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I 
 

 第 48 回インゼミの開催に寄せて 

 

インゼミの開催を心からお喜び申し上げます．インゼミは，1971 年に始ま

り現在まで続く甲南大学経済学会の最大のイベントです．毎年，各ゼミのチー

ムが自発的に取り組んだ研究成果を発表して，その内容について質疑応答が活

発に行われます．今回も多数のゼミが興味深いテーマで参加しますから，議論

が大いに盛り上がるはずです． 

私は終了後，参加したゼミ生に，「インゼミを通して学んだこと」という

題でエッセイを書いてもらいます．以下に，二人の文章を引用します． 

 

「私は本当にインゼミにかけていました．これほど熱くなったのは初めて

です．チームのリーダーとして，常に朝 9 時には学校に来て，夜 9 時まで作

業．中間発表の前には，夜 7 時から朝 5 時まで準備したこともあります．最

初はただの負けず嫌いで勝ちたいと感じていましたが，だんだんと『自分の

使命はみんなの努力を優勝に結びつけることだ』という気持ちに変わりまし

た．順位の発表で敗北が分かったとき，食堂の隅っこで一人，号泣です．け

れども，チームのメンバーが互いにがんばりを認める姿を見てホッとしまし

た．『結果を残せなくても努力した時間は無駄ではなかった』と．」 

 

「インゼミの研究では，私は“むずかしさ”とともに，“たのしさ”も味わ

うことができました．私たちは教育格差について発表しました．結論の部分

でとても苦戦しました．しかし，解決策を考えて答えを探し出す“たのし

さ”も感じていました．テーマに薄っぺらなものではなく，困難なものを選

んでよかったと思います．大きな壁を乗り越えようとして，その過程で，自

分の知らなかったことをたくさん学ぶことができたからです．」 

 

研究段階で真剣に取り組んだ人ほど，収穫も大きいと思います．みなさん

はこの機会をどうたのしんで，何を得るのでしょうか．私は教員として，「よ

く見て，よく考えて，話し合う」ことの大切さを知ってほしいと願います． 

最後になりましたが，経済学会のスタッフおよび関係者の方々のご尽力に

心から感謝を申し上げます．  

 

甲南大学経済学部長 

上島 康弘 



II 

 

経済学部インナーゼミナール大会とは 

 

 経済学部インナーゼミナール大会（通称インゼミ）とは経済学部の自治

を行う組織である「甲南大学経済学会」が主催する行事です。経済学部生

はゼミナールで経済学について様々な視点から学んできました。インゼミ

は学生がゼミナールで得た成果を多くの人々の前で発表することを目的

に毎年開催し、この行事も今年で 48 回目を迎えました。各ゼミ、各チー

ムが本日の発表のため、一生懸命に準備、練習をしてきました。ぜひその

努力の成果をご覧いただければと思います。 

また、各チーム発表後に「質疑応答」の時間を設けております。発表の

中で疑問に思ったことは積極的に質問して頂ければ幸いです。 

 

 発表の際にはこのパンフレットを是非お手元に置いてご覧下さい。この

パンフレットには各チームの研究計画内容が記載されています。見開きで

左ページには各チーム趣向を凝らした発表を見に来てもらうための広告

が、右ページには発表者自身が計画的に研究を進めるように予め考えた研

究計画書が掲載されています。発表では、研究が計画通りに行えたかどう

かを考えながらご覧頂くのも一つの楽しみ方かもしれません。 

 

 私たち経済学会のスタッフも本日のために昨年度から準備を進めてき

ました。大会当日に限らず半年以上に渡り、発表者、見学者、先生方、そ

の他多くの協力のもとにこのインゼミは成立しています。参加した人々が

協力し合い、この大会を楽しみ、また記憶に残るものになるのならば、大

変嬉しく思います。 

 

2018 年 12 月吉日 

甲南大学経済学会 

評 議 員 一 同 



III 
 

当日のプログラム 

時間  

9：10 開会式（131 教室） 

9：50 

～ 

11：40 

午前セッション 

121・122・131・132・221・224 教室 

 昼休み 

12：50 

～ 

15：30 

午後セッション 

121・122・131・132・221・224 教室 

17：00 
レセプション 

※教員及び経済学部生のみ 

 

1 号館 3 階 ラウンジを来場者休憩室としてご用意しております。 

 

 

 



IV 
 

注意事項 

発表者の皆様へ 

 発表時に使用される機材などの不具合に対しては、甲南大学

経済学会では一切の責任を負いません。各自の責任で円滑な

進行が出来るように努めて下さい。 

 発表の準備はセッション開始前に行ってください。セッショ

ン中は準備できません。開始が遅れても終了時間を延ばすこ

とは致しません。 

 各自発表以外の時間は他のチームを観覧するように心掛けて

下さい。 

 

ご観覧の皆様へ 

 発表時間中の飲食・私語は厳禁です。 

 発表の妨げとなりますので、携帯電話・スマートフォンの電

源はお切り下さい。 

 当日は休憩室を1号館3階ラウンジに用意しておりますので、

どうぞご利用下さい。 

 発表が終了した後の質疑応答にはぜひ積極的にご参加下さい。 

 会場に受付を設置しております。ご不明な点などがございま

したらお越し下さい。 



V 

 

インゼミグランプリについて 

 

 インナーゼミナール大会では、「インゼミグランプリ」を行なっていま

す。これは、学生がお互いの研究発表を聞き、評価しあうものです。採点

者の学生は 4年次生を中心に、インナーゼミナール大会で研究発表を行な

わない者が務めます。 

 

 評価は次のページに記載されている「第 48 回インナーゼミナール大会

グランプリ評価シート」に従って行なわれます。 

採点項目は、① 研究計画書 ② 発表方法 ③ 発表内容 の 3 項目から

構成されており、③発表内容 の比重が最も大きくなっております。 

（評価シート見本を掲載していますので参考にご覧下さい） 

  

各教室には 5 名以上の採点者がおり、1 つのセッションで行われる発表

は全て同じ採点者によって採点が行われます。採点者が評価した点数を合

計し、セッションごとにグランプリチームを決定し、表彰します。 

グランプリのチームは大会終了後に開催されるインゼミレセプション

によって表彰させて頂きます。 

 

 採点の評価の中には「質疑応答」が含まれます。みなさんの質問が評価

を大きく左右するするかもしれません。発表の中でできた疑問はぜひ質疑

応答の時間で解決してください。 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

第 48 回インナーゼミナール大会グランプリ 評価シート 

採点者所属：     ゼミ 採点者氏名：  

発 表 教 室：     教室 セッション：  午前 ・ 午後 

発 表 ゼ ミ：     ゼミ 発表チーム： 

 
 

採点は「研究計画書」「発表方法」「発表内容」のそれぞれの項目について評価して下さい。 

また、下部にある＜良かった点＞、＜改善すべき点＞もお書き下さい。 

「研究計画書」について 点 数 

１．テーマについて明確に書かれているか？ /２ 

２．発表の概要（全体の構成など）が理解できるようなものか？ /２ 

３．論理的に明確な文章で書かれているか？  （文書の分かりやすさ） /２ 

４．論理的に構成された文章になっているか？    （文書の構成力） /２ 

５．内容を明確に示すようなタイトルであるか？ /２ 

 

発表方法について 点 数 

１．聴衆が聞きとりやすい話し方であったか？ /２ 

２．十分な準備（リハーサルなど）がなされたことがうかがえたか？ /２ 

３．聴衆とアイコンタクトができていたか？ /２ 

４．図表・データやフォント・配色など、見せ方に工夫がなされていたか？ /２ 

５．時間配分が計画的になされていたか？ /２ 

 

発表内容について 点 数 

１．テーマが明確であり、専門的な分析がなされていたか？  /６ 

２．主張とその根拠との間に論理的な整合性があったか？ /６ 

３．内容に独創性があり、印象に残るものであったか？ /６ 

４．全体を通して、研究内容にまとまりと一貫性があったか？ /６ 

５．質疑応答では、適切な対応がなされていたか？ /６ 

 

＜良かった点＞ 

  

  

  

  

 

＜改善すべき点＞ 

  

  

  

  

合 計(50 点満点) 

50 

小計(10 点) 

10

小計(10 点) 

10

小計(30 点) 

