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シニア院生の「研究成果報告書」第８号によせて―

本年度もシニア院生の「研究成果報告書（第８号）」が無事発刊され，誠に喜
ばしいかぎりある。毎年，
『実践知の創造と伝承』というテーマのもとに，シニ
ア院生のみなさんが，商学のさまざまな研究領域で，独創的な研究成果を発表さ
れている。このことは，商学研究科が，シニア院生のみなさんに，知の創造の場
を提供するという使命を十分とは言えないかもしれないが達成しているといえ
るであろう。
さて，本報告書では，このテーマに取り組んだ論文２本が紹介されている。１
本目は，経済系列の畑農鋭矢研究室に所属する河合芳樹氏による「平成の市町村
合併がもたらした地方財政への影響－財政力，負担，並びに，受益からの考察
－」
，である。第１章で合併の経験の有無が市町村の財政力指数に影響を及ぼし
ているか否かを検証し，第２章で個人市町村民税，法人市町村民税，固定資産税
の偏在性に対して市町村合併が及ぼす影響について検証し，第３章で，老人福祉
費に比べて児童福祉費では他の市町村に追随的な傾向があることを明らかして
いる。２本目は，経済系列の高浜光信研究室に所属する寺瀬哲氏による「なぜ英
国は BREXIT を選択したのか？ －英国離脱の背景としての分断・ポピュリズ
ム （EU の問題点を中心に）－」，である。この研究は，①今後 EU は解体に
向かうのか，それともこれからも世界で重要な位置付けを維持するために改革
が達成できるのか，② EU 離脱を決定した後の EU＝英国間との交渉において
妥協点を見出し，双方共に納得する結果を生み出すことで欧州の発展が可能な
のか，③米国の前トランプ大統領に代表される従来のグローバル化と対峙する
保護主義やポピュリズム政治が世界に拡大していくのかというリサーチ・クエ
スチョンに取り組んだものである。
２つの研究は，共に，数十年に渡る現場での実践に裏打ちされたものである。
修士論文としてまとめるためには，実践を通して蓄積してきた考え方，スキル，
スタイル，業績などを客観的に見つめ直す必要がある。この２年間の研究におい
て，ある時には楽しく懐かしくまたある時には辛くもどかしいという経験をさ
れたのではないかと推察する。かけがいのない成果が誕生したことを心よりお
祝い申し上げる次第である。
商学研究科長

