論文以外のコンテンツ
雑誌名
巻
発行年
URL

現代社会研究
15
2017
http://id.nii.ac.jp/1060/00009624/

Creative Commons : 表示 ‑ 非営利 ‑ 改変禁止
http://creativecommons.org/licenses/by‑nc‑nd/3.0/deed.ja

巻頭言――研究と教育に対する現代社会総合研究所の機能と役割

現代社会総合研究所は、2002 年 7 月に、「グローバル・エコノミー研究センター」、「経営研究所」、「社会学
研究所」、「比較法研究所」を統合して、社会科学分野の学術的・総合的な研究所として発足しました。本研究
所は、社会科学分野において独創性ある研究・調査を研究分野ごとに、あるいは総合的に行い、もって広く社
会の発展に寄与することを目的としています。その目的を達成するため主として、
（1）学際的な基礎理論の構
築、
（2）理論的研究と実証分析、（3）社会科学モデルの構築、
（4）比較研究、
（5）その他必要と考えられる事
業を行っています。
2016 年度より、研究所の研究テーマを、「環境」「情報」「法律」「地域経営」
「シーズ」の５本を柱とし、東
洋大学の附置研究所として研究の深度化を進めています。産官学連携で構成される「ＩＣＴ教育研究プロジェ
クト」では、ＩＣＴ教育の内容や方針を多角的に検証しており、ＩＣＴ教育全般の研究と共に、佐賀県武雄市
のスマイル学習などの実施支援、検証作業を行っています。
「スポーツの現代的課題プロジェクト」は、法律
分野の研究員を中心に、スポーツに関する現代的な諸問題について、幅広く社会科学的な見地から研究を行っ
ています。「地方創生に関わるグローバル戦略研究会」は、人口減少や超高齢化というわが国が直面している
諸課題に対し、政府や地域が推進する地方創生のあり方を多面的に考察するものです。地域間競争のみならず
グローバル競争が一段と進展する中で、持続可能な地域経営を目指して、その未来像を具体的に提起すること
としています。
上記に加え今年度は「超高齢社会の医療と介護に関する研究会」を立ち上げました。本研究所では、
長い間、
「環境」「共生」を主な研究テーマとして取り組んで参りました。しかし最近では、社会環境、現代社会をめぐ
る変化があまりに急速に進んでおり、直面するさまざまな研究課題に取り組んで欲しいとの要請が多方面から
寄せられていました。介護労働、社会福祉や医療など、超高齢化社会に向けた取り組みを東洋大学としてもい
ろいろな観点からサポートしなければなりません。そういう中で、
マクロ的要因を主体とする課題のみならず、
介護や福祉というミクロ的なさまざまな課題への研究アプローチが必要になってきています。これは日本国内
だけの問題ではなく、国際間の課題も多く含んでおります。特に、中国では日本以上に高齢化が急速に進展し
ており、その対応策が急がれています。東洋大学は、文部科学省からスーパーグローバル大学 (SGU) の認定を
受けており、その中で「知」の国際協力ということが強く打ち出されております。このような観点からも、現
代社会総合研究所では持続可能な息の長い研究の貢献が国内外から求められています。
その一環として、2018 年度には、英文ジャーナル「Japanese Society and Culture」の発行を予定しています。
この英文ジャーナルは、日本の社会や文化についてアカデミックな視点から発信するものであり、これによっ
て東洋大学ならびに現代社会総合研究所の学問的水準がなお一層高められ、東洋大学の優れた研究成果が世界
に発信されることを主眼としています。
今年度の研究年報には、21 篇が掲載されています。特に、奨励研究員・院生研究員の論文は厳守に査
読されています。また、研究倫理の向上のため、研究年報への投稿を希望する者は、CITI（Collaborative
Institutional Training Initiative) JAPAN の e-learning を受講し、修了（合格）することを条件としています。
現代社会総合研究所は、これまで蓄積してきた研究実績と知のネットワークを活かしつつ、今後とも新たな
アイデアや社会的に有用な意義ある研究を行い、研究成果を広く社会に還元できるよう取り組んで参ります。
関係各位の一層のご支援・ご協力を切にお願い申し上げます。

平成 30（2018）年 3 月
東洋大学現代社会総合研究所
所

長

石井
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SUMMARIES

Integrated Community Care System and Discourse Ethics from the Perspectives of
Autonomy and Solidarity

Kouiti ASAKURA

Since the Long-term Care Insurance System started in 2000, promotion of an integrated community
care system has been advocated. The policy of long tem care insurance system sets in-home care services
before the reduction of the economic burden in the country. A policy that of sending serious nursing-care
recipients and terminal stage patients into large-scale accommodations in depopulated areas to live until
they die is not adopted, because of the belief, or philosophy, of respect for dignity. But that idea is not
adopted by the latest report.
In this paper we discuss problems of the core concepts of the integrated community care system, and we
reconsider them from the standpoint of the discourse-ethics, which consist of autonomy and solidarity as
equal fundamental principles.
Keywords : Integrated community Care System, Care in Community, Autonomy, Solidarity(care),
Discourse-ethics

Life Support for Mentally Disabled People and Communities: Activity in
Mountainous Village Areas and Changes to of a Village

Yasuki IZAWA (Tayoung Kim)

Recently in Japan, “transition from hospital to community” for living as a mentally disabled person is
being promoted as a system. This paper is a qualitative research of NPOs that comprehensively support
the “deinstitutionalization” into social life for such mentally disabled persons, as well as the social life of
those with severe mental disabilities, including mentally disordered offenders. In particular, this research is
based on an interview survey of male NPO staff that manifests the process of how users (mentally disabled
persons), staff, and local residents interact to overcome and transform difficulties. Moreover, it clarifies
the processes that make up the community and are part of its components as NPOs work through conflict
and dialog with local residents conducting “tests for changing the entire area while living together as a
community.”
Keywords: Mentally Disabled People , Senior Citizens , Mountain Village Area , Livelihood Support ,
Nonprofit Organization
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Verification of the Validity of Indices on Asset Inequality in Japan’s Prefectures
Takahiro SUZUKI, Kazutoshi TANABE
In Japan, poverty of economically vulnerable groups, such as children, single parent families and senior
citizens attracts much attention but, worldwide, asset concentration into wealthy class has intensified.
Asset inequality has not been fully investigated as compared with income inequality. In this study, several
indices for representing the asset inequality were calculated for 47 prefectures by using open data of
asset distribution in government statistics, and the validity of those indices were verified by giving much
importance to representing the asset inequality between wealthy and poor classes. Gini coefficient which
has frequently used in previous studies is inappropriate for representing the asset inequality between rich
and poor classes, and the ratio index defined as the ratio of asset of rich class to that of poor class most
properly represents the asset inequality in prefectures of Japan.
Keywords:Wealth index, Asset inequality, Prefecture inequality, Gini coefficient, Ratio index of rich to
poor

