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Department Title Name 

Graduate School of Business 
Associate 

Professor 
Bishnu Kumar Adhikary 

Research Topic 

 

Non-family CEOs and Firm Performance: Evidence from an Emerging Economy 

Summary of 

Research 

Results  

This research aimed to address whether family firms with non-family CEOs have 

superior performance compared to family firms with family CEOs in an emerging 

economy such as Bangladesh, which has scant literature on family firms. The research 

methodology estimates the empirical relationship between firm performance, firm 

control variables, and family firms with family and non-family CEOs. The study was 

required to collect data from the annual reports of the listed firms in Bangladesh. 

However, the COVID-19 situation impeded me from having a field visit in Bangladesh 

and collecting the necessary data. Therefore, I employed a research assistant to compile 

necessary from the annual reports of the manufacturing firms listed on the Dhaka Stock 

exchange covering the period 2014-2020. 

Meanwhile, the research assistant has collected the necessary data. Using the collected 

data, I am drafting a paper titled “Do non-family CEOs promote the financial 

performance of family firms? Empirical Evidence from Bangladesh. I will present this 

paper in August 2022 to the Department of MBA at Atish Dipankar University of 

Science and Technology, Dhaka, to receive feedback. Then, I will submit the paper to the 

Journal of Family Business Strategy. Overall, I am pretty satisfied with the current 

developments in my research.  

 

Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation 

from ① to ④below.) 

Answer  
①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  

・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the 

date of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  
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 2022/05/19     

※This report will be made available to the public on the university’s website. Please 

therefore do not include any confidential information (research ideas, intellectual property 

information, personal information) in the report.



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 3 月 10 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 藤原 浩一 

研 究 題 目 

 

企業価値に関する数理的基礎研究： AI 等、イノベーション変数が財務諸表の基

礎変数に与える影響について  
 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

2010 年度以前より企業価値に影響を与える諸要因についての数理モデルを研

究してきた。2010 年度から３年はイノベーションが財務諸表に対して与える影

響をモデル化した。2018 年度からイノベーションも企業価値に影響を与える要

因としてさらにマイクロソフトのリスクマップの一要因として理解、その他の企

業価値に影響を与える諸要因を統合的に理解、視覚化するための研究を行ってき

た。 

2019 年は、イノベーションが最も強く破壊的に影響する企業資産は、技術を体

化させた工場等固定資産であると解釈し、イノベーションが実現した時に固定資

産へ与える影響の基礎研究として、固定資産の劣化問題をマイクロソフト上のリ

スクマップ上で考察する理論手法を示した。具体的には影響度を指数分布、出現

頻度等、ポアソン分布と解釈するなど、確率論を導入することでリスクコストの

計算理論を考案した。 

さらに 2021 年度は前年度までの研究成果を基礎にさらにリスクを認識してい

る企業とそうではない企業の間で、リスクが実際に起きた場合に生じうる企業価

値の相違を数理モデルにより計算手法を考案した。研究成果は日本価値創造

ERM 学会 2021 年度第 15 回年次研究発表大会「競争優位の源泉としての内部マ

ネジメント能力とリスクマップによる財務インパクトの分析」として報告をし

た。 

しかし、他産業が創造するイノベーション等の知識資産を異業種にどのような

影響を与えるのか、特に人工知能等がどのような影響を与えうるのか、検討でき

なかった。本年度までは内部マネジメント能力と財務へのインパクトの関係をリ

スクマップに数理的シミュレーションを与える研究にとどまっていたが、組織の

知識融合能力等、無形資産がどのように企業価値へ影響を与えうるのか、次年度

における研究課題としたい。 
 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答  

① 当初の計画以上に進展している。☑︎②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

４月８日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

年  月  日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 浜 矩子 

研 究 題 目 

 

 

２１世紀のグローバル経済 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

以下のメディアおよび各種研究会・講演等を通じて成果を発信： 

 

毎日新聞・・週刊金曜日・京都新聞・琉球新報・毎日エコノミスト誌・携帯イミダス・アエラ誌・・正義と平和

協議会ニュースレター・大阪 YWCA・時事ドットコム・農協新聞・婦人之友等 

 

下記の単行本を刊行 

 

「強欲『奴隷国家』からの脱却」（講談社α新書、2020 年）、 

「人はなぜ」税を払うのか～超借金政府の命運～」（東洋経済新報社、2020 年）、「共に生きるための経

済」（平凡社新書、2020 年）、「統合欧州の危うい今」（詩想社、2020 年）、「大借金男百閒と漱石センセイ」

（共著、新日本出版社、2020 年）、「スカノミクスに蝕まれる日本経済～奸佞首相の思惑と下心～」（青春

出版、2021 年）、「愛の讃歌としての経済」（かもがわ出版、2022）。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答  

