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日 時 2017 年 11 月 18 日（土）・19 日（日） 
会 場 芝浦工業大学豊洲キャンパス 
 

 

社会・経済システム学会 第 36 回大会実行委員会 
大会実行委員長 小山 友介（芝浦工業大学） 



 

第 1 日：11 月 18 日（土） 
 
1－A 分科会Ⅰ （会場 406 教室） 10：30～11：45 
「地域１」                 座 長：松井 啓之（京都大学） 

       討論者：在間 敬子（京都産業大学） 
 ●大規模災害時の自動車需要に関する研究 

澁谷 遊野（東京大学大学院） 
 ●公立劇場の活用のための専門性に関する一考察 

渡部 春佳（東京大学大学院・新宿自治創造研究所） 
 ●円レートの評価に見る日本人の分断と多様化――構造 VAR モデルによるその経済的背景の考察 

趙 壮（福岡大学大学院） 
 
1－B 分科会Ⅱ （会場 407 教室） 10：30～11：45 
「厚生・労働」                            座 長：出口  弘（東京工業大学） 
                               討論者：高尾 義明（首都大学東京） 
 ●人工関節インプラントの貸出ビジネスモデルが成立した経緯について 

糸永 順子（東京大学大学院） 
 ●医薬品の銘柄とパッケージ色の記憶――かぜ薬と鎮痛薬 

宇野 斉（法政大学） 
 ●日本の被雇用者における高齢期の就業の新たな形――アントレプレナーシップ論からのアプローチ 

芳賀 和恵（文京学院大学） 
 
 

【昼休み】 11：45～12：45  
  （理事会 11：45～12：45 408 教室） 

 
 
2 会長講演 （会場 406 教室）    13：00～14：00 
 
   講演者：出口  弘（東京工業大学／社会・経済システム学会会長） 
   座 長：徳安  彰（法政大学） 
 
 
3－A 分科会Ⅲ （会場 406 教室） 14：10～15：25 
「地域２」              座 長：砂川 和範 （中央大学） 
 討論者：赤堀 三郎（東京女子大学） 

 
 ●団地立地のコミュニティ生態学――地域社会の分断と共生 

髙瀬 武典（関西大学）・林 直保子（関西大学）・与謝野有紀（関西大学） 
 ●高齢化団地における世代間・階層間の分断と新たな親密圏生成の萌芽 

与謝野有紀（関西大学）・林 直保子（関西大学）・髙瀬 武典（関西大学） 
 ●食と農の豊かさが創出する地域コミュニティへの価値――CSA（Community Supported 

Agriculture）の求心力の解析 
村瀬 博昭（新潟薬科大学） 

 
 



 

3－B 分科会Ⅳ （会場 407 教室） 14：10～15：25 
「企業」                座 長：竹下 公視（関西大学） 
   討論者：出口 弘（東京工業大学） 
 ●ステイクホルダーとの関係から考えるコーポレートガバナンスの課題――不正事例分析を通じて 

古村 公久（京都産業大学） 
 ●サイバー・セキュリティ・インシデントの日本企業への影響の多様性に関する研究 

田中 秀幸（東京大学）・中野 邦彦（島根大学） 
 ●社会・経済システムをめぐる対抗的組織化観点について 

廣田 俊郎（関西大学） 
 
4－A 分科会Ⅴ （会場 406 教室） 15：35～16：50 
「ICT」        座 長：喜多 一（京都大学） 
 討論者：兼田 敏之（名古屋工業大学） 
 ●地域イノベーション・システムの多様性と日本の検証 

段 潤（島根大学） 
 ●総合計画から見る自治体のオープンデータ、ビッグデータ、AI に対する認識 

劉 兆媛（東京大学大学院） 
 ●なぜ「ポケモン GO」のプレイをやめる／続けるのか？――プレイ継続の計量分析 

小山 友介（芝浦工業大学）・七邊 信重（マルチメディア振興センター） 
・田中 絵麻（マルチメディア振興センター） 

 
4－B 分科会Ⅵ （会場 407 教室） 15：35～16：50 
「ネットワーク」     座 長：高木聡一郎（国際大学 GLOCOM）  
  討論者：後藤 玲子（茨城大学）    
 ●情報に対する意識の変化とメディア評価 