Information for Regional Vitalization for City Hierarchies
Michiko TAKECHI
The development of ICT technology has lowered information dissemination costs, so information
gathering, sending out, and sharing have become easier. As a result, creation communities has also become
easier. Students spread interesting information even if a total stranger sent it originally. Interesting
information differs for each city hierarchy. In the low-level center, information for residents is required.
In the high-level center, information for residents and information for outsiders, like tourists, is required.
In the highest-level center, more outside information is required.
Keywords: ICT, Regional Vitalization, Social Networking Service, Hierarchy of Cities, Retail Gravitation
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Changes in Public Workers’ Awareness and Behaviors: A Case Study of Workplace
Reforms in Seiyo City, Ehime Prefecture

Akihiko TOKAJI

In Japan, chronically long working hours for company workers associated with a decrease in the
working population is serious problem with broad economic and social repercussions. In order to resolve
this problem, Japanese government created work-style reforms. The policy is as follows: if workers attend
to their duties during appropriate working hours and take vacations moderately, then not only their work
motivation but also working efficiency will improve, which will develop and grow business. However,
although work-style reforms are targeted toward companies, it is thought that this policy must also
apply to municipalities because of the difficulty of securing financial resources by advancing aging and
depopulation. In particular, it is difficult for new cities with a large area and a small population born in
the so-called “great merger of municipalities in the Heisei period” to maintain stable financial resources.
Under these circumstances, I had a chance to participate with workplace reforms in Seiyo City Hall,
Ehime prefecture. As this project was not mere layout changes in the workplace, but included workshops
to change city officials’ awareness and behaviors, it was exactly work-style reforms. This study aimed to
investigate the changes of city officials’ attitudes for their works. As the results of data analyses, it is shown
that there were desirable qualitative changes of their awareness for their works in comparison between the
before and after workplace reforms. As this research is not an experimental study in laboratory, but a field
experimental study, it is necessary to accumulate similar studies.
Keywords: Workplace Reform, Public Worker, Case Study, Work Motivation, Effect Measurement

Market Segmentation in the Lodging Industry: Case of a Luxury Market
Jun-ichiro TOKUE
In Japan, hotels are classified as “city hotels” and “business hotels” in the city, and “resort hotels”
outside the city. Usually there are two levels in prices in the category located only in the city. “City hotels”
are higher in prices, having various type of restaurants and banquets, and business hotels are lower in
prices, focusing on lodging. The variety of services and prices are originally not related but in Japan these
two types of hotels have increased in cities.
After the market matured, Japanese hotel companies, which have been operating these two types,
delayed moving into the luxury market. One of the reasons is that they adopted a particular model. In this
paper, I discuss about this fact through the market in Tokyo, using RevPAR.
Keywords: “City Hotels”, “Business Hotels”, Luxury, Market Segmentation, RevPAR,
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A Game-theoretical Analysis of Stable Grouping
Kazuki HIRASE
We define the grouping problem as a variation of the matching problem. The grouping problem has not
been considered so much in the research literature. The problem is discussed in contrast to the matching
problem. The definition of stability in the matching problem is applied to the grouping problem. And we
investigate the existence of the stable grouping in the problem.
As the main result, we show that stable grouping does not necessarily exist in general settings, while
stable matching does exist in similar settings.
We also discuss the directions of future research of grouping problems in relation to the development of
the research of matching problems.
Keywords: Matching Problem, Grouping Problem, Preference on the Players, Stable Matching, Stable
Grouping

Effective Use of ICT for Education and Learning: Focusing on the Effects of a
Flipped Classroom in Takeo City

Satoru MATSUBARA, Satomi SAITO,
Daisuke FUJII, Chikako OGAWA

Since April, 2015, our project in the Institute of Social Sciences has carried out an investigation to
identify the effective use of ICT for education and learning in collaboration with Takeo City in Japan.
The purpose of this paper is to verify, from the results of a questionnaire survey carried out in 2016, the
effects of a flipped classroom in Takeo (SMILE: School Movies Innovate Live Education classroom),
by analyzing how its implementation was related to changes in the awareness of students, teacher, and
guardians. The point of this paper is the implementation rates of SMILE. We analyzed the implementation
rates of SMILE and the difference in the attitudes of the students, teacher and guardians.
The results showed that (1) there was a tendency for the students who experienced SMILE to respond
positively to discussion activities and deep thinking; (2) there was a tendency for the teachers who
experienced SMILE to emphasize the importance of discussion activities and the development of the
student’s thinking capabilities, and to highly appreciate the student’s achievements in the activities.
Nevertheless, this did not necessary lead to an evaluation of SMILE ; (3) there was a tendency for
guardians with a high implementation rate of SMILE to not always evaluate its effect. These results
suggest that a change of viewpoint of scholastic achievements is necessary to realize education reform.
Keywords: Takeo City, Flipped Classroom, ICT for Education, Tablet Devices, Education Reform
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How Does Being a Major Home Caregiver for the Elderly Affect One’s Working
Life?
Yumiko MURAO

The purpose of this paper is to illustrate a negative effect of caregiving on working-age caregiver’s
participation in the labor market. Logistic analysis of the experience of work style change shows the
possibility that a male breadwinner norm can explain huge gender gaps in the major home caregiver rate.
Another analysis is of caregivers’ feelings of frustration with their working lives. The result provides
evidence that the caregiver’s work motivation decreased by the heavy burden of caregiving. Therefore, it is
necessary to support caregivers and to prevent them from being socially excluded.
Keywords: Social Exclusion, Caregiver, Family Caregiving, Work, Gender

