁当 円 ( 月 日､ 日それぞれ)1,000 5 29 30

両日とも申し込み人数分の弁当を準備いたします｡両日とも学内の食堂は営業しておりません

のでご了承下さい｡

大会参加諸経費を前納され､その後都合により大会に出席できなくなった方は､大会開催 日3． 10
前までにその旨文書で主催校にお申し出下さい｡

報告要旨集は､ 月初旬にお送りする予定です｡4． 5

お 願 い



社会経済史学会

第73回全国大会

プログラム
：2004 5 29 ( ) 5 30 ( )期日 年 月 日 土 ､ 月 日 日

会場 大阪市立大学：

■大会次第

5 29 5 30 ( )第 日目 月 日（土 第 日目 月 日 日1 ） 2
号館 階ロビー 法学部棟 階ロビー8 30 8 30： 受付開始 ： 受付開始1 1 1
自由論題報告（ 号館） パネル･ディスカッション9 30 12 25 9 30 12 00： ～ ： ： ～ ：1
昼休み （法学部棟）12 25 13 20： ～ ：

特別講演（田中記念館） 昼休み13 20 14 05 12 00 13 00： ～ ： ： ～ ：

自由論題報告（ 号館） 共通論題報告（田中記念館）14 20 17 15 13 00 17 30： ～ ： ： ～ ：1
会員総会（ 号館 教室）17 30 18 20： ～ ： 1 122
懇親会（ 号館講堂）18 30 20 00： ～ ： 1

特別講演 斎藤修 ｢前近代経済成長の二つのパターン｣
月 日 土 : ～ : 田中記念館大会議場5 29 ( ) 13 20 14 05

■案内とご注意

． 会場への交通路､各会場等の場所につきましては､当プログラム最終頁の案内地図及び大会当日の案内1
掲示をご覧下さい｡

懇親会を大会第1日目5月29日(土)の18:30より1号館講堂にて開催いたします｡是非ご参加下さい｡2．
． 宿泊につきましては､大会事務局では手配いたしませんが、大阪市立大学生協が相談に乗らせていただ3
きます。詳しくは別紙資料をご覧下さい｡

． 大会事務局への連絡4
558 8585 3 3 138郵便 〒 - 大阪市住吉区杉本 - -

大阪市立大学大学院経済学研究科脇村研究室

社会経済史学会第 回全国大会実行委員会73
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5月29日(土) 自由論題報告

第1会場 1号館124教室

9:30～10:25①

10:30～11:25②

11:30～12:25 近代中国の貿易物価指数・貿易数量指数の新推計③

――上海を事例として ――

報告者 木越義則(京都大学大学院)

司会者 小瀬一(龍谷大学)

12:25～13:20 昼休み

14:20～15:15 日本留学者による1920年代中国現状認識④

――雑誌『孤軍』を中心として ――

報告者 三田剛史(日本学術振興会)

司会者 小林英夫(早稲田大学)

15:20～16:15 技術革新が海外生産移転に与えた影響⑤

―― ――1990年代からの日系縫製企業による東アジア進出の研究

報告者 安田聡子(東京大学客員)

司会者 小林英夫(早稲田大学)

16:20～17:15 1930年代のコンゴ盆地における日本品の競争⑥

報告者 北川勝彦(関西大学)

司会者 西浦昭雄(創価大学)

アフターセッション（第１・２・３・４会場共通 ：120教室）

休憩室：125教室、135教室
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5月29日(土) 自由論題報告

第2会場 1号館122教室

9:30～10:25①

10:30～11:25 ロンドンにおけるユグノー難民の定住とその経済史的特色について②

―― 17世紀ロンドン史におけるユグノーの位置 ――

報告者 須永隆(亜細亜大学)

司会者 坂巻清(立正大学)

11:30～12:25 19世紀イングランド農業における女性の就業③

―― 1834年救貧委員会報告書の分析 ――

報告者 山本千映(関西大学)

司会者 重富公生(神戸大学)

12:25～13:20 昼休み

14:20～15:15 18世紀後半におけるイギリスの陶器需要④

―― ――ジョサイア・ウェッジウッドの｢実用陶器｣生産を一事例として

報告者 新川徳彦(早稲田大学大学院)

司会者 鈴木良隆(一橋大学)

15:20～16:15 イギリス産業革命期における郵便馬車サービスの発展⑤

報告者 松井真喜子(早稲田大学大学院)

司会者 道重一郎(東洋大学)

16:20～17:15 短期市場金利と裁定行動⑥

――再建金本位制下のロンドンとニューヨーク市場 ――

報告者 高橋秀直(一橋大学大学院)

司会者 須藤功(明治大学)

アフターセッション（第１・２・３・４会場共通 ：120教室）

休憩室：125教室、135教室
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5月29日(土) 自由論題報告