30



チーム名 発表タイトル ページ

タイムスケジュール 1

森ゼミⅡ 森医院 遠隔医療 2

高ゼミⅡ 東京グーグル
グーグルはなぜ、モバイルファーストからAI ファーストに切り替
えたのか。

4

青木ゼミⅡＩＴＭＳ バーチャル・ウォーターの国際経済学 6

小山ゼミⅡWe are farm. AI が普及することによる雇用の変化 8

林ゼミⅢ たこわさとパクチー 動画産業のこれから 10

タイムスケジュール 13

足立ゼミⅡあだっcheese 女性が育児と労働を両立するには？ 14

小山ゼミⅡチームコヤーマン パチンコってほんとに悪いもの？？？ 16

村澤ゼミⅢWork naseeker 大学生は就活に対してどのような姿勢で取り組むべき？（仮） 18

市野ゼミⅡ残業は嫌だ. 労働法の認知度が残業時間を変える 20

上島ゼミⅡ女子茸 働く女性のための両立支援 22

タイムスケジュール 25

青木ゼミⅡだんごむし 漫画を読むのは無料の時代？ 26

柘植ゼミⅡつげぜみ弐 Android VS iPhone 28

合同ゼミ チームサイバー 現金がなくなる？！～これからの日本の決済～ 30

高ゼミⅡ ブロック経済 AI を活用した日本の渋滞対策 32

森ゼミⅡ ドリームフューチャー 夢のリニアモーターカー 34

足立ゼミⅡInsisted Heart 医療政策について 36

第48回インナーゼミナール⼤会 ⽬次

＜121教室＞

ゼミ名

＜122教室＞

＜131教室＞

午
前

午
後

午
前

午
後

午
後

午
後



タイムスケジュール 39

市野ゼミⅡLOVE ２班 LOVE STYLE 40

上島ゼミⅢチーム寺ちゃん ブラック部活動 42

筒井ゼミⅡDIO ブランド品には本当に価値があるのか? 44

森本ゼミⅡヘドニック裕 ヘドニック法による賃貸住宅市場の分析 46

中川ゼミⅡ中川ゼミ教育班 大学進学要因の実証分析～大学進学率向上を目指して～ 48

タイムスケジュール 51

森本ゼミⅡよつき アジア都市間競争 52

中川ゼミⅡ中川ゼミ環境班チーム 産業廃棄物の不法投棄防止～不法投棄のない社会を目指して～ 54

岡田ゼミⅡチャイナタウン KOBE 南京町 56

稲田ゼミⅡ叙々苑かかってます.よろしくお願いします 関西から「KANSAI」へ 58

石川ゼミⅡチャリで来た 七六億七六色 60

タイムスケジュール 63

岡田ゼミⅡチーム牛 神戸ビーフによる神戸インバウンド集客 64

稲田ゼミⅡ世界の稲田 関西経済とインバウンドについて 66

柘植ゼミⅡ柘植ゼミⅠ どうすれば加古川の観光を活性化させられるか？ 68

奥田ゼミⅡ単体. 「西部邁の経済学への批判」 70

春日ゼミⅡ物流観察課 物流産業が抱える問題点と改善策について 72

第48回インナーゼミナール⼤会 ⽬次

午
後

午
前

午
後

＜132教室＞

＜224教室＞

午
前

午
後

＜221教室＞

午
前



 



121 教室 タイムスケジュール 

9：10 開会式（131 教室） 

  

9：50 

 
 
 
 

11：20 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

 

森ゼミⅡ 森医院 

 

10 分休憩 

 

高ゼミⅡ 東京グーグル 

 

 

11：30 講評 10 分 【講評者】森先生 高先生   

昼休み 

12：50 

 
 
 
 
 

15：10 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

 

青木ゼミⅡ ITMS 

 

10 分休憩 

小山ゼミⅡ We are farm. 

 

10 分休憩 

林ゼミⅢ たこわさとパクチー 

 

15：20 講評 10 分 【講評者】青木先生 小山先生 林先生 

17：00 インゼミレセプション（食堂） 

 

 

 

 





第 48回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 森ゼミⅡ チーム名 森医院 

タイトル 遠隔医療 

テーマ群 e）産業・企業 

メンバー 羽田 肇、田尾 侑大、稲葉 圭一郎、勝浦 直士、池元 友哉 

高村 陽太、清水 一哉、佐伯 隆将、徳山 雅也 

研究計画内容 今回私たちのチームは、遠隔診療と対面診療の支払意思額を比較し、消

費者が医療に安全・安心感を求めるのか、便利さや先進性を求めるのか、

まだ広く普及していない遠隔診療の仮想的評価を CVM というアンケート

実験を通じて調べる。今回私たちのチームでは、対面診療の支払意思額と

比較する形で、まだ広く普及していない遠隔診療に対する支払意思額を割

り出すことで、2 つのサービスを比較分析し、消費者が医療に安全・安心

感を求めるのか、便利さや先進性を求めるのか調べる。さらに、年齢や性

別で時間とお金の価値は違うと考えるため、この違いを調べることで、そ

れぞれの医療の需要を知ることができると考える。 

今回、遠隔医療に注目した点について 2 つ挙げる。1 つ目は電子カルテ

の台頭と今後発展するであろう遠隔医療に人々がどのような関心を抱いて

いるか興味が湧いたためである。2015 年 8 月に出された厚生労働省の通

達により、近年初めて企業などで遠隔医療サービスを提供する動きが起

こっている。このように日本でも巷に広がりつつある遠隔診療に興味がわ

いたため考察しようと考えた。2 つ目の理由として、インターネットを駆

使した新しい医療技術ロボット、ダヴィンチに興味がわいたためである。

ダヴィンチとは遠隔操作で手術を行うロボットである。ダヴィンチを使用

することによって、医師は手術台に立たず、遠隔地からインターネットを

通じて手術を行うことができる。開腹手術と比べ、小さい傷で済み出血が

抑えられる。また開腹手術と比べ入院日数が 1週間以上短縮されるのであ

る。 

今回は遠隔診療を CVM 方式で明らかにするにあたり行動経済学のアン

カリング効果を使って明らかにしていく。今回のアンケートでは、学生 250

人、社会人 50人に協力してもらい調査し考察を述べていく。 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 
 

ゼミ名 高ゼミⅡ チーム名 東京グーグル 

タイトル グーグルはなぜ、モバイルファーストから AI ファーストに切り替えたのか。 

テーマ群 d)国際経済、e)産業・企業 

メンバー 宮脇寛太・栗山大輝・寺尾亮太・大前沙紀・島野悠里・隅萌夏・竹田光 

田崎緑葉・徳岡世奈・山本幸奈 

研究計画内容 グーグルの使命は「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスし使

えるようにすること」である。この使命は、1998 年にグーグルが生まれて

以降、1 つも変わっていない。また、2016 年 4 月に現 CEO スンダー・ピ

チャイは「モバイルファースト」から「AI ファースト」への戦略の転換を表

明した。これは、冒頭で示したグーグルの使命を実現するための新しい手段

と考えられる。今までモバイルファーストの戦略を立て、Android の開発な

どで世界をリードしてきたグーグルが、なぜここにきて戦略を転換したの

か。そのグーグルの真意を探求したい。 

そこで、「グーグルは、なぜモバイルファーストから AI ファーストに切り

替えたのか」という研究計画を設定する。この研究計画に対して「グーグル

は、モバイルプラットフォームである Android などを中心に、世界中から膨

大な量の情報『ビックデータ』を収集してきた。この『ビックデータ』を AI

の開発に活用し、いくつかの新たな AI 主体の『プラットフォーム』の構築

を行っている。 終的に、その個々の『プラットフォーム』を組み合わせ、

一塊の巨大なネットワークの完成を目指している。」という仮説を設ける。

グーグルは Android をオープンソース化し、独自の「プラットフォーム」を

作りあげた。AI を活用する自動運転分野でも同様にオープンソース化し、

プラットフォームの構築を目指していると私たちは考える。その根拠は、

グーグルが設立した子会社「ウェイモ」が「自動運転技術企業」であり、自

動車本体を作るのではなく、自動運転の基本となる OS を開発しているから

である。また、スマートフォンの位置情報やグーグルマップで収集した「ビッ

クデータ」を活用そして整理し、詳細な 3D マップを作製することで、AI を

補助する仕組みを作っている。 

今後、プラットフォーム戦略を初めとするグーグルの経営戦略を掘り下げ

ることで、自動運転を開発する真意を追求したい。また、AI を使う他分野で

も同じように「プラットフォーム」を構築しようとしているのかを調べるこ

とで、仮説の実証を行っていく。 



 

⻘⽊ゼミ 

I T M S 
 
メンバー 
・福⽥耕平 
・東原侑⽣ 
・⻑⾕川晃希 
・渡部裕⿇ 
・奥川優 
・塩津智弘 
・柴⽥隼輝 

バーチャル・ウォーターの 
国際経済学



第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 青木ゼミⅡ チーム名 ITMS 

タイトル バーチャル・ウォーターの国際経済学 

テーマ群 a)理論・情報  d)国際経済 

メンバー 福田耕平 渡部佑麻 長谷川晃希 東原侑生 柴田隼輝 塩津智弘  

奥川 優 

研究計画内容 この研究テーマでは、「世界の水資源の過不足」を経済学の視点から捉え

なおし、世界の水不足問題と仮想水の役割、そして仮想水で解決できるこ

ととできないことを調査・分析し、あわせて日本の役割について考えます。 

具体的には、「気候変動と水資源のグローバル不均衡」、「日本の水資源と仮

想水」、「仮想水の国際取引の実像」などを考察する予定です。 

気候変動（地球温暖化）の核心的問題が、気候変動によるグローバル・

レベルでの水の不均衡を深刻化させることにあることを明らかにし、FAO

（国連食糧農業機関）のレポートなどを参考に、水需給のグローバル・マッ

プ（水不足が深刻な地域、過剰が深刻化している地域の世界地図）を作成

し、気候変動の影響を「水の過不足と飢餓」という視点から調査します。

日本は水資源が比較的豊富とされてきたが意外にも世界有数の水輸入国で

す。日本には河川も山も多く四季があり降水量も他国に比べて多いという

一般のイメージとは異なり、なぜ日本が世界有数の水輸入国になってし

まっているのか、また日本の実態はどうなっているのかを調査します。世

界的な人口増加や地球温暖化の進行に伴って世界の水不足が叫ばれている

今、原油や鉱物資源などと異なり、枯渇する資源ではない水資源が隠れた

水の国際貿易として時間的・空間的過不足をならす働きを持つ仮想水

（Virtual Water）。その仮想水が水資源を使って生産された食料品等の貿

易として働いている実態を調査します。地域・時間的な偏在性が強く、水

の重量当たりの価格が安く、直接輸送・貿易の対象なりにくいという性質

を持つ水が仮想水として国際取引されている実像について調べます。これ

らを踏まえて、仮想水（Virtual Water）が世界の水不足問題においてどの

ような役割を果たしているのか、経済学の視点からまとめる予定です。 

 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 
 

ゼミ名 小山ゼミⅡ チーム名 We are farm. 