 ②おおむね順調に進展している。 

 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

６月 30 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

 2022 年 ３月 31  日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 飯塚まり 

研 究 題 目 

 

デジタルゲーム・VR によるウェルビーイング（個・地球）組織開発 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

2021 年度は、国内研究員だったので、ウェルビーイングやダイバーシティ、ビジネス倫理関連の調査を

行い、2022 年に向けての出版を目指す。また、国連のグローバルコンパクトのリーダーズサミットでのわ

ずか 2 枠の日本枠の 1 つにて、ジェンダーダイバーシティの発表などの国際的活動を行った。  

学会報告等 

Global Compact Network Japan (Mari Iizuka as Moderator/Organizer), Gender equality as a key to 

well-being: Japan’s challenge, June 16, 2021, UN Global Compact Leaders’ Summit 

Mari Iizuka, How to Make a Mega Hit? : Demon Slayer and the Emerging Success Formula of 

Manga-Anime-Film Collaboration, July 6-9, 2021, The 21st Conference on Cultural Economics, 

ACEI2020+1 (online)  

Mari Iizuka, Covid-19 and Acceleration of SDGs in Japan: Emerging Social Open Innovation Eco-system 

for Recovery, July 12, 2021, Society of Open Innovation, Riga Technical Univ. (online) 

Mari Iizuka, Open Innovation Eco-system for Centuries Long Resilience? : Cases of Japanese firms with 

very long history in Kyoto, July 13, 2021, Society of Open Innovation, Riga Technical Univ. (online) 

Mari Iizuka, Recovering Covid-19 through Open Innovation: Cases of Japanese Pop Culture and Culture 

Tourism, July 14, 2021, Society of Open Innovation, Riga Technical Univ. (online) 

Mari Iizuka, What can the gender revolution of 2021 bringｓ to Japan? insights gained from 24 top 

corporations. October 21, 2021, The 37th Europe-Asia Management Studies Association Conference, 

University of Lods, Poland. (online) 

Mari Iizuka, Impact of the “Gender Advancement Revolution” to the well-being at work in Japan, 

November 23, 2021, The 9th Annual Humanistic Management Network Conference (online) 

飯塚まり 「ウェルビーイングと SDGｓ」 2021 年 8 月グローバルコンパクト・ネットワーク・ジャパン SDGｓ

浸透分科会 （オンライン） 

飯塚まり「企業経営と良心」2022 年 3 月 8 日 良心の実証的・実践的研究プロジェクト「良心を覚醒させる

知の連携と知の実践」総括シンポジウム 同志社大学 （オンライン） 

飯塚まり 「ストーリーとしての人間の尊厳とウェルビーイング」2022 年 3 月 15 日 グローバルコンパクト・

ネットワーク・ジャパン SDGｓ人権教育分科会 （オンライン） 

出版 

グローバルコンパクト・ネットワーク・ジャパン （執筆：飯塚まり、グローバルコンパクト・ネットワーク・ジャ

パン事務局） 『ジェンダー平等事例集 ～ 日本企業 24 社の取組み』（電子書籍出版） 

https://ungcjn.org/library/degital_book/index.html?pNo=1 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 



回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

2022 年 

4 月 6 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２２年  ４月  ２９日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 井上福子 

研 究 題 目 

 

欧州、アメリカ、日本の放射光施設をめぐる科学者キャリアエコシステムの国際比較 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

本研究の目的は、調査対象となる放射光施設に関わる科学者のキャリアエコシステムについての実態を

調査し、その文脈となる放射光施設のイノベーションエコシステムとの関連のなかで、キャリアエコシステ

ムと科学者たちのキャリアについて国際比較をするものである。 

既に２０１９年に、日本における Spring8、 SLIT-J、アメリカのアルゴンヌ国立研究所の APS、ブルックヘブ

ン国立研究所のNSLS-II、スタンフォード大学スラック国立加速器研究所の SSLS、ローレンス・バークレー

国立研究所の APS、イギリスのダイヤモンド放射光施設、スイスのポール・シェラー研究所の SLS を訪問

し、これら組織の所長をはじめとするシニアマネジメントおよび科学者たちにインタビュー調査を行い、これ

を踏まえて、２０２１年度は、インタビューを行う科学者の選定、インタビュー項目の設定、 既存のコンタ

クトを通じてインタビュー対象となる科学者へのアプローチ(PSI, ダイヤモンド、APS, NSLS-II, SLAC, ALS, 

Spring8, SLIT-J)、最初のインタビューの実施と分析を行う計画であったが、これらについては、実行でき

なかった。 

ただし、キャリアエコシステムについての文献レビュー、キャリアエコシステムにかかわる情報（対象となる

国・地域、および施設における人的資源管理の枠組み等）の収集と分析、および、キャリアサステナビリテ

ィー研究について、文献の整理を行っていて、これについては、今後の実証分析の基盤を提供することに

なる。ただし、具体的な成果（投稿論文）はない。 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ④ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２  

