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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（https://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：

https://www.bus.osaka-cu.ac.jp/ja/
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：シーズ詳細データ有（HP 参照）

■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（経営学部門）
石井

真一

氏

名・①研究シーズ・②キーワード
ISHII Shinichi 教授

名・①研究シーズ・②キーワード

林瑜 ZHAI Linyu 教授

①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

①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

②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

②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

王

中瀬

亦軒

WANG Yixuan 講師

①⑴社内の公平性と従業員のモチベーション⑵プロジ
ェクト・チームの業績向上

哲史 NAKASE Akifumi 教授

①経営史、
日本電力産業史、
日本原子力発電史，産業
集積史、
生産システムの歴史的検討

②プロジェクト・チーム、パフォーマンス、公平性、
モチ
ベーション

② 企 業 経 営 b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n 、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

王

辺見

東明

Wang Dongming 准教授

①中国の資本市場に関する研究

佳奈子 HENMI Kanako 特任講師

①多様な働き方の活用に関する研究

②移行経済型市場、A株、B株、H株

②ダイバーシティ・マネジメント、働き方の多様化、仕事
価値観、
人的資源管理論

太田 雅晴

山田 仁一郎

OTA Masaharu 特任教授

①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

YAMADA Jin-ichiro 教授

①事業創造の戦略と人材育成、戦略的企業家活動プ
ロセス

②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

②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

小沢

吉村

貴史

OZAWA Takashi 准教授

①企業間の競争で勝ち抜いたり、生き抜く方法
②事業戦略、
マーケティング戦略、経営組織

小林

哲

KOBAYASHI Tetsu 教授

典久 YOSHIMURA Norihisa 教授

①経営戦略の立案・実施のあり方に関する研究、経営
者の育成・任免・監視（コーポレート・ガバナンス）
の
あり方に関する研究
②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

李

捷生 LI Jie sheng 教授

①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

①日本と中国の労働市場、労使関係と人事労務管理に
関する研究

②マーケティング、
ブランド、地域活性化、農水産物、食
文化

②雇用システム、労使関係、人的資源管理、人材現地
化、
職能資格制度、
ＯＪＴ

髙田 輝子

TAKADA Teruko 准教授

①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
②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
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氏

翟

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/
seeds/seeds̲kenkyuuka#keiei

：シーズ詳細データ有（HP 参照）

■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（商学部門）
宇野

誠二

氏

名・①研究シーズ・②キーワード
UNO Seiji 特任講師

①産業集積（クラスター）
とイノベーションの関係
②産業集積（クラスター）、
イノベーション、事業活動間
のリンケージ、
ビジネス環境、事業所の立地状況

圓丸

哲麻

EMMARU Tetsuma 准教授

①大型小売業業態における消費者行動の実態把握、
半耐久財及び非耐久財消費におけるコミュニティ意
識の影響

田口 直樹

氏

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/
seeds/seeds̲kenkyuuka#keiei

