経営学研究科
Graduate School of Business
●グローバルビジネス専攻
経営
会計
金融・流通
産業・地域
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本誌に掲載しております研究シーズの詳細の一部は
本 学ホームページ
（http://www.osaka-cu.ac.jp/
ja/research/seeds）
に掲載しております。

また、上記以外にも各研究科・センターのホーム
ページにも掲載しておりますので、
ご確認ください。
経営学研究科ホームページ：

http://www.bus.osaka-cu.ac.jp/ja/
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■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（経営）
氏

名・研究シーズ・キーワード

：シーズ詳細データ有
（HP参照）

氏

名・研究シーズ・キーワード

石井 真一 ISHII Shinichi 教授

翟 林瑜 ZHAI Linyu 教授

研究シーズ ： 戦略的提携
（国際合弁）
の研究、製品開発マネジメ
ントの研究、製品開発の国際化の研究、
サプライチ
ェーンマネジメントの研究
キーワード ： 戦略的提携、
マネジメント、製品開発マネジメント、
国際合弁、サプライチェーンマネジメント、国際経
営、
イノベーション

研究シーズ ： 財産権と株式持合いに関する研究、証券市場にお
ける利益請求権の構造、中国の企業改革と資本市
場整備、投資家の投資行動
キーワード ： 財産権、株式の持合い、
リスク・シェアリング、請求
権、企業改革、金融制度、資本市場、判断バイアス、
市場効率性

太田 雅晴 OTA Masaharu 教授

中瀬 哲史 NAKASE Akifumi 教授

研究シーズ ： イノベーションマネジメント、
プロダクション・マー
ケティング統合計画モデル、製造製略、経営業務の
コンピュータ化
キーワード ： イノベーション、経営学、意志決定論、業務計画、製
造業務、経営におけるコンピュータ化

研究シーズ ： 経営史、
日本電力産業史、産業集積史、生産システ
ムの歴史的検討
キーワード ： 企業経営business administration、経営者manegement、
電力産業electric power industry、生産システムproduction
system、産業集積Industrial agglomerations、東大阪・八尾
higshiosaka-yao、公益事業public utility

川村 尚也 KAWAMURA Takaya 准教授

松村 眞吾 MATSUMURA Shingo 特任教授

研究シーズ ： 多文化社会における公共非営利組織の知識創造
経営・組織
キーワード ： 知識創造組織・経営
（ナレッジ・マネジメント）、非営
利組織経営、医療経営、福祉経営、
アーツ・マネジメ
ント、公共経営

研究シーズ ： 医療組織マネジメント、医療産業連携、医療地域連
携
キーワード ： ヘルスケアマネジメント、ヘルスケア産業、医療連
携

下崎 千代子 SHIMOZAKI Chiyoko 教授

山田 仁一郎 YAMADA Jin-ichiro 教授

研究シーズ ： 情報化/グローバル化社会における人的資源管理
に関する研究
キーワード ： グローバル人材育成、人材開発、ダイバーシティ、
人的資源管理、
ワークライフバランス

研究シーズ ： 事業創造の戦略と人材育成、戦略的企業家活動プ
ロセス
キーワード ： アントレプレナーシップ
（企業家活動）、組織、戦略、
事業創造、
イノベーション、
ネットワーク、創造性、
キ
ャリア、人材育成、知識

高木 修一 TAKAGI Syuichi 特任講師

吉村 典久 YOSHIMURA Norihisa 教授

研究シーズ ： イノベーションマネジメント、情報システムマネジメ
ント
キーワード ： 製品開発、ICT、普及、
テキストマイニング、
イノベー
ション

研究シーズ ： 事業創造の戦略と人材育成、戦略的企業家活動プ
ロセス
キーワード ： 経営管理、経営戦略、経営組織、企業統治
（コーポ
レート・ガバナンス）、
ファミリー・ビジネス、事業承
継

髙田 輝子 TAKADA Teruko 准教授
研究シーズ ： ファイナンシャル・エコノメトリックス:ロバストな手法の
開発とその応用、金融バブルについての新事実発見やメ
カニズム解明のための高頻度データ解析、テキストマイ
ニングによる投資家間相互作用やネットワークの分析
キーワード ： 計量、ファイナンス、ロバスト、金融バブル、ノンパラメトリック、高頻度
データ、相転移、テキストマイニング、ネットワーク分析、投資家行動

■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（会計）
氏
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名・研究シーズ・キーワード

氏

名・研究シーズ・キーワード

浅野 信博 ASANO Nobuhiro 准教授

大洲 裕司 OHSU Yuzi 特任講師

研究シーズ ： 会計利益とキャッシュフローの関係について、企業
による自発的な情報開示の効果について
キーワード ： 会計利益、キャッシュフロー、会計発生高、
自発的
情報開示、強制開示、資本コスト

研究シーズ ： 企業の税負担削減行動に関する実証研究
キーワード ： 税負担削減、租税回避、節税、投資の効率性、資金
制約、資本コスト

石川 博行 ISHIKAWA Hiroyuki 教授

小形 健介 OGATA Kensuke 准教授

研究シーズ ： 会計情報と企業価値の関連性に関する理論的・実
証的研究、配当政策が株価形成に及ぼす影響に関
する理論的・実証的研究
キーワード ： 企業価値、企業評価モデル、会計情報、配当政策、
企業評価、資本市場ベースの会計研究