Japanese Corporate Governance Reforms and Top Managers’ Self-governance
Takashi AOKI
Reforms of corporate governance in Japan have a history of more than 20 years that began when Sony
introduced the executive officer for the first time in Japan to separate management oversight and execution
in June 1997. In terms of the Commercial Law established in 1899, more than 100 years have passed,
and it is a feature of Japanese companies that the corporate auditor system is more than 100 years old.
Recent corporate governance reforms are being promoted by the government. The Japanese version of
the stewardship code of the Financial Services Agency published on February 26, 2014, the Amended
Company Law enforced on May 1, 2015, the corporate governance of the Tokyo Stock Exchange applied
from June 1, 2015 and others intend to sustain growth of corporate value including capital efficiency,
impacting companies and investors. Toshiba's inappropriate accounting problem was discovered in
April 2015, and the management of Toshiba is greatly fluctuating. Corporate governance reform is never
a panacea for corporate scandals. If the formal requirements of the outside director are prepared, the
corporate value will not rise, and self-governance managers are indispensable in creating a mechanism for
corporate governance and executing executives.
Keywords: Corporate Governance Reforms, Top Manager's Self-governance, Corporate Value, ESG,
Institutional Investors
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Ending Child Poverty and Families: A Perspective on Family in Children's
Development

Kazuko IKEYA

Nowadays, the term “child poverty” has spread throughout Japan.
But child poverty is an ambiguous term, so this paper has three goals.
First, it makes clear what the poverty line is, how many families are under the poverty line, and
what the disadvantages of children living in poverty are.
Second, it describes the act to accelerate policies for disadvantaged kids of 2013, and the poverty measures
of Japan.
Finally, it reviews what the legal issues of child poverty measures of Japan are.
Keywords: Child, Poverty, Law, Family, Sound Growth

A Study of Students’ Understanding of the Constitution and Constitutional Law:
Methods of Teaching Law to Students who Don’t Major in Law

Ryoichi JOH

Most students seem to assume that the Constitution is the same as constitutional law in Japan. What I
mean is they conceive of the Constitution as a perfect law. And, they also think that there is a right, or true,
interpretation of laws.
They supposedly have had such an understanding before entering junior college or university. They are
mistaken. The Constitution is one of the statutes that compose constitutional law. It is an imperfect law that
is to be concretized and realized in the democratic process. And there is not a single true interpretation, but
persuasive arguments. Interpretations left to elected governments are by definition subject to change.
These concepts, I would emphasize, are common.
It’s necessary to correct the misunderstanding that students tend to have.
Keywords: the Constitution of Japan, Constitutional Law, Interpretation, Active Learning, Method of
Teaching Law
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A Study on the Corporate Value Recognition of Companies in which Corporate
Venture Capital (CVC) has been Invested
Tatsuro FUJII, Kenta SHIMIZU

This study makes observations on how the venture companies in which corporate venture capital (CVC)
has been invested recognize corporate value based on the results of a survey questionnaire. According to
the survey, over 80% of the companies responded that they had a strong desire for the future increase of
their corporate value set as their target. Though the targets established by managers are consistent with
fiscal theory, there was little proactive willingness that these managers voiced with regard to specific
financial targets that would be required to increase their corporate value. In other words, although there is
a shared understanding among managers to maximize corporate value as their top priority, there is little
understanding as to what should be specifically done to increase that value.
Further, it was clearly demonstrated that companies that placed emphasis on indices of investment
efficiency, such as ROE, ROA, and ROI, tend to emphasize multiple indices and not just one index.
However, the number of companies emphasizing investment efficiency indices was small in the absolute,
and it was clear that there were a greater number of companies that desired to expand figures like sales and
the number of customers.
Keywords: Corporate Value, Cost of Capital, Corporate Venture Capital, Venture Companies, Financial
Return
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Japanese Temple Management: Managerial Examination to Revitalize Temples
Hisato NAKAMURA
Buddhist temples in Japan, which have been protected by “Danka” system, are heavily influenced by
both thin Buddhist culture in metropolitan area and the wave of low population density in local area where
Buddhist culture is firmly rooted. Now, we have doubts about the survival of temples except prominent
national temples or temples for tourists in metropolitan areas. If the situation continues, there is a strong
possibility that local temples will lack priests in the near future. There’s no better time for us to take
positive managerial action for revitalizing local temples. All temples are religious organizations and their
objectives are to spread religious doctrine, perform ceremonies and events, and instruct the believers. We,
however, believe that only after the construction of stable temple management can one truly realize their
objectives. On the one hand, in metropolitan areas, funeral parlors, instead of temples, are performing
complete sets of funeral services, and are sending priests at the request of people who don’t possess
“Danka.” Moreover, “direct funerals”, in which are the deceased are directly sent from their place of death
to a crematory without the priest’s sutra, are increasing. After reviewing the brief history of Japanese
Buddhism, this paper examines how we can revitalize temples.
Keywords: Buddhist Temple, Danka: Supporting Members of a Buddhist Temple, Business Management,
Non-profit Organization, Temple Management

Public Policy Instrument for the Roadway of Bicycle
Yoshiyuki NOBUSAWA
The Japanese population is on the brink of decline. Under these circumstances, broadening the width
of the road, and adding the new spaces are not the desirable methods for the roadway of bicycle. It is
desirable to redistribute the width of the road as the limited resources to the bicycle by controlling traffic
volume of the cars.
Therefore, this paper suggested to using the economic method by road pricing, regulation, and
informational encouragement to guide bicycles to safe and comfortable traffic lanes.
Keywords: Road Width, Traffic Demand, Road Pricing, Modal Shift, Redistribution of Resources
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Agenda-setting Function of Newspaper Editorials:
A Study of The Prime Minister’s Visit to the Yasukuni Shrine in Three Major
National Newspapers in Japan 2001-2013

Tomomi FUKUDA

This study examines qualitatively how the three major national newspapers in Japan editorialized on the
Prime Minister’s controversial visit to the Yasukuni Shrine from 2001 to 2013.
The results of the analysis reveal (1) editorials paying attention to the act of the prime minister before visit
to the Yasukuni shrine; (2) the characteristic of each newspaper; and (3) that the prime minister’s visit is
described with various issue such as diplomatic issues and differences in historical perception.
Keywords: Contents Analysis, Yasukuni Issue, the Prime Minister’s Visit to the Yasukuni, Qualitative
Analysis, Agenda-setting

A Consideration of the Theoretical Basis for Legislating Physician-assisted Suicide
Based on Glucksberg and Carter
Kana NISHIMOTO

