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日 時 2014 年 10 月 25 日（土）・26 日（日） 

会 場 京都大学 吉田キャンパス  

     法経済学部東館（25 日） 

     総合研究２号館（26 日） 
 

 

社会・経済システム学会 第 33 回大会実行委員会 

大会実行委員長 喜多 一（京都大学） 



第 1 日：10 月 25 日（土） 

 
1－A 分科会Ⅰ （法経東館 ２階 ２０１演習室） 10：45～12：00 

「経済システム分析」                 座 長：長尾 史郎（元明治大学） 
         討論者：在間 敬子（京都産業大学） 

 ●均等犠牲所得税制の提案 
磯道義典（広島市立大学） 

 ●ガソリンの販売価格と最適な環境税のデザインについて 
任輝（福岡大学）・入江雅仁（福岡大学）・藤本浩明（福岡大学） 

 ●所得の不平等度尺度のリデザイン ～カルバックライブラー情報量の試用～ 
馬場晶悟（福岡大学）・山崎好裕（福岡大学）・藤本浩明（福岡大学） 

 
1－B 分科会Ⅱ （法経東館 ２階 法経３番教室） 10：45～12：00 

「コンテンツ産業」                           座 長：小山 友介（芝浦工業大学） 
                               討論者：砂川 和範（中央大学） 
 ●社会的なシステムとして捉えるメディア・コンテンツ産業の変動に関する理論研究 

加藤綾子（文教大学情報学部） 
 ●中国動画共有サイト関連産業に関する考察 

王珊（東京大学大学院）・田中秀幸（東京大学大学院学際情報学府） 
 ●デジタルコンテンツプラットフォーム選択に関する消費者調査 

李皓（京都情報大学院大学） 
 
 

【昼休み】 12：00～13：00  

  （理事会 12：00～13：00   法経東館 １階 １０５演習室） 

 
 

2   ポスターセッション （法経東館 地階 みずほホール前） 13：00～14：00 
   ※詳細は学会ホームページ(http://jasess.jp)等でお知らせします 

 
3 記念講演 （法経東館 地階 みずほホール）    14：00～15：00 

    「セクター間を繋ぐデザイン〜デザイン格差是正と地域の活性化〜」 
 

   講演者：辰巳明久（京都市立芸術大学教授） 

   司  会：徳安 彰（法政大学） 

 
現代社会を構成する企業、行政、NPO という３つのセクターを、デザインをキーワードに繋ぎ、 
地域の活性化を目指す取り組みをご紹介いただきます。 

 
【休憩】15：00～15：10 

 
 
 



4 企画シンポジウムⅠ （法経東館 地階 みずほホール） 15：10～17：10 

    「社会・経済システムとデザイン」 
 
座 長：喜多 一（京都大学） 

             報告者：田中 秀幸（東京大学） 
            松井 啓之（京都大学） 
            塩瀬 隆之（京都大学） 
            堀内 智樹（ケルビム） 
 
 

総 会（法経東館 地階 みずほホール）17：10～18：10 

                            司 会：竹下 公視（関西大学） 
 

懇親会（吉田南キャンパス内 吉田食堂）18：30～20：30 

 
 
第 2 日：10 月 26 日（日） 
 
5－A 分科会Ⅲ （総合研究 2 号館 地階 経営管理大演習室３） 9：30～11：10 

「地域社会とイノベーション」                         座 長：宇野 斉（法政大学） 
討論者：奈良 由美子（放送大学） 

 
 ●震災復興における周縁的インサイダーの意義と役割 

今井良広（兵庫県）・金川幸司（静岡県立大学） 
 ●震災復興まちづくりに関するオープン・イノベーションの可能性：概念整理 

在間敬子（京都産業大学）・阪本将英（専修大学） 
 ●地域イノベーション・システムの構造分析 

段潤（東京大学大学院） 
 ●地方自治体におけるソーシャル・メディアを活用した情報発信 

中野邦彦（東京大学大学院） 
 
5－B 分科会Ⅳ （総合研究 2 号館 １階 経営管理大講義室） 09：30～11：10 

「社会システムとデザイン」                 座 長：鵜飼 孝造（同志社大学） 
    討論者：奥田 栄（人間環境大学） 
 ●資本主義を超えるシステム－連帯と共生－ 

津田直則（桃山学院大学） 
 ●ソーシャル・イノベーションとデザイン思考 

土肥将敦（法政大学） 
 ●デザイン論から見た人工物進化 

小林大州介（北海道大学大学院） 
 

【休憩】11：10～11：20 
 



6－A 分科会Ⅴ （総合研究 2 号館 地階 経営管理大演習室３） 11：20～12：35 

 「観光と地域社会」                         座 長：出口 竜也（和歌山大学） 
  討論者：八巻 惠子（就実大学） 

 ●観光地域における回遊行動のデザイン：地域活性化への ARG の活用に関する検討 
中村仁（日本経済大学） 

 ●アニメ聖地巡礼現象の可能性と限界 
小山友介・堀内和哉（芝浦工業大学） 

 ●地方都市における芸妓文化の現状と課題～会津東山芸妓の事例より～ 
若林晃央（福島工業高等専門学校） 

 
6－B 分科会Ⅵ （総合研究 2 号館 １階 経営管理大講義室） 11：20～12：35 

 「教育とデザイン」                         座 長：津田 直則（桃山学院大学） 
  討論者：中山 慶子（静岡県立大学） 

 ●社会システムから社会デザインへ ―「社会」教育方法試論 
鵜飼孝造（同志社大学） 

 ●教員養成のための授業実践に基づくデザイン思考についての考察 
                   林秀彦（鳴門教育大学）・水口知己（株式会社ベクトル）・ 

小川一（小川一デザイン事務所）・皆月昭則（釧路公立大学） 
 ●設計科学と教養教育の再デザイン 

喜多一（京都大学） 
 
 