タイトル AI が普及することによる雇用の変化 

テーマ群 a)理論・情報 e)産業・企業 

メンバー 糸山玲央 細見光希 田中文也 野田涼介 山脇康貴 

研究計画内容  

[研究背景] 

 近年、「AI(Artificial Intelligence)」という単語をよく耳にする社会に

なってきました。AI に関する著書や AI を特集したテレビ番組など、AI

の知識を共有するコンテンツも増えてきています。もはや AI 知らずには

生きていけない社会であると言っても過言ではありません。このように、

AI が欠かせなくなった社会に不安をもったことはないだろうか。AI に仕

事を奪われるのではないか？本当に AI にさまざまなことを任せてもいい

のか？ 

そこで、AI の成長が私たちの将来にどう影響するのか、その影響とは

好影響なのか悪影響なのか、その影響に対して私たちはどのように対応し

ていけば良いのかと思いこのテーマについて研究することを決めました。 

 

[研究内容] 

 私たちは AI の働きによって今ある仕事の種類や働き口がどのように変

化するかについて重きを置いて研究しました。「今、自分が希望している

仕事はなくなるのではないか」「どのように就職活動をすればいいか分か

らない」と不安に感じる人も多いと思います。 

そもそも AI とは何なのかというのを説明、いつから発達したのか歴史と

ともに振り返り市場規模はどれくらいなのか、現在使われている仕事や商

品の事例など AI の内容、特徴について説明しそこで AI が今後どのよう

に発展しどういった職業が奪われていくのかその職業の共通性は？など

AI の基礎から深いところまで調べて、今半分以上の仕事がなくなると言

われていますが本当に半分なのかそれ以上それ以下なのではないだろう

か。私たちなりの研究結果でその職の増減に関する結果を説明します。 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 林ゼミⅢ チーム名 たこわさとパクチー 

タイトル 動画産業のこれから 

テーマ群 e) 産業・企業 

メンバー 伊藤慎悟・柏手智尋・相良はづき・渋谷和樹・田中佑弥・東田麻愛・福原鈴

陸・松本夏実・柳瀬玲音 

研究計画内容 近年、動画産業が広がりを見せている。これまではテレビでしか配信でき

なかった動画情報が、スマートフォンなどの登場といった IT の発達によっ

て個人レベルから配信できるようになった。また、このスマートフォンの普

及によって動画コンテンツへのアクセスが容易になった。 

例えば、YouTube をはじめとするプラットフォームの登場により、個人が

撮影した動画が世界で共有できるようになった。自分で自分の動画を撮り、

自らを演出するいわゆる”YouTuber”も登場し、一定の人気を得ている。ま

た、既存メディアであるテレビも、番組の同時配信や、過去に放送された番

組の配信といったインターネットの活用をするようになった。 

我々は、このような動画産業の広がりを見て、本産業の現状並びに未来に

ついての研究を行おうと考えた。 

 本研究ではまず、テレビを中心としたこれまでの動画産業についておおま

かに振り返る。 

次に、インターネットの普及によって新たに登場したインターネット動画

配信サービスといった現在の動画産業について調査、研究する。各サービス

の産業規模や、ユーザー規模といった具体的データから、既存のメディアと

の対比を行う。また、実際に動画配信者として活動している当ゼミ学生の協

力を仰ぎつつ、調査を進める。これにより、現在の動画産業に起こっている

変化を俯瞰的に観察する。 

 最後に、これらの研究を踏まえ、最終的にテレビとインターネット動画配

信サービスを軸とした動画産業のこれからの展望について、当ゼミとしての

予測・提言を行う。 

 



 



122 教室 タイムスケジュール 

9：10 開会式（131 教室） 

  

9：50 

 
 
 
 

11：20 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

 

足立ゼミⅡ あだっ cheese 

 

10 分休憩 

 

小山ゼミⅡ チームコヤ―マン 

 

11：30 講評 10 分 【講評者】足立先生 小山先生 

昼休み 

12：50 

 
 
 
 
 

15：10 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

 

村澤ゼミⅢ Work naseeker 

 

 
市野ゼミⅡ 残業は嫌だ。 

 

 

上島ゼミⅡ 女子茸 

 

 
 
 

15：20 講評 10 分 【講評者】村澤先生 市野先生 上島先生 

17：00 インゼミレセプション（食堂） 

 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 足立ゼミⅡ チーム名 あだっ cheese 

タイトル 女性が育児と労働を両立するには？ 

テーマ群 c)公共経済 

メンバー 熊田美咲・板倉紗樹・田中音々・中井麻記・岡本侑也・田淵萌香・古門優

那・辰巳華・中西太一 

研究計画内容 近年、労働市場において、女性の社会進出により男性だけではなく女性

の活躍も見られるようになりました。そのような女性の中でも結婚を考え

ている人、今後子供を作ろうと計画している人、もしくは、子供がいる人

等が抱えている最大の悩みがあります。それは、仕事と育児・家事の両立

です。仕事によって安定した雇用、収入を確保することは大切ですが、そ

れと同様に子供の成長を見届けることも女性にとっては大事なことです。

私たちはそんな女性にとって働きやすく子育てにも力を入れることができ

るライフプランを考え提案します。 

 この数十年で働く女性は確かに増えました。今では雇用されて働く女性

は約 4 割を超えてきています。しかし、働く若い女性の実態を見てみると、

結婚を機に退職する女性は減っていますが、第 1 子出産を機に退職する女

性は約 5 割に上ります。多くの女性が、「子育て、特に乳幼期から学童期と

仕事との両立は難しい」と思っているのが理由です。子供を産む前から「育

児と仕事の両立は難しい」と思ってしまうのはなぜでしょうか。その理由

はそのようなイメージを世の中が抱いてしまっているからでしょう。その

要因の 1 つとして、働く女性が増えている一方で、保育所が足りていない

という現状があります。「育児休暇は保育所探しに翻弄した」「空きがなく

て保育所が確保できず困っているという女性の声が多いです。また、保育

所の利用時間にも限りがあるため、育児休暇明けの復帰後は時短で働く女

性も多く、業務を限られた時間内で行うには大変です。このような問題を

抱える子育てママたちのために、私たちは今回の研究で女性の就業状況を

あらゆる視点から分析し、保育施設や政策状況から現状を把握します。ま

た、女性の社会進出により貢献できるような解決策を提案します。 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 小山ｾﾞﾐⅡ チーム名 チームコヤーマン 

タイトル パチンコってほんとに悪いもの？？？ 

テーマ群 e)産業・企業 

メンバー 清水勇希 松本渚生 城文也 

研究計画内容 パチンコ・スロットと聞くとまず始めに何を思い浮かべますか？きっと

大半の人は、悪いことであるというイメージを持っている人が多いと思い

ます。私たちも最初はそのようなイメージしか持っていませんでした。し

かし、よく考えてみればパチンコ店はなぜこんなに多いのでしょうか？駅

前にたくさんあるイメージがありませんか？その疑問から、こんなに多く

パチンコ屋があるのなら、パチンコ産業は日本の産業に影響を与えている

のではないかと考えました。そして調べていくうちに多くの良い影響を与

えていることが判明しました。 

 

パチンコ産業は、1 年間で約 19 兆円も動かしており、これは日本の国内

総生産の約 4%にもなります。他産業と比較してみるとスーパマーケット

産業よりも多くの市場規模があることが分かりました。そして雇用者の数

も多く、平均給与も高いと言えます。またパチンコ店ではイメージとは真

逆ともいえる地域活動やボランティア活動、募金活動、高齢者の支援など

多くの社会貢献を実施していることも分かりました。このようにパチンコ

産業は日本の産業を支えており、悪いイメージより良いイメージの方が多

くなりました。 

 

実は、パチンコ産業は日本の経済を支えている大規模な産業です。また

この発表を聞くことでパチンコ産業のイメージが変わると思います。是非

パチンコが好きな方、パチンコのことが全く分からない方でも聞きに来て

みてください。興味深い話が聞けるはずです。よろしくお願いします。 

 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 村澤ゼミⅢ チーム名 Work naseeker 

タイトル 大学生は就活に対してどのような姿勢で取り組むべき？（仮） 

テーマ群 (a)理論・情報 (e)産業・企業 

メンバー 大西晃平 

研究計画内容 [研究動機] 

私がこの研究を始めようとした動機は、私がこの研究計画書を書いている時

点でまだ内定をもらえていないからです。具体的に書きますと、教授が未内

定の私を見かねて、大学生の内定要因を研究テーマにしたらいいのではと参

考論文とともにアドバイスをしていただいたことがきっかけです。この研究

を通じて私がなぜ就職活動に失敗したのか、就職活動が成功した人ななぜ成

功したのかを知ることができ、後輩にとってもいい研究になると考え、最終

的にはこの研究をやることを決断いたしました。 

 

[この研究の目的] 

私が考えるこの研究の最終目的は、甲南大学生の後輩にどのように就職活動

に対して取り組むべきかのヒントを示すことです。この研究発表を聞いてい

る後輩の中にも、就職活動に対して不安を抱いているでしょう。私自身就職

活動は失敗したと考えています。そして後輩にも同じような失敗をしたくな

いと考えています。この研究がその不安を打ち砕く材料になれば幸いです。 

 

[研究内容] 

研究の内容は ssjda の個票データを用いたプロビット分析です。ssjda という

東京大学社会科学研究所が出している個票データ(若年・壮年パネル調査)を

用いて大学 4 年生の正社員内定要因を調べます。正社員を 1、非正社員を 0

とするダミー変数を被説明変数とし、その被説明変数に対してプロビット分

析を行います。また、就職活動の開始時期や行動、成績、大学時代に打ち込

んだことなどを説明変数とします。その分析結果をもとに内定要因は学生自

身の特性によるものか、就職活動によるものかを明らかにしていきます。 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 市野ゼミⅡ チーム名 残業は嫌だ。 