髙橋

昭夫
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１．はじめに
2016 年 6 月 23 日の英国国民投票による英国のＥＵ離脱の選択は約 16 年間
（英国通算 9 年，ドイツ 2 年，オランダ 5 年）の欧州駐在員生活を経験した私
にとって，大変衝撃的な出来事であった。1981 年英国ロンドンに最初に赴任し
た時は「鉄の女」といわれたマーガレット・サッチャー首相時代で，英国病と
いわれ石炭産業での長期間のストライキやいわゆる重厚長大産業を中心に不況
に喘ぐ英国経済を目の当たりにしていた。その後 1992 年のポンド危機を乗り
越えたあとの 2 度目の英国駐在となった 1995 年のロンドンでは，シテイを中
心として金融業ビッグバンやインフラ産業を中心とする国有産業の民営化等を
経て，EU 加盟による労働力の自由な域内移動や人・商品・サービス・資本を自
由にした単一市場（シングルマーケット）により英国民は多くのメリットを享
受していると実感していた。またパスポート無しで自由に EU 内を往来出来る
シェンゲン協定や統一通貨ユーロへの不参加など，英国は EU 内でもその独自
性を保持していたので，EU 加盟によるデメリットなど国民は全く感じていない
と確信していた。
通算 16 年間を欧州駐在員として，EU 加盟 3 ヶ国で生活する機会を得たこと
は非常に貴重な経験を得た。2002 年 1 月にはドイツ・デュッセルドルフで生活
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しており，通貨が前日のドイツマルクから一夜にしてユーロに変わり銀行・
ATM の引出し紙幣だけでは無く，市中にあったコインパーキングの使用通貨ま
でが一夜で変更された時には正直驚いた。また仕事や旅行の為にドイツからベ
ルギー，オランダやフランス，イタリアに車で何度も往来したが，パスポート
検査もなく簡単に国境を超えられることに統合のダイナミズムを実感した。
2004 年 5 月 1 日にチェコ共和国を訪問した際には，首都プラハで多くの市民
が夜中まで市内へ繰り出して EU 加盟の喜びを全身で表していた。EU では政治
経済のみならず自然科学研究分野に於いても欧州内の人的交流が盛んになった
事で，過去の歴史では実現し得なかった理想的な共同体のように感じていた。
予想を覆す結果となる過半数を超える約 52％の英国民がなぜ EU 離脱を選択
したのか国民選挙の分析や結果に至った英国が抱えていた問題点について，深
く掘り下げて研究したいと考えた。また統一通貨ユーロの存在意義や英国離脱
によって囁かれた「EU の終わりの始まり」の議論や EU の将来に向けた展望に
ついても議論を進めた。
２．論文の構成
論文は，下記のとおり，全４章から構成されている。
第１章 欧州統合と通貨制度の歴史的経緯
第２章 統一通貨とユーロ危機
第３章 英国はなぜ BREXIT を選択したのか？
第４章 EU 離脱後の英国と EU
３．各章の紹介
第 1 章では第二次世界大戦後のフランス・ドイツ・イタリアとオランダ・ル
クセンブルグ・ベルギーのベネルクス 3 国が参加国となり，1952 年に発足した
ECSC（欧州石炭鉄鋼共同体）から始まる EU の歴史的経緯と欧州通貨制度発展
の歴史を英国との関係を踏まえて議論した。EU 発足となったこの共同体は第二
次世界大戦の敗戦国ドイツと,戦勝国ではあったが戦争によって大きく傷つい
たフランスを中心として，欧州内の恒久的な平和への願いで将来 2 度と戦争を
起こさないとする決意が主目的であった。その後欧州内に組織されていた複数
の政策分野における機関が 1 つに統合された結果，1967 年 EU の前身である EC
が発足し，1992 年 2 月オランダのマースリヒトでの条約後の 1993 年に EU とし
て発足した後はグローバル化によって経済・為替連合の意味合いが強くなった
と考える。
第 2 章では統一通貨ユーロとリーマンショックやユーロ圏のソブリン危機に
よって生じた EU 圏での複合危機の問題に言及した。EU は 1999 年 4 月には通貨
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ユーロ導入と 2002 年 1 月からはユーロ貨幣の流通，2004 年５月には旧ソビエ
ト連邦の同盟国であった東欧諸国も EU 加盟し，その後も加盟国は増え続け
2013 年には 28 か国（離脱した英国を除くと 27 ヵ国）となり EU 圏の参加国人
口は 5 億人を擁し，ユーロ圏（統一通貨ユーロ導入していないデンマーク，英
国や中欧諸国等を除く）は 3 億 2600 万人を超える一大経済圏になるまでに拡
大した。その EU 内で最初のほころびが露呈したのは 2009 年のギリシャ政府に
よる粉飾財政による多重債務問題である。そしてイタリア・スペイン・ポルト
ガルの南欧諸国で連鎖的に起こった国債価格暴落や,信用不安によるユーロ圏
への不信が拡がり，ユーロは一時対円レートで 1 ユーロ＝100 円（現在は 125
円）を切る水準まで低下した。危機の度 EU 圏内で最大限のメリットを享受し
ているドイツを中心にして救済することになったが，根本的な解決策を見出せ
ないままに現在に至っている。
第 3 章では本稿のメインテーマである 2016 年の英国国民投票で選択した EU
離脱の背景と秘められたストーリーを中心に，現在まだ進行形である問題の掘
り下げを試みた。英国は 1967 年 EU の前身となる欧州経済圏である当時の EC
が発足した後の 1973 年に初めて加盟し，そして EU からの離脱か残留かの英国
国民選挙は 2016 年が初めてではなく 1975 年にも実施された。しかし当時の英
国は不況に喘いでいた為，経済状況が比較的好調であった欧州大陸への参加を
賛成票が 67.2％となり残留とした経緯があった。