年 

 ４月２９日 
※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



Doshisha University 
 

2021 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on: 2022/03/15        

Department Title Name 

ビジネス研究 

 

准教授 

 

イザベル ハンドラ 

Research Topic 

 

Sustainable Tourism: 

a) Impact of Covid-19 on travel behavior among domestic tourists in Japan 

b) Exploring the voice of a host community in overtourism: The case of Kyoto 

 

Summary of 

Research 

Results  

The research budget of the past fiscal year was mainly used for the following purposes:  

1) The project on sustainable tourism event education, in collaboration with a professor from 

Tsukuba University, has been finally published in September after having been accepted in 

January 2021.  

Handler, I., & Tan, C. S. L. (2021). Are We Teaching Enough? A Literature Review on 

Sustainable Tourism Events and the Implications for Japanese Higher Education. Journal of 

Hospitality and Tourism Education. https://doi.org/10.1080/10963758.2021.1963744 

2) The first research project on sustainable tourism has progressed and a market survey has 

been carried out to explore the impact of Covid-19 on Japanese tourists a) general travel 

intention within Japan and b) visit intention to onsen amid the pandemic. This project 

resulted in three submitted publications, one in collaboration with Junichi Kawaminami 

(DBS) and Caroline SL Tan (Tsukuba University). Out of the three one has been 

published, one resubmitted after minor revisions and one pending feedback from 

reviewers. Published article: 

 Handler, I. (2022). Can Senior Travelers Save Japanese Hot Springs? A Psychographic 

Segmentation of Visitors and Their Intention to Visit Onsen Establishments during 

COVID-19. Sustainability 2022, Vol. 14, Page 2306, 14(4). 

https://doi.org/10.3390/SU14042306 

3) The second project on sustainable touristm (kakenhi-funded) on overtourism in Kyoto has 

progressed in that more than 20 individual interviews and five focus group interviews have 

been conducted from November 2021 to February 2022 with interview transcription now 

mostly completed. Reporting on research results is planned in the upcoming academic 

year.  

Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation 

from ① to ④below.) 

Answer 1 
①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  

・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the 

date of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  

U
p

d
a
te

d
 

03 /18 / 

 ２０ 22    

※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report. 



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 3 月 3 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 加登豊 

研 究 題 目 

 

 

わが国製造業の企業行動に関する総合的研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

本研究では、 

１ 日本企業のグルーバル製品開発戦略 

２ 管理会計システムの受容と変容 

３ 管理会計システムの実施化研究 

４ 陳腐化した管理会計・原価計算・コストマネジメント知識の刷新 

を実施する計画としていた。 

 

上記１、２、３に関しては申請書にも記載した「逸品塾」を NPO 法人同志社大学産官

学連携支援ネットワーク主催（ビジネス研究科後援）で 2012年 10月に設立し、活動

を継続している。2021年 4月から始まった第 13期（現在、継続中）については、参

加企業数は 10社である。活動の概要は「逸品塾」facebookページで一般公開してい

る（http://www.facebook.com/ippinjyuku）。 

 

1,2,3,4 については、下記の学会報告と講演を行った（研究成果については、

researchmap にも掲載している）。 

 

（学会報告・講演） 

加登豊, 伊藤幹太. 品質立国への復帰は可能なのか ― 品質不祥事をめぐる人間心理

と組織マネジメントに関する考察 － 日本品質管理学会 第 51 回年次大会（オンライ

ン開催）2021年 11月 13日. 

 

加登豊. 「異動による経験学習とその成果測定」 第 13期「逸品塾」2021年 10月 7

日.  

 

加登豊・木谷あゆみ「管理会計と組織行動の研究架橋：「異動」による人材の学習・

成長」2021 年度日本原価計算研究学会全国大会自由論題報告（同志社大学）2021年

9月 1日. 

 

小林哲夫先生特別講演「経営意思決定と原価計算システムとのインターラクション」

（日本原価計算研究学会第47回全国大会）にあたっての小林先生紹介 2021年度日本

原価計算研究学会全国大会（同志社大学）2021年 8月 31日. 

 

三矢裕・鈴木貴之・加登豊.「アメーバ経営の定着－アクテックの事例から―」2021

年度日本原価計算研究学会全国大会自由論題報告（同志社大学）2021年 8月 31日. 

 

加登豊・木谷あゆみ.「BSCによる人材育成は可能か：「学習と成長の視点」に関する

研究蓄積の検討」日本管理会計学会 2021年度年次大会（長崎県立大学佐世保校: オ

ンライン開催）2021年 8月 28日. 

