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第 1 日：10 月 26 日（土） ＊受付は４号館２階です。報告会場は当日の案内をご覧ください。 

－  分科会Ⅰ「イノベーション１」 （会場１） 10：30～11：45

座 長：高橋 真吾（早稲田大学）

討論者：廣田 俊郎（関西大学）

 ●特許データに基づく技術的軌跡と技術ライフサイクルの関連性に関する実証分析

渡部 一郎（東京大学大学院）・田中 秀幸（東京大学）

 ●コーポレート・ソーシャル・イノベーションとエクスクルーシブネス

土肥 将敦（法政大学）

●食品産業の環境経営の現状を踏まえたサプライチェーンの環境情報システムの方法

在間 敬子（京都産業大学）

－  分科会Ⅱ「政策研究」 （会場２） 10：30～11：45

  座 長：出口 弘（東京工業大学）

                         討論者：中村 仁（跡見学園女子大学）

 ● （ ）に基づく政策の推進に関する研究

水谷 美知（東京工業大学大学院）

 ●福岡県内の市町村に関する地域特性

入江 雅仁（九州共立大学）

 ●米国における人工知能を巡る国家戦略と政権交代の影響の分析

田中 絵麻（明治大学）

【昼休み】 11：45～12：45 

理事会 11：45～12：45 （会場 ４号館 2 階 会議室 2 当日の案内をご覧ください）

－  分科会Ⅲ「経済システム」 （会場１） 12：45～14：00

 座 長：榊 俊吾（東京工科大学）

討論者：赤木 茅（千葉商科大学）

 ●「朝バナナダイエット」ブームが平成 年国民健康・栄養調査に与えた影響について

大貫裕二（お茶の水女子大学）

 ●相加相乗平均と期待効用仮説

川山 里菜（福岡大学大学院）・入江 雅仁（九州共立大学）・藤本 浩明（福岡大学）

 ●仕入税額控除制度モデルにおけるラムジールール

楠本 千裕（福岡大学大学院）・入江 雅仁（九州共立大学）・藤本 浩明（福岡大学）

－  分科会Ⅳ「意思決定」 （会場２） 12：45～14：00 

座 長：大室 悦賀（長野県立大学）

討論者：徳安 彰（法政大学）

 ●メディア情報環境と意思決定

宇野 斉（法政大学）

 ●ネットワーク理論と意思決定

鵜飼 孝造（同志社大学）

 ●都市の事業集積を調査するグループワークの研究

糸永 順子（東京大学大学院）・田中 秀幸（東京大学）・

出口 弘（東京工業大学）・小山 友介（芝浦工業大学）



 

－  分科会Ⅴ「災害と社会」 （会場１） 14:10～15:25

                    座 長：奈良 由美子（放送大学）

 討論者：出口 弘（東京工業大学）

 ●静岡市の人口動態関連の社会調査

李 皓（静岡大学）

 ●

（東京大学）・ （東京大学）・ （東京大学）

 ●災害からの経済復興推計に向けた社会会計表 の検討

田中 秀幸（東京大学）・渋谷 遊野（東京大学）・高木 聡一郎（東京大学）

－  分科会Ⅵ「海外制度比較」 （会場２） 14:10～15:25

                      座 長：宇野 斉（法政大学）  

         討論者：田中 絵麻（明治大学）

 ● スポーツにおける日本と各国（米国、欧州、韓国、中国）の比較 ―制度面および通信領域を中心に―

五十嵐 輝（一般財団法人マルチメディア振興センター）・小山 友介（芝浦工業大学）

●行政組織におけるデザイン実践に関する研究 フィンランドと日本の事例研究

中山 郁英（合同会社 ）

 ●フィンランドの産学連携策についての研究

小山 友介（芝浦工業大学）・井村 直江（京都産業大学）・陳 韻如（滋賀大学）

－  分科会Ⅶ「イノベーション２」 （会場１） 15:35～16:50

                    座 長：徳安 彰（法政大学）

 討論者：李 皓（静岡大学）

 ●特許引用ネットワークを用いた技術累積と企業価値に関する研究

八木 翔太郎（東京大学大学院）・渋谷 遊野（東京大学）・田中 秀幸（東京大学）・

 ●創発的形態生成プロセスとしてのソーシャル・イノベーション

廣田 俊郎（関西大学）

 ●イノベーション政策の新展開とその組織的・制度的基礎

徳丸 宜穂（名古屋工業大学）

－  分科会Ⅷ「コンテンツ」 （会場２） 15:35～16:50

                    座 長：砂川 和範（中央大学）

 討論者：八巻 惠子（就実大学）

●中国における二次元ユーザーの行動様式に関する研究

劉 軒（芝浦工業大学大学院）

●アニメーションタイトルのネット評判と実際の視聴実績の乖離

道仙光輝（芝浦工業大学大学院）・小山 友介（芝浦工業大学）

●日本発ポップカルチャーの海外での発信に関する一考察

中村 仁（跡見学園女子大学）

●村上春樹と麻枝准――ビジュアルノベルに対する日本文学の影響

小林 信重（東北学院大学）

総 会（会場１）16：55～18：00

懇親会（会場 サッポロビール名古屋浩養園 名工大から徒歩圏内 ）18:30～20:30



 