第 4 章では 3 章までの考察を通じて得られたいくつかの論点を整理して EU
及び欧州（英国を含む）の今後の展望を探ることとして議論を進めたいと考え
た。
４．おわりに
確かに過去に戦争と侵略の歴史を繰り返してきた欧州で大戦以降は大きな戦
争は起こっておらず，旧ソ連圏の国々までEU加盟国となり，西側最大の安全保
障同盟のNATOにも加盟している。またEUは2012年にはノーベル平和賞を受賞し
ている。しかし一方急速な加盟国拡大に伴って組織が巨大化し，加盟国間での
経済格差が顕著になりドイツが独り勝ちとなっているEU体制になり，次第に発
足当初の加盟国フランス・イタリア・ベネルクス3国の中でも徐々にEUに対す
る不満が拡大した。
2017年のフランス大統領選で勝利した親EU派であるエマニュエル・マクロン
さえもが「EU及び通貨ユーロは大改革しなければ存続することはできない」と
まで発言していて，EU組織や通貨ユーロには多くの問題を抱えていることを表
現している。
統合においては，各加盟国が継続してルールを受け入れる政治的意志に左右
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されている主権国家の集合体であることから，大衆迎合主義（ポピュリズム）
や格差による分断が通常の単一国家より影響は非常に大きく，集合体は簡単に
崩壊するリスクがあると考える。
英国国民投票の結果については数々の書物が発行され，メディアなどでも多
く論評されている。EU離脱派は低学歴の労働者階級と高齢者が中心であり，階
級社会である英国における知識階級（エスタブリッシュメント）に対する反発
と移民問題がもたらした結果と認識されているが，果たしてそれだけの理由だ
ったのか？
今回の研究目的には何点かあった。第 1 に今後 EU は解体に向かうのか？そ
れともこれからも世界で重要な位置付けを維持するために改革が達成できるの
か？第 2 に EU 離脱を決定した後の EU＝英国間との交渉において妥協点を見出
し，双方共に納得する結果を生み出すことで欧州の発展が可能なのか？第 3 に
米国の前トランプ大統領に代表される従来のグローバル化と対峙する保護主義
やポピュリズム政治が世界に拡大していくのか？大きく変化する世界の中で欧
州情勢を中心にした研究分析で将来的な展望を見渡せる成果を求めていきたい
と考え論文を作成した。
＜あとがき＞
1981 年～83 年と 1995 年～2000 年、2006 年～2008 年を英国で生活し,
2008 年 9 月のリーマンショック発生前日に日本に帰国した。現在家族が英国
に滞在している私にとって, 英国の EU 離脱投票と結果は一生忘れられない出
来事であると同時に, 前述したとおりシニア入学での商学研究科で研究したい
材料となった。今回のテーマで研究を進める中で, 英国の EU に対する歴史的
な不信感と同時にかつての大英帝国時代をいつまでも拭い去れない英国人の気
質を垣間見ることが出来た。そしてこの論文を進めていく過程で BREXIT 後
の英国と欧州が, 今後それぞれどの様に世界の中で歴史を刻んでいくのかの興
味がますます深まった。
末筆ながら，商学研究科で指導していただいた高浜光信教授や教鞭をとって
いただいた先生方，また大学院事務室の方々には，明治大学のシニア院生とし
て大学院で学ぶことができ，素晴らしく充実した時間をもてたことに対し感謝
を申し上げたい。
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指導教員講評
本研究は，英国民がなぜ EU からの離脱を選択したのかという基本的な問いか
けに基づき，離脱を決定した国民投票を巡る経過，英国が抱えていた問題点に
関する考察，統一通貨ユーロの下での EU の混乱，英国離脱と「EU の終焉の始
まり」のシナリオ，さらには EU の将来に関する提言にまで考察の及ぶ大作で
ある。
第 1 章では，EU（EC）の黎明期における独仏連合としての特徴と経済・金融
同盟へと深化していく過程を描いている。第 2 章では，共通通貨ユーロの成立
過程と EU における最初の躓きとなるユーロ危機の概要が解説される。また，
ユーロ圏には本来，潜在的な格差に基づいて発生する地域的不均衡（リージョ
ナルインバランス）問題が存在し，この拡大が次第に EU 内部の分断と対立の
構造へと発展していく様子を描いている。
第 3 章では，本研究のもっとも重要な課題である英国の EU 離脱問題が論じ
られる。まず，離脱を決する国民投票前に，首相上級顧問カミングスの演じた
扇動的役割について言及し，続いて，英国の中下層階級，非熟練労働者がなぜ
EU 離脱を強く支持するようになったかを詳細に分析している。ここでの分析で
は，離脱支持層と経済的格差，労働市場における雇用形態の変化との関係，さ
らに移民，所得税制変更などの諸要因が EU 離脱支持層の増大に与えた影響が
検証されており，非常に興味深いものとなっている。
第 4 章では，EU 離脱後の英国の展望について様々な側面から検討し，逆に欧
州側に残された問題にも考察が及んでいる。特に経済同盟としての EU の矛盾
を指摘し，EU 自体の存続のためのドイツの存在の大きさを再認識するととも
に，再度，当初の欧州統合の大原則に立ち返ることの重要性を指摘して，結び
としている。
寺瀬氏は，長年にわたる英国をはじめとする欧州駐在経験を通じて，EU の経
過，英国の社会状況，経済状況の変化をつぶさに観察されてきた。この経験は
本論文の全体としての論調に多大な説得力を与えている。我々研究者は，マク
ロ経済変数による事実の解明に偏りすぎているのかもしれない。これに対し
て，同氏の考察は，マクロ経済学的な分析もさることながら，人々が如何にし
て政治的プロパガンダの支配下に置かれるのかという社会構造の解明にも及ん
でおり，この点もまた本研究の大きな貢献であると言えよう。