タイトル 労働法の認知度が残業時間を変える 

テーマ群 a)理論・情報 c)公共経済 e)産業・企業 

メンバー 横井拓登、吉田兼麻、占部裕斗、岡戸貴史、宮崎菜津帆、宮下萌恵 

橘翔紀、中山彩夏、溝部一綺、大矢美聡 

研究計画内容  日本において残業は大きな問題となっている。残業のために精神や体を

壊してしまうことが現代社会の問題の１つになっているのは周知の事実で

あろう。最近では、政府は「働き方改革関連法案」など対策に追われてい

るが、残業時間が減る兆しは見えておらず、過去に日本経済団体連合会は

GDP のことを考えると労働時間を減らすことは現実的に厳しいと反対の

姿勢を示している。また、高度プロフェッショナル制度は、残業時間の枠

組みを実質取り払うものだといわれている。私たちは自殺者やメンタルヘ

ルスの問題が増え、報道されている現状を見て、日本で残業時間が問題に

挙げられ、対策が練られているにも関わらず残業が日本から無くならない

ことに疑問と矛盾を感じた。多くの先行研究や論文などには性格・集団意

識・上下関係などが長時間労働の要因であると記されていた。そこで私た

ちは、先行研究にはない「労働に関する知識が違法残業に影響を及ぼして

いるのではないか」というリサーチクエスチョンをたて研究することにし

た。 

 そこで私たちは、労働組合総連合会（連合）に依頼して「36 協定に関

する調査 2017」というアンケートデータの提供を受けた。この調査で連

合は、無作為に選出した 1000 人の労働者を対象に自身の環境、労働時間

や残業時間、また 36 協定に関する知識など幅広いアンケートを計 22 問

行っている。私たちはこのアンケートデータを用いて、まず初めに 36 協

定に関する知識が残業時間に及ぼす影響を分析し、次に違法残業に及ぼす

影響を分析する。加えて、長時間労働や違法残業を引き起こしているかも

しれない他の要因を探り、違法残業を減らす政策を提唱する 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 上島ゼミⅡ チーム名 女子茸 

タイトル 働く女性のための両立支援 

テーマ群 e)産業・企業 

メンバー 高橋美優・辻井実緒・大西佑季・西村葵 

津田萌奈・寺島瑛恵・富岡優依・桜井さやか 

研究計画内容 日本人には「男は仕事，女は家庭」という役割分担の意識が強いと言わ

れる． 2016 年 9 月の調査において，「夫は外で働き，妻は家庭を守るべ

き」という考え方に賛成する男性は 44.7%，女性は 37.0%いる．未だ半数近

くの男性が性別役割分業を肯定している．実際，街で見かける親子連れの

多くが母と子で，父親の姿を見かけない． 

 

年々女性の社会進出が進み,共働きも多くなっている.一見男女平等な世

の中になったように思われる.しかし実際,働く女性は結婚出産を機に仕事

を辞めたり短時間労働勤務に変えたりすることで,家事育児と仕事とのバ

ランスを取る事に奮闘している.さらに懸命に働いたとしても,時間的な制

約などから男性と同様に活躍するのは非常に難しい. 

 

なぜ子育て中の女性は，男性社員と同じように職場で活躍できないのだ

ろうか．どのような両立支援策があれば，子育てしながら仕事にやりがい

を感じて働けるのだろうか．この課題に答えるために,実際に出産し子育て

を経た管理職の方を訪ね,家庭と仕事との両立の仕方やどんな両立支援策

が必要か,インタビューする.また子供を幼稚園に預けるお母さんを対象に

アンケートを取り,今の仕事と育児の現状や,管理職になって男性と同等に

活躍するために必要な両立支援制度は何か検証する. 

 

上記の研究の結果として,女性が子育てしながら男性と同等に社会で活

躍するための両立支援策を見出し,これから子供を持つ女性がより働きや

すい社会の実現の手助けをしたい. 



 



131 教室 タイムスケジュール 

9：10 開会式（131 教室） 

  

9：50 

 
 
 
 

12：00 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

青木ゼミⅡ だんごむし 

 

5 分休憩 
柘植ゼミⅡ  つげぜみ弐 

 

5 分休憩 
合同ゼミ チームサイバー 

 

12：10 講評 10 分 【講評者】青木先生 柘植先生 寺尾先生  

昼休み 

13：00 

 
 
 
 
 

15：10 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

高ゼミⅡ ブロック経済 

 

5 分休憩 

森ゼミⅡ  ドリームフュチャー 

 

5 分休憩 

足立ゼミⅡ  Insisted Heart 

 

 

 

 

16：05 講評 10 分 【講評者】高先生 森先生 足立先生 

16：50 インゼミレセプション（食堂） 

 

 

 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 青木ゼミⅡ チーム名 だんごむし 

タイトル 漫画を読むのは無料の時代？ 

テーマ群 a)理論・情報,d)産業・企業 

メンバー 赤尾 赤木 五十嵐 桑原 澤田 田中 中井 信江 長谷川 平松 

研究計画内容 <調査・研究の目的・動機> 

昔は紙媒体で漫画を読んでいましたが、今ではスマホで漫画を読むのが普

通です。読み終わって積まれていたジャンプがいまやマイクロ SD や SD

カードの中に保存されています。その結果、紙媒体の漫画雑誌の売り上げ

は大きく減少し、逆に電子媒体の売り上げが増加しています。また、電子

媒体で読む漫画も非常に多様化し、最近では無課金で読めるようになりま

した。ユーザーに漫画を「タダ」で提供していては利益なんて得られない

はず……。だけど立派にビジネスとして成り立っているようです。なぜな

のでしょうか？その謎に挑戦します 

≺調査・研究内容≻ 

次のような内容で調査・分析を進める予定です。 

1. 漫画の多様化 

漫画が掲載される媒体は紙とデータが主流になり、プロ、素人を問わ

ず、多くの読者に読まれるようになりました。 Line マンガを始めとし

た無料で漫画を読めるアプリがいくつか配信されています。その現状

をまず調べます。 

2. 漫画産業のビジネス・モデル 

伝統的な紙媒体での漫画の製造、販売モデルと、近年主流化している

電子媒体の漫画市場のビジネス・モデルを調べる予定です 

3. ピッコマのビジネス・モデル 

電子媒体漫画の新しいプレーヤーであるピッコマを具体例に、新しい

漫画の作り方・売り方の秘訣を調査・分析します。「待てば 0 円」がピッ

コマのウリですが、その仕組みを「ダイナミック・プライシング」とい

うコンセプトを軸に分析します。 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

 

ゼミ名 柘植ゼミⅡ チーム名 つげぜみ弐 

タイトル Android VS iPhone 

テーマ群 a)理論・情報 e)産業・企業 

メンバー 芦田鴻志郎・今井翼・岡田蓮・奥野瑠己・小阪優一郎・徳田恭平・中野嶺 

研究計画内容 スマートフォンには大きく分けて 2 つの種類がある。1 つは Android ス

マートフォンである。こちらは電気機器メーカーによってそれぞれオリジナル

のモデルが発売されている。もう 1 つはアップル社が発売している iPhone で

ある。こちらはすべての携帯会社から発売されている。日本では 7 割の人が

iPhone を使っている。大学内を見渡しても、iPhone ユーザーが多いと感じら

れる。では、なぜ Android よりも iPhone の方が人気があるのだろうか。それ

ほどまでに 2 つのスマートフォンの機能に違いがあるのだろうか。このよう

な疑問を持ったため、私たちは「日本で Android よりも iPhone の方が人気が

あるのはなぜか」というテーマで研究を行うことにした。 

 

本研究では、日本で Android よりも iPhone の方が人気があるのは、1）

iPhone の方が機能の面で優れているから、2）Apple の方がブランド力がある

から、の 2 つの仮説を立てて、それぞれの妥当性を検証する。そのために、

本研究では独自のアンケート調査を実施する。アンケートでは、ベスト・ワー

スト・スケーリングという手法を用いて、人々がスマートフォンを購入する際

にどのような点を重視しているかを明らかにする。この方法を用いることで、

バッテリー稼働時間、画質、データ容量、デザイン、価格、ブランドなどのそ

れぞれが、スマートフォンの選択において、それぞれどの程度重視されている

かを明らかにすることができる。この結果と Android や iPhone のスペックを

見比べることで、2 つの仮説の妥当性を検証することができる。本研究では、

ほぼ同時期に発売が開始されたサムスン社の galaxy note8 とアップル社の

iPhoneX を事例として検証を行う。 

本研究により、日本人が iPhone を選択する理由が明らかになる。ここか

ら、たとえば、Android が iPhone と競合するためにはどうすればいいかと

いった具体的な提案が可能になると考えられる。 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 合同ゼミ チーム名 チーム サイバー 

タイトル 現金がなくなる？！～これからの日本の決済～ 

テーマ群 b) 財政・金融 

メンバー 藤田誠也・川上絢女・谷郷由依・藤原勇介・中垣友輔・津田悠介 

研究計画内容 日本銀行「モバイル決済の現状と課題」（2017年6月）によると、新興国

や発展途上国の一部では、すでに、主流の決済方法は現金決済ではなく、

電子マネーによる決済やモバイル決済へと移行している。例えば中国では、

都市部の消費者を対象に行ったアンケート調査によると、過去3か月の間

にモバイル決済を「利用した」と回答した者の割合は、調査対象者の実に

98.3％に上っている（2016年5月）。他方、日本においては、キャッシュレ

ス化が進んでいるとは言い難く、キャッシュレス決済比率は約2割という

のが現状である。これらのことから日本は電子決済の先進国と比べると「現

金主義」の国であると言える。 

しかし日本は、nanacoやICOCAなどのチャージ式ICカードの普及率に

ついては世界的に見ても非常に高い水準にある。これらのことから、日本

において電子決済によるキャッシュレス化が進んでいないという事実は、

電子決済システムそのものに由来する技術的な問題であるというよりは、

電子決済システムを利活用する際の有形無形のコストや「現金主義」と呼

ばれる人々の選好などに関わる経済問題なのだと考えることができる。 

このたびの私たちの研究は、「日本におけるキャッシュレス化（現金決

済からモバイル決済を軸とした電子決済への移行）を促すインセンティブ・

システムの設計」を最終目標としながら、日本における電子決済の普及に

関する諸課題とその解決策を示すものである。 
私たちの研究が明らかにするのは（1）電子決済が普及しないことの経済

的理由ならびにその社会的費用（2）電子決済の普及が消費を中心とする経

済行動に及ぼす効果（3）電子決済システムを基盤とする新たな金融プラッ

トフォームが市中銀行の決済機能やマクロの金融政策に及ぼす効果 であ

る。そして、訪日外国人の増加やインバウンド需要の拡大までを視野に入

れた政策的な取り組みを提案する。 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 高ゼミⅡ チーム名 ブロック経済 

