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978-4-561-25644-1 C3034 A5判 224p 2500円＋税 

９月末 
配本予定 

初ご案内 

ビジネスとリーガルの架橋を目指す、青山学院大学大学院ビジネス法務専
攻の知財プログラムを書籍化。 
そこで扱ったトピックにコラムを加え読みやすく、またビジネスパーソンの知財を
めぐる関心にも応える実用度の高い仕上がり！ 
 

知財のビジネス法務リスク 

菊池純一（青山大学法学部・大学院法学研究科教授）編著 

知財の管理・活用をめぐる14のトピックイシューを解説！ 

［知的財産/
法務］ 

平積推奨 

ー目次ー 
第1章 知財に係る歴史的把握 
 第2章 知財活用の論理 
第3章 技術のビジネス法務リスク 
第4章 商標のビジネス法務リスク 
第5章 コンテンツのビジネス法務リス

ク 
第6章 ゲームソフトのビジネス法務リ

スク 
第7章 キャラクターのビジネス法務リ

スク 
第8章 営業秘密のビジネス法務リスク 
 
 

 
第9章 国際標準のビジネス法務リスク 
第10章 ビッグデータ活用のビジネス

法務リスク 
第11章 パテントトロールビジネス法

務リスク 
第12章 標識知財の重畳的法益保護の

ビジネス法務リスク 
第13章 知財訴訟上和解のビジネス法

務リスク 
第14章 知財クリニックにおける症例

分析 
 

理論と実践から学ぶ複合リスク・ソリューション 

［知的財産］ 知的財産イノベーション研究の展望 

978-4-561-26645-7 C3034 A5判 412p 5000円＋税（予価） 

日本知財学会知財学ゼミナール編集委員会編 

10月下旬 
配本予定 

日本知財学会の10周年記念事業として、知的財産、イノベーション、またそれ
らの交錯する領域に関する論文を募集。そのうち、テーマ設定、分析視点、ま
た調査分析手法に関して独自性が高く、学術研究の発展に貢献することが
期待される14本を厳選し、収録。 

初ご案内 
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［経済学］ 電力システム改革（仮） 
開かれた議論と国民の選択のために 

978-4-561-86049-5 C3033 A5判 172p 2700円＋税（予価） 

山内弘隆（一橋大学大学院商学研究科教授）・澤 昭裕（国際環境経済研究所所長）編著 

10月末 
配本予定 

分散型の電力システムを実現するため、電気事業法が2013年に改正されたが、
同様の制度改革を先行して行った欧米では必ずしも成功していない。 
スムーズな電力システム運営と、最終消費者へのメリットの実現に向け、公益
事業学会に設置された研究会の成果を、テキストとしての利用も意識しまとめた。 初ご案内 

［個人編］ 978-4-561-22646-8 C3034 Ａ５判 150p 2314円＋税（予価） 
［組織編］ 978-4-561-22647-5 C3034 Ａ５判 180p 2314円＋税（予価） 

10月末 
配本予定 

初ご案内 

日頃、組織が直面する問題の要因として、業務プロセスや仕組みなどと
いった見かけに隠された人間関係の問題が約80％を占めると言われる。 
著者は、個人のセルフ・エスティーム（「自信」）に着目し、信頼感ある人間関
係を構築していくことが重要として、自己への深い気づきに遡って、組織の問
題解決を目指す。 
日本に導入され四半世紀という実績を持つチームビルディングの方法論を分
かりやすくまとめた。 

ヒューマン・エレメント・アプローチ 

ウィル・シュッツ著  株式会社ビジネスコンサルタント編・訳 

NASAの人材育成プログラムでも採用された、普遍性の高い
組織変革理論！ 

［経営組織/ 
人材育成］ 

平積推奨 

－目次の一部をご紹介－ 
【個人編】 
第1章 ヒューマン･エレメント･モデル  
3. ヒューマン･エレメント･モデルの3つの基本
的次元 

 次元1 仲間性（インクルージョン） 
 次元2 支配性（コントロール） 
 次元3 開放性（オープンネス） 

第2章 自己概念（セルフコンセプト）
とセルフエスティーム 
3. 自己防衛のプロセスを発見する 
5. 組織の中でセルフエスティームを向上する 

 

 
【組織編】 
第1章 生産的なチームをつくる 
   チームワークと生産性 

第2章 個人の業績を最高にする 
   個人の業績考課を再考する 

第3章 コンコーダンス(心からの一致)
による意思決定 
   葛藤解決 

第4章 リーダーシップの再定義と
ヒューマン･エレメント的組織をつ
くる  

【個人編】個人のセルフエスティームを高める 
【組織編】組織のセルフエスティームを高める 
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ご案内済みアイテムの配本予定（９・15時点） 

【ツイッター、運用中！】 

小社では、下記URLでツイッターを運用して
います。 
https://twitter.com/hakutoshobo 
配本情報や、パブリシティ・広告情報など、
書店様にお役に立つ情報を中心に発信し
ています。 
なお、弊社ではフェイスブックページも運用
しています。 
https://www.facebook.com/HakutouShobo 
こちらはどちらかと言うと、ツイッターよりも読
者を意識した情報発信をしており、経営学
について特にご関心のある書店様におす
すめします。 