明治大学大学院商学研究科
指導教員
高浜 光信
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１．はじめに
1９９９年度から２０１０年度の平成の大合併において２,０００を超える
市町村が合併し，合併特例法はその後も延長を重ね３,２００以上あった市町
村は１,７１８にまで減少した。合併から１０年以上経過した市町村が多くな
った現在,合併が財政に寄与した市町村がある一方で，厳しい財政状態になっ
ている市町村もある。国は合併の目的のひとつに「基礎的自治体の自立性と行
財政基盤の充実強化を図る」ことを掲げていた。市町村合併は,単に財政基盤
の強化だけを求めるものではなく，そこで暮らす住民が安心して生活できる環
境を整えることが究極の目的であることから，市町村合併に関して研究する分
野は幅広いが，本論文は，市町村の財政力，それに伴う税収の偏在性，住民へ
の受益サービスについて市町村合併との関連性について考察した。
２．論文の構成
論文は，下記のとおり，全４章から構成されている。
はじめに
第１章 財政力と市町村合併の影響
第２章 地方税の偏在性と市町村合併の影響
第３章 地方単独事業と市町村合併の影響
終 章 群馬県の市町村合併からの考察
あとがき
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３．各章の紹介
第１章は，「基礎的自治体の自立性と行財政基盤の充実強化」の観点から市
町村合併がもたらした財政力基盤への影響について，財政力指数の推移から，
合併した市町村と合併しなかった市町村の比較検証によって分析を行い，合併
による財政力への影響について考察する。
市町村合併の財政力に係る分析は，２０００年度から２０１８年度における
市町村合併に基づいて廃置分合処理後，住民基本台帳人口による年齢３階級区
分と地方財政状況調査から歳入に係るデータを中心にパネルデータを作成し，
財政力指数への影響を分析した。分析にあたって，合併と非合併に区分した上
で，合併特例法によって時限立法措置により市制移行の人口要件を３万人に緩
和したことを考慮して次の５グループに分けた。合併市町村は「既存の市を含
んで合併したグループ」，
「町村合併により市制に移行した団体と非合併で市制
移行した団体のグループ」と「合併後も町村のままの郡制を継続したグループ」
の３区分とした。非合併市町村は，市部と郡部の２区分し，合併非合併グルー
プを５グループに区分し，以下，この区分を各章共通して用いている。
市町村合併と財政力の関係について下記の式を用いて、説明変数 X3 からＸ7
は歳入割合と一人当たり金額の２通りの固定効果分析を行い，合併が市町村の
財政基盤の強化に影響を与え，合併市町村は非合併市町村に較べてグループ内
での格差が是正されたことも確認した。しかし，平成の大合併は財政力の向上
には寄与したが，国が目標としている１,０００市町村には遠く及ばず，合併
から１０数年経た今日においては，地方財政の課題を先送りする期間を設けた
に過ぎないとも言え，財政上の課題が再び浮上してきていると思料する。
𝑌̃𝑖𝑡 ＝ 𝛼 ＋ ∑ 𝛽𝑖 𝑋̃𝑖𝑡
＋ ∑ 𝛽𝑗 𝐷𝑗 ＋ ∑ 𝛽𝑡 𝐷𝑡
𝑌𝑖𝑡 ：被説明変数（財政力指数)
𝑋𝑖𝑡 ：説明変数
ｉ＝1，2，･･･７ t = 2000，2001，･････，201８
𝑌̃𝑖𝑡 ＝ 𝑌𝑖𝑡 － 𝑌̅𝑖
𝑋̃𝑖𝑡 ＝ 𝑋𝑖𝑡 − 𝑋̅𝑖
α：定数項
𝐷𝑗： 合併非合併ダミー変数

