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確定版 
（2005 年 10 月訂正） 

第４０回数理社会学会大会プログラム 
            日時：２００５年９月１４日(水)～９月１５日(木) 

会場：同志社大学今出川キャンパス 

大会委員長  尾嶋史章（同志社大学） 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 
 

大会参加費は以下のとおりです． 

      参加費：        一般（会員）  2,500 円  学生・院生（会員）  2,000 円 

                 一般（非会員） 3,000 円  学生・院生（非会員） 2,500 円 

      懇親会費     一般          5,500 円   学生・院生          4,500 円 

 
なお，不明な点については下記へお問い合わせください． 

大会事務局：〒602-8580 京都市上京区今出川新町上ル  
同志社大学社会学部 尾嶋研究室 
Tel. 075-251-3445（直通） Fax. 075-251-3066（社会学部研究事務室） 
E-mail：fojima@mail.doshisha.ac.jp  

 
 
【９月１３日(火)】 
14：00 ～ 16：00 編集委員会  （今出川キャンパス ハリス理化学館会議室 同建物 1F） 

 16：30 ～ 19：00  理事会    （今出川キャンパス ハリス理化学館会議室 同建物 1F） 
 
 
 
【９月１４日(水)】 
 9：15  開場・受付開始 
 9：45  開会          大会委員長 尾嶋 史章（同志社大学） 
 
 
Ⅰ．午前の部 (9：50-12：30) 

 

【第１部会】 秩序生成のメカニズム（9:50-10：50） 寒梅館 2階 203 教室 

 司会：浜田 宏（関西学院大学） 

１．内輪付き合いのある２×２対称ゲーム－レプリケーターダイナミックスによる分析－ 

 
 河野 敬雄（広島修道大学） 20+10=30 分 

 
２．平和状態の生成と崩壊のメカニズム 
 ○ 中井  豊 （芝浦工業大学） 
 武藤 正義（東京工業大学） 20+10=30 分 

 

 

＊＊＊＊＊コーヒーブレイク＊＊＊＊＊ 



【第 2-1 部会】 フリーライダーのメカニズム（11：00-12：30） 寒梅館 2階 203 教室 

 司会：数土 直紀（学習院大学） 

１．大集団のなかの自覚的な「フリーライダー」 
－逐次手番「ｎ人チキンゲーム」によるゲーム理論的分析－ 

 鈴木 鉄忠（東京工業大学） 20+10=30 分 

 

２．フリーライダー問題と多人数ゲームの構造 

 ○ 武藤 正義（東京工業大学） 

 小林  盾 （成蹊大学） 20+10=30 分 

 

３．職場のモチベーションとフリーライダー－職場のフリーライダー調査（１）－ 

 小林 盾 （成蹊大学） 20+10=30 分 

 
 
【第 2-2 部会】 計量分析の方法と展開（11：00-12：30） 寒梅館 2階 201 教室 

 司会：太郎丸 博（大阪大学） 

１．ライフコースにおける出来事の順序パターン 
 渡辺 勉 （信州大学）    20+10=30 分 

 

２．Ordered Logit Model による移行的教育達成の分析 

 鹿又 伸夫（慶應義塾大学） 25+ 5=30 分 

   

３．標本調査の精度に関する考察－国政選挙の投票率を用いて－ 

 尾嶋 史章（同志社大学）    20+10=30 分 

 
 
＊＊＊＊＊ 12：30-14：00 昼食 ＊＊＊＊＊ 

 

Ⅱ．午後の部（13：30-16：30） 
 
【第 3-1 部会（ポスター）】萌芽的セッション（13:30-15:30） 寒梅館 2階 201 教室 

 
１．大学入学資格検定受検者の受検プロセス分析に関する試論 
 菅澤 貴之（九州大学） 
 
２．Web コミュニティにおける「自律的」階層性 
 中村 隆志（新潟大学） 
 結城 宏美（新潟大学） 
３．ヤクザの身体論のために 
 大山 智徳（広島中央郵便局） 
 