第3会場 1号館127教室

9:30～10:25 18世紀末～19世紀初めのジュネーヴにおける移入民①

――滞在許可証の分析による社会経済史的考察 ――

報告者 尾崎麻弥子(早稲田大学大学院)

司会者 岩井隆夫(長崎県立大学)

10:30～11:25 19世紀前半の右岸ウクライナの農戸の特色②

報告者 松村岳志(秋田経済法科大学短大部)

司会者 鈴木健夫(早稲田大学)

11:30～12:25 疾病構造転換と公衆衛生啓蒙③

――ドイツ国民衛生協会を事例に ――

報告者 馬場わかな(東京外国語大学大学院)

司会者 川越修(同志社大学)

12:25～13:20 昼休み

14:20～15:15 明治10年代群馬県当局及び県議会の勧業政策について④

――生糸巻印紙発行・運搬費及び内国勧業博覧会・

共進会出品補助費を中心に ――

報告者 江崎哲史(高崎経済大学大学院)

司会者 武田晴人(東京大学)

15:20～16:15 明治前期における技術者集団の形成⑤

――工部省・文部省の技術教育の比較を通して ――

報告者 戸田清子(奈良県立大学)

司会者 杉山伸也(慶應義塾大学)

16:20～17:15 明治前期における地方事業家の経済思想⑥

――愛知県前芝村・加藤六蔵を事例として ――

報告者 石井寿美世(慶應義塾大学大学院)

司会者 川口浩(早稲田大学)

アフターセッション（第１・２・３・４会場共通 ：120教室）

休憩室：125教室、135教室
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5月29日(土) 自由論題報告

第4会場 1号館128教室

9:30～10:25 産業革命の時代の繊維工業と底辺の民衆の生活①

――比較経済史的アプローチ ――

報告者 安場保吉(大阪学院大学)

司会者 阿部武司(大阪大学)

10:30～11:25 戦前日本における小作契約選択②

――旧南部領における刈分小作と定額小作 ――

報告者 有本寛(東京大学大学院)岡崎哲二(東京大学)中林真幸(大阪大学)

司会者 坂根嘉弘(広島大学)

11:30～12:25 戦間期日本企業の償却行動と企業統治③

報告者 齊藤直(早稲田大学)

司会者 石川健次郎(同志社大学)

12:25～13:20 昼休み

14:20～15:15 1930年代日本のマネーサプライと実体経済の中長期的関係について④

――共和分検定による計量的分析 ――

報告者 内藤友紀(京都大学大学院)

司会者 岡崎哲二(東京大学)

15:20～16:15 鉄銭座職人の労働工程⑤

報告者 藤井典子(日本銀行金融研究所)

司会者 友部謙一(慶應義塾大学)

16:20～17:15 近世後期における在方両替商⑥

――摂津国伊丹郷町を中心に ――

報告者 加藤慶一郎(流通科学大学)

司会者 岩橋勝(松山大学)

アフターセッション（第１・２・３・４会場共通 ：120教室）

休憩室：125教室、135教室
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5月29日(土) 自由論題報告

第5会場 1号館132教室

9:30～10:25 明治初期関東地方における地域間分業の研究①

―― 米穀輸出地としての西関東絹業地域と東京の比較 ――

報告者 吉田敦(桜美林大学)

司会者 谷本雅之(東京大学)

10:30～11:25 明治期における塩業組合 ――三田尻塩田大会所を事例に ――②

報告者 伊藤昭弘(福岡女子大学非常勤)

司会者 大森一宏(愛知学泉大学)

11:30～12:25 日本銀行のネットワークと金融市場の形成③

――日本銀行設立前後から20世紀初頭 ――

報告者 大貫摩里(日本銀行金融研究所)

司会者 粕谷誠(東京大学)

12:25～13:20 昼休み

14:20～15:15 田口卯吉の社会経済史観④

報告者 武藤秀太郎(総合研究大学院大学大学院)

司会者 小室正紀(慶應義塾大学)

15:20～16:15 明治中後期立山温泉の社会経済史的研究⑤

――温泉関連史料及び新聞史料の検討を中心に ――

報告者 若林秀行(高崎経済大学大学院)

司会者 笠井雅直(名古屋学院大学)

16:20～17:15 日露戦争から第一次世界大戦前における肥料輸入⑥

――大豆粕・魚肥・硫安の競合 ――

報告者 高橋周(大東文化大学非常勤)

司会者 中西聡(名古屋大学)

アフターセッション（第５・６・７会場共通 ：130教室）

休憩室：125教室、135教室
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5月29日(土) 自由論題報告

第6会場 1号館137教室

9:30～10:25 戦前日本の減債基金制度①

報告者 武田勝(中央大学)

司会者 伊藤正直(東京大学)

10:30～11:25 明治末期から昭和初期における地方商人の郵便利用②

――兵庫県揖保郡Ｄ家の事例 ――

報告者 田原啓祐(龍谷大学非常勤)