j = 1，2，3，4（非合併市部は適用しない）

𝐷𝑡 ： 年度ダミー変数（2018 年度は適用しない）
𝑋1：人口総数（自然対数）
𝑋2：少子高齢化指数（市町村別の「65 歳未満人口／15 歳以上人口」
）
𝑋3：個人市町村民税（自然対数） 𝑋4：法人市町村民税
𝑋5：固定資産税 𝑋6：地方交付税 𝑋7：地方債年度末残高
第２章は，２０００～２０１８年度における地方税の偏在性について，ジ
ニ係数と変動係数を用いて検証し，その上で，地方税を構成している個人市
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町村民税，法人市町村民税と固定資産税，並びに，土地，家屋，償却資産に
係る固定資産税が地方税の偏在性にどの様に影響したかを分析し，それらに
基づいて市町村の合併と非合併が地方税の偏在性に与えた影響について分析
した。この結果，全市町村における偏在性が縮小してきていることを確認し，
合併後に認められる地方税の偏在性は償却資産に係る固定資産税の影響が大
きいことを明らかにした。それは非合併郡部での偏在性が大きいことが原因
であり，それが非合併郡部内の格差を大きく，近い将来の課題になることを
示唆しているとした。市町村合併によって全国的に偏在性を縮小したことは
認められたが，それは，度重なる税制改正による所得再分配政策の影響が大
きいことを考えると地方財政の持続的な自立性と自主性を高める結果に結び
付いていないことを示唆している。また，こうした税制改正を繰り返さなけ
ればならないのは，市町村の単位がまだ細かいために生じている格差と行財
政運営の非効率もあると思料する。今後，更なる合併の推進が求められると
ともに，都道府県行政との区分け，さらには，道州制の再検討が必要である
と考える。
第３章は，住民サービスに対して市町村財政がどの様に機能したか考察し
た。分析方法は，目的別歳出である民生費と性質別歳出である扶助費に着目
し，市町村合併を軸として，社会保障関係費である老人福祉費と児童福祉費
を取り上げ，国からの補助金を財源とせず市町村の裁量と財政力が影響する
単独事業として実施する扶助費について分析した。分析の視点は，これら社
会保障費と市町村の歳入構造との関係を明らかにすること，市町村合併との
関連について考察すること，の２点にある。この２点を通して，社会保障関
係費の増大によって中央政府の影響が色濃くなっていくなかでの地方財政に
ついて考察した。分析方法は，老人福祉費と児童福祉費と，その内訳になる
単独事業扶助費について，第１章で用いた２０００～２０１８年度のパネル
データを使い，それぞれの歳出割合と，１５歳未満一人当たり歳出額，６５
歳以上一人当たり歳出額を被説明変数として固定効果分析によって実態を紐
解いた。分析結果は，第１章，第２章を含めたものとして，次の５点にまと
められる。
①大枠としての社会保証関係費における市町村間格差は少ないが，郡部は町
村間の財政力の格差が市部よりも大きく，単独事業において格差が生じて
いる。
②町村財政全般においては，財政格差を埋めるための地方交付税，国庫支出
金による補填は，今後益々増大し，自立性が失われていくと予測する。
③市町村財政における老人福祉費と児童福祉費の歳出を比較すると，老人福
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祉費は市町村の事情が影響し，児童福祉費は他の市町村に追随的な傾向が
あり，財政的には地方交付税が支える構造を色濃くしている。
④合併後も郡制継続の町村と非合併郡部の町村の区分から，郡制継続の町村
の財政力は平準化されたが，非合併郡部内での財政力格差が大きい。こう
した点は，単独事業での扶助費にも影響している。
⑤単独事業は国等に依存しない財源に基づいて市町村の裁量で行う事業で
あるが，老人福祉費に較べて児童福祉費は，超過課税の適用と同じ様に他
の市町村と横並びの意識が働いていることを示唆している。
終章では，以上の考察を７０市町村から３５市町村に半減した群馬県の市町