Owing to medical technology developments, artificial life prolonging treatment contrary to the will
of the patient is often done. Those who suffer from unbearable pain and think their situation is no longer
dignified often wish to end their lives themselves. That is, they want so-called PAS (Physician-assisted
Suicide), such as a prescription of a lethal injection by a doctor. However, assisted suicide is prohibited
in Japan, and therefore those who want PAS can’t call for doctors' help to die. Meanwhile the Supreme
Court of Canada declared the prohibition of PAS unconstitutional in 2015 (Carter). This paper examines
its rationale through comparing with the Glucksberg decision in the United States, which, unlike the Carter
decision, has judged it as constitutional.
Keywords: Glucksberg, Carter, Physician-assisted Suicide, Patient’s will, Sanctity of Life
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A Study on the Use of Forest Railway as a Tourist Attraction in the Mamurogawa
Onsen Bairien Spa

Takashi NAKAMAKI

The purpose of this study is to clarify the efficiency of the use of the forest railway as a core tourist
attraction in Mamurogawa Onsen Bairien Spa in Mamurogawa, Yamagata. The author asked passengers
and users of the forest railway to fill out questionnaires during the Golden Week holidays in May and then
“Silver Week” consecutive holidays in September.
The age bracket of users is wide, including family parties of two and three generations. Most users
reside in the Tohoku Region, mainly in Yamagata Prefecture, with some users from the Kanto Region.
Users mostly come by private cars. Users first hear of the forest railway from family or friends. The
author was surprised to find that the majority of users didn’t know that the preserved locomotive has been
designated an important heritage of industrial modernization.
After visiting and riding the forest railway, most users remain in Bairien for a few hours to a day and
make use of other facilities such as parks, spas, stores and Japanese inns. In addition, there are not a few
users who visit Bairien either in town or the local government's tourist spots (including events).
The author’s research revealed the following issues.
(1) Secondary transportation (bus) from Mamurogawa station is insufficient.
(2) Users interest in the preserved locomotive as a heritage of industrial modernization is low.
Keywords: Forest Rilway, Form of Use, Heritage of Industrial Modernization, Questionnaire,
Mamurogawa
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Study of a Consumer-oriented Information System: Introduction of the
Fundamental Principle of Personal Data Protection and the Personal Data
Ecosystem
Sachiko ITO

With the advent of the big data society, there is a new trend of data distribution and utilization. It
is a system in which individuals manage and distribute their own personal data. With the progress of
technology, the importance of information in the distribution process has increased. The advent of the
Internet has also raised consumers' voice and presence. Nevertheless, consumers have never controlled
the information system. Therefore, the impact of this new system on distribution and marketing is
immeasurable. In this paper, we first clarify this new system and the fundamental idea: What is selfinformation control, and what is the fundamental principle of privacy protection in information systems.
Then, we survey the individual-centered information system and examine the theoretical issues or
implications of dealing with information in distribution theory.
Keywords: Information System, Consumer, Self-information Control Rights, Privacy by Design, Personal
Data Ecosystem
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A Qualitative Study of the “First Grade Barrier” Experienced by Working
Mothers

Chisako ONO
Background
The purpose of this study is to clarify the “first grade barrier” that is experienced by working mothers
before and after children start elementary school.
Method
I conducted interviews with working mothers of dual-income nuclear families who have children in the
first- to third-year at elementary school.
Results
The mothers faced different types of “first grade barriers” in the period of before and after their children
started elementary school; the barriers before starting school were that they could not prepare for their
routine, and they could not find after school care that they were satisfied with; barriers after starting school
were that they felt confused about the fact that after school care was different from daycare, they were
worried about their children after school, they had to change their employment status, they faced new
issues during summer holidays, there was a dilemma that they could not contribute to PTA activities, and
they suffered stress because they could not get any support.

Keywords: First Grade Barrier, Qualitative Study, After School Care, Working Mother, Dual Income
Family, Nuclear Family

Regulierungsreform und Existenzgründung
- am Beispiel der Regulierungsreform in 2004 im Bereich des deutschen
Handwerks –

Yoichi MIZUMURA

Um die hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen in Deutschland zu bewahren, wurde die
Meisterzertifikatsprüfung in der Handwerksordnung festgelegt. Wenn man selbstständig werden wollte,
musste man zunächst das Meisterzertifikat erwerben. 2004 gab es jedoch eine große Reform der
Handwerksordnung. Es gab insgesamt 94 Handwerksberufe. Nach der Reform wurden 6 Berufe von
der Reform ausgenommen. 35 Berufe benötigen zur Gründung eines eigenen Gewerbes weiterhin das
Meisterzertifikat. Die Bedingungen der Meisterprüfung wurden jedoch erleichtert. In den übrigen 53
Berufen konnte ohne Erwerb des Meisterzertifikats ein eigenes Gewerbe gegründet werden.
In dieser Arbeit habe ich offengelegt, wie die Reform des Jahres 2004 und die Marktlage des
Industriezweiges in enger Beziehung zum Handwerk stehen und so Einfluss auf die Handwerksgründung
ausüben.
Keywords: deutschen Meister-system, Marktbarrieren, Wirtschaftspolitik, Marktwettbewerb, traditionelle
Industrie
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■シンポジウム・講演会・研究会
○2017年4月15日（土）15時10分～16時20分
2017年度第1回研究発表会
若手研究者による研究発表と昨年度海外研究をされて2017年3月に戻られた宮原均研究員より海外研
究について報告いただいた。
1. 小河智佳子（奨励研究員、東洋大学経済学部非常勤講師）
題

目

2. 宮原

「2015年度武雄市「ICTを活用した教育」の成果と課題」

題

均（研究員、法学部教授）

目

「カナダ・バンクーバー雑感―ブリティシュ・コロンビア大学法科大学院における在外研究を

終えて」
於：白山キャンパス2号館3階第一会議室
○2017年5月30日（火）17時30分～19時00分
「スポーツの現代的課題」第5回研究会
報告者

宮原

題

「スポーツ事故と不法行為責任―カナダの裁判例を中心に―」

目

均（研究員・法学部教授)

概要については「研究プロジェクト2017年度活動報告『スポーツの現代的課題』」を参照
於：白山キャンパス8号館中2階第二会議室
○2017年6月16日（金）11時00分～13時00分
「スポーツの現代的課題」第6回研究会
報告者

