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上田和勇
リスクマネジメントの社会での役割・機能―企
業、地域の視点を中心に―

日本リスクマネジメント学会
『危険と管理』第45号

pp.38-56

上田和勇

“Common factors of Corporate Resilience
and Implications for Social Enterprise-
Resilience Thinking and Japanese Case
Studies-”

Vol.46,No.3,2014,Bulletin of the Research
Institute of Commerce, The Research
Institute of Commerce Senshu University

pp.1-17

高橋義仁
A study of successful R&D factors
associated with Japan-based ethical drug
corporates

Proceedings for 2014 World Congress,
International Federation of Scholarly
Associations of Management

10p
(Electronic
publishing
(CD-ROM))

渡邊隆彦
外国公務員贈賄罪の法執行強化に関する対日圧
力の高まり

国際商事法務 第42巻第9号 pp.1405-1408

渡辺達朗
中国小売市場におけるネットとリアルの競争と
融合：オムニチャネル戦略の展開との関連で

流通情報　第510号（第46巻第3号） pp.21-34

渡辺達朗
中国における大型店立地規制とまちづくり
―制度の補完性と進化の観点から―

流通研究　第17巻第2号 pp.47-63

2015年
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上田和勇
復元力、持続力の根源的要因とリスクマネジメ
ント

日本リスクマネジメント学会
『危険と管理』第46号

pp.1-13

姜　徳洙 海外進出企業のリスクマネジメント
日本リスクマネジメント学会
『危険と管理』第46号

pp.41-53

小林　守
メコン・クロスボーダー地域とビジネス環境
－物流、生産、消費をめぐって－

専修商学論集　第101号
（商学部創立50周年記念号）

pp.33-47

小林　守
メコン地域のクロスボーダー生産分業の展望に
ついて－東西経済回廊の現状を中心として－

専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー,Vol.10,No.1

pp.105-110

高橋義仁
東南アジア諸国、特にＧＭＳでの企業の事業展
開の可能性

2015年度国際戦略経営研究学会全国大会予稿集 未定

―雑誌論文―



渡邊隆彦・田澤元章・
久保田隆
阿部博友・田中誠和

米国FCPA及び英国Bribery Actの域外適用と企業
のコンプライアンス・プログラムの法的意義
－米英日の比較－

専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー,Vol.10,No.1

pp.75-94

渡辺達朗・佐原太一郎
イギリスにおけるバイイングパワー規制の強化
と影響―業績不振下でのテスコの事例を中心に

流通情報　第514号（第47巻第1号） pp.63-74

渡辺達朗
中国におけるオムニチャネル戦略の展開
－ネットとリアルの競争と融合の視点から－

日本ダイレクトマーケティング学会 NEWS
LETTER 第14回全国研究発表大会特集号

pp.20-24

李　雪
中国における越境ECの進展－政府の促進政策と
EC企業の取組みに注目して－

流通情報　第517号（第47巻第4号） pp.35-48

リサーチ・アシスタント
新島裕基

地域商店街活性化法の事業評価に関する分析視
覚
－事例調査に向けた予備的考察－

専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー,Vol.10,No.1

pp.49-60

リサーチ・アシスタント
新島裕基

地域内連携に基づく商店街活動の実態とその効
果
－地域商店街活性化法の認定事例を対象として
－

専修大学商学研究所報
第47巻第3号

pp.1-39

リサーチ・アシスタント
孫　維維

中国におけるドラッグストア研究
－事例研究：ワトソンズの成長要因に関する考
察－

専修大学商学研究所報
第47巻第2号

pp.1-43

2016年
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岩尾詠一郎
品目別に見た日本とメコン3ヵ国間の輸出入の
変遷に関する研究

専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー, Vol.11 No.1

pp.9-19

川村晃正 グローバル化と織物産地―桐生を中心に― 専修商学論集　第102号 pp.41-69

小林　守
日本の対ミャンマー（旧ビルマ）経済協力と工
業化4プロジェクト

専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー, Vol.11　No.1

pp.51-60

渡邊隆彦 AIIB－インフラ金融は多極化の時代へ－ 月刊金融ジャーナル 第57巻第1号 pp.24-25

2017年
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上田和勇
統一論題：ファヨール理論100周年、リスクマネ
ジメント理論の100年ービジネス・レジリエンス
思考法への展開

日本リスクマネジメント学会、『危険と管理』
第48号

pp.1-10

大崎恒次・竹田賢・中邨良樹
グローバル展開を行うCVSのビジネス教育に関す
る研究

2017年経営情報学会秋季全国研究発表大会発表
予定稿

p.4

小林　守
南部経済回廊（ベトナム～カンボジア）のビジ
ネス環境

専修商学論集　第105号 pp.57-66

小林　守 1990年代のベトナム市場経済化と投資環境 専修ビジネスレビュー　Vol.12, NO.1 pp.67-77

渡辺達朗・佐原太一郎
消費行動の横断的な把握と購買＝決済の「場」
をめぐる競争

流通情報 第48巻6号 pp.52-62

渡邊隆彦
企業コンプライアンスにおけるPDCAサイクル―
PlanステップとDoステップの具体的な進め方―

専修大学商学研究所報　第48巻第8号 pp.1-15

渡邊隆彦
仮想通貨の世界／メガバンクが探る活用法―収
益化の鍵は「随伴する情報」―

月刊金融ジャーナル　第58巻第5号 pp.14-17

渡辺達朗・佐原太一郎
消費行動の横断的な把握と購買＝決済の『場』
をめぐる競争

流通情報　第525号（第48巻第6号） pp.52-62

新島裕基
超高齢社会における中山間地域型スーパーの展
開

流通情報　第48巻第5号 pp.60-75

新島裕基
地域商業と多様な主体による緩やかなネット
ワークの形成

専修ビジネス・レビュー　第12巻第1号 pp.35-44

孫維維
中国現代小売業と消費社会の変化―ドラッグス
トアを中心に

専修大学商学研究所報　第48巻第5号 pp.1-28

孫維維
中国におけるドラッグストア発展のダイナミク
ス―薬店と薬粧店を中心に

学位請求論文 pp.1-129

孫維維
中国ドラッグストアの発展について
―競争を対応するための薬店と薬粧店の動向と
課題

専修ビジネス・レビュー 未定

朱　克宇 外資系百貨店の中国市場における展開 専修大学商学研究所所報 pp.1－37
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上田和勇 亀井利明先生のリスクマネジメント理論の神髄
日本リスクマネジメント学会
『危険と管理』第49号

pp.69-80

川村晃正
戦前期日本タオル工業の生成・発展―泉州と今
治の比較を念頭において―」

『専修大学社会科学研究所月報』661-662合併号 PP35-59

姜　徳洙
レジリエンス向上のためのリスク・コミュニ
ケーションの重要性

リスクマネジメント学会　危険と管理　第49号 ｐｐ.１－8

小林　守
ミャンマー中部・マンダレー市のビジネス環境
と経営者-現地企業インタビューから-

専修大学商学研究所
専修ビジネスレビューVol.14, No.1

印刷中

渡邊隆彦 金融レポート・金融行政方針の注目ポイント 銀行実務　第48巻第1号 pp.58-60
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