村合併について検証した。首都圏１００キロ圏にある群馬県は，東京への通勤
圏としてはやや遠く，山間部に位置する市町村も多いため，行政の舵取りが難
しい地域である。県都の前橋市と交通の要所である高崎市は，中核市への移行
を目指して併合合併を重ねた。県内人口第３位の太田市と現在中核市を目指し
ている第４位の伊勢崎市も周辺町村を併合した。財政力指数からは，前橋市と
高崎市の伸び悩みが見て取れる。その原因は様々であるが，市町村合併は，行
財政だけではなく，広域的な都市計画の舵取りが重要であることを想起させる。
また，非合併の上野村と合併後も郡制継続の神流町とみなかみ町は，平成の大
合併における町村合併の縮図である。
４．おわりに
論文全体を通して，我が国の税制は国民に税を意識させない仕組みが多いこ
とを再認識した。超過課税，固定資産税の軽減措置などそれらの多くは個人か
ら法人に負担を移転する税体系となっている。有権者に税を意識させない政策
の下では，国民に国や地方政府の行政に対する関心を希薄にする。それは同時
に知るべき情報を知らないまま過ぎていくことになり，税金の使途についての
住民の判断を難しくする。
＜あとがき＞
今回，古稀にして改めて学び直そうと思い立った目的は，固定資産税を通し
て地方財政を学ぶことでした。昭和から平成に変わって間もなく，世の中が保
有税強化に向けて大合唱の最中，当時の自治省（現・総務省）による固定資産
税における７割評価の制度変更に関わりました。その延長で，立法されて日の
目を見ることのない地価税法についても関わり，以来，仕事では他の分野に就
いても，不動産の保有税に関わる面で国と地方公共団体の審議会等に名を連ね
る機会がありました。こうした点から，地方財政を学び直そうと思い立ったわ
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けです。
大学を卒業して半世紀近くが過ぎ，今回経済学と統計学を学び直す機会を得
ました。半世紀前，１９７０年代初めに学んだ経済学と統計学は大きく変わっ
ていました。当時，経済学は公共財と外部経済の概念が新鮮さをもって展開さ
れた時期でした。統計学は，まだ，汎用コンピュータ全盛の時期で，一学生が
大量のデータを作成することも困難でしたが，それ以上に度重ねて分析するこ
とはほぼ不可能でした。それから時を重ねて，パネルデータの取扱や固定効果
分析，また，修士論文では採用しませんでしたが，プロビット分析やロジット
分析，さらには，ＥＵのあり方が問われている中で大英帝国経済史を中心にヨ
ーロッパ史を始めとして，学生時代には知り得なかった分野についても学び直
す機会を得て，兎にも角にも新鮮でした。ただ，理解するために時間を要する
ようになったことに歳月を痛感しました。
修士論文については，当初，固定資産税を中心にまとめることを考えていま
したが，次第に，関心が拡散し，市町村の地方税全般に移り，さらに，市町村
合併に移っていきました。しかし，振り返ってみますと，地方財政に理解を深
めつつ，経済学と統計学について不十分ながらも私にとっては新しい分野に踏
み入れることができたかと思います。その点から，こうした方向を示唆してい
ただいた畑農鋭矢先生に深く感謝するところです。私の関心が反れていく度に
向かうべき方向を暗に示唆して頂きました。財政理論として深掘りはできなか
ったことは反省していますが，地方財政における財政力，偏在性，そして社会
保障の分野まで拡げながらも，市町村合併と所得再分配から外れることはなく，
まとめられたことにお礼を申し上げます。したがって，私自身の携わってきた
ことを集大成するというよりも，古稀にして新たに学んだという面が多いかと
思います。そうした点から，私にとっては，多少なりとも若返るための論文作
成となりました。
最後に，授業を通してご指導頂いた先生方に深く感謝申し上げます。
以
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上