タイトル AI を活用した日本の渋滞対策 

テーマ群 e) 産業・企業 

メンバー 津田悠介・小林浩貴・細見大河・西殿悠太・鈴木智裕・西村水希・坂口健

太郎・小林正浩 

研究計画内容 【研究の背景ならびに研究テーマ】 

日々の生活において身近に起きるストレスの 1 つに、「渋滞」がある。実

はこの渋滞によって引き起こされるのはストレスだけではなく、経済的に

も非常に甚大な損失を被るということをご存じだろうか。日経産業新聞に

よると、国内で発生する渋滞の経済損失は年間 10 兆円規模とみられてい

る。このことから、国土交通省などは渋滞の対策として様々な対策を行っ

ている。その中でも近年では、AI を活用した対策も検討されている。AI な

どを用いることによって経済損失を大幅に減らすことができれば、日本経

済に良い影響を与えることができるはずだ。そこで今回私たちは、この AI

という技術をどのように活用すれば渋滞を緩和できるのか、ということを

研究テーマとした。 

【研究方法】 

 この研究は、新聞や国土交通省または交通関連の企業のホームページな

ど様々な文献から得られるデータや情報をもとに行う。まず渋滞の原因な

らびにどの地域において渋滞が集中しているのかなど、日本の渋滞事情に

ついて調べる。そして現在検討されている AI 技術と、その効果を明らか

にし、従来の技術との比較を行う。それらから得られた結果をもとに、ど

の場所にどのように AI の技術を活用すれば良いのかということを研究し

ていく。 

【期待される成果】 

この研究によって明らかにされることは主に二つある。第一に渋滞に

よって引き起こされる深刻な影響の具体例を明らかにすることである。第

二に AI 技術の可能性と導入方法を解明し、今後日本がどのように渋滞の

対策を行っていくべきなのかを示すことができる。 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 森ゼミ チーム名 ドリームフュチャー 

タイトル 夢のリニアモーターカー 

テーマ群 公共経済 産業・企業 

メンバー 吉田開 上野大樹 二星綾乃 林咲季 中元美柚 平野真穂 

加藤由貴 守屋実紀 藤原きらら 

研究計画内容 今回私たちのチームは、新幹線の料金とリニアモーターカーの料金を比較

し、消費者が交通機関に速さを求めるのか、料金の安さを求めるのか、ま

だ現実していないリニアモーターカーの仮想的交通費用をＣＶＭ

(Contingent Valuation Method：仮想評価法)というアンケート実験を通じ

て調べる。 “仮想評価法（CVM）”とは、この世にはまだ存在しない仮想的

な財・サービスに対する人々の支払い意思額を実験を通じて評価する方法

である。今回私たちのチームでは、新幹線の料金と比較する形で、まだ現

実に提供されていないリニアモーターカーのサービス料金を割り出すこと

で、２つのサービス（新幹線という現実的に存在するものとリニアモーター

カーという仮想的なもの）を比較し分析し、消費者が交通機関に速さを求

めるのか、料金の安さを求めるのか調べる。さらに、年齢や性別で時間と

お金の価値は違うと考えるため、この違いを調べることで、それぞれの交

通機関の需要を知ることができると考える。例えば、若年者は早さより料

金が安い方を求める傾向があるかもしれないし、高齢者は料金の安さより

も早さや最新設備に重点を置き、高い対価を支払ってもよいと考えるかも

しれない。リニアモーターカーとは、磁力で車両を高速浮上走行し、低空

飛行するのが特徴で、東京―大阪間を最短 67 分で結ぶ夢の乗り物である。

そんなリニアモーターカーは後 10 年で実用化されようとしている。新幹

線のぞみの品川―名古屋間における最短所要時間は 1 時間 29 分で運賃・

料金は、自由席は 10,360 円。一方リニアは所要時間を 55％も減らしなが

ら、運賃・料金は 6％しか上がらない。これからの交通機関はどうなって

いくのか疑問に思った。実際に“仮想評価法”で、新幹線とリニアモーター

カーを比較しながら、いくら新幹線にプラスしてまで、リニアモーターカー

に乗りたいか調査し、人々のお金と時間の価値の優先度を分析する。 

 





第 48回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 足立ゼミⅡ チーム名 Insisted heart 

タイトル 医療政策について 

テーマ群 b) 財政・金融 c) 公共政策 

メンバー 有馬直哉・伊原木春乃・内海航希・枝村洸希・出井滉希・尾ノ井玲耶・後

藤伽奈子・藤本創也・山下俊和 

研究計画内容 少子高齢化・生活習慣の変化によって、医療機関に関わる機会が増えて

いる。今後さらに少子高齢化が進むことが懸念されていて、医療機関を訪

れる人が増えると考えられている。それに伴い、国民の総医療費も年々増

加傾向にある。その医療費を抑えるために、何を行うべきかを検討する。

医療費を抑制することは、我々の将来の財源を確保するための、一つの方

法であると考えられる。 

私たちは、研究を進めるために、社会背景班・先行研究班・データ分析

班の 3つの班に分けて、それぞれの担当について研究を行った。 

社会背景班は、少子高齢化・地域医療費格差・医療政策について調べた。

医療界の現状を知ることで、私たちが何をすべきかを考えることができる。 

先行研究班は、現在までに執筆されてきた論文や書籍をもとに、医療費

をテーマに研究を行う。 

データ分析班は、医療費・入院費のデータを、都道府県別・年齢階級別

に集めて、Excel でデータを整理した。また、生活習慣の変化が起きてい

ることを踏まえ、生活習慣病に焦点を当てた。生活習慣病の患者を少なく

する、つまり医療費を減らすには、早期発見・予防が重要であると考えた。

そこで、各都道府県・各年齢別の、健康診断や胃がんなどの各疾病の検診

の受診率などを調べた。 

社会背景班・データ分析班の研究によって現状を把握し、先行研究班が

取り上げた論文や書籍で何が論じられているのか。これらを踏まえて、私

たちは、今後どのような医療政策を行っていくべきかを研究していく。 



 



132 教室 タイムスケジュール 

9：10 開会式（131 教室） 

  

9：50 

 
 
 
 

11：20 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

 

市野ゼミⅡ LOVE ２班 

 

10 分休憩 

 

上島ゼミⅡ チーム寺ちゃん 

 

 

11：30 講評 10 分 【講評者】市野先生 上島先生   

昼休み 

12：50 

 
 
 
 
 

15：10 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

 

筒井ゼミⅡ DIO 

 

10 分休憩 

森本ゼミⅡ ヘドニック裕 

 

10 分休憩 

中川ゼミⅡ 中川ゼミ教育班 

 

 

 

 

15：20 講評 10 分 【講評者】筒井先生 森本先生 中川先生 

17：00 インゼミレセプション（食堂） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 市野ゼミⅡ チーム名 LOVE2 班 

タイトル LOVE STYLE 

テーマ群 g)その他 

メンバー 中野 太智、吉田 一貴、岸本 昌範、西谷 純也、盛井 達哉、今津 郁

哉、中谷 一貴 

研究計画内容 現在、少子高齢化が進んでいるということを様々な場面で耳にする。そし

て、少子高齢化が進行することにより、多くの弊害が研究生じている。例

えば、年金や介護の担い手の負担の増加、労働力人口の減少などである。

そこで、今回私たちは結婚制度を子供が産みやすい制度に変えることで、

その問題を改善しようと考え調べることにした。結婚率を上昇させるには

まず、結婚率の減少を軽減させる改善案を見つける必要がある。そこで、

昔と今の結婚事情を見比べればわかると考えた。結婚の 6 割はお見合いで

できていたが、現在は比較的、お見合いが盛んではなく、もし、お見合い

が昔のようにされていたら結婚率が 9 割という説もある。このように、昔

と比べることで原因が発見できると考えた。そこで発見できた原因を改善

することにより結婚率減少を抑え、また、上昇させることができるのでは

ないかと考えた。調べ方としては、結婚率の低下の主な理由として 3 つに

分ける。1 つ目は女性の社会進出、独身生活にあるメリット、2 つ目は自由

恋愛、3 つ目は収入の格差である。1 つ目は過去のデータと今のデータを

比較することで、傾向が確認できる。そこから考えられる要因を見つける。

独身の方にアンケートを取り、私たちの仮定が正しいのかを明確にする。

2 つ目は、自由恋愛の特徴を調べ、現在の恋愛の形態を見つける必要があ

る。3 つ目は収入のデータを見つけて、その収入の格差が結婚率に及ぼす

可能性を仮定に基づいて探し、新たな要因を発見する。以上の方法でこの

テーマを研究する。出したい結論は、結婚率を上げるためには結婚制度の

見直しをして、若者が結婚しやすい環境を作っていくことが大切だという

こと。これによって、日本の少子高齢化が少しずつ解消されていき労働人

口が維持されていくことにより年金や介護などの国の深刻な問題を解決す

ることができるのではないかと考える。 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 上島ゼミⅡ チーム名 チーム寺ちゃん 