 

加登豊・伊藤幹太.「品質立国」への復帰は可能なのか：品質不祥事をめぐる人間心

https://researchmap.jp/read0014935/presentations/34177344
https://researchmap.jp/read0014935/presentations/34177344
https://researchmap.jp/read0014935/presentations/33940601
https://researchmap.jp/read0014935/presentations/33478531
https://researchmap.jp/read0014935/presentations/33478531


理と組織マネジメントに関する考察」日本管理会計学会 2021年度年次大会（長崎県

立大学佐世保校: オンライン開催）2021 年 8月 28日. 

 

加登豊.「専門職大学院における管理会計教育の現状と課題」日本管理会計学会 2021

年度年次大会（長崎県立大学佐世保校: オンライン開催）2021年 8月 27日. 

 

加登豊.「専門職大学院における管理会計教育の現状と課題」」日本管理会計学会 2021

年度年次大会（長崎県立大学佐世保校: オンライン開催）2021年 8月 27日. 

 

岡田幸彦・加登豊.「管理会計研究における査読制度の順機能／逆機能に関する考察」

日本管理会計学会 2021年度年次大会（長崎県立大学佐世保校: オンライン開催）2021

年 8月 27日. 

 

加登豊. 「再び「管理会計のレゾンデートル」について」日本管理会計学会 2021年

度年次大会（特別企画招待講演）（長崎県立大学佐世保校: オンライン開催）2021年

8月 27日. 

 

（論文等） 

加登豊・李建.2022. 『ケースブック コストマネジメント（第3版）』新世社. 

 

加登豊・伊藤幹太.2021. 「品質立国への復帰は可能なのか ― 品質不祥事をめぐる人

間心理と組織マネジメントに関する考察 －」『日本品質管理学会2021年度第51回年

次大会予稿集』143-146. 

 

加登豊・木谷あゆみ. 2021b.「BSCによる人材育成は可能か：管理会計と組織行動の

架橋研究」『同志社ビジネススクール・ディスカッションペーパー・シリーズ』

DBS-2021-04. 

 

加登豊・木谷あゆみ. 2021a. 「BSCによる人材育成は可能か：「学習と成長の視点」

に関する研究蓄積の検討」『同志社ビジネススクール・ディスカッションペーパー・

シリーズ』DBS-2021-03. 

 

加登豊. 2021. 「管理会計のレゾンデートル」『メルコ管理会計研究』（特別寄稿論文）

12(2):3-18. 

 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

① 当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③ 当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

１月２８日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 3 月 14 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 河南順一 

研 究 題 目 

 

新型コロナウィルス・パンデミックの影響によるコミュニケーションプラットフォームとツールの

進化と、それに伴うビジネス及び教育オにおけるンラインコミュニケーション環境におけるオーデ

ィエンスのエンゲージメントの変化 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

コロナウィルスによるパンデミックの影響下でディスラプションが加速し、物理的にコミュニケー

ションのための接触を制限され、行動や活動がオンラインへ移行した。コミュニケーションツール

やプラットフォームでのオンライン機能性の拡大と、オーディエンスのエンゲージメント強化を最

適化は、デジタルトランスファーの中の鍵となった。研究内容を以下で活用、反映した。 

●セミナー 

・「次世代女性リーダー育成研修２０21」 2021 年 9 月 30 日から合計 8 回のセミナーおよび成果報告会を

実施。企画・コーディネーション・講義を担当。ディスラプション（破壊的イノベーション）と変革を軸に講義・

研究・グループワークを通して企業文化の変革を考察。インパクトを強化するプレゼンテーションおよび研

修の一部をオンラインで実施、パンデミック影響下でエンゲージメントを拡大するコミュニケーションの演習

も実施。京都府女性中核人材育成研修の一環として、京都府京都商工会議所と協働。 

 

●講演・講義等 

・DXHUBSUMMIT セミナー公演「DX とニューノーマルのコミュニケーション」（2021 年 7〜12 月） 

・DXHUB ブランドリニューアルプロジェクト（2021 年 7〜12 月） 

・立命館大学「ディスラプション時代のマーケティングコミュニケーション」講演（2021 年 7 月） 

・第 15 回ファーマシューティカルコミュニケーション学会大会「ニューノーマルのコミュニケーション：感性豊

かに心をつなぐ」（2021 年 9 月） 

・ＣＥｓｐａｃｅセミナー「これからの TECH 人材の重要性」（2021 年 10 月）等 

 

●授業の開発と実施  

・オンラインコミュニケーション概念と要素を以下の科目の授業内容に導入：『Creativity and 

Communication』、『Professional Development』 

 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ２ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

３月１４日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年  3 月 2 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 北 寿郎 

研 究 題 目 新たな価値創造のためのイノベーション戦略とマネジメントに関する研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