指導教員講評

河合芳樹氏の修士論文は，市町村合併（平成の大合併）が市町村財政に及ぼ
す影響について実証的に検証したものであり，近年発展の著しいパネルデータ
を用いた貴重な研究となっている。本論文は３つの章から構成される。
第１章は，
『商学研究論集５３号』掲載論文をベースとし，合併の経験の有無
が市町村の財政力指数に影響を及ぼしているか否かを検証したものである。実
証分析の結果を要約すると，合併は市町村の財政基盤を強化し，合併市町村は
非合併市町村に較べてグループ内での格差が是正されることがわかった。
第２章は，『商学研究論集５４号』掲載論文を基に加筆修正したものである。
この章では，ジニ係数と変動係数を用いて，個人市町村民税，法人市町村民税，
固定資産税の偏在性に対して市町村合併が及ぼす影響について検証した。分析
結果によると，非合併郡部の偏在性が大きいこと，合併後の偏在性や非合併郡
部内の格差に対して償却資産に係わる固定資産税の影響が大きいことがわかっ
た。
第３章では住民サービスに注目し，老人福祉費と児童福祉費を取り上げてい
る。分析の結果，老人福祉費に比べて，児童福祉費では他の市町村に追随的な
傾向があることが明らかとなった。児童福祉費では他の市町村と横並びの意識
が働いていることが示唆される。また，合併後も郡制継続の町村と非合併郡部
の町村を比べると，郡制継続の町村の財政力は平準化されたが，非合併郡部内
での財政力格差が大きいことも明らかとなった。
３つの章いずれも，市町村合併の影響について適切な実証分析手法を採用し
た好論文である。パネルデータを有効活用すべく固定効果モデルを採用した点，
膨大な市町村データに対してジニ係数の計算を根気よく行った点など，計量手
法の運用能力も非常に高い。
何より河合氏の実直な研究姿勢と普段の努力は高く評価できる。また，これ
までの河合氏の経験に基づいて，地方財政に係わる豊富な知識が全編で生かさ
れており，論文の内容に奥行きを与えることとなった。職務経験で培った経験・
知識を生かしながら，近年の学問的発展をしっかりと取り入れた点で，河合氏
の研究活動はシニア入学試験の意義を示す好例の１つとなったと言えるだろう。