タイトル ブラック部活動 

テーマ群 ℊ）その他 

メンバー 吉川乃梨香 今道典子 村田裕貴 阿部希 青木佑太 東佑衣  

中川雄貴 阿部哉子 鈴木進吾 寺田優斗 宮崎実英 

研究計画内容 2018 年５月に起きた日本大学アメフト部の悪質タックル事件は、大学ス

ポーツにおける絶対的な上下関係と、隠ぺい体質に改めて目を向けさせた。

日本大学の第三者委員会は、危険なタックルは内田監督と井上コーチの指

示によるものと認定するとともに、大学関係者が選手に口封じをするなど、

もみ消しをしたことを明らかにした。この事件を調査した学生競技連盟の

規律委員会は、倫理観とスポーツマンシップを欠いた指導、外部に相談窓

口がなく服従するほかない学生の窮状、それを放置する大学の責任の３つ

を指摘した。 

そして、この悪質反則問題により、改めて大学スポーツのあり方に注目

が集まった。日本大学ではアメフト部だけでなく、８月にはチアリーディ

ング部においてパワハラがあり、９月には水泳部の暴力事件が明らかに

なっている。他大学でも天理大学柔道部での下級生に対する暴力事件は記

憶に新しい。 

スポーツ庁長官の鈴木大地氏は、「スポーツは重要な活動だという認識を

強く持った上で、大学と競技団体、企業が連帯して、運動部活動の安全・

安心を担保し、学習支援をするような、大学と運動部をつなぐ機関が必要

だ」と述べている。運動部活動は教育活動の一環であり、学業との両立を

重視することは当然である。 

 なぜ部活動が学業を犠牲にして過熱化するのか、どのような対策が有効

なのか。そして、甲南大学の運動部の現状はどうなのか。私たちは運動部

の学生にアンケートを実施して実態を明らかにし、スポーツと学業で活躍

するような部活動の指導者にインタビューを行う。そして、選手と指導者

の関係性、部活動と勉強の両立について考え、学生が幸せになれる、大学

と部活動の姿を考える。 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 筒井ゼミⅡ チーム名 DIO 

タイトル ブランド品には本当に価値があるのか? 

テーマ群 g)その他 

メンバー 河井徳久 鈴木亘 竹内修平 竹尾麻衣子 田中宥輝 山本孝典 

研究計画内容 研究動機： 同じものが、1 つは 100 円で、もう 1 つは 200 円で売っ

ていたとしよう。誰もが 200 円の物は買わないはずだ。しかし、ブラ

ンド品の場合、このような単純な話で説明がつくものなのだろうか？

ブランド品は良い物のようであるけれどあまりに高すぎるのではない

かという感じがする。また、高いにも関わらず「何故多くの人々がブ

ランド品を手にするのか？」そこには品質以外にも名前や名声に価値

があるのではないだろうか？その名前に価値を持たせるにはどうした

らいいのだろうか？そこで私たちはそれらについて研究しようと思

う。 

研究内容：まずアンケートを用いて簡単なテストをしたいと思う。ア

ンケートの内容は同じカテゴリーの写真を二つ用意する。片方に比較

的知られており、ある程度値の張るブランド品の写真を用いる。もう

片方には前者の物より比較的安価なブランド物の写真を用いる。質問

内容はその二つのブランド品を知っているどうか質問する。そして「は

い」と答えた人と「いいえ」と答えた人を分け、次の質問に移る。次

に、二つのブランドの写真の商品説明を読んでもらったうえで価格を

つけてもらう。「はい」と答えた人のつけた二つの価格の差額を出し、

さらに「いいえ」と答えた人のつけた二つの価格の差額を出す。最後

に、「はい」と答えた人のつけた差額と「いいえ」と答えた人のつけた

差額からそれらの差額を出す。またブランドとしてその名前に価値を

持たせる方法を探るのに、実際にブランドとして成立した企業の成功

例や過程や歴史を書いてある記事を調べる。そして、それらの共通点

や傾向を調べる。 

到達目標： ブランド品には品質以外にも名前の価値が含まれている

のではないのか。だから私たちはそれについて理解する。 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 森本ゼミⅡ チーム名 ヘドニック裕 

タイトル ヘドニック法による賃貸住宅市場の分析 

テーマ群 e)産業･企業 

メンバー 玉出直幹  買田絢音 勝野晶子 長谷川莉公 小山敦士 

福永侑矢 小西健太 吉川拓也 佐藤美穂 

研究計画内容 本研究の基幹となるヘドニック法とは、ある商品の価格をさまざまな性能

や機能の価値の集合体とみなし、重回帰分析を用いて物価指数を作成する

ものである。つまり、賃貸住宅の家賃は、駅からの距離・面積・築年数・

各種の設備といったものを構成要素としていると考える。そして、これら

の構成要素を説明変数とし、理論家賃を推定する。 

＜研究目的＞ 

①家賃の決定に大きな影響を与える説明変数を明らかにするとともに、 

影響力を表す回帰係数を求める 

②回帰係数を用いて、賃貸住宅の理論家賃を推定する。 

＜研究対象＞ 

①JR 神戸線摂津本山駅徒歩 15 分。 

②全てのひとり暮らし向け賃貸住宅。（ワンルーム・1K・1DK・1DK） 

＜研究の流れ＞ 

1 ､上記研究対象で示した物件のデータを不動産サイト LIFULL 

HOME’S（ライフルホームズ）を用いて収集する。 

2､ 家賃を被説明変数とし，これを説明する物件条件（間取り, 

階数）を説明変数とする。回帰分析には、次の線形回帰式を用

いる。           𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝑢 

<:家賃α:切片β:回帰係数のベクトル X:被説明変数のベクトル u:誤差項） 

３､推定値（理論家賃）の導出 

𝛽に重回帰から得られた推定値�̂�を代入することで、物件の理論家賃を算出

する 

４､現実と理論家賃の差異の検討 

現実の家賃と理論家賃は乖離していることが予想される。乖離の原因とし

て、説明変数に含まれない家の特性と家主の価格戦略の２パターンが考え

られ､どれが作用しているのか検討する｡    





第 48回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 中川ゼミⅡ チーム名 中川ゼミ教育班 

タイトル 大学進学要因の実証分析～大学進学率向上を目指して～ 

テーマ群 c）公共経済 

メンバー 金久保智彦 河野維吹 中村誉 彦坂優希 村上賢人 良田拓未 

研究計画内容 少子化により学生世代の数が減少しつつある中、大学の数は増え続けてお

り、「大学全入の時代」と呼ばれている時代であるが、大学 への進学率は長

年、50%程で安定している現状に注目し、大学の進学率を上げるための政策

提言を考える。 第１章の現状分析では、まず、大学に進学するのか 、進学

を選ばなかった者は、なぜ大学進学を選ばなかったのかを明らかにする。す

ると、学生自身の学力と経済的な要因が多く占めており、大学に進学したく

てもできない現状があることが分かった。進学率が近年、伸びていない現状

と合わせて、所得と学費の推移に注目すると、所得は下降しているのに対し、

学費は年々増加していることが分かった。そんな現状を打破するべく、現在、

政府はどのような取り組みを行っているかを紹介し、現在行われている政策

の問題点などを考える。 第 2 章では、日本の大学進学率が伸びていない現

状の原因と、その解決策について分析された研究を先行研究とし、紹介して

いる。 第 3 章では、先行研究より進学行動は、経済的な要因が大きいこと

が示されていることに加え、現状分析から学力も進学行動に大きく影響して

いることから、島（1999）の分析を参考に進学率と収益率、学力と家計所得

の関係について分析を行い、進学に影響を与える要因について明らかにする。 

第 4 章では、前章の分析を基に、進学率の向上を促す政策を提言する。そし

て、我々がビジョンに掲げるよりよい人材育成を目指すため何をすべきなの

かを考える。 



 



224 教室 タイムスケジュール 

9：10 開会式（131 教室） 

  

9：50 

 
 
 
 

11：20 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

 

森本ゼミⅡ よつき 

 

10 分休憩 

 

中川ゼミⅡ 中川ゼミ環境班チーム 

 

 

11：30 講評 10 分 【講評者】森本先生 中川先生   

昼休み 

12：50 

 
 
 
 
 

15：10 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

 

岡田ゼミⅡ チャイナタウン 

 

10 分休憩 

稲田ゼミⅡ 叙々苑かかってます。よろしくお願いしま

す。 

 

10 分休憩 

石川ゼミⅡ チャリデキタ 

 

 

 

 

15：20 講評 10 分 【講評者】岡田先生 稲田先生 石川先生 

17：00 インゼミレセプション（食堂） 

 

 

 





第 48回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 森本ゼミⅡ チーム名 よつき 

タイトル アジア都市間競争 

テーマ群 d）国際経済、e）産業・企業 

メンバー 岡﨑一真、秋定慶伍、井田伊織、香川大典、宮﨑翔太、白山健人、最上隆 

森亮太、金尾毅史 

研究計画内容 〔研究対象〕  

私たちが兵庫県の中心は神戸。関西の中心は大阪。そして日本の中心は東

京です。それではアジアの中心はどこだろうか？50年前は高度経済成長期で

あった東京があげられるだろう。しかし、現在はシンガポール・香港・上海

などアジア各国の台頭が著しい。ここ最近のアジア地域の地域 GDP と消費

者需要の成長率が優れていることで、この地域の戦略的重要性を高めている

グローバル企業がたくさんあることが台頭の要因になる。そこで、グローバ

ル企業が集まる国際都市とは？そして、グローバル企業が地域本部を選ぶ基

準にはどのようなものがあるのか、国際都市が抱える不安要素などを研究・

分析する。 

 

〔研究目的〕  

現在の東京は？なぜアジア地域の国際都市は急速に成長してきたのか？そ

して東京の将来はどうなるのか？都市が発展する理由と企業が拠点を決める

基準、各都市が実施している諸政策・規制などがわかれば、東京の将来を占

うことができる。これによって、今後東京が企業に選ばれるようになる戦略

を定める大きな手掛かりになることが期待できる。 

 