• 18 年間の DBS におけるイノベーション研究の集大成として Science Impact Ltd.が発行する Impact

誌に”International comparative study on open innovation from the viewpoint of organizational 

ability, including research on corporation ambidexterity”と題するレポートを投稿し掲載された。 

• 昨年度まとめたビジネスにおける良心について、イノベーションの観点から考察し、同志社大学良心

学研究センターより発刊予定の「パンデミック時代における良心──世界観を更新するための学際

的研究」の第 12 章「良心に基づくイノベーション・マネジメント」をベースに 2 回の特別講演を行った。 

 

論文 

• International comparative study on open innovation from the viewpoint of organizational ability, 

including research on corporation ambidexterity, Impact, Volume 2021, Number 4, May 2021, pp. 

6-7(2) 

• 森 良弘、北 寿郎、新技術に対する技術者の認知バイアスに関する研究、日本ビジネスモデル学

会、Business Model Association Journal 21(1), 15-29, 2021 

特別講演 

• 両手遣いと良心~変化と不確かさの時代を生き抜くための イノベーションマネジメント~ 、HLC 東大

阪産学連携懇話会 2021 年 9 月 28 日 

• 両手遣いと良心~変化と不確かさの時代を生き抜くための イノベーションマネジメント~ 、クラブ関

西定例午餐会 2022 年 1 月 27 日 

シンポジウム 

• 地方自治情報化推進フェア 21-22 （オンライ） パネリストとして参加 

• 良心学研究センター公開シンポジウム「ビジネスと良心──良心の経営学を模索する」 2022 年 1

月 17 日 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

2022 年 

3 月 2 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 4 月 5 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 児玉俊洋 

研 究 題 目 

 

 