明治大学大学院商学研究科
指導教員
畑農 鋭矢
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商学研究科 シニア院生による
過去の修士論文タイトル一覧
2013 年度修了者
氏

名

関根 房雄
保浦 卓也
山本 和孝
寺田 良夫
竹内 正実

修士論文タイトル
「19 世紀末香港発ペスト・パンデミックの衝撃
―地球規模感染の社会経済構造に関する史的分析―」
「ブランド・マネジャー制再考」
「小売業における組織学習モードのダイナミクス
―マーチャンダイジング・品揃え活動を事例として―」
「我が国に於ける耐火物製造業の現状と課題
―鉄鋼業との関連を中心として―」

指導教員
（系列）
横井 勝彦
（経済系列）

猿渡 敏公
（商業系列）

小林 一
（商業系列）

千葉 修身
（会計系列）

「荷主ニーズの変遷からみた国際航空貨物輸送の発展

小川 智由

―『サプライチェーン型取引輸送』への対応―」

（交通系列）

2014 年度修了者
氏

名

青木 孝士

修士論文タイトル
「国際会計論における外貨換算会計
―外貨三基準の比較と機能通貨概念導入―」

指導教員
（系列）
山本 昌弘
（会計系列）

2015 年度修了者
氏

名

髙松 俊和

修士論文タイトル
「めっき業の現状と課題
―加工機能基準に基づく分析―」
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指導教員
（系列）
熊澤 喜章
（経済系列）

2016 年度修了者
氏

名

島村 守
宗像 善昌

修士論文タイトル

指導教員
（系列）
熊澤 喜章

「商店街衰退の要因とその復活のための方策」
「中小食料品問屋の再生に向けた歴史的分析
―新潟県中小食品問屋「新盛」に対するケーススタディ―」

（経済系列）

若林 幸男
（商業系列）

2017 年度修了者
氏

名

杉村 和智
鈴木 忠史
原間 登
野尻 泰民
大藏 直樹

修士論文タイトル
「薄型テレビのコモディティ化現象の再検討と「持続性」からの価値
獲得の可能性―日本の家電市場を対象として―」

「総合スーパーの衰退要因に対する消費者購買行動の視点か
らの分析―埼玉県川口市の事例―」
「内部監査の概念と機能に関する一考察
―日本における展開を中心にして―」
「企業の研究開発活動とその成果
―ファインケミカル産業の場合について―」
「日本における「リスク」術語の研究
―ドイツ「Risiko と Gefahr」術語の考察を踏まえて―」
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指導教員
（系列）
小林 一
（商業系列）

若林 幸男
（商業系列）

加藤 達彦
（会計系列）

鈴木 和志
（金融・証券系列）

中林 真理子
（保険系列）

2018 年度修了者
氏

名

鈴木 佳光
新貝 壽行
山口 岳男

修士論文タイトル
「戦後日本の経済発展と企業における経営管理制度の変遷
―日本的経営を中心に―」
「金融システムの変化が生命保険業界に与えた影響
に関する研究」

指導教員
（系列）
篠原 敏彦
（貿易系列）
伊藤 隆康
（金融・証券系列）

「多国籍企業の言語戦略と言語戦略が組織と人材に及ぼす影響
―日系多国籍企業への提言―」

山本 雄一郎
（貿易系列）

2019 年度修了者
氏

名

高畑 英夫
伊藤 富佐雄

修士論文タイトル
「日本医療機器産業の競争力
―医療機器企業の発展プロセスを軸に―」
「多国籍企業の競争戦略における相互作用」
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指導教員
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篠原 敏彦（貿
易系列）

『実践知の創造と伝承』

第8号

発 行 日

2021 年 3 月 26 日

発 行 者

明治大学大学院商学研究科
東京都千代田区神田駿河台 1－1
電 話 03-3296-4704

※シニア入試の詳細については下記 URL よりご参照ください。
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/commerce/admission-senior.html