第 2 日：10 月 27 日（日） 

－  分科会Ⅸ「 」 （会場１） 10：30～11：45

                    座 長：高木 聡一郎（東京大学）

 討論者：喜多 一（京都大学）

 ●英国における「データ経済」推進政策における次世代 ICT 人材育成の動向 

藍沢 志津（一般財団法人マルチメディア振興センター）

 ●サービス業種における 化がスキル別雇用に与える影響

陳 欣瑩（東京大学大学院）・田中 秀幸（東京大学）

 ●パーソナルデータエコシステムのインセンティブ設計と富の再配分に係る問題提起

加藤 綾子（文教大学）

－  分科会Ⅹ「企業組織」 （会場２） 10：30～11：45

                    座 長：小山 友介（芝浦工業大学）

 討論者：出口 弘（東京工業大学）

 ●近代日本企業における「職場の花」の成立について

若林 晃央（福島工業高等専門学校）

 ●地場産業再生戦略としての産地間システム形成

大西 正曹（関西大学）

【昼休み】 11：45～13：00 

事務局会議 11：45～13：00（会場 ４号館 2 階 会議室 2 当日の案内をご覧ください）

企画シンポジウム （会場１） 13：00～15：25 

「意思決定と社会・経済システム：エビデンスベースの意思決定とは何か」
（下記は概要。個別テーマについては調整中）

 ●問題提起と全体像――

出口 弘（東京工業大学）

 ●ポリシーメイキングの観点から――

松井 啓之（京都大学）

 ●公衆衛生の観点から――

齋藤 智也（保健医療科学院）

 コメンテーター：田中 秀幸（東京大学）

 司会：兼田 敏之（名古屋工業大学）

 

－  分科会 「社会科学の理論と実践」 （会場１） 15:35～16:50

                    座 長：鵜飼 孝造（同志社大学）

 討論者：高瀬 武典（関西大学）

 ●社会科学の概念枠組みと説明の論理 

出口 弘（東京工業大学）

 ●世界社会という観察者－社会学的システム理論の視座から

赤堀 三郎（東京女子大学）

 ●リスク問題についての民主的意思決定

徳安 彰（法政大学）



 

－  分科会Ⅹ 「社会問題」 （会場２） 15:35～16:50

                    座 長：在間 敬子（京都産業大学）

 討論者：小山 友介（芝浦工業大学）

 ●地域における協働による社会課題解決への一考察－孤立死の現状分析と社会的孤立

小川 寛子（京都産業大学大学院）

 ●終末期と死をめぐる意思決定とケアについての研究  ―ホームホスピスの経営人類学的研究―

八巻 惠子（就実大学）

 ●最低賃金の持続的引き上げのもたらす社会・経済的影響

奥田 栄（人間環境大学）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜社会・経済システム学会 第 38回大会実行委員会事務局＞ 

〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町  

国立大学法人名古屋工業大学 おもひ領域 

   兼田敏之研究室内 社会・経済システム学会大会実行委員会 

    e-mail: kaneda@@@nitech.ac.jp（@を 2 つ削除してください） 

       

 

社会・経済システム学会 事務局長：事前および当日の連絡先 

在間 敬子（京都産業大学 経営学部） 

e-mail: zaima@@@cc.kyoto-su.ac.jp（@を 2つ削除してください）

zaimasapon1708@@@gmail.com （当日の急な連絡はこちらへ。@を 2つ削除） 

  



 

会 場 案 内

会 場：名古屋工業大学 御器所キャンパス ４号館（受付・会場は 階）

＜最寄り駅からのアクセス＞ 

 

https://www.nitech.ac.jp/access/index.html 

JR 東海  中央本線 鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約 400ｍ） 

地下鉄  鶴舞線 鶴舞駅下車（4 番出口から東へ約 500ｍ） 

桜通線 吹上駅下車（5 番出口から西へ約 900ｍ） 

正門

４号館