〔研究方法〕 

 本研究では、「European Business in China Asia-Pacific Headquarters 

Study」と「Global city connectivity and the establishment of MNC regional 

headquarters」の 2つの先行研究を資料とする。これらの資料から地域本部

設立にあたって重要な点は何か？拠点となる都市どのような戦略・インセン

ティブを設けているのか？を集積理論（藤田昌久/ジャック・F・ティス）を

使って解釈し、今後東京が実行すべき道を予想してみる。  





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 中川ゼミⅡ チーム名 中川ゼミ 環境班チーム 

タイトル 産業廃棄物の不法投棄防止～不法投棄のない社会を目指して～ 

テーマ群 c)公共経済 

メンバー 大川公輔・小林優希・佐藤拓誠・租父江将・福原莉乃 

研究計画内容 近年、不法投棄や産業廃棄物問題が社会問題化となっている。投棄件数、

投棄量ともに、減少してきてはいるが、不法投棄の被害は変わらず多い。

被害として臭気や粉塵、有害物質を含有する汚水の流出、環境汚染、火災

や廃棄物が積まれた山の崩落による物的損失がある。 

このように、不法投棄が起こることで、排出業者や地域住民や自然に被害

がある。したがって、不法投棄を防止するために、不法投棄の要因を明ら

かにし、不法投棄を減らすための政策をとることが重要である。 

 政府は基本方針として、廃棄物処理法の改正、全国ごみ不法投棄監視

ウィーク、不法投棄撲滅アクションプランを公表した。不法投棄撲滅アク

ションプランにおいては、車両へのステッカー貼付、監視活動（監視カメ

ラ）、各都道府県または市町村での講習会、車両点検を行い、不法投棄防止

を図っている。この方針にしたがって、政策を行うことで、不法投棄に対

する監視が強化され、不法投棄の抑制が可能となる。そのため、産業廃棄

物の不法投棄は減少した。しかし、近年でも大規模な不法投棄事案は発生

している。したがって、車両へのステッカー貼付、監視活動（監視カメラ）、

各都道府県または市町村での講習会、車両点検の不法投棄防止に対する取

り組みの強化が求められる。 

そこで本稿では、産業廃棄物の不法投棄防止の政策を行うことによって、

不法投棄を抑制し、「不法投棄のない社会」を実現することをビジョンとし

て掲げ、研究を進める。 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 岡田ゼミⅡ チーム名 チームチャイナタウン 

タイトル KOBE 南京町 

テーマ群 ｄ)国際経済 f)歴史・思想 

メンバー 佐久間一樹・赤木智・上阪陸・川村怜史・小崎健太・ 

背野由梨奈・中川裕貴・樋口康太・水野佑紀・吉田実央 

研究計画内容  岡田ゼミⅡの我々チームチャイナタウンは、2018 年に生誕 150 周年を

迎える、神戸南京町について調査・研究することとした。このテーマを取

り上げる理由として、今でこそ日本を代表する中華街の一つであり、関西

屈指の観光地となった南京町だが、戦後の混乱など様々な困難を乗り越え

て迎えたメモリアル・イヤーが本年度であることを、もっと知ってほしい

と考えたからである。そもそも、神戸開港当初、中国（清朝）が日本の非

条約国であったことから、雑居地にしか住むことができないという、時代

の流れとはいえ不当な扱いを受けてきた歴史を持ちながら、その後の神戸

の発展を支え、神戸の人々にとって忘れることのできない出来事である阪

神淡路大震災における復興の手助けを率先して行ってくれたのは、紛れも

なく南京町に住む華僑の人たちである。そのような人々に対しての注目度

をもっと高めていきたいと考える。我々自身、2017 年が神戸開港 150 周

年であったことは知っていたが、引き継いで今年南京町が 150 周年を迎え

るということは知らなかった。この記念すべき年にインゼミテーマとして

南京町を取り上げる意義は、「神戸における国際交流」を研究テーマに掲げ

る岡田ゼミにとって極めて大きい。 

今回の発表は、南京町の 150 年の歴史と、これを記念して催されるイベ

ント、横浜・長崎という他の 3 大中華街との比較、甲南大学の外国人留学

生を対象としたアンケートなどを盛り込んだ内容となっている。さらに実

際に我々が南京町に足を運び、中華街の組合の役員から貴重な話を伺った

フィールドワークについても紹介する。そして、これらを我々なりに分析

して、150 周年を経て、南京町と神戸がどのように発展していくべきかを

纏めた内容となっている。 

 この発表を通じて、華僑と日本人の共存共栄の関係をより深めることの

大切さと、南京町の目指すべき方向性を伝えたい。 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 稲田ゼミⅡ チーム名 叙々苑かかってます。お願いします。 

タイトル 関西から「KANSAI」へ 

テーマ群 b)財政・金融、e)産業・企業 

メンバー 浦川望、岡将貴、古谷仁、小山裕平、蕭恵文、添田裕人、畑雅哉、蓬莱眞子、 

山口大樹、吉川大輝 

研究計画内容 関西地域の人口、域内総生産（GRP）は日本全国の 2 割弱を占めます。ま

た関西の経済規模は名目 GDP でみると、世界 18 位のトルコに次ぐ水準と

なっています。 

しかし、関西だけでなく日本は緩やかに衰退しているという感覚が誰もの

中にあるのではないでしょうか？日本全体が長年の低成長を経験し、少子高

齢化などの人口問題、近隣アジア各国の目覚ましい経済発展を目にしてきた

からではないかと思います。特に関西の全国に占める GDP の割合はかつて

の 20%から 16%に低下し、人口の減少スピードは全国を上回っています。 

加えて、関西から「ヒト・モノ・カネ」が東京などの首都圏に流出し続け

ています。関西が成長するには、関西から東京、そしてアジアを経由して世

界という構造から、関西と世界、特にアジアと直接つながることが必要です。 

その為の鍵は既に揃っています。近年、急増し続けているインバウンド（訪

日外国人旅行）です。2017 年の関西国際空港の総旅客数が前年比 11%増の

2798 万人で、3 年連続で過去最高を更新しました。この訪日外国人の SNS

などの発信力を利用して「KANSAI」ブランドを構築することが鍵となって

います。 

ブランドとは「他に変えられない特別な存在」になることです。日本でも、

世界でも「他に変えられない特別な存在」に「KANSAI」がなることができ

れば、経済的、文化的な成長、発展が可能になります。 

この研究では、関西観光の現状と課題、世界的な指針である SDGｓの紹介

を通じて「KANSAI」ブランド構築への方策を提案したいと考えています。 





第 48回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 石川ゼミⅡ チーム名 チャリデキタ 

タイトル 七十六億人七十六億色 

テーマ群 c)公共経済 

メンバー 青戸敦司、石川亮、井上陸、岩村優友、泉佳歩、小西茉理奈、阪江美香、三田

泰靖、鈴木啓太、伊達元気、鐡晶次、中川舞生、中村彰利、橋田朋奈、増田真

奈、松山凌太、三津原舞梨、本脇樹里奈、山名史織、山之内志帆、宇都宮彩女 

研究計画内容 皆さんは、何らかの障がいを持った人を見て「かわいそう」だと感じてい

るでしょうか？障がいを持たない人に比べると、できないことが多いから

「大変」だと感じるかもしれません。もちろん障がいによって制限される

ことはあります。しかし、彼ら彼女らが「何もできない」わけではありま

せん。 

私たちは、障がいを抱いた人々の可能性を、本人を含め私たちの社会が理

解するために彼ら彼女らに様々な機会を提供しています。 

私たちの目的は、「レッテルで物事を判断しない」社会を創ることです。そ

のために、大学からの助成金を受け、何らかの生きづらさを感じる子ども

たちが「生きる力」を身に着けることができるお祭りやイベント、大勢が

集まる場で社会経験を培うことができるイベントなどを企画・実施してき

ました。これらを雇用環境に恵まれない方々とともに実施し、「協力しあう

ことの楽しさ」、「新しいもの創り出すことの感動」を分かち合うことで一

人でも多くの人々が自身の将来を前向きに考えることができるような機会

を提供してきました。 

私たちの生活は限定的であり、大きな社会にとってはほんの小さな影響力

しかないかもしれません。ただ、私たちが理想の社会に向かって一歩前に

踏み出すことで社会が決めつける障がい者へのレッテルを少しでも取り除

くことができると確信しています。 

「障がい者＝かわいそう」というイメージは、単に社会そのものが創り出

した固定概念です。私たちの発表を聞き、少しでも多くの人が一人ひとり

の個性や能力をレッテルや先入観なしで見ることの大切さに気づいていた

だけると嬉しいです。 



 



221 教室 タイムスケジュール 

9：10 開会式（131 教室） 

  

9：50 

 
 
 
 

11：20 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

 

岡田ゼミⅡ チーム牛 

 

10 分休憩 

 

稲田ゼミⅡ 世界の稲田 

 

 

11：30 講評 10 分 【講評者】岡田先生 稲田先生   

昼休み 

12：50 

 
 
 
 
 

15：10 

 
各チーム 

発表 30 分 

質疑応答 10 分 

 

 

柘植ゼミⅡ 柘植ゼミⅠ 

 

10 分休憩 

奥田ゼミⅡ 単体。 

 

10 分休憩 

春日ゼミⅡ 物流観察課 

 

 

 

 

15：20 講評 10 分 【講評者】柘植先生 奥田先生  

17：00 インゼミレセプション（食堂） 

 

 

 





