
   

 

 

 

社会・経済システム学会 

第 34 回大会プログラム 
 
 

 
 
 

大会テーマ 

「コンフリクトから見る社会・経済システム」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時 2015 年 10 月 24 日（土）・25 日（日） 
会 場 法政大学 市ヶ谷キャンパス 
 

 

社会・経済システム学会 第 34 回大会実行委員会 
大会実行委員長 徳安 彰（法政大学） 



第 1 日：10 月 24 日（土） 
 
1－A 分科会Ⅰ （55 年館 571 教室） 10：30～11：45 

「意味・思想とコンフリクト」                 座 長：高瀬 武典（関西大学） 

         討論者：赤堀 三郎（東京女子大学） 

 

 ●意味と機能のコンフリクト論――内部モデルとその学習の視点から 

出口 弘（東京工業大学） 

 ●政治的イデオロギーと社会システムの正当化について 

渡邉 聡（静岡県立大学） 

 ●グローバリゼーションと自由主義の交差 

鵜飼 孝造（同志社大学） 

 
1－B 分科会Ⅱ （55 年館 572 教室） 10：30～11：45 

「経済システム１」                           座 長：小山 友介（芝浦工業大学） 

                               討論者：榊 俊吾（東京工科大学） 

 

 ●平均費用価格形成 vs 限界費用価格形成 

川原 裕史（福岡大学）・入江 雅仁（福岡大学）・藤本 浩明（福岡大学） 

 ●アパレル産業界の海外市場 vs 内需 

菅井 理子（福岡大学）・山崎 好裕（福岡大学）・藤本 浩明（福岡大学） 

 ●ACE モデルにおける会計指向モデル設計及び標準的モデル記述方法の提案 

高島 幸成（千葉工業大学）・荻林 成章（千葉工業大学） 

 

 

【昼休み】 11：45～12：45  

  （理事会 11：45～12：45  80 年館 7 階会議室（丸）） 

 

 
2 記念講演 （55 年館 571 教室）    13：00～14：00 

   「システム対抗とコンフリクト──２０世紀：対抗システムの追求とその失敗 
                   ２１世紀：成否の彼方の対抗 non システム──」 
 

   講演者：岩田 昌征（セルビア科学アカデミー） 
   座 長：徳安 彰（法政大学） 

 

 
3－A 分科会Ⅲ （55 年館 571 教室） 14：10～15：25 

「医療システム」                          座 長：奥田 栄（人間環境大学） 

 討論者：出口 弘（東京工業大学） 

 

 ●歯科医療の社会化におけるコンフリクト――近代歯科医療の歴史的考察 

小林富貴子（放送大学） 

  

 ●日本における病院制度の国家中心主義への収斂――診療報酬、医療技術、専門医養成との関連 

髙屋 雅彦（近畿大学） 



3－B 分科会Ⅳ （55 年館 572 教室） 14：10～15：25 

「産業とイノベーション」                 座 長：大澤 幸生（東京大学） 

    討論者：出口 竜也（和歌山大学） 

 

 ●web 技術によるクルマのリデザイン 

藤原 正弘（株式会社 KDDI 総研） 

 ●イノベーション・システムにおける知識流通と学習過程 

段 潤（東京大学） 

 ●社会的・技術的変化とコンフリクト 

中村 仁（日本経済大学） 

 
 
4－A 分科会Ⅴ （55 年館 571 教室） 15：35～17：05 

「社会的格差」         座 長：奈良由美子（放送大学） 

討論者：田中 秀幸（東京大学） 

 

 ●社会的に構成される世代と世代間葛藤の変化 

岡本 洋一（同志社大学） 

 ●日中高度成長期における地域所得格差 

サイエンナ（福岡大学） 

 ●経済格差の収斂の力 vs 拡大の力 

入江 雅仁（福岡大学）・馬場 晶悟（福岡大学）・任 輝（福岡大学）・藤本 浩明（福岡大学） 

 
4－B 分科会Ⅵ （55 年館 572 教室） 15：35～17：05 

「行政システムの諸問題」                 座 長：土肥 将敦（法政大学） 

    討論者：中村 仁（日本経済大学）  

   

 ●公立劇場の運営形態に関する考察 

渡部 春佳（東京大学） 

● 行政と非営利セクターのパートナーシップ及び契約関係の考察 

―全国の公設型 NPO センターの設置状況と運営実態の調査研究から 

荻野幸太郎（静岡県立大学） 

 ●申請主義の壁――知っていたら役立つのに、知らされていない情報は何か 

後藤 玲子（茨城大学） 

 ●酪農経営における固定化負債脱却過程のコンフリクト 

横溝 功（岡山大学）・小野地一樹（北海道農業協同組合中央会）・市居 幸喜（北海道酪農畜産協会） 

 
 

総 会（55 年館 571 教室）17：10～18：00 

                            司 会：金子 泰純（和歌山大学） 

 
懇親会（ボアソナードタワー25 階 B 会議室）18：00～20：00 

 

 
 
 



第 2 日：10 月 25 日（日） 
 

5－A 分科会Ⅶ （富士見坂校舎 F309 教室） 10：30～11：45 

「社会問題とコンフリクト」                         座 長：中山 慶子（静岡県立大学） 

討論者：廣田 俊郎（関西大学） 

 

 ●原発事故による長期・広域避難がもたらす地域の変化と住民への影響 

堅田 恵（同志社大学） 

 ●歴史認識のコンフリクトと学者の責任――環境問題を重点に 

末石冨太郎（元大阪大学） 

 ●東アジアの国際秩序（コンフリクト）と社会経済システム 

竹下 公視（関西大学） 

 
5－B 分科会Ⅷ （富士見坂校舎 F310 教室） 10：30～11：45 

「コンテンツ産業」                 座 長：砂川 和範（中央大学） 

    討論者：八巻 惠子（就実大学） 

 

