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第 1 日：10 月 27 日（土） 

 
1－A 分科会Ⅰ「経済システム１」（会場 佐鳴会館会議室） 10：30～11：45 

                 座 長：榊 俊吾（東京工科大学） 

       討論者：阪本 将英（専修大学） 

 ●累進課税制度とローレンツ曲線上の接線の傾きに関する一考察 

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） 

 ●経済複雑性指標に関する研究動向レビュー 

渡部 一郎（東京大学大学院）・高木聡一郎（国際大学 GLOCOM） 

 
1－B 分科会Ⅱ「ソーシャル・イノベーション」（会場 佐鳴会館ホール） 10：30～11：45 

                             座 長：宇野 斉（法政大学） 

                               討論者：徳丸 宜穂（名古屋工業大学） 

 ●工業化社会を引きずった現システムとエコシステム化との齟齬――わが国地域社会の課題と未来 

内田 聡（茨城大学） 

 ●ソーシャル・イノベーションとガバナンス・ネットワーク――理論と実践 

今井 良広（兵庫県庁） 

 ●社会的実践の新結合とアクター・ネットワーク再構築に基づくソーシャル・イノベーション 

廣田 俊郎（関西大学） 

 

【昼休み】 11：45～12：45  

 

 
2－A 分科会Ⅲ「社会・経済の将来像」（会場 佐鳴会館会議室） 12：45～14：00 

        座 長：竹下 公視（関西大学） 

       討論者：高木聡一郎（国際大学GLOCOM） 

 ●自由経済システムの問題点への対処と将来の方向――ICT 革命の下で 

西岡 健夫（追手門学院大学） 

 ●大規模社会調査に基づく市民モデルの設計――「社会階層と社会移動」全国調査を事例に 

李 皓（静岡大学） 

 ●データエコノミー ―― 個人を軸にした社会・経済システムへの移行 

加藤 綾子（文教大学） 

 
2－B 分科会Ⅳ「企業・産業」（会場 佐鳴会館ホール） 12：45～14：00 

       座 長：兼田 敏之（名古屋工業大学） 

  討論者：土肥 将敦（法政大学） 

 ●産業集積特別演習から得られた地域フィールドワークの知見について 

糸永 順子（東京大学大学院）・田中 秀幸（東京大学）・中村 仁（日本経済大学） 

・小山 友介（芝浦工業大学）・出口 弘（東京工業大学） 

 ●中国食品企業における食の安全性を確保するシステム――輸出企業を対象に 

王 偉安（岡山大学大学院）・駄田井 久（岡山大学） 

・東口阿希子（岡山大学）・横溝 功（岡山大学） 

 ●中小企業の経営課題と環境経営のタイプ分析と外部支援の有効性 

在間 敬子（京都産業大学） 

 



 

3－A 分科会Ⅴ「社会システム原論」（会場 佐鳴会館会議室） 14:10～15:25 

                            座 長：赤堀 三郎（東京女子大学） 

 討論者：徳安  彰（法政大学） 

 ●社会システムにおける主体・構造・構築 

出口 弘（東京工業大学） 

 ●産業革命から遊び革命へ 

鵜飼 孝造（同志社大学） 

 ●社会システム論の論理的基礎――Hannan, Pólos, and Carroll(2007)の含意 

高瀬 武典（関西大学） 

 
3－B 分科会Ⅵ「経済システム２」（会場 佐鳴会館ホール） 14:10～15:25 

                             座 長：在間 敬子（京都産業大学） 

         討論者：若林 晃央（福島工業高等専門学校） 

 ●ダニエル・ベルヌーイの海難事故と保険料に関するベイズリスク最小解について 

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） 

 ●セキュリティインシデントの内容分析と株価変動に関する研究 

田中 秀幸（東京大学）・中野 邦彦（東京大学） 

 
 