中村

題

「アスリートとキャリア」

目

礼子（東洋大学非常勤講師）

概要については「研究プロジェクト2017年度活動報告『スポーツの現代的課題』」を参照
於：白山キャンパス8号館1階トレスダイニング
○2017年6月17日（土）13時30分～17時00分
2017年度第1回シンポジウム「人工知能のインパクト」
「人工知能のインパクト」と題してシンポジウムを開催した。松原徳和氏（情報通信総合研究所 ソー
シャルイノベーション研究部地方創生担当副主任研究員）
、神田雄一氏（東洋大学産官学連携推進セン
ター産官学連携コーディネーター）
、熊田順一氏（
（株）JTB総合研究所コンサルティング事業部コンサ
ルティング第三部長）
、小河智佳子氏（総務省行政管理局調査員、現代社会総合研究所奨励研究員）の
計4名のパネリストにより、それぞれの立場から問題提起（約20分）をいただいた。その後、パネリス
トによる話題提供を踏まえたパネルディスカッションでは、会場とパネリストの間でディスカッション
が活発に行われた。学生をはじめ多くの参加者から多岐に渡る質問が寄せられ、AIの可能性を議論す
るシンポジウムとなった。なお、この「人工知能（AI）
」をテーマに今後も継続して議論を重ねていく
予定である。
於：白山キャンパス8号館7階125記念ホール
○2017年6月27日（火）16時30分～18時30分
「スポーツの現代的課題」第7回研究会
報告者

サラ・ランディーニ（フィレンツェ大学法学部准教授）
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通

訳

加藤

隆之（亜細亜大学教授）

題

目

「保険－イタリアにおけるスポーツ・キャリア形成の視点から」

概要については「研究プロジェクト2017年度活動報告『スポーツの現代的課題』」を参照
於：白山キャンパス8号館中2階第二会議室
○2017年10月3日（火）13：00～14：30
2020年度デジタル教科書導入に向けた、実証研究事業のキックオフ説明会
－佐賀県武雄市小中学校におけるデジタル教科書の実証研究－
「ICT教育研究プロジェクト」の新規研究事業として、2017年10月から、教科書会社にご協力いただ
き、学習者用デジタル教科書（教材）の利活用についての実証研究を進めることになった。我が国にお
いて2020年度からデジタル教科書導入の検討がされているが、今回の取り組みは、学習者用デジタル教
科書（教材）の、一自治体の全校導入による先行的実証研究となる。これは全国でも初の試みである。
当日はデジタル教科書実演などを行い、多くのメディアの取材があった。
詳細については「研究プロジェクト2017年度活動報告『ＩＣＴ教育研究プロジェクト』」を参照
於：白山キャンパス8号館7階125記念ホール
○2017年11月7日（火）17時00分～19時00分
「スポーツの現代的課題」第8回研究会
報告者

清水

題

「アメリカにおける公立学校のドーピング」

目

真（明治大学法科大学院教授）

概要については「研究プロジェクト2017年度活動報告『スポーツの現代的課題』」を参照
於：白山キャンパス8号館中2階第二会議室
○2017年11月11日（土）13時30分～17時00分
2017年度第2回シンポジウム
「日本における介護労働とその賃金：準市場とジェンダーの視点から」
本シンポジウムは、現代社会総合研究所の「超高齢社会の医療と介護に関する研究会」が主催した。報
告者に、山根純佳（実践女子大学）准教授、花岡智恵（京都産業大学）准教授、大槻奈巳（聖心女子大
学）教授の3名をお迎えし報告いただいた。
「準市場」
「ジェンダー」を鍵概念として介護労働をめぐる
社会的状況とその変化を明らかにしたうえで、介護労働と賃金について、経済学と社会学の両分野にお
ける実証研究の知見が紹介された。
「介護労働と賃金に関し解決すべき課題」についての共通理解に基
づき、介護労働力不足解決のためにどのような対策や政策的対応を行うべきであるかについて意見を交
換し、参加者からも活発な意見が飛び交うなど有意義な時間となった。
於：白山キャンパス8号館7階125記念ホール
○2017年12月19日（火）17時00分～19時00分
「スポーツの現代的課題」第9回研究会
第1報告者
題

目
目

宏（東洋大学法学部教授）

「スポーツ法の現状」

第2報告者
題

清水
宮原

均

（研究員・法学部教授）

「スポーツと体罰」

概要については「研究プロジェクト2017年度活動報告『スポーツの現代的課題』」を参照
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於：白山キャンパス8号館中2階第二会議室
○2018年1月23日（火）17時00分～19時00分
「スポーツの現代的課題」第10回研究会
第1報告者

清水

題

「スポーツ法の現状・後半」

目

宏（東洋大学法学部教授）

第2報告者

齋藤

題

「社会発展に対するスポーツの影響－Calcio Storico Fiorentinoを手掛りにして－」

目

洋（研究員・法学部教授）

概要については「研究プロジェクト2017年度活動報告『スポーツの現代的課題』」を参照
於：白山キャンパス8号館中2階第二会議室
○2018年2月17日（土）11時00分～15時00分
「スポーツの現代的課題」第11回研究会
第1部

ワークショップ「競技としての相撲・奉納儀式としての相撲」

第2部

座談会「学生にとっての相撲道とキャリア」

概要については「研究プロジェクト2017年度活動報告『スポーツの現代的課題』」を参照
於：東洋大学相撲部合宿所
■その他研究活動・成果報告
○2017年度研究プロジェクト及び研究会
（1）ICT教育研究プロジェクト
［研究代表者］松原聡（副学長、経済学部教授）
［研究メンバー］斎藤里美（文学部教授）
、藤井大輔（客員研究員）、小河智佳子（奨励研究員）
［目的・概要］
・佐賀県武雄市のＩＣＴ教育を経年的に検証 ・検証結果からの提言の実施状況の監
視（ＰＤＣＡサイクル）・デジタル教科書の導入、活用に伴う成果と課題に関する研究