産業クラスターと製品開発型中小企業 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

１. 製品開発型中小企業等の事例更新：本学に着任した 2012 年度以来の継続的な研究実施内容として、

それ以前から調査対象としている主として製品開発型中小企業（売れる自社製品を開発できる中小企業）

から選んだ 13 社（基盤技術型中小企業（製造業の部品加工を行う中小企業）1 社を含む）に 2015 年度に

1 社（IT 分野で近年創業）、2018 年度に 2 社（基盤技術型で急成長している企業および 2016 年に創業し

た AI ベンチャー）を加え、社長の交代（2 社）、廃業（2 社）、当方からの調査断念（1 社）、先方からの削除

要請（2021 年度 1 社）によって調査を継続できなくなった 6 社を除く計 10 社の事例研究を継続的に行って

いる。対象地域は、以前から研究対象としている首都圏西部の「TAMA（Technology Advanced 

Metropolitan Area）クラスタープロジェクト」の対象地域（10 社、非継続含め 11 社）、および、京都市を中心

とする京都府南部と滋賀県南部を一体としてとらえた「京滋地域」（1 社、非継続含め 4 社）である。2021 年

度は、これら 11 社のうちコロナ対応でヒアリングに応じられなかった 1 社および競合懸念から削除要請の

あった１社を除く 9 社の最新状況について情報を更新するヒアリングを行い、担当科目「ベンチャー企業経

営」および「事業創造マネジメント」で学生による事例研究の対象として使用するため、「ベンチャー企業経

営」については 6 社（非更新分、非継続分を含め 11 社）、「事業創造マネジメント」については 3 社（非更新

分、非継続分を含め 4 社 5 件。削除要請のあった 1 社は除く。）の事例について、それぞれ 2021 年度事

例集としてとりまとめた。 

2．大学連携型インキュベーション施設入居企業の分析：2017 年度から独立行政法人中小企業基盤整備

機構近畿本部の支援の下、同志社大学、京都大学、立命館大学、龍谷大学、関西大学の 5 大学の大学

連携型ビジネスインキュベーション施設が推進しているネットワーク形成活動「BI ネットワーク構築支援事

業」（以下では「BI ネットワーク」という）にアドバイザーとして参加。BI ネットワークが 2018 年度に実施した

入居企業調査結果に基づき日本ベンチ－学会への投稿論文を作成し、2021 年度に研究ノートとして以下

のとおり採択に至った。 

・児玉俊洋(2022)、「大学発ベンチャー事業化のための資源配分行動―大学連携型インキュベーション施

設入居企業から得られた定量的データ―」『Venture Review』No.39、2022 年 3 月、pp.95-99。 

3．中小企業支援機関との連携による講座の開催：2014 年度以来、ビジネス研究科と公益財団法人京都

産業 21（以下では「京都産業 21」）との共催により、ビジネス研究科関係教員を講師として、京都府内中小

企業を主対象とする共同企画講座を開催している。2015 年度からは、京都産業 21 との間では連携協力

に関する覚書を締結しその覚書に基づく活動として行っている。2021 年度には新事業創造をテーマとし

て、ビジネス研究科の組織マネジメント、ファイナンス担当の教員とともに「新事業展開力養成入門講座」

全 3 回を開催した。 

4．MBA 公開講座の開催：関係教員の協力を得て、8 月に KRP フェス 2021 において、コロナ対応や半導

体不足に伴う急激な増産要請に多数の中小協力企業とともに対応している大手製造業を講演者として招

き、京都リサーチパーク株式会社の後援を得て MBA 公開講座「日本のものづくり力は健在～コロナ禍で

の急激な需要変動に示された対応力と課題～」を開催した。 

5．プロジェクト連携推進者としての活動：2020 年度から株式会社 SCREEN ホールディングスの協力により

開始した寄付教育研究プロジェクト「産学連携による MBA 教育機能強化プロジェクト」のプロジェクト連携

推進者として、同プロジェクト教員および関係教員の協力を得て同プロジェクトを推進するとともに、2022

年 3 月に同プロジェクト 2021 年度実施報告セミナーとして公開講座「同志社ビジネススクール産学連携の

進展」を開催した。 

  

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 



回
答 ③ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

 ４月５日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 04 月 21 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 准教授 刘  明 

研 究 題 目 

 

Do Global Equity Mutual Funds Exhibit Home Bias? 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 

In this paper, we study a sample of U.S. global equity mutual funds that invest in 

markets around the world. While the existing literature shows significant home bias 

among investors, we find that U.S. global funds on average do not exhibit home bias 

but with cross-fund variation. Fund manager teams with more foreign educational 

background, younger fund managers, and those with MBA degrees tend to 

invest more in international markets. When sorting funds into deciles by the level of 

home bias, we find that both home- and foreign-biased funds tend to outperform 

medium decile funds and hold concentrated portfolios, supporting the information 

hypothesis for home and foreign bias. Further, the well-performing foreign-biased 

funds are much larger than other funds, indicating that there are no decreasing 

returns to scale among global equity mutual funds. 

 

 

This paper has been published on the Journal of Behavioral and Experimental 
Finance in 2021. 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答  

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０ 22 年 

 04 月 21 

日 
※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 4 月 23 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 村山裕三 

研 究 題 目 

 

ビジネスと安全・安心、安全保障 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

・書籍 

・『米中の経済安全保障戦略：新興技術をめぐる新たな競争』編著、芙蓉書房出版、2021 年 7 月。 

 

論文 

・「米中対立と経済安全保障」『安全保障研究』2022 年 3 月。 

 

論評 

・「「安全保障」見えぬ岸田政権の経済安全保障政策」『ＦＮＮプライムオンライン』2022 年 1 月。 

・「経済安保推進法が閣議決定へ」『日経 XTECH』 2021 年 2 月。 

 

 

・ 

 

 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２１年 

2 月   

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 2 月 28 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 特別客員教授 成生達彦 

研 究 題 目 

 

価格 vs. 数量：移転価格、権限移譲と戦略変数の選択 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

今年度は以下の論文が国際的な査読付き学術誌に掲載された。 

 
Hashizume R, and T. Nariu, Price and Quantity Competition with Network Externalities: 

Endogenous Choice of Strategic Variables,  

The Manchester School, Vol. 88 pp. 847-865. 

Choi, K., D. Lee, and T. Nariu, A Model of Vertical Structure with Network Externalities, 

The Manchester School, Vol. 88, pp. 827-846. 

Nariu, T., D. Flath, and M. Okamoto, A Vertical Oligopoly in Which Entry Increases 

Every Firm’s Profit,  

Journal of Economics & Management Strategy, Vol. 30, pp. 684-694. 

Hashizume R, and T. Nariu, Price Discrimination with Network Effects: different welfare 

results from identical demand functions,  

Economics Bulletin, Vol. 41, No. 3, pp. 1807-1812. 

 

また、以下の原稿を執筆中。 

Hashizume R, T. Ikeda, and T. Nariu, Pareto Improving Third-degree Price 

Discrimination with Network Effects. 

Hashizume R, and T. Nariu, Successive Monopoly and Third-degree Price 

Discrimination in Final Good Market. 

Nariu, T., and, H. Suzuki, Pareto Improving with Network Externalities. 

Nariu, T., M. Kurasawa, and D. Lee, The Effect of Finantial Structures on the Product 

Market in a Vertical Business Relationship. 

