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第三屆現代中國社會變動與東亞新

格局國際學術討論會

第1日 （2009年8月25日周二）

9:00 開幕式

9:20－11:40 基調報告&共通論題１

 ●座長：西村成雄・張力
 ●ディスカッサント：江沛
 ●通訳：
 　荒岡啓子
 　鬼頭今日子
 　ナランゲレル

 場所：国際会議室

報告20分、ディスカッサント10分、討論50分

13:00-15:00 分科会A

 ●座長：堤一昭・康越
 ●コメント：
 　高艶林▶堤一昭
　 　耿科研▶大坪慶之
　 　大坪慶之▶高艶林
　 　堤一昭▶耿科研

 場所：セミナールーム 16

報告15分、コメント5分、討論40分

現代「中国」の社会変容と
東アジアの新環境

基調報告

・ 西村成雄（放送大学）：民国政治における正統性問題：政治的委任
＝代表関係の新経路（民國政治的正統性問題:政治委任=代表

關係的新路徑） ………………………………………………………1

共通論題１： 現代中国社会の内在的理解をめざして
 （如何理解當代中國社會的內在性?）

・ 川井伸一（愛知大学）：中国における会社支配の歴史的伝統（中国

的企业统治的历史性质） ………………………………………… 11

・ 王先明（南開大学）：近代中国の「半封建」問題について（关于

近代中国“半封建”问题的辨析） ……………………………… 19

・ 張力（中央研究院）：中国と1946年パリ講和会議（中國與1946年

巴黎和會） …………………………………………………………… 25
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画期を求めて（中国的自我观与日本的中国观：追寻历史变迁
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・ 大坪慶之（大阪大学）：垂簾聴政期、清朝中央の政策決定過程にお
ける召見・上奏・廷議（垂帘听政期，清朝中央的政策决定过程