・ＩＣＴ

教育全般についての国内外の情勢把握
本プロジェクトは、ＩＣＴ教育全般の研究と共に、佐賀県武雄市のスマイル学習などの実施支援、
検証作業を行っている。これまで、児童生徒アンケート、教員アンケート、保護者アンケートを取
り、その結果を集約・分析している。2017年度は第四次報告書を取りまとめ、学会での発表を行っ
た。このあと、第四次報告書を公表予定である。さらには、2017年10月より、新規研究事業として
学習者用デジタル教科書（教材）の利活用についての実証研究を進めている。
（2）スポーツの現代的課題プロジェクト
［研究代表者］宮原均（研究員・法学部教授）
［研究メンバー］齋藤洋、室松慶子、芦野訓和、朝倉輝一、グリーン. H. スチーブン、佐藤修一郎、
谷塚哲（以上 研究員・東洋大学法学部）、門脇邦夫、永石啓高、鈴木陽子、伴好彦（以上 客員研究
員）
、荒邦啓介（奨励研究員）
、始澤真純、鈴木崇之（以上 院生研究員）、他学外研究者多数
［目的・概要］「スポーツの面からみた法律」をテーマにプロジェクトを組み、日本のスポーツに関
わる法律（競技者の事故・怪我、健康等へのリスク管理、肖像権等）を体系化している。当初より
プロジェクトの目標として掲げてきた「東京オリンピック2020開催に向けて、スポーツの盛んな東
洋大学が、実技面だけでなく、情報についても哲学・キャリア・グローバルの視点から整理・蓄積
し、一般の方にもわかりやすく発信していく」というスタンスで研究活動を行っている。
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研究成果として、これまでは10回の研究会を開催し、プロジェクトペーパー13篇を公表している。
（3）地方創生に関わるグローバル戦略研究会
［主査］石井晴夫（研究所長、経営学部教授）
［研究会メンバー］和田尚久（国際観光学部教授）、大坂恵里（法学部教授）、石川順章（院生研究員・
東洋大学大学院博士課程）
、北村佳之（日本銀行）
、菊谷晋吾（株式会社大林組）
、岡田猛（ＪＦＥ
エンジニアリング株式会社）
、川上貴幸（株式会社メタウォーター）
［目的・概要］政府は、日本が直面する人口減少や超高齢化という大きな課題に対し「地方創生」
の推進に一体となって取組んでいる。同施策を具体的に推進させるために、2016年4月20日に「地
域再生法の一部を改正する法律」が施行された。さらに、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律
的で持続的な社会を創生できるよう、内閣官房には「まち・ひと・しごと創生本部」が、内閣府に
は「地方創生推進室」が設置された。こうした動きに連動して全国の都道府県や市町村では、
「地
方人口ビジョン及び地方版総合戦略」の策定を行っている。同戦略プランは、人口減少や超高齢化
という国内の社会環境の変化に対してどのように対応し、これからの地域経営をどのように展開さ
せていくのかを具体的に提起するものである。また、グローバル化が急速に進展している中で、新
たな地域政策をどのようにビルトインさせるのかも重要な視点になっている。
東洋大学現代社会総合研究所では、こうした課題に積極的に関わり、地域経営のあるべき方向性を
多面的に検討することを目的に、昨年度地方創生に関わるグローバル戦略研究会を立ち上げた。
今年度は、基礎的データの収集に取り組んでおり、年度末に検討会を開催する予定である。
（4）超高齢社会の医療と介護に関する研究会
［主査］和田尚久（企画委員長、国際観光学部教授）
［研究会メンバー］須田木綿子（社会学部教授）、村尾祐美子（社会学部准教授）、和田佐英子（宇
都宮共和大学教授）
［目的・概要］医療と介護の分野において、現在、看護や介護の要員が不足している。特に、介護
に関わる分野の労働力不足は著しい。我が国の65歳以上の高齢者人口は3,392万人で、75歳以上の後
期高齢者は1,641万人、総人の12.9％である（2015年10月1日現在）。それが2060年には高齢化率は
39.9％、
後期高齢者26.9％になると予想される。このような状況を前提に、
「超高齢社会の医療と介護」
についての検討を本研究の目的とする。対応策については、介護に関わる分野の労働力不足が著し
いことから、資源としての労働力量を考える。有効活用されていない労働力の存在とありかたを検
討し、その有効活用を検討すると共に、社会的弱者の雇用や生活の問題への解答が発見できること
を目指す。2017年11月11日に、シンポジウム「日本における介護労働とその賃金：準市場とジェン
ダーの視点から」を開催した。
平成28年版高齢社会白書（概要版）平成27年度
第1節

高齢化の状況

高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況第1章高齢化の状況

高齢化の現状と将来像より

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/html/gaiyou/index.html2016.11.13アクセス

○「Working Paper Series」の発行
・No.1701「教育におけるＡＩ」
（2017年5月）

執筆者：小河智佳子（奨励研究員）

・No.1702「『農泊』
・民泊政策の展開から見る日本のグリーン・ツーリズムの発展可能性」
（2018年2月）
執筆者：青木辰司（社会学部教授）
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・No.1703「セレモニーに対するニーズに関する一考察」（2018年2月）執筆者：徳江順一郎（研究員）
・No.1704「教育長及び教育委員の市民的自由に関する一試論」
（2018年2月）執筆者：佐藤修一郎（研
究員）
・No.1705「都区制度改革における都から特別区への清掃事業移管の考察 ―自区内処理から広域処理へ
の課題と解決に向けて ―」
（2018年2月）執筆者：中川和郎（客員研究員）
・No.1706“Hope in and for SLA: Investigating the relationship of trait hope and second language
acquisition at the university level ”
（2018年2月）執筆者：Joseph E. Ring（客員研究員）
・No.1707「国立市における家庭ごみ有料化の制度設計」（2018年2月）執筆者：信澤由之（客員研究員）
・No.1708「『下館七羽黒』を活用した観光振興策の構築」
（2018年2月）執筆者：宇田川大介（奨励研究
員）
・No.1709「戦争映画を用いたナショリズム分析の試み―映像作品における共起ネットワーク分析の活
用―」
（2018年2月）執筆者：福田朋実（奨励研究員）
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『現代社会研究』15号