4－A 分科会Ⅶ「観光・ツーリズム」（会場 佐鳴会館会議室） 15:35～16:50 

                            座 長：出口 竜也（和歌山大学） 

 討論者：八巻 惠子（就実大学） 

 ●観光のメディア化――サービス・イノベーションによる変化に関する考察 

中村 仁（日本経済大学） 

 ●コンテンツ・ツーリズムと著作権システムの相互影響 

岡田 昌浩（広島大学） 

 ●観光における消費者需要予測に関する研究 

小森賢一郎（東京工業大学大学院） 

 
4－B 分科会Ⅷ「能力開発」（会場 佐鳴会館ホール） 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） 

●技術革新その他の社会的要因による高齢者の新しい働き方――環境との相互作用による状況認識と

行動の考察 

芳賀 和恵（文京学院大学） 

●自己学習を通じた人的資本の形成に関する分析 

奥村 隆一（東京工業大学大学院） 

●社会・経済のグローバル化における英語教育――英作文評価手法の提案 

吉澤（渡邉）小百合（星薬科大学） 

 
総会（会場 佐鳴会館会議室）16:55～18:00 

懇親会（会場 生協北会館）18:00～20:00 

 
 
 
 



 

第 2 日：10 月 28 日（日） 
 

5－A 分科会Ⅸ「情報・コンテンツ」（会場 佐鳴会館会議室） 10：30～11：45 

                            座 長：砂川 和範（中央大学） 

 討論者：岡田 昌浩（広島大学） 

 ●Social and Digital Aspects of Internet Networks and Developments within Cosplay Communities 

Edmund W. Hoff［エドマンド・ホフ］（青山学院大学） 

 ●日本のビデオゲームコンテンツの物語構造の変遷と特徴 

若林 晃央（福島工業高等専門学校） 

 ●情報に対する意識とメディア接触行動の変化 

榊原 理恵（東京大学大学院）・田中 秀幸（東京大学） 

 
5－B 分科会Ⅹ「地域・都市」（会場 佐鳴会館ホール） 10：30～11：45 

                            座 長：横溝 功（岡山大学） 

 討論者：大室 悦賀（長野県立大学） 

 ●全国幸福度ランキング No.1「浜松市」の子育て環境に関するテキストマイニング 

遊橋 裕泰（静岡大学）・李 皓（静岡大学） 

 ●団地における相互扶助システムの創生と幸福感の変化 

与謝野有紀（関西大学）・林 直保子（関西大学）・高瀬 武典（関西大学） 

 ●北九州マラソンの経済波及効果に関する一考察 

入江 雅仁（九州共立大学） 

 

【昼休み】 11：45～13：00  

 

6  企画セッション （会場 佐鳴会館会議室） 13：00～15：30  

   「21 世紀の産業革命（IoT、ビッグデータ、人工知能など）が社会・経済に与える影響」 
 

 ●技術革新――シンギュラリティの可能性 

狩野 芳伸（静岡大学） 

 ●社会保障――ベーシック・インカムの可能性 

徳丸 宜穂（名古屋工業大学） 

 ●政治自由――デジタル独裁の可能性 

出口 弘（東京工業大学） 

 

 

 

 

＜社会・経済システム学会 第 37 回大会実行委員会事務局＞ 

〒431-8011 浜松市中区城北 3-5-1 静岡大学浜松キャンパス 

      情報学部行動情報学科  李 皓 研究室内 

e-mail: lee@inf.shizuoka.ac.jp 



 

会 場 案 内 

 
会 場：静岡大学 浜松キャンパス 佐鳴会館 

〒431-8011 浜松市中区城北 3-5-1 

 

 
 

＜最寄り駅からのアクセス＞ 

浜松駅北口バスターミナルの 15 番・16 番乗り場のバスはすべて静岡大学に停車します。系統番号で

は 40 番台になります。早朝深夜以外は 5 分に 1 本以上運行されています。所要時間約 20 分。 

https://www.shizuoka.ac.jp/access/ 

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/access/index.html 
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