中的召见、上奏与朝臣会议） …………………………………… 40

・ 高艶林（南開大学）：「大明律」の朝鮮王朝法律制度への影響（《大

明律》对朝鲜王朝法律制度的影响） ………………………… 48

・ 耿科研（天津財経大学）：近代天津買弁階層の社会イメージと自己
認識（近代天津买办阶层的社会形象与自我认知） ………… 52



13:00-15:00  分科会B

 ●座長：宮原曉・黄蘊
 ●コメント：
 　陳鴻圖▶宮原曉
　 　櫻田涼子▶黄蘊
　 　木村自▶陳鴻圖
　 　宮原曉▶櫻田涼子

 場所：セミナールーム 17

15:40-18:00 共通論題2

 ●座長：片山剛・江沛
 ●ディスカッサント：王先明
 ●通訳： 
 　荒岡啓子
 　鬼頭今日子
 　ナランゲレル

 場所：国際会議室

報告20分、ディスカッサント10分、討論50分

13:00-15:00  分科会C

 ●座長：丸田孝志・柯惠鈴
 ●コメント：
 　鄒燦▶丸田孝志
　 　丸田孝志▶柯惠鈴
　 　柯惠鈴▶鄒燦

 場所：国際会議室

報告15分、コメント5分、討論40分

報告15分、コメント5分、討論40分

分科会B： 現代東アジアの「中国性」
 （現代東亞格局中的中國特質）

・ 宮原曉（大阪大学）：ディアスポリック・チャイニーズと文化の創
造：「中国系フィリピン人」の再移民をめぐって（关于现代以后

的文化创造的途径和渊源：从Chinese-Filipino到Diasporic 

Filipino-Chinese） ………………………………………………… 61

・ 黄蘊（関西大学）：マレーシアにおける華人民間教派の現在:いく
つかの展開方向（马来西亚华人民间教派的发展:试论几个不同

之路向） ……………………………………………………………… 69

・ 陳鴻圖（東華大学）：戦後東台湾地方誌のエスニック・グループ記
録（戰後東台灣地方志中的族群紀錄） ……………………… 78

・ 櫻田涼子（筑波大学）：場所をつくる、「家」を生きる：マレーシ
ア華人の低価格団地の事例から（构筑理想空间，尽享自我生活：

以马来西亚华人所居低价住宅为例） ………………………… 85

共通論題２：  近代の変革と伝統の継続
 （近代的變革與傳統承續）

・ 片山剛（大阪大学）：自然の領有における階層構造：字の世界と一
筆耕地の世界（拥有土地自然的重层结构：单位村域的领域及

单位农田的领域）  …………………………………………………119

・ 江沛（南開大学）：港湾、鉄道と青島の都市変動 1898-1937（港口、

铁路与近代青岛城市变动：1898-1937） ………………………128

・ 秋田茂（大阪大学）：1930-1950年代アジア国際経済秩序とイギリ
ス帝国・スターリング圏（1930－50年代的亚洲国际经济秩序

与大英帝国・英镑货币圈） ………………………………………137

・ 許育銘（東華大学）：戦後台湾と琉球の政治・経済関係の再建過（戰

後台琉關係再建的過程：以1957年前後為中心） ……………143

分科会C： 20世紀中国：政治と社会
 （20世紀中國的政治與社會）

・ 丸田孝志（広島大学）：冀魯豫区の政治動員と民俗・象徴（冀鲁

豫地区的政治动员与民俗、象征） ……………………………… 95

・ 柯惠鈴（中原大学）：精神動員：抗戦初期における戦場の女性とプ
ロパガンダ（精神動員：抗戰初期前線婦女的工作與宣傳） 103

・ 鄒燦（南開大学）：政治ポスターと現代中国政治の社会化過程：「大
躍進」時期を例として（政治宣传画与当代中国政治社会化：以

“大跃进”时期为个案）……………………………………………108



第2日 （2009年8月26日周三）

9:00-11:30 分科会D

 ●座長：上田貴子・張楓
 ●コメント：
 　郭海成▶上田貴子
 　劉暉▶張楓
　 　張楓▶蔣竹山
 　蔣竹山▶劉暉
　 　上田貴子▶郭海成

 場所：セミナールーム 16

9:00-11:30 分科会E

 ●座長：許衛東・趙永東
 ●コメント：
　 　竹内俊隆▶許衛東
　 　許衛東▶趙永東
　 　五島文雄▶青野繁治
　 　趙永東▶山田康博
　 　山田康博▶五島文雄
 
 場所：セミナールーム 17

9:00-11:30 分科会F

 ●座長：李少兵・日野みどり

 ●コメント：
　 　日野みどり▶李少兵
 　大谷順子▶日野みどり
　 　三好恵真子▶康越
 　李少兵▶大谷順子
　 　康越▶三好恵真子

 場所：国際会議室

報告15分、コメント5分、討論50分

報告15分、コメント5分、討論50分

報告15分、コメント5分、討論50分

分科会D：  20世紀前半期中国社会の変容
 （20世紀前半期中國社會的變遷）

・ 上田貴子（近畿大学）：東北アジアにおける中国人移動の変遷 
1860-1945（东北亚中国移民的变迁 1860-1945）……………149

・ 張楓（広島大学）：戦前期済南地方紡績企業の成立と展開：魯豊・
成通・仁豊紡績を中心に（近代济南的地区工业化与地方企业家：

以纺织工业为例） …………………………………………………158

・ 蔣竹山（東華大学）：1930年代東アジアの人参史：今村柄の人参史
を事例とする検討（1930年代的东亚人参史：以今村鞆的人参

史为例的探讨） ……………………………………………………169

・ 劉暉（河南行政学院）：鉄道と河南省経済の近代化：綿業を例とし
て（铁路与河南省经济的近代转型：以植棉业为例） ………177

・ 郭海成（重慶郵電大学）：隴海鉄道と近代西安の都市変動（陇海

铁路与近代西安城市变） …………………………………………183

分科会E：  21世紀東アジアにおける中国と日本
 （21世紀東亞格局中的中國與日本）

・ 許衛東（大阪大学）：中国内陸部の開発と日系企業（中國內陸地

區的經濟發展與日企的投資動向） ………………………………193

・ 趙永東（南開大学）：日中両国の高等教育の発展過程と原因比較（日

中两国高等教育发展的历程及原因比较） ……………………199
・ 青野繁治（大阪大学）：欧米および日本のロックに見るチャイナイ
ンパクト（对于西洋和日本摇滚乐的中国冲击波） …………203
・ 山田康博（大阪大学）：変化する東アジアの国際環境と日本の対応  
（东亚国际环境的变化和日本的对策） …………………………206
・ 五島文雄（静岡県立大学）：中国の台頭とインドシナ三国（中国

的崛起与印度支那三国） …………………………………………212

分科会F：  近現代中国社会の変容
 （近現代中國社會的變遷）

・ 李少兵（南開大学）：教育救済：1900-1937年 北京・天津地区にお
ける善堂の変容（教育救济：1900-1937年京津善堂的慈善转

型） ……………………………………………………………………223
・ 日野みどり（金城学院大学）：現代中国高学歴層の職業観形成に関
する一考察：実務経験の有無に着目して（现代中国高学历人群

职业观形成的考察：以有无实际工作经验为着眼点） ………227
・ 康越（北京化工大学）：中国北京市におけるコミュニテイ管理シス
テムについて（北京市社区管理主体研究） ……………………246

・ 大谷順子（大阪大学）：2008年四川大地震から見る中国（2008年

四川大地震视角中的中国） ………………………………………255
・ 三好恵真子（大阪大学）：中国食品を巡るリスクコミュニケーショ
ンの構築を目指して：中国製冷凍ギョーザ中毒事件を通じての食
の安全と消費者の安心・信頼の検証（如何构建围绕中国食品的