『現代社会研究』投稿規定
第１条 年報の発行と投稿規定の設定
第１項 東洋大学現代社会総合研究所
（以下、
「本研究所」という。
）は、東洋大学学術
研究推進センター及び研究所規程の第１
条（目的）に基づき、社会科学分野にお
ける独創性のある研究・調査等の研究成
果を公表するという目的を達成するため、
年報を発行する。
第２項 前項の年報を
『現代社会研究』
（以下、
「本誌」という。
）と称する。
第３項 本研究所は、第1項の目的を達成す
るため、
『現代社会研究』投稿規定（以下、
「投稿規定」という。
）を定める。
第２条 編集委員会の業務
第１項 本研究所の編集委員会（以下、
「編
集委員会」という。
）は、投稿規定に基づ
いて本誌の原稿募集及び編集並びに発行
事務を管轄する。
第２項 編集委員会は、投稿原稿の審査（査
読）に係る内規（以下、
「審査（査読）内規」
という。
）及び関連内規を定めることがで
きる。
第３条 本誌の発行回数
第１項 本誌は原則として年1回発行する。
第２項 前項の規定にかかわらず、年間の発
行回数を変更することができる。
第４条 投稿資格
第１項 本誌への投稿資格を有するものは次
の各号に該当しなければならない。但し、
投稿希望者が多数の場合は、審査（査読）
内規及び関連内規に基づき、第1号に掲げ
た者から順に優先される。
第１号 本研究所の研究員
第２号 本研究所の客員研究員
第３号 本研究所の奨励研究員
第４号 本研究所の院生研究員
第２項 前項第1号から第4号に該当する者
は、前項に定めるもの以外の者と共同執筆し
た場合、この投稿規定に従うことを条件とし
て、投稿資格を認められものとする。当該共
同執筆の場合、前項第1号乃至第4号に該当す
るものの中から一名を連名中の第一位に置く

ものとし、かつ、当該者が連絡責任者にな
るものとする。但し、前項第2号乃至第4号
に該当するものが連名中の第一位に置かれ
た場合は、「審査（査読）内規」の適用を
受けるものとする。
第３項 本条第1項及び第2項の規定にかかわ
らず、編集委員会が特に認めた場合はこの
限りでない。
第４項 本誌への投稿を希望する者は、東洋
大学倫理規定を想起し、原稿提出時までに、
CITI(Collaborative Institutional Training
Initiative)JAPAN の e-learning を 受 講 し、
修了していなければならない。当該受講お
よび修了に関しては、東洋大学の方針に準
拠するものとする。
第５条 掲載資格
第１項 投稿原稿を本誌に掲載することを希
望するものは、東洋大学学術情報リポジト
リ規程に基づき、本誌掲載文章等を東洋大
学学術情報リポジトリ（以下、
「リポジトリ」
という。
）に登録し且つ公開することに同
意するものとする。
第２項 平成25年3月31日以前に本誌に掲載
された文章等及び前条第3項に基づいて認
められた文章等に関しては、編集委員会で
別途にリポジトリへの登録及び公開につい
て確認するものとする。
第６条 原稿区分及び書式
第１項 投稿者は、投稿原稿の種類を次ぎに
示す区分に従って指定しなければならな
い。但し、編集委員会は、指定された当該
区分を変更することができる。
第１号 研究論文
第２号 研究ノート
第３号 その他
第２項 投稿者は、投稿原稿をデータ及び印
刷物の両方の形式で編集委員会に提出しな
ければならない。但し、投稿者は当該投稿
原稿の複製をデータ及び印刷物の形式で保
持しなければならない。
第３項 投稿原稿は次に示す書式等に従うも
のとする。
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投稿規定

第１号 投稿原稿で使用される言語は日本語
とする。但し、編集委員会が特に認めた場
合は、投稿規定の他の規定の準用を条件と
して、日本語以外の言語を使用することが
できる。
第２号 投稿原稿は横書きとし、表記には現
代仮名づかい及び常用漢字を用いるものと
する。但し、当該専門分野において通常用
いられている表記等の使用を妨げるもので
はない。
第３号 投稿原稿の字数については、別途、
「投稿要領」によるものとする。
第４号 投稿原稿は次の内容を含まれなけれ
ばならない。
ア、題名
イ、執筆者氏名
ウ、所属（職名を含む）
エ、要旨（400字程度）及びキーワード
（5ワード）
オ、本文
カ、注記及び引用文献
キ、外国語サマリー
（題名、執筆者氏名、所属、要旨）
ク、外国語キーワード
（本号エと同義のものを5ワード）
ケ、原稿作成ソフト名
コ、連絡用のEメール・アドレス
第５号 本文及び注記等に挿入する図・表・
写真等は、そのまま原紙として使用できる
状態で提出されなければならない。
第６号 使用文献の表記は、原則として次の
とおりとする。
ア、雑誌の場合 執筆者、表題、雑誌名、巻、
号数、発行年月日、所在ページの順
イ、単行本の場合 著者名、書名、発行所、
発行年、所在ページの順
第７条 投稿原稿の審査
第１項 編集委員会は、審査（査読）内規に
従った審査結果に基づいて投稿原稿の区分及
び掲載の可否を決定する。
第２項 投稿原稿の審査（査読）は、投稿規定
第2条第2項に基づき審査（査読）内規による
ものとする。
第８条 その他

第１項 編集委員長は、本誌に係る事項に関
して、編集委員会等に諮ることができない
場合は、東洋大学現代社会総合研究所長（以
下、「所長」という。）の承認を得ることを
条件として、暫定的に当該事項を決定し、
執行できるものとする。
第２項 編集委員長は、前項の場合、可及的
速やかに編集委員会等で当該内容を報告
し、承認を得なければならない。但し、編
集委員長は所長と相談の上、当該報告と承
認の形式を適宜決めることができる。
第３項 編集委員会は、本誌掲載文書等一本
毎にその抜刷を作成し、当該執筆者又は共
同執筆の場合は連絡責任執筆者に配布する
ことができる。当該抜刷の部数は、編集委
員会によって適宜決定され、執筆者又は連
絡責任執筆者に通知される。
附則

この規程は平成25年4月1日に遡って施行
される。
制定・施行 平成15年５月20日
改正 平成16年６月15日
改正 平成21年６月25日
改正 平成24年12月14日
改正 平成25年６月17日
改正 平成26年６月17日
改正 平成27年６月１日
改正 平成28年４月16日
改正 平成29年５月29日
現代社会総合研究所 編集委員会