榊原 理恵（東京大学大学院） 
 ●21 世紀型スキルへの転換と ICT 人財育成政策推進の要件にかかる一考察 

田中 絵麻（マルチメディア振興センター）・藍澤 志津（マルチメディア振興センター） 
・遠山紗矢香（静岡大学）・実積 寿也（中央大学）・内山 洋祐（KDDI 財団） 

 ●産官学連携によるコンピューティング教育の導入と推進――多様性と分断の視点からみる東南アジ

ア各国の次世代産業社会観と人材像 
藍澤 志津（マルチメディア振興センター） 

 
 

総 会（会場 406 教室）16：55～18：00 
司 会 徳安 彰 

 
懇親会（会場 生協食堂（交流棟 2F 生協ラウンジ））18：00～20：00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

第 2 日：11 月 19 日（日） 
 
5－A 分科会Ⅶ （会場 406 教室） 10：30～12：10 
「経済理論」 座 長：榊 俊吾（東京工科大学） 
 討論者：小山 友介（芝浦工業大学） 
 ●総費用における固変分離に関する一考察 

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） 
 ●平均値の多様性――調和平均、幾何平均および数学的期待値 

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） 
 ●ローレンツ曲線上の接線に関する一考察 

平石 尚也（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） 
 ●ギッフェン財に関する一考察 

入江 雅仁（九州共立大学）・平石 尚也（福岡大学大学院）・藤本 浩明（福岡大学） 
 
5－B 分科会Ⅷ （会場 407 教室） 10：30～12：10 
「コンテンツ」                 座 長：八巻 惠子（就実大学） 
    討論者：李   皓（静岡大学） 
●自治体が運用する Facebook に関する実証研究――Facebook ユーザーを対象としたアンケート調査 

中野 邦彦（島根大学） 
●女性向けゲーム関連市場における消費者の行動特性 

中村 仁（日本経済大学） 
●同人二次創作と「黙示の承諾」の要因 

岡田 昌浩（広島大学） 
●結婚と恋愛――恋愛結婚とは何か 

若林 晃央（福島工業高等専門学校） 
 

【昼休み】 12：10～13：00 
 

 
 
6  企画セッション （会場 406 教室）   13：00～15：30 
    「社会・経済システムの中の多様性と分断」 
      座 長： 髙瀬 武典（関西大学）  
    報告者： 小山 友介（芝浦工業大学） 

砂川 和範（中央大学） 
八巻 惠子（就実大学） 

      討論者： 徳安  彰（法政大学） 
鵜飼 孝造（同志社大学） 

 

 

＜社会・経済システム学会 第 36 回大会実行委員会事務局＞ 

〒337-8570 さいたま市見沼区深作３０７  
      芝浦工業大学システム理工学部  小山 友介 研究室 

Tel：048-720-6216  Fax：048-687-5199 
e-mail: yuhsuke@shibaura-it.ac.jp 



 

会 場 案 内 

 
会 場：芝浦工業大学 豊洲キャンパス 教室棟（分科会），交流棟（懇親会） 

〒135-8548 東京都江東区豊洲 − −3 7 5 

 

 

＜最寄り駅からのアクセス＞ 

東京メトロ有楽町線「豊洲駅」1c または 3 番出口から徒歩 7 分 

ゆりかもめ「豊洲駅」から徒歩 9 分 

JR 京葉線「越中島駅」2 番出口から徒歩 15 分 

http://www.shibaura-it.ac.jp/access/toyosu.html 

 

 



 

＜会場案内＞ 

 
 週末につき、1 階の出入り口は教室棟と研究棟の間のエントランスのみとなります 

 受付：教室棟 4 階  

 会員控室：408 教室（理事会の間のみ閉室）  

 総会：406 教室 

 理事会：406 教室 

 懇親会(18 日夕)：交流棟 2 階ラウンジ 

 昼食を取れる飲食店は、アクセスマップ内の豊洲センタービル・豊洲フロント・豊洲フォレシ

ア・豊洲キュービックガーデンや大学近辺に多数ございますので、そちらをご利用ください 

 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、会員控室および教室棟4階の懇談スペースにあるテー

ブルをご利用ください 

 