【次号以降の配本・刊行見込み】 

みんなの知らないロジスティクス（仮）  978-4-561-71203-9 1600円＋税（予価） 

経営学への招待 新装版  978-4-561-15182-1 2600円＋税（予価） 

意味解釈のマーケティング（仮）  978-4-561-66209-9 4200円＋税（予価） 

中日新聞サンヤツ 9/24（木）『トヨタの製品開発』１本で！ 
他、月１定例の日本経済新聞 9/30（木）にも出稿！ 
※日経には他の新刊も出稿予定です。 

共感ブランド  978-4-561-66210-5 2500円＋税 
タイガー経営  978-4-561-25640-3 1852円＋税 
日本人とＣＳＲ  978-4-561-26513-9 4500円＋税 
トヨタの製品開発  978-4-561-52089-4 1852円＋税 
非上場株式に関する相続税・贈与税の問題点  978-4-561-46175-3 3200円＋税 
情報通信の規制と競争政策  978-4-561-96131-4 4500円＋税 
中堅・中小組織の内部監査  978-4-561-45177-8  3200円＋税 
意思決定論  978-4-561-22642-0  1667円＋税 

前号からの配本済みアイテム（９・15時点） 

【今月の広告】 

東海地方の書店様は特に
在庫にご注意ください！ 

トヨタの製品開発 
安達瑛二著 
Ａ５判 280p、1852円＋税 
978-4-561-52089-4 
C3063 2014年刊 

【推奨売場のご案内】 

税法の研究書のため、会計の棚より税法
の棚に置いていただけると、より売上が見
込めるかと思います。 
ご確認・ご検討をよろしくお願いいたします。 

非上場株式に関する相続
性・贈与税の問題点 
 
平野秀輔著 
Ａ５判 212p、3200円＋税 
978-4-561-46175-3 
C3063 2014年刊 

※次ページに本の紹介があります。 
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② 競争的共創論 
革新参加社会の到来 

小川 進著 
Ａ５判、244p、2500円＋税 
978-4-561-66159-7 
C3063 2006年刊 
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別添注文書でご注文ください！  9月初めに、①『トヨタの製品開発』が発売され、売
れ行きが好調です。これにちなみ、本書を始めとした、
製品・サービスの開発に関する本をご紹介します。 
 本書は、石油危機が起き、また排ガス規制が導入さ
れた1970年代の車の開発過程をストーリー仕立てで語
ります。当時、唯一、競合の後塵を拝していた小型上
級車市場で、シェア50％以上の獲得という社命を受け、
急遽、新型マークIIの開発を担当することになった主人
公たちの、販売・製造部門などとの調整につぐ調整を
描き、製品開発のリアリティを活写しています。 
 なお、トヨタの主査制度は、強い製品づくりに重要
として注目されるブランドマネジャー制度のお手本と
も言えるもので、トヨタ本の棚だけでなく、ブランド
の棚に置いていただくのも面白いかもしれません。 
  
 ところで、製品開発の難しさは、①で多くの紙幅を
割いている、これまでにない新しい仕様を折り込み、
重さやコストなどの制約を満たしてモノを作りあげる、
というところと、新製品が一定の売上を確保できるよ
う、市場の隠れたニーズを捉えなくてはいけないとい
うところの両方に目配りが必要なことにあります。     
 ②『競争的共創論』は、メーカーだけでは拾いきれ
ないニーズを、流通さらには消費者と共創することで
捉え製品開発していくという流れを、セブン-イレブン
や良品計画などの事例を通して明らかにしています。
その際、消費者・流通は他のメーカーとも同様の協働
を行うかもしれず、さらに、メーカーも他の流通と組
むかもしれないという競争関係にあることを指摘して
おり、そのため、本書の書名が『競争的共創論』と
なっています。本書の著者、小川進の最新刊は2013年9
月刊の東洋経済新報社『ユーザーイノベーション』で、
消費者によるイノベーションに注目した一般書です。 
 また、小川は日経ビジネスオンラインのインタ
ビューで、消費者のアイディアは、ともすれば「一発
屋」的なものになりがちなため、多様な消費者との関
係を維持していくことの重要性を語っています。この
点について、③『共感ブランド』は、消費者が、ブラ
ンドを経験し共感することからブランドのコミュニ
ティを作ることができ、それが「価値共創」につなが
り、永続的競争優位を築くことができるとしています。 
 なお、マーケティングで言われるブランドは、ブラ
ンド品という意味より広く、商品やサービスを区別す
るための名前やデザイン、シンボルなどを指します。 
 
 昨今は、消費者との連携というだけでなく、オープ
ンイノベーションに注目が集まるように、自社の資源
だけでなく、他社とも連携しながら開発を進め、市場
を作り出すことも必要とされるようになってきました。 
 ④『商品・ビジネス開発のケースブック』は、大学
のテキストとして作られていますが、その基本的な考
え方をまとめながら、他の企業との連携を含めた多く
の事例を紹介しており、実務家の方にも参考になるで
しょう。 

③ 共感ブランド 
金森剛著 
Ａ５判 178p、2500円＋税
978-4-561-66210-5 
C3063 2014年８月刊 

① ドキュメント トヨタの
製品開発 
トヨタ主査制度の戦略、開発、
制覇の記録 

安達瑛二著 
Ａ５判 280p、1852円＋税 
978-4-561-52089-4 
C3063 2014年刊 

④ 商品・ビジネス開発
のケースブック 
見目洋子編著 
Ａ５判 200p、2381円＋税
978-4-561-65207-6 
C3063 2013年10月刊 