 ●オタク尺度の構築 

五十嵐 輝（芝浦工業大学）・小山 友介（芝浦工業大学） 

 ●日本の家庭用ゲーム企業の生き残り方――「レベルファイブ」の資本蓄積過程と戦略の分析から 

七邊 信重（一般財団法人マルチメディア振興センター） 

 ●デジタルコンテンツ選択に関する消費者調査と因子分析による解析 

李 皓（静岡大学） 
 

【昼休み】 11：45～13：00  
 
6－A 分科会Ⅸ （富士見坂校舎 F309 教室） 13：00～14：15 

 「行政システムの諸制度」                         座 長：大室 悦賀（京都産業大学） 

  討論者：後藤 玲子（茨城大学） 

 

 ●マイナンバー法の成立と改正に見る論争的制度の導入方法 

本田 正美（島根大学） 

 ●PPP/PFI 事業が我が国の基幹統計に及ぼす影響及び同事業普及の課題に関する研究 

三輪 篤生（東京工業大学） 

 ●分散 PDS モデルの応用：個人を軸にした著作物管理・許諾システムに関する試論 

加藤 綾子（文教大学） 

 

6－B 分科会Ⅹ （富士見坂校舎 F310 教室） 13：00～14：15 

 「ICT と社会・経済システム」                        座 長：宇野 斉（法政大学） 

  討論者：李 皓（静岡大学） 

 

 ●ICT を活用した少額融資制度が発展途上国の構造的貧困に与える影響に関する考察 

山田 知熙（東京大学）・田中 秀幸（東京大学） 

 ●ICT 産業のイノベーション・ケイパビリティに関する研究 

                     田中 秀幸（東京大学）・高木聡一郎（東京大学） 

 ●地方自治体における Facebook を活用した情報発信戦略に関する研究 

中野 邦彦（東京大学） 



 

 
【休憩】14：15～14：30 

 

 

7  企画セッション （富士見坂校舎 F309 教室）   14：30～17：00 

    「コンフリクトの原理的討議」 
 
  座 長： 徳安 彰（法政大学） 
  報告者： 出口 弘（東京工業大学） 
  高瀬 武典（関西大学） 

 赤堀 三郎（東京女子大学） 

  討論者： 田中 秀幸（東京大学） 

    奈良由美子（放送大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜社会・経済システム学会 第 34 回大会実行委員会事務局＞ 

〒194-0298 東京都町田市相原町 4342  
      法政大学社会学部  徳安 彰 研究室 

 Tel 042-783-2395（直通）  
 Fax 042-783-2370（社会学部資料室） 
e-mail: atokuyas@hosei.ac.jp 



会 場 案 内 

 
会 場：法政大学 市ヶ谷キャンパス 55 年館(10 月 24 日)・富士見坂校舎(10 月 25 日) 

東京都千代田区富士見 2-17-1 〒102-8160 

 
＜最寄り駅からのアクセス＞ 

【JR 線】 総武線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10 分  

【地下鉄線】 都営新宿線：市ヶ谷駅下車徒歩 10 分  

【地下鉄線】 東京メトロ有楽町線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10 分  

【地下鉄線】 東京メトロ東西線：飯田橋駅下車徒歩 10 分  

【地下鉄線】 東京メトロ南北線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10 分  

【地下鉄線】 都営大江戸線：飯田橋駅下車徒歩 10 分 

 

＜会場案内＞ 

 市ヶ谷キャンパス富士見校地は、現在、建替工事のため、キャンパス内の通行が非常にわかり

にくくなっています。また授業等の関係で、会場が 1 日ずつ異なります。ご迷惑をおかけしま

すが、次ベージ以下の案内図（または下記 URL）をご参照の上、当日の会場へお越し下さい。 

http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/campus/ichigaya/index.html 

 

 

 



 受付：10 月 24 日(土) 55 年館 7 階、10 月 25 日(日) 富士見坂校舎 3 階 

 会員控室：10 月 24 日(土) 55 年館 573 教室、10 月 25 日(日)富士見坂校舎 F311 教室 

 総会：55 年館 571 教室 

 理事会：80 年館 7 階会議室（丸） 

 懇親会(24 日夕)：ボアソナード・タワー25 階の B 会議室 

 昼食を取れる飲食店は、大学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。 

 

 

 

 

 

【55 年館】 

（市ヶ谷駅から）ボアソナード・タワー門から直接 

（飯田橋駅から）外堀校舎門から校舎 2 階に上がり、校舎・中庭・58 年館を通り抜ける 

【富士見坂校舎】 

（飯田橋駅から）富士見坂校舎門から直接 

（市ヶ谷駅・飯田橋駅から）外堀校舎門から校舎 4 階に上がり、連絡通路を通る 

（市ヶ谷駅から）ボアソナード・タワー門から 55 年館・58 年館、中庭、連絡階段を通り抜ける 

 

10月24日会場

55 年館 

10月25日会場 

富士見坂校舎 

懇親会会場 

ボアソナードタワー 

理事会会場

80 年館 



10 月 24 日（土）55 年館フロア図 

 １F（エレベーターで 7 階へ） 

 
 
 ７F 

 

 

10 月 25 日（日）富士見坂校舎フロア図 

 1F（エレベーターまたは階段で 3 階へ） 

 

 3F 

 

 

 

富士見坂校舎門

（逓信病院・朝鮮

総連側） 

分科会 

会 場 

会員控室 

会員控室

分科会 

会 場 

ボアソナードタワー門

（三輪田学園側） 

受付 

受付 