【昼休み】 12：35～13：35  

（京都大学デザインスクール デジタルファブリケーション拠点の見学） 
※詳細は学会ホームページ(http://jasess.jp)等でお知らせします 

 
  （理事会 12：35～13：35 総合研究 2 号館 ３階 経営管理大学院ケーススタディ演習室） 

 
 
 

7－A 分科会Ⅶ （総合研究 2 号館 地階 経営管理大演習室３） 13：35～14：50 

「地域社会のデザイン」                            座 長：金川 幸司（静岡県立大学） 
     討論者：土肥 将敦（法政大学） 

 ●ゲーミングとシミュレーションを活用した地域通貨導入手法のデザインとその課題 
吉田昌幸（上越教育大学）・小林重人（北陸先端大学院大学） 

 ●地域社会における高齢者健康維持システムのデザイン―医療機関、行政、住民の協働― 
宇野斉（法政大学） 

 ●公立文化施設の民営化に関する考察 
渡部春佳（東京大学大学院） 

 
 
 
 



7－B 分科会Ⅷ （総合研究 2 号館 １階 経営管理大講義室） 13：35～14：50 

「情報通信技術と社会システム」                     座 長：松井 啓之（京都大学） 

 討論者：出口 弘（東京工業大学） 

●オープンデータの理念－複合的ネットワーク社会論による定位－ 

本田正美（東京大学大学院） 

●ヘルスケア分野における物品管理～共通コードと自動認識機能の受容と利用について～ 
糸永順子（東京大学大学院）・田中秀幸（東京大学） 

●分散 PDS: 個人の尊厳と公共の福祉 
橋田浩一（東京大学） 

 
 

【休憩】14：50～15：00 
 

 
8 企画シンポジウムⅡ （総合研究 2 号館 １階 経営管理大講義室）   15：00～17：00 

    「文明を『デザイン』する―超多様性社会への道程」 
 
  座 長： 高瀬 武典（関西大学） 
  報告者： 田中 秀幸（東京大学） 
  出口 弘（東京工業大学） 

 徳安 彰（法政大学） 
  討論者： 赤堀 三郎（東京女子大学） 

    小山 友介（芝浦工業大学）  



会 場 案 内 

 
会 場：京都大学 吉田キャンパス 法経済学部東館/総合研究 2 号館 

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 

  

＜会場アクセス＞ 

 JR 京都駅から 

 JR 奈良線で約 3分東福寺で下車、京阪電車に乗り換え約 11分出町柳で下車、 東へ徒歩 10 分  

 烏丸中央口側バスターミナルより:  

A2 乗り場から 17系統で約 25-45 分、百万遍下車、徒歩 5分  

D2 乗り場から 206系統で約 25-45 分、京大正門前(旧東一条)下車、徒歩 5分  

 地下鉄烏丸線京都駅(JR 京都駅地下)から地下鉄烏丸線(北山方面行き)で約 11 分、 今出川駅下車、

市バス 201系統または 203系統(百万遍方面)へ乗りかえて 約 5-10分、百万遍下車、徒歩 5分  

10 月 26 日の会場 
１０総合研究２号館（34番の建物） 

１０月２５日の会場 
法経東館（5 番の建物） 

北側出入り口 

正面出入り口 

懇親会場 
吉田食堂 



 京阪電車から 

 京阪出町柳駅下車、東へ徒歩 10 分 

 阪急電車から 

 阪急電車四条河原町駅より: 

京阪電車四条京阪駅まで東へ歩き、京阪電車へ乗り換え  

市バス（3系統、17系統、31 系統、203系統）百万遍下車：徒歩 5分  

市バス（201 系統）京大正門前(旧東一条)下車：徒歩 5 分  

 近鉄電車から 

 近鉄電車竹田駅で地下鉄烏丸線へ乗り換え  

 近鉄京都駅(JR 京都駅に隣接)でバスまたは地下鉄を利用 

 近鉄丹波橋で京阪電車へ乗り換え  

 

＜駐車場のご利用について＞ 

 吉田キャンパス内の駐車スペースは限られておりますので公共交通機関をご利用ください。 

 

＜会場案内＞ 

 受付は、法経東館１階 101 教室（25 日）、総合研究 2 号館１階経営管理大講義室前ホール（26 日）

です。法経東館は正面出入り口（建物南側）、総合研究 2号館は北側出入り口をご利用ください。 

 会員控室は、法経東館 1階 102教室（25日）、総合研究 2号館 3階大演習室２（26日）です。 

 総会は、法経東館地階みずほホールで行います。 

 理事会は、法経東館 1階 105 教室（25 日）、総合研究 2号館 3階経営管理大学院ケーススタディ演習

室（26 日）で行います。 

 懇親会(25日夕)の会場は吉田南キャンパス内の吉田食堂で行います。 

 昼食を取れる飲食店は、百万弁交差点近辺にございますので、そちらをご利用ください。なお、当

日、周辺地図をご用意する予定です。 

 館内は、禁煙です。 

 お弁当等を買って館内で食べられる方は、会員控室をご利用ください。 

 
 

 

 

 

＜社会・経済システム学会 第 33 回大会実行委員会事務局＞ 

〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町 
京都大学 学術情報メディアセンター 喜多 研究室 

 Tel  075-753-9052（直通）  
 Fax 075-753-9053 
e-mail: jasess2014@ipe.media.kyoto-u.ac.jp 