成生達彦、吉川丈、 価格か数量か：寡占市場 

濱村純平、成生達彦、 組織構造と振替価格の選択  

など。 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ２ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２１年 

１０月２８日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 3 月 5 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 准教授 野瀬 義明 

研 究 題 目 

 

 

株主価値を最大化するペイアウト政策選択モデルの構築 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 

本年度は、ペイアウト１つである株主優待にフォーカスした研究を進めてきた。 

具体的テーマは２つ設定した。１つは、株主優待銘柄における権利付き最終日までの株価変動を分析し

た研究である。株主優待銘柄では権利付き最終日に向けて短期的に株価が上昇するという、理論と異な

るアノマリーを発見し、その要因として financial visibility の向上とクロス取引の影響を指摘した。 

その結果は，専門誌へ投稿し受理された 

How do firms attract the attention of individual investors? Shareholder perks and financial visibility 

Yoshiaki Nose, Hisao Miyagawa, Akitoshi Ito, Journal of Behavioral and Experimental Finance 31 

100520-100520 2021 年 9 月 

 

研究論題と関連して、株式型クラウドファンディングの成立要因に関する実証研究を行った。その結果、

日本の個人投資家における金融リテラシーの低さを裏付ける証左を発見し、成果は専門誌へ投稿し受理

された。 

Equity crowdfunding and financial literacy of individual investors in Japan, Masatoshi Fujii, Chie Hosomi, 

Yoshiaki Nose, Journal of Capital Markets Studies 5(1) 5-27 2021 年 7 月 

 

加えて、日本のペイアウトを左右する主要なプレーヤーであるバイアウト・ファンドに関する総合的・網羅

的な実証研究を行い、その成果を著書として刊行する予定である。 

日本のバイアウト・ファンド, 野瀬義明(単著), 中央経済社, 2022 年 3 月予定 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

 ３月４日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 3 月 2 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 准教授 奥平 寛子 

研 究 題 目 

 

採用市場における企業評価情報の役割 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

本研究は、科学研究費補助金課題として執り行った。今年度は主にデータ分析を進めたほか、成果の発

信も行った。本研究課題に関連する成果が国際査読誌に採択、掲載された。社会貢献活動も行った。 

 

研究成果（学術論文） 

奥平寛子、滝澤美帆「高齢労働者の増加と企業の調整行動」日本経済研究、近刊  (査読有) 

KITAGAWA Ritsu, KURODA Sachiko, OKUDAIRA Hiroko, OWAN Hideo.“Working from Home: Its Effects 

on Productivity and Mental Health”, PLOS ONE 16(12) e0261761-e0261761 2021 年 12 月. （査読有） 

Hirofumi Kurokawa, Yusuke Kinari, Hiroko Okudaira, Kiyotaka Tsubouchi, Yoshimichi Sai, Mitsuru Kikuchi, 

Haruhiro Higashida, Fumio Ohtake “Oxytocin-Trust Link in Oxytocin-Sensitive Participants and Those 

Without Autistic Traits”, Frontiers in Neuroscience 15 659737-659737 2021 年 5 月（査読有） 

研究成果（DP、3-4 月に近刊） 

Hiroko Okudaira, Miho Takizawa, Kenta Yamanouchi, “Does Employee Downsizing Work? Evidence from 

Product Innovations at Manufacturing Plants”, RIETI Discussion Papers, also as DBS Discussion Paper 

Series、近刊（査読無） 

Tomohiko Inui and Hiroko Okudaira, “Parental Investment After Adverse Shocks: Evidence from the 

Great East Japan Earthquake”, RIETI Discussion Papers, 近刊（査読無） 

 

研究成果（セミナー報告等） 

Parental Investment After Adverse Shocks: Evidence from the Great East Japan Earthquake, OSIPP 

Lunch Seminar, 関西労働研究会、2022 年 1 月 

Parental Investment After Adverse Shocks: Evidence from the Great East Japan Earthquake, OSIPP 

Lunch Seminar, Doshisha Economics Seminar, 同志社大学経済学部、2022 年 11 月 

Parental Investment After Adverse Shocks: Evidence from the Great East Japan Earthquake, OSIPP 

Lunch Seminar, 「日本経済長期停滞のメカニズムの解明」研究会、2022 年 10 月 

Parental Investment After Adverse Shocks: Evidence from the Great East Japan Earthquake, OSIPP 

Lunch Seminar, 大阪大学、2021 年 5 月 

 

社会貢献（その他） 

奥平寛子「経済教室スキル高度化へ学び直しを ポストコロナの雇用」 （『日本経済新聞』朝刊 2021 年 9

月）、テレビ出演（日経 CNBC, 昼エクスプレス、Insight コーナー、2021 年 9 月 27 日）、その他、日本経済

新聞などのインタビュー数件 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

２月２２日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



Doshisha University 
 

2021 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:  2  / 18  / 2022       

Department Title Name 

Business School Professor Philip Sugai 

Research Topic 

 

 

Sustainable Value Measurement 

Summary of 

Research 

Results  

Peer Reviewed Journal Articles: 

1. Sugai, P., The Definition, Identification and Eradication of Value 

Washing, Journal of Creating Value 239496432110320 - 

239496432110320 2021 年 8 月 2 日   

2. Sugai, P., The Seven Directions of Value, Kindai Management Review 

9 35 - 45 2021 年 4 月  

 

Discussion Papers: 

1. Sugai, P., Phattanaprayoonvong, S., Phetharn, J., Yamazaki, M. 

(2021) Valuing Value -A synthesis of global sustainability frameworks 

to establish objective and transparent goals to measure value for a 

firm, its shareholders, customers, employees, partners, society and 

the planet [Discussion Paper, No: DBS-21-01].  