研究シーズ ： 会計基準設定機関の会計規制
キーワード ： 会計基準設定機関、会計規制、国際会計基準審議
会（IASB）、企業会計基準委員会（ASBJ）

■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（会計）
氏

名・研究シーズ・キーワード

：シーズ詳細データ有
（HP参照）

氏

名・研究シーズ・キーワード

岡野 浩 OKANO Hiroshi 教授

卜 志強 BU Zhiqiang 准教授

研究シーズ ： 製品デザイン評価システムの多面的拡張（創造性・
都市・地域）
キーワード ： 製品・デザイン・創造性・原価企画・トヨタ生産シス
テム・コストデザイン・ボタニカルデザイン

研究シーズ ： 戦略的原価管理の理論と実務、業績管理会計の理
論と実務
キーワード ： 戦略的原価管理、原価企画、ABC、ABM、
アメーバ
経営、経営哲学、時間当たり付加価値

中西 倭夫 NAKANISHI Shizuo 特任教授

向山 敦夫 MUKOYAMA Atsuo 教授

研究シーズ ： 企業および非営利法人のコンピュータ利用環境下
における会計と監査の分析および日本企業の英文
財務諸表の分析
キーワード ： 企業価値、キャッシュ・フローと損益、英文財務諸
表、非営利法人

研究シーズ ： 企業の社会環境情報開示の理論と実務、
統合報告
キーワード ： 社会環境情報、
アカウンタビリティ、正統性、環境
会計、
トリプル・ボトムライン、持続可能性、CSR、
統
合報告

■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（金融・流通）
氏

名・研究シーズ・キーワード

氏

名・研究シーズ・キーワード

青山 和司 AOYAMA Kazushi 特任教授

高橋 信弘 TAKAHASHI Nobuhiro 教授

研究シーズ ： アメリカの商業銀行と信託業務に関する歴史的研
究
キーワード ： 銀行、信託業務

研究シーズ ： ソフトウェアのオフショア開発、企業間の共同開発
キーワード ： 日中間、
中小企業

清田 匡

KIYOTA Takumi 教授

田村 晃二 TAMURA Koji 准教授

研究シーズ ： ドイツの金融実務と金融理論の発展
キーワード ： ユニバーサルバンク制度、
ドイツ統一、東欧、金融
理論、金融政策、
リテール金融、預金、融資、
中小企
業、金融、
プライベート・エクイティ、銀行経営、
コン
トローリング、市場金利法

研究シーズ ： マーケティング・チャネル行動の動態
キーワード ： チャネル行動

小林 哲 KOBAYASH Tetsu 准教授

宮川 壽夫 MIYAGAWA Hisao 教授

研究シーズ ： ブランド戦略、地域ブランディング、
アグリフード・
マーケティング
キーワード ： マーケティング、
ブランド、地域活性化、農水産物、
食文化

研究シーズ ： コーポレートファイナンス理論の実証研究、組織の
経済学
キーワード ： 資本市場、企業価値、
コーポレートガバナンス、配
当政策、経営能力、IR活動、外国人投資家

■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（産業・地域）
氏

名・研究シーズ・キーワード

氏

名・研究シーズ・キーワード

鈴木 洋太郎 SUZUKI Yotaro 教授

田野 穂 TANO Minoru 特任講師

研究シーズ ： 産業活動の国際的立地の研究（多国籍企業の立地
展開と国際分業、
グローバル化の中での関西・大阪
の産業発展、
日本企業立地先としてのアジア）
キーワード ： 立地、産業、国際、多国籍企業、関西・大阪、
アジア

研究シーズ ： 部品メーカーの経営戦略、企業間関係のマネジメ
ント、成長産業における企業戦略
キーワード ： 経営戦略、企業間取引、成長産業、地域産業、航空
機産業、
中小企業

田口 直樹 TAGUCHI Naoki 教授

富澤 修身 TOMIZAWA Osami 教授

研究シーズ ： 日本における金型産業の技術発展
キーワード ： 金型、技術発展、産業技術

研究シーズ ： 繊維・衣服を中心とするファッション産業
キーワード ： 繊維、
アパレル、
ファッション、産業
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■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（産業・地域）
氏
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名・研究シーズ・キーワード

：シーズ詳細データ有
（HP参照）

氏

名・研究シーズ・キーワード

藤井 輝明 FUJII Teruaki 教授

本多 哲夫 HONDA Tetsuo 教授

研究シーズ ： 企業分布・所得分布など社会経済分布の性質、公
的統計を利用した産業構造や消費実態の分析、偶
然性と秩序形成の関係について、定量的地域分析
キーワード ： 社会統計学、公的統計、
ひずんだ分布、集中指標、
産業分類、全国消費実態調査、計量経済学、相転
移、
コーホート分析

研究シーズ ： 自治体における中小企業政策の研究、中小企業と
地域社会との関わりについての研究
キーワード ： 地域、
中小企業、
自治体、
中小企業政策

藤木 寛人 FUJIKI Hiroto 特任講師

除本 理史 YOKEMOTO Masafumi 教授

研究シーズ ： 建設産業における品質確保に関する研究、建設廃
棄物のリサイクルに関する研究
キーワード ： 建設産業、入札制度改革、重層的下請、建設廃棄
物、
リサイクル

研究シーズ ： 環境コスト論、環境被害補償論、環境再生のまちづ
くり、水俣病・大気汚染・福島原発事故などの公害
問題
キーワード ： 環境コスト、環境価値、社会的費用、環境再生、公
害、水俣病、福島原発