危机沟通：通过中国产冷冻饺子中毒事件检验食品安全性及消

费者的安心和信赖）… ……………………………………………261



13:00-15:00  分科会H

 ●座長：王宏斌・坂井田夕起子
 ●コメント：
 　坂井田夕起子▶王宏斌
　 　田中剛▶坂井田夕起子
 　今泉秀人▶金晶
 　王宏斌▶田中剛

 場所：セミナールーム 17

13:00-15:00  分科会I

 ●座長：周太平・青野繁治
 ●コメント：
 　李朝津▶周太平
 　蘇瑤崇▶島田美和
　 　周太平▶李朝津
 　島田美和▶蘇瑤崇

 場所：国際会議室

報告15分、コメント5分、討論40分

報告15分、コメント5分、討論40分

13:00-15:00  分科会G

 ●座長：張思・上田貴子
 ●コメント：
 　小都晶子▶張思
　 　李嶼洪▶小都晶子
　 　張思▶李嶼洪

 場所：セミナールーム 16

報告15分、コメント5分、討論40分

分科会G： 20世紀中国における戦争・革命と農村
 （20世紀中國的戰爭、革命與農村）

・ 張思（南開大学）：集団化時期における中国農村の社会流動性：華
北の一村落についての事例研究（集体化时代的乡村社会流动：

一个华北村庄的个案研究） ………………………………………271

・ 小都晶子（国際日本文化研究センター）：「満洲国」の「土地改良
事業」：「錦州省」盤山県を事例として（“满洲国”的“土地改良

事业”：以“锦州省”盘山县为例 ） ……………………………278

・ 李嶼洪（南開大学）：建国以降農村教育の発展：河北省昌黎県侯家
営を中心に（建国以后中国农村现代教育的发展：以河北省昌

黎县侯家营村为个案） ……………………………………………287

分科会H： 20世紀東アジアにおける日中関係
 （20世紀東亞格局中的中日關係）

・ 王宏斌（河北師範大学）：華北アヘン統制政策再研究（日本对华

北的鸦片统制政策再研究） ………………………………………297

・ 坂井田夕起子（大阪教育大学）：中国人俘虜殉難者遺骨送還運動と
仏教者たち：1950年代の日中仏教交流をめぐって（中国人俘虏

殉难者遗骨送还运动与仏教者：1950年代日中佛教交流的开

端）  ……………………………………………………………………306

・金晶（大阪大学）：試論：作家章克標の創作観（试论作家章克标

的创作观）  ……………………………………………………………312

・ 田中剛（神戸大学）:「蒙疆政権」の羊毛統制をめぐる日英対立（論

蒙疆政權時期日英圍繞羊毛交易控制權的對抗關係）　 ……317

分科会I： 20世紀東アジア政治の多層性
 （20世紀東亞政治的多邊性）

・ 周太平（内モンゴル大学）：1920-30年代の環境と郭道甫 試論：
1928年「フルンブイル青年党暴動」を中心に（二十世紀二、

三十年代背景下的郭道甫試談：以1928年“呼倫貝爾青年党

暴動”事件為中心） ………………………………………………327
・ 島田美和（日本学術振興会）：顧頡剛の「疆域」概念（顾颉刚的“疆

域”概念）  ………………………………………………………332

・ 李朝津（台北大学）：広州国民政府時期の教育と革命：中山大学創
立を中心に（廣州國民政府統治下之革命與教育：西南大學之

推動及其夭折） ……………………………………………………339

・ 蘇瑤崇（静宜大学）：1980年代台湾省議会と台湾社会の変化（臺

灣省議會與1980年代政治社會的轉型變化） …………………345



15:40-18:00 共通論題3

 ●座長：田中仁・許育銘
 ●ディスカッサント：丸田孝志
 ●通訳： 
 　荒岡啓子
 　木村自
 　ナランゲレル

 場所：国際会議室

18:00 閉幕式 主催： 大阪大学中国文化フォーラム
 南開大学歴史学院
 東華大学歴史学系
共催：大阪大学グローバルコラボレーションセンター
後援：JICA大阪

報告20分、ディスカッサント10分、討論50分

提出論文： 李軍全（天津師範大学）：グラスルーツ文化の政治化：華
北抗日根拠地における春節の文芸娯楽（1937－1949）（草

根文化的政治化：华北抗日根据地内的春节文娱（1937

－1949） ……………………………………………………383

共通論題3：  ポスト革命時代の中国政治史研究
 （後革命時代的中國政治史研究）

・ 田中仁（大阪大学）：日中戦争前期における華北農村と中国共産党：
河北省涞源県の「800日」（中日战争前期的华北农村与中国共产

党：河北省涞源县的“800日”） …………………………………353

・ 李金錚（南開大学）：「新革命史」への転換：国家と社会という視
野における中共革命史研究（向“新革命史”转型：国家与社会

视野下的中共革命史研究） ………………………………………363

・ 陳進金（東華大学）：抗戦前の中央･地方関係の検討：蒋介石と地
方軍人の態度を中心に（抗戰前中央與地方關係的檢討：以蔣介

石和地方軍人的態度為中心） ……………………………………368

・ 張同楽（河北師範大学）：抗日戦争時期の河北省淪陥区における聯
荘会の研（抗日战争时期河北沦陷区联庄会研究） ……………376
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