『投稿要領』抜粋（平成 29 年 5 月 25 日）
２．執筆要領

投稿原稿は二段組で印刷するので、１頁におけ
る一段の文字数は 924 字（22 字× 42 行）とする
( 二段で 1,848 字）
。カメラレディ原稿（ハードコ
ピー）およびデータの両方で作成・提出する。頁
数制限を厳守ください。研究員・客員研究員は、
上限 9 頁（本文、注記・引用文献、図表を含む）
。
奨励研究員・院生研究員は、上限 7 頁（本文、注
記・引用文献、図表を含む）
。原稿提出時に、
「CITI
JAPAN の e-learning 修了証のコピー」（昨年度、
修了証のコピーを提出された方を除きます）
と
「投
稿チェックリスト」をあわせてご提出ください。
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〔編集後記〕
▲『現代社会研究』第 15 号を刊行することが出来ました。これも本研究所の関係者皆様のご協力のたまものと存じ、
心より御礼申し上げます。
▲本研究所の客員研究員から、大学専任教員の職に就くことができたとの連絡を受けました。その礼状には、特に本
誌に論文を掲載し続けてきたことも業績として高く評価された旨が書かれており、本誌の学外における評価とともに
研究員の一助になり得ていることを改めて実感いたしました。これからも研究員の発展の手助けになれればよいと考
えています。
▲本誌は現代社会総合研究所からの研究成果発信手段です。この編集後記をご覧くださっている方々のほとんどは本
研究所の関係者であると思いますが、編集子といたしましては、各分野の専門の論文だけでなく、もっと挑戦的な投
稿もあってよいのではないかと感じています。最近、岡田泰男『経済史入門―現在と過去を結ぶもの―』
（慶応出版会、
2002 年）を見ておりましたところ、経済史も「人間活動の全領域、経済・政治・法律・社会の諸分野、人間社会に
おける可能性の幅の広さ」なども研究に組み込まなければならないという趣旨が記述されていたことに深い感銘を受
けました。これは「史」ということに特徴的なこととは思われません。編集子のような専門分野が法律学であるもの
からすれば、見方を変えれば、法律学も、あるいは社会学も上記の経済や自己以外の社会諸分野を研究に組み込む必
要があるということを意味していると思え、従来から胸につかえていたものが一気に抜け落ちたように感じられまし
た。実は、本研究所が「総合」という名を冠しているのは、このことを目指すからではないでしょうか。そうであれ
ば、もっと学際的・融合的・複数学問的な、つまり挑戦的な研究成果を問う場として、本誌が活用されてもよいので
はないかと考えます。思い切って挑戦してみては如何でしょうか。そのような投稿をお待ちしています。
▲近年、今まで以上に研究倫理が改めて重視されるようになってきました。本誌でも投稿資格に CITI JAPAN の
e-learning の受講と合格を加えています。また本学大学院では Turnitin（ターン・イット・イン）という剽窃チェッ
クシステムを導入しました。本誌でも当該システムを査読の際に使用するか否かを検討しましたが、現段階では少々
気になる点があるということになり、本誌編集に於きましては、しばらく見送るということになりました。しかし、
この様なことをせずとも真摯に論文作成に取り組んでいれば、特に問題は発生しないはずです。
▲未だ予定段階ですが、少しだけ宣伝をいたします。本誌の姉妹誌として、Japanese Society and Culture という英
文ジャーナルを次年度から発行する予定です。姉妹誌と云いましても刊行コンセプトは全く異なり、当該英文ジャー
ナルは、日本のことを学問という世界共通の方法を通して世界に発信するという目的を持っています。とりわけ明治
維新以来、多くの研究と経験が日本には蓄積されてきており、特にいわゆる文系では日本語で発表されてきました。
また外国の文献を読み、外国で学んだことを日本語で日本国内向けに発表することで優れた研究と評価されてきた時
代が長く続きました。その一方で、日本には有り余るほどの成果があるにもかかわらず、日本語という壁によって外
国の研究者が当該成果を利用できない状況があり、このことは学問世界にとっても損失になると考えられます。そこ
で Japanese Society and Culture は、敢えて日本に蓄積されている日本を素材とした研究成果を英語で世界に発信す
ることで、学問の発展に寄与することを目的として創刊されます。投稿者は全世界から募りますし、すべての投稿原
稿は査読に付されます。本誌の読者諸氏も、思い切って投稿してみてはいかがでしょうか。自身の研究成果を世界に
向けて発信してはいかがでしょうか。当該英文ジャーナルの刊行につきましては、次年度 4 月の本研究所総会後に再
度お知らせいたします。
▲日本を取り巻く国際情勢が緊迫度を増していますし、AI 化も急速に進展し、国内労働市場にも大きな影響が出始
めています。これからの研究も、その基礎部分は変わらないとしても、応用部分はこれらの影響を受けざるを得なく
なるでしょう。まさに総合の時代は目前に迫っています。本研究所の意義が問われる時でもあり、チャンスでもある
でしょう。各位の創造的・建設的なご協力を切に期待しております。
2018 年 2 月吉日

東洋大学現代社会総合研究所
編集委員長
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執 筆 者 一 覧
朝倉 輝一
井沢 泰樹
斎藤 里美
鈴木 孝弘
武市三智子
戸梶亜紀彦
徳江順一郎
平瀬 和基
松原
聡
村尾祐美子
青木
崇
池谷 和子
伊藤 祥子
清水 健太
城
涼一
田辺 和俊
中牧
崇
中村 久人
信澤 由之
井 大輔
藤井 辰朗
小河智佳子
福田 朋実
小野智佐子
西元 加那
水村 陽一

研究員・法学部法律学科教授
研究員・社会学部社会文化システム学科教授
研究員・文学部教育学科教授
研究員・経済学部経済学科教授
研究員・総合情報学部総合情報学科准教授
研究員・社会学部社会心理学科教授
研究員・国際観光学部国際観光学科准教授
研究員・経済学部国際経済学科准教授
研究員・経済学部総合政策学科教授
研究員・社会部社会学科准教授
客員研究員・兵庫県立大学特任助教
客員研究員・長崎大学教育学部准教授
客員研究員・北海道大学国際連携機構非常勤講師
客員研究員・松蔭大学経営文化学部講師
客員研究員・東洋大学法学部非常勤講師
客員研究員・ティー・エヌ・ケー代表
客員研究員・東洋大学社会学部非常勤講師
客員研究員・元東洋大学経営学部教授
客員研究員・東洋大学経済学部非常勤講師
客員研究員・東京交通短期大学運輸科准教授
客員研究員・中部大学経営情報学部講師
奨励研究員・東洋大学経済学部非常勤講師
奨励研究員・宮崎公立大学人文学部非常勤講師
院生研究員・社会学研究科社会学専攻博士後期課程
院生研究員・法学研究科公法学専攻博士後期課程
院生研究員・経済学研究科経済学専攻博士後期課程
〈編集委員会〉
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