４．終末期がん患者と看護師間意志決定場面の分析－ゲーム理論の適用可能性を探る－ 
 ○ 松原 みゆき（広島大学） 
  梯 正之  （広島大学） 
 河野 敬雄 （広島修道大学） 
 

【第 3-2 部会】 協力のメカニズム（14：00-15：30） 寒梅館 2階 203 教室 

 司会：斎藤 友里子（法政大学） 

１．協力行動、心理メカニズム及び社会的環境の研究－ Orbell and Dawes (1991) の問題点－ 
 金澤 悠介（東北大学）     20+10=30 分 

 

２．自己組織的コレクティブ・チョイス理論とまちづくり協定による街並み保全 

 ○ 堂免 隆浩（東京工業大学）  

 坂野 達郎（東京工業大学） 20+10=30 分 

 

３．制度、社会的価値及び関係資本が信頼形成に与える影響の分析 

 坂野 達郎（東京工業大学） 
 ○ 大崎 裕子（東京工業大学） 20+10=30 分 

 

＊＊＊＊＊コーヒーブレイク＊＊＊＊＊ 

 

【第４部会】 会長講演（15：40-16：30） 寒梅館 2階 203 教室 

 
自己組織性とエージェント・ベースト・モデル 

 佐藤 嘉倫（東北大学）     
 
【総  会】  16：40-17：40        寒梅館 2階 203 教室 

 

【懇親会】  18：00-20：00 寒梅館７階 

  SECOND HOUSE will 
 

【９月１５日(木)】 
 
  9:30  開場 
 
Ⅲ．午前の部 (9：50-12：55) 
 

【第５部会】社会階層と社会移動（9：50-11：20） 寒梅館 2階 203 教室 

 司会：中井美樹（立命館大学） 

１．世代内所得移動の機会構造－SSM 調査をもちいた推計－ 

 吉田 崇（同志社大学） 20+10=30 分 

 



２．父不在・無職層の地位達成過程 
  三輪 哲（東京大学） 20+10=30 分 

 
３．人的資本形成とジェンダーの問題 

－経済成長および社会規範・慣習の変化に触媒作用を及ぼす機能としての教育－ 

 亀井 あかね（東北大学） 20+10=30 分 

＊＊＊＊＊コーヒーブレイク＊＊＊＊＊ 
 

【第６部会】ミクロとマクロの動態（11：25-12：55） 寒梅館 2階 203 教室 

 司会：土場 学（東京工業大学） 

１．広瀬モデルに基づくエージェントベースモデルの方法－環境配慮型経済行動の分析－ 

  在間 敬子（専修大学） 20+10=30 分 

 
２．エージェントベースアプローチによる人口動学シミュレーションのモデル化 

 ○ 小山 友介（東京工業大学） 

  山本 一徳（日本 IBM） 

  出口 弘 （東京工業大学） 20+10=30 分 

 
３．現代夫婦の低出生力は社会経済的条件では説明されない 

 池 周一郎（帝京大学） 20+10=30 分 

 
 13：00  閉会    大会委員長 尾嶋 史章（同志社大学）  寒梅館 2階 203 教室 

 
 

(備考) 
1. ○印は発表者（登壇者）を示します． 
2．報告者名の後に発表・討論時間を示しています．たとえば「20+10=30 分」は，発表 20 分，討論 10 分    
で合計 30 分であることを表します． 

3.「抜き刷り交換コーナー」を設けます．これまでに書かれた論文・報告書・マニュル等で配布できる
ものがあればお寄せください．印刷物だけでなく，自作のコンピュータ・ソフトウェアなどもどうぞ． 
事前にお送りいただいても結構です．「交換用抜き刷り」と表記して大会事務局（尾嶋研究室）宛に
お送り下さい． 