名・①研究シーズ・②キーワード
TAGUCHI Naoki 教授

①日本における金型産業の技術発展
②金型、
技術発展、
産業技術

立見

淳哉 TATEMI Junya 准教授

①産業集積地域の動態に制度・慣行が果たす役割つ
いて

②消費者行動、
コミュニティ消費、
プレイス・マーケティ
ング、
ブランド研究

②産業集積、
コンヴァンシオン経済学、
制度

神野

田村

光指郎

KAMINO Mitsushiro 准教授

①金融機関の競争、分業構造とアメリカにおける金融
システムの動態についての研究

晃二

TAMURA Koji 准教授

①マーケティング・チャネル行動の動態、
マーケティン
グ競争、
流通システム、
小売商業、
地域商業

②金融革新、産業構造、組織の境界

②マーケティング・チャネル行動の動態、
マーケティン
グ競争、
流通システム、
小売商業、
地域商業

姜

涂

天勇

JIANG Tianyong 特任講師

彪 Tu Biao 特任講師

①東アジアにおける港湾間競争と港湾政策の役割に
ついての研究

①立地論、
オープンイノベーションの側面から日中多国
籍企業の国際経営に関する研究

②港湾間競争、港湾政策、
グローバルターミナルオペ
レーター、
コンテナターミナルの自動化

②多国籍企業、立地展開、オープンイノベーション、国
際経営、
経営戦略

清田 匡

西尾

KIYOTA Takumi 教授

①ドイツの金融実務と金融理論の発展
②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

鈴木

洋太郎

SUZUKI Yotaro 教授

①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）

圭一郎 NISHIO Keiichiro 特任准教授

①インドの金融・経済、
アジアの金融市場全般、金融教
育の推進や学習指導要領との関係
②国際通貨、
国際金融、
金融機関経営、
金融教育、
金融
リテラシー、
インド、
中国、
ASEAN

藤井

輝明 FUJII Teruaki 教授

①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

②産業立地、企業の海外進出、国際分業、地域産業発
展、
関西・大阪、
アジア

②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

高橋

藤塚

信弘 TAKAHASHI Nobuhiro 教授

①ソフトウェアのオフショア開発、企業間の共同開発
②日中間、
中小企業

吉浩 FUJITSUKA Yoshihiro 教授

①21世紀先進資本主義国における都市再生の新動向
に関する地理学的研究
②ジェントリフィケーション、
インナーシティ、
都市再生
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：シーズ詳細データ有（HP 参照）

■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（商学部門）
本多

氏

名・①研究シーズ・②キーワード

哲夫 HONDA Tetsuo 教授

①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

氏

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/
seeds/seeds̲kenkyuuka#keiei

名・①研究シーズ・②キーワード

宮川 壽夫 MIYAGAWA Hisao 教授

①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

②地域、
中小企業、
自治体、
中小企業政策

②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

牧 良明

森澤

MAKI Yoshiaki 准教授

①自動車産業の歴史的発展過程における電機産業と
の関係に関する研究

恵子 Morisawa Keiko 特任教授

①フィリピンの産業発展経路の研究

②自動車産業、電機産業、国産化、産業

②グローバル・バリューチェーン、産業集積、ICTサービ
ス産業、
オフショア生産、
自動車産業、
電気電子産業

松永

除本

桂子

MATSUNAGA Keiko 准教授

①地域産業からみた都市と地方の発展・成熟過程
②地域経済、地域産業

理史 YOKEMOTO Masafumi 教授

①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
②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

■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（会計学部門）
浅野

信博

氏

名・①研究シーズ・②キーワード
ASANO Nobuhiro 准教授

①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

氏

名・①研究シーズ・②キーワード

規正 OZEKI Norimasa 特任講師

①不正会計の開示がもたらす企業や監査人にとっての
経済的帰結に関する実証的研究

②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

②財務会計、会計監査、外部監査人、
コーポレート・ガ
バナンス、不正会計、不正な財務報告、資産の流用、
修正再表示、不正調査、第三者委員会、株式市場、
適時開示

石川 博行

廣瀬

ISHIKAWA Hiroyuki 教授

①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
②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

小形

健介

OGATA Kensuke 准教授

①会計基準設定機関の会計規制
②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）
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尾関

喜貴 HIROSE Yoshitaka 准教授

①公会計におけるテキスト分析および実験研究
②オンライン実験、
テキスト分析、
経済実験、
公会計

卜 志強

BU Zhiqiang 准教授

①戦略的原価管理の理論と実務、
マネジメント・コント
ロール・システムの理論と実務
②戦略的原価管理、原価企画、ABC、ABM、
マネジメ
ント・コントロール・システム、組織文化、組織構造、
管理会計

■経営学研究科 ●グローバルビジネス専攻（会計学部門）
向山 敦夫

氏

名・①研究シーズ・②キーワード

：シーズ詳細データ有（HP 参照）
https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/
seeds/seeds̲kenkyuuka#keiei

MUKOYAMA Atsuo 教授

①企業の社会環境情報開示の理論と実務、
統合報告
②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
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