司会者 藤井信幸(東洋大学)

11:30～12:25 1920年代古河合名会社の資金問題 ――条件と対応 ――③

報告者 日向祥子(東京大学大学院)

司会者 鈴木邦夫(埼玉大学)

12:25～13:20 昼休み

14:20～15:15 戦時期における日本企業のゴーイング・コンサーン化④

――非財閥系企業を中心に ――

報告者 青地正史(富山大学)

司会者 疋田康行(立教大学)

15:20～16:15 戦時貨物自動車運送事業における市場の組織化⑤

――全国貨物自動車運送事業組合連合会の分析を中心として ――

報告者 河村徳士(東京都立大学大学院)

司会者 老川慶喜(立教大学)

16:20～17:15 第二次世界大戦下日本銀行の金融調節と地方銀行⑥

――国債オペレーションとの関連から ――

報告者 白鳥圭志(東北学院大学)

司会者 佐藤政則(麗澤大学)

アフターセッション（第５・６・７会場共通 ：130教室）

休憩室：125教室、135教室
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5月29日(土) 自由論題報告

第7会場 1号館134教室

9:30～10:25 戦後ヤミ市と産地形成 ――岐阜アパレルの事例から ――①

報告者 根岸秀行(富山大学)

司会者 渡辺純子(電気通信大学)

10:30～11:25 中小企業金融公庫の代理貸付 ―― 1950年代を中心に ――②

報告者 宮崎忠恒(東京大学大学院)

司会者 沢井実(大阪大学)

11:30～12:25 戦後「エネルギー革命」と石炭産業の事業展開③

――昭和30年代～40年代の三井鉱山の事例を中心に ――

報告者 島西智輝(慶應義塾大学大学院)

司会者 橘川武郎(東京大学)

12:25～13:20 昼休み

14:20～15:15 労働組合の「能力」観と賃金④

―― 八幡製鉄・新日鉄における職務給是正のとり組みを事例として ――

報告者 杉山裕(一橋大学大学院)

司会者 菅山真次(東北学院大学)

15:20～16:15⑤

16:20～17:15⑥

アフターセッション（第５・６・７会場共通 ：130教室）

休憩室：125教室、135教室
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5月30日(日) 9:30～12:00

パネル･ディスカッション１ 法学部棟 730教室

近代ヨーロッパ国際商業の成長要因と停滞要因

―― 国家・市場・商人の役割 ――

司会者 深沢克己(東京大学)

報告1． 英領西インドと砂糖税 ―― 関税から見る国家と商業の関係 ――

川分圭子(京都府立大学)

報告2． 19世紀前半のロシア綿織物製品とアジア市場

塩谷昌史(東北大学)

報告3． 18世紀ナント貿易商人、ウォルシュー族

大峰真理(千葉大学)

黒田明伸(東京大学)コメント

和田光弘(名古屋大学)コメント

5月30日(日) 9:30～12:00

パネル･ディスカッション２ 法学部棟 740教室

西欧における住宅改革の比較史的考察

―― 19世紀半ばから20世紀半ばまで ――

司会者 中野隆生(東京都立大学)

大森弘喜(成城大学)問題提起

報告1．19世紀半ばから第一次大戦までのフランスにおける

不衛生住宅問題と社会住宅への歩み

大森弘喜(成城大学)

報告2．19世紀半ばから第一次大戦までのベルリンにおける住宅改革運動

北村昌史(新潟大学)

報告3．大戦間期イギリスの住宅改革と公的介入政策

椿建也(中京大学)
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5月30日(日) 13:00～17:30

共通論題報告 田中記念館大会議場

土地希少化と勤勉革命の比較史

―― 経済史上の近世 ――

司会者 鬼頭宏(上智大学)

脇村孝平(大阪市立大学)

大島真理夫(大阪市立大学)問題提起

報告1 「地狭人稠」の表象．

―― 長江中下流域の土地稀少化と勧農文 ――

青木敦(大阪大学)

報告2．江戸時代における経済発展と資源制約

―― 17世紀像の再構成を中心に ――

江藤彰彦(久留米大学)

報告3 「農場」と「小屋」．

―― ――近世後期マルク・ブランデンブルクにおける土地希少化の諸相

飯田恭(慶應義塾大学)

土肥恒之(一橋大学)コメント1．ロシア史から

大橋厚子(名古屋大学)コメント2．東南アジア史から
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杉本町

JR阪和線

JR環状線

JR学研都市線

JR神戸線

JR新幹線至新神戸
至京都

至奈良
JR大和路線

至和歌山

地下鉄
御堂筋線

鶴橋

至神戸

大阪市立大学
杉本キャンパス

JR東西線

至千里中央

至なかもず

JR京都線

（大阪市立大学前）

至京都