 

Invited Lectures 

1. Measuring Value: 80 Goals for 7 Stakeholders 

IAFOR: The 2nd Southeast Asian Conference on Education 

(SEACE2021), Keynote Speech, May 14, 2021 

2. Sustainability & Measuring Value 

Temple University Japan (TUJ) Sustainability Roundtable, July 2, 

2021 

 

Newspaper Coverage:  

1. SDGs は「ただの広告」？企業の“粉飾”という大問題, 毎日新聞 １０

月２１日 

2. 日本発「エシカルな資本主義」！本当の企業価値を測る 毎日新聞１１月

２日 
Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation 

from ① to ④below.) 

Answer 2 
①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  

・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the 

date of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  

U
p

d
a
te

d
 

 2/  18 /  

 ２０22   

※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report.



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年  3 月 30 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 山下貴子 

研 究 題 目 

 

金融リテラシー水準を考慮したファイナンシャル・マーケティング理論の構築 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

過去３年の研究成果（「交互作用効果を考慮したコウホート分析法による米国家計金融資産選択行動

Cohort Analysis of Household Financial Portfolio Selection in the U.S. by Using the Bayesian Cohort Model 

with Age-by-Period Interaction Effects」および、｢次世代金融サービスと消費者行動 Study on Consumer 

Behavior for Next-Generation Financial Services｣）に加え、新たに【日経リサーチ】金融 RADAR2020 年本

調査を用いたデータ分析を行って投稿を試みたが、採択には至らなかった。しかし、その他の分野におけ

る業績においては学会賞を受賞するなど、おおむね成果を上げることができた。 

<論文出版＞ 

五島 光・尾池 勇紀・山下 貴子（2022）「狭小商圏型ドラッグストアにおける ID-POS による顧客分析と

ISM 構築」、『マーケティングレビュー』2022 年 3 巻 1 号（学会賞受賞） 

山下 貴子・山崎 佳代（2022）「介護の品質とリスクマネジメント ― 利用者満足向上と働きやすい職場環

境の両立にむけて ―」、、『マーケティングレビュー』2022 年 3 巻 1 号（学会賞受賞） 

＜学会発表＞ 

Tadashi Mastuoka and Takako Yamashita “Application of Service Dominant Logic in Traditional Industries 

of Kyoto Value Creation from the Cases of Shoyeido, a Long-established Incense Business”  (2020 

Academy of Marketing Science World Marketing Congress, The University of Queensland Business 

School , Brisbane, Australia postponed from July 2020 until July 2021) 

Dongju Kim and Takako Yamashita “The Dilemma of Current Business models in the Japanese Film 

Market :Causes and Solutions” (2020 Academy of Marketing Science World Marketing Congress, The 

University of Queensland Business School, Brisbane, Australia,  postponed from July 2020 until July 2021) 

五島 光・尾池 勇紀・山下 貴子（2021）「狭小商圏型ドラッグストアにおける ID-POS による顧客分析と

ISM 構築」、（日本マーケティング学会、2021 年 10 月 17 日（オンライン）） 

山下 貴子・山崎 佳代（2021）「介護の品質とリスクマネジメント ― 利用者満足向上と働きやすい職場環

境の両立にむけて ―」、（日本マーケティング学会、2021 年 10 月 17 日（オンライン）） 

＜その他＞ 

山下貴子（2022）「（巻頭言）2022 年は金融教育の大きな変化の年になるのか？― 成人年齢の引き下げ

と高校における金融教育の正式導入―」『ファイナンシャル・プランニング研究』 p.1, No.21,2021。 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ③ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 



・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

 ３月 30 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 3 月 28 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ビジネス研究科 教授 殷勇 

研 究 題 目 

High Performance Analysis and Optimization of Seru Production within Smart 
Manufacturing 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 

国際 Journals への投稿を含め、現在数本の投稿論文は査読を受けている。 

1. 研究論文一覧は下記 Sites.Google 或いは Google Scholar に確認でき

る。累積被引用数は 3,200 弱。 

https://sites.google.com/view/yongyin/ 

 

https://scholar.google.co.jp/citations?user=IpwuLbEAAAAJ&hl=ja 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 1 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２2 年 

３月 28 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。