第 48回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 岡田ゼミⅡ チーム名 チーム牛 

タイトル 神戸ビーフによる神戸インバウンド集客 

テーマ群 d）国際経済 f）歴史・思想 

メンバー 谷口友亮、中出大輝、竹内悠真、井坂舞衣、細見朋世、代涼花、宮園彩加、

森加奈子、藤原千咲 

研究計画内容 私たちのゼミは「神戸と国際交流」をテーマにしています。今回の私た

ちの発表では、神戸牛を通して神戸を世界に発信し、魅力を知ってもらい、

神戸のインバウンド増加を図る計画案を考えました。 

 大阪・京都・神戸の関西 3大都市のインバウンド数において、神戸は 3番

目の順位となっています。私達は、この差を埋めるための具体策は何かな

いかと考えました。そこで、外国人発祥であるとともに、かつてから世界

の人々の舌を魅了してきた神戸牛が妙案だと思い至りました。神戸牛は、

伝統的に守り続けた血統故に、他の牛肉とは違う美味しさがあり、上手く

神戸牛を活かすことで、神戸を世界に発信でき、インバウンド増加に繋が

り、大阪・京都との差を埋められるのではないかと考えました。 

 神戸牛の歴史は古く、明治時代初期に遡ります。神戸牛はその時から外国

人に受け入れられ、2009年には、当時の米国大統領のオバマ氏が「神戸牛

を食べたい！」と言っていたことや、他にもハリウッドスターや欧米の政

治家等から注目を受けるほどの知名度も誇り、人気ぶりが分かります。神

戸牛のように伝統と歴史があり、外国人に受け入れられている食べ物は、

大阪・京都にはないと考え、この利点も活かすことのできる方策を探求し

ました。 

その手段としてまず、甲南大学の外国人留学生の方々にアンケートをと

り、さらに神戸肉流通推進協議会にフィールドワークを行いました。そし

て、アンケートでは知っているが食べたことがない人の割合が多く、フィー

ルドワークでは、規制により、輸出量を簡単に増やすことはできないとい

う結果を得ました。そこで私たちは、訪れやすく、神戸牛を食べやすく、

買いやすい施設を神戸市内に設けるという方策を、考案しました。 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 稲田ゼミⅡ チーム名 世界の稲田 

タイトル 関西経済とインバウンドについて 

テーマ群 b)財政・金融 e)産業・企業 

メンバー 笹倉僚 松田康平 川上一樹 土屋啓斗  

斎藤大 松浦怜奈 岡崎皓平 高永一志   

研究計画内容  私たちはインバウンドが関西経済に与える影響について研究します。 

関西には京都・大阪をはじめ、様々な観光地があり、関西の「強み」で

ある観光業で関西を支えるため、訪日外国人(インバウンド)による関西

GDP を増加させ、今後観光業はどのようにあるべきか提案します。 

訪日外客数統計、訪日外国人消費動向調査などを用い、訪日外国人の出

身国ごとの、消費額、宿泊地、宿泊施設を分析します。人口が減少し始め

ており、GDP の伸び率向上に歯止めがかかっている関西において、訪日外

国人による観光・宿泊などによる外国人消費動向が関西の GDP をどれく

らい支えているのか研究していきたいと思います。訪日外客数統計、訪日

外国人消費動向調査などを用い、訪日外国人の出身国ごとの消費額を分析

します。現在、関西国際空港におけるアジアからの訪日外国人の数は羽田

空港・成田空港を抑え日本でトップを誇っています。この部分を見ても訪

日外国人によるインバウンド消費需要が関西の GDP を支えていると考え

られます。 

観光地・宿泊施設を新しく建設することによって、観光客の増加に拍車

をかけ、関西経済にポジティブな波及を及ぼすと考えられます。このよう

に、関西に短期的なインバウンド効果ではなく、長期的なインバウンド効

果を生み出すために、関西に住む私たちはどのような政策を打ち出すか考

えていく必要があります。 

また、観光業や、宿泊施設も新規の外国人を呼び込むためにどのような

形であるのか考えていきます。特に民泊はニュースでも取り上げられたこ

ともあり、注目を集めています。宿泊施設ごとに今後どのようなプラン、

戦略を立てるべきなのか提案します。 

 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 柘植ゼミⅡ チーム名 柘植ゼミ 1 

タイトル どうすれば加古川の観光を活性化させられるか？ 

テーマ群 g)その他 

メンバー 入口拓生 上原光汰 大北淳史 岡崎克己 高杉修希 谷口裕大 

豊浦快土 豊田瑞穂 西田篤朗 山本魁 横山輝  

研究計画内容 研究の背景と目的：様々な研究機関やメディアが、それぞれの評価基準に

基づいて都市や地域の魅力度を評価し、ランキングなどを作成しているが、

その妥当性については議論がある。あるランキングにおいて、加古川市の

魅力度が私たちの想像よりもはるかに低く評価されているのを見て、その

ランキングの妥当性に疑問を持った。そこで私たちは、本当に加古川市は

それほど魅力がないのかを確認するため、加古川市を訪問し、街の雰囲気

や特産品について調査を行った。その結果、加古川市には加古川をはじめ

とした美しい自然やおいしいご当地グルメもあり、魅力がないとは思わな

かった。一方で、それらの魅力的な資源があるにも関わらず、観光客が少

ないことを疑問に思った。そこで、私たちは「どうすれば加古川市への観

光客を増やすことができるのか」という問いを立て、地域の資源を活用し

た観光振興策を提案することを目的とした研究を行うことにした。 

研究の内容と期待される成果：どうすれば、加古川市への観光客を増やす

ことができるのかを明らかにするために、私たちは現地調査などに基づき、

加古川市の地域資源を活用した新たな観光イベントなどを提案するととも

に、それらに対してどの程度の潜在的な需要が存在するかをアンケート調

査により予測する。加古川市では、若者の観光客が少ないことや日帰り観

光客が多いことが課題となっているので、若者が参加したいと思うイベン

トや宿泊客の増加が期待できるイベントを提案する。アンケートは、加古

川市を訪れる可能性がある若者を対象に実施し、分析にはマーケティング

の分野で用いられる「ベスト・ワースト・スケーリング」を用いることを

検討している。この研究によって、加古川市の観光振興に役立つ提案を行

うことができると考えられる。この研究の成果は、加古川市・甲南大学・

神戸新聞社が連携して行う「加古川『知』を結ぶプロジェクト」の成果報

告会で報告する予定である。 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 奥田ゼミ II チーム名 単体。 

タイトル 「西部邁の経済学への批判」 

テーマ群 ｆ）歴史・思想 

メンバー 桃川 瑞稀 

研究計画内容 西部邁といえば、2018 年 1 月 21 日に自殺し世間を騒がせたことは記憶に

新しい。この騒動から興味を持ち調べてみると西部は現在の肩書きは評論

家であるが、同氏は東京大学では経済学部を卒業し、『ソシオエコノミク

ス』・『経済倫理学序説』・『大衆への反逆』など経済学に関する著書を数冊

残しており、経済学に関する発言も多く見られる。しかし、ある時期から

パッタリと経済学への言及が見られなくなる。それどころか、過去に自分

が提示してきた経済学に対しても、苦言を呈し、批判するようになった。 

また、西部は海外へ渡り、自身の経済学への批判を確固たるものにするた

めに、敢えて経済学の本場へ渡り経済学の本質を学ぶということさえも

行った。 

ここで、いくつかの疑問が生じる。まず、彼は著書の中でマルクス経済を

批判したりと、あらゆる経済学を認めているわけではなかった。では、彼

が認めていた経済学とはどのような経済学であったのか。さらに、もう一

つの疑問は、なぜ一度はある程度とはいえ認め、これまで学んできた経済

学に見切りをつけたのか。そして、彼にとって経済学とはどのようなもの

であり、見切りを付けた後は、何を目指し、何を行おうとしていたのか。 

私は現在の経済体制で頭打ちとなった、日本経済ひいては国際経済の突破

口や改善点を見つけるヒントが西部の経済論や批判理由を見ることで得ら

れるのではないかと考える。 

 そのため今回の研究では、上記の疑問点を中心に西部の経済観と経済批

判への理由並びに、経済学への興味の喪失の流れを追うことで日本経済や

国際経済の抱える課題への解決の糸口となることを期待する。 

 





第 48 回インナーゼミナール大会 

研究計画書 

ゼミ名 春日ゼミⅡ チーム名 物流観察課 

タイトル 物流産業が抱える問題点と改善策について 

テーマ群 e)産業・企業 

メンバー 井上奨梧、岩上孝輝、浦川拓也、門脇和哉、小泉葵、後藤樹里也、佐伯晴

樹、 

林涼也、福本有希、松下知弘、三浦綾香、山内脩平、山口一輝 

研究計画内容  私たちはよくネットショッピングを利用する。注文自体は便利で手間も

かからないが、実際に商品を利用するためには、現物を手元まで運んでく

れる運送事業者の存在が欠かせない。注文を行う我々は、不在中に荷物が

届くことのないように日付・時間指定も行い、代引きの場合はおつりが出

ないようにお金をきっちり準備するようにすることも多いが、この行為は

彼らにとって有益だったのだろうか、という疑問からこの研究は始まって

いる。 

 このような問題意識から、運送事業の中でも小口で我々の日常生活と密

接なかかわりをもつ、宅配業界に焦点を当てて調査を行うことにした。予

備的調査の段階で、インターネット普及以前は多くなかった宅配物の取扱

量が、ネットの普及とそれに伴う電子商取引の増加によって大幅に増えて

おり、さらに時間指定等の高度サービス導入とも相まって、積載効率が低

下し人手不足に陥っていることが分かってきた。このような問題に直面し

て、実際に事業運営に携わっている個別企業や産業全体ではどのような対

策をとっているのか、日ごろよく耳にする有名企業を数社ピックアップし、

比較検討しながら、それぞれの対策が成功しているか否かについて考察す

る。 

 具体的な考察方法としては、現状を文献やインターネットで調査し、今

置かれている環境の中で企業に何が足りていないかなどを、小チームに分

かれて各企業を分析・比較する。また、ヒアリング調査を通じて実際の状

況を企業の方々から教えてもらい、各企業が行っている施策と照らし合わ

せて、何が必要か、不足しているものは何かを、私たち独自で考察してい

く。それらの結果を踏まえたうえで、種々の視点から私たちなりの解決方

法を模索し、過去や現在だけではなく将来の物流業界の環境の変化も考慮

しながら人手不足という問題を打開する案を提案することとしたい。 
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1号館までの地図 
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