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978-4-561-26664-8 C3034 A5判 228p 2407円＋税（予価） 

８月下旬 
配本予定 

初ご案内 

質的比較分析による推論の技術 
田村正紀（神戸大学名誉教授）著 

［社会調査/ 
経営学研究］ 

平積推奨 

 
 

 
まえがき  
第1章 事例研究の転換─実例から理論事例

へ 
第2章 事例を理論概念でどう捉えるか 
第3章 因果関係をどう捉えるか 
第4章 因果関係をデータからどう推論する

か 

 
第5章 データは推論をどう支持しているか 
第6章 真理表の解は何を意味するのか 
第7章 リサーチ・プロセスへＱＣＡをどう

組み込むか 

 経営学においても、自然科学と同様、因果関係を把握することを目指してい
る。しかし、必要十分なデータが取れないことが多いため、少ない事例に基に
した定性分析を用いることが多く、活用に制約がある。 
 
 しかし、十数年前に質的比較分析（Qualitative Comparative Analysis：QCA）が
開発され、欧米ではすでに社会科学の研究にあたり広く活用されるようになっ
ている。 
 QCAでは、少数の事例からでも因果関係の把握が可能で、分析手続きも
一定に定まっており、原因条件や結果がファジーであっても活用できるため、
特に経営分野では、その有効性は高い。 
 
 本書は、高い評価を受け、ロングセラーとなっている『リサーチ・デザイン』の
著者が、QCAの基本的原理や分析手順、さらにそれをリサーチ・プロセスにど
のように組み込むのかをまとめている。 
 著者は経営学者で、その事例を多く用いて説明しているが、他分野の研究
者・学生にも理解しやすいものを選んでおり、また、用いられる数学もほとんど
高校初年度で習う水準なので、事前知識なしで理解できる。 
  
 日本では、まだまだQCAの解説書が少ないことから、経営学のみならず、広
く社会科学の研究に資する基本書となるだろう。 

スモールデータでも因果関係をつかめるQCA 

─目次─ 

社会科学で大いに活用が見込まれる注目の調査手法
を、定評ある著者が概説！ 

(仮) 
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グローバル・マーケティング（仮） 

［グローバル・ 
マーケティング 
/国際経営］ 

978-4-561-66215-0 C3063 A5判 596p 7500円＋税（予価） 

 近年、日本市場の魅力が下がってきていることから、中小企業についてもグ
ローバル展開が経営戦略として注目されており、グローバル・マーケティングに
取り組む必要性が高まっている。 
 本書は、アメリカで高い評価を受けているグローバル・マーケティングについて
の大学教科書の邦訳である。 
 個々の国におけるマーケティング環境の評価方法に始まり、参入戦略や価
格戦略、流通戦略など、さまざまなマーケティング戦略立案の基本的な考え方
を、各大陸における豊富な事例を交えながら示している。 
 さらに、ソーシャルメディアのような新しいマーケティング技術の応用やCSRなど
のトピックも紹介しており、海外進出にあたり、大いに参考になるであろう。 

平積推奨 

アイラン・アロン（米ロリンズ大学教授、国際ビジネス長）・ 
ユージン・ジャフィー（イスラエル・バーイラン大学大学院教授）著 
笠原英一（立教大学大学院教授）訳 

─目次─ 
パート１ 
グローバル・マーケティングを取り巻く
環境 

第1章 グローバル市場とグローバル・
マーケティングを理解する 

第2章 グローバル・マーケティング環
境を評価する 

第3章 文化的/社会的環境を評価する 
第4章 政治的/法的環境を評価する 
第5章 世界市場，地域市場，国内市場

を統合する 
 
パート2 
グローバル・マーケティングの役割と
戦略 

第6章 マーケティング・リサーチの実
施 

第7章 国際市場の選択 
第8章 グローバル市場への参入 
第9章 グローバル市場のセグメンテー

ション、ターゲティングおよびポ
ジショニング 

 
パート３ 
グローバル・マーケティングの４つの
「Ｐ」 

第10章 グローバルな製品およびブラン
ドを開発する 

第11章 グローバルな価格を設定する 
第12章 グローバルな配置および流通経

路 
第13章 グローバルなコミュニケーショ

ンおよび広告を開始する 
 
パート４ 
グローバル・マーケティングの新しい
潮流 

第14章 グローバル・マーケティングに
ソーシャルメディアを使用する 

第15章 グローバル・マーケティング・
システムを設計・管理する 

第16章 グローバル市場における倫理
観と企業の社会的責任を定義する 

９月上旬 
配本予定 

最新理論から実践事例まで 

定評のある大部の教科書、待望の翻訳！ 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（7.15時点） 
【配本・発売済】 

【次号以降の刊行見込み】 
観光革新戦略(仮) 978-4-561-76205-8 3000円＋税（予価） 
SCMの構築(仮)  978-4-561-74204-3 3200円＋税（予価） 

【次号までの配本・発売見込み】 

サービス・ロジックによる現代マーケティング理論  978-4-561-66212-9 3500円＋税 
マーケティング零  978-4-561-65214-4 2500円＋税 
よくわかる国立大学法人会計基準第7版  978-4-561-36209-8 5800円＋税 

キャリア・マネジメント ３点セット 978-4-561-25663-2 7300円＋税 
キャリア・マネジメント セルフ・アセスメント 978-4-561-25660-1 800円＋税 
キャリア・マネジメント パーティシパント・ワークブック 978-4-561-25661-8 3000円＋税 
キャリア・マネジメント ファシリテイター・ガイド 978-4-561-25662-5 3500円＋税 
変化の経営学 978-4-561-26657-0 4200円＋税 
採用面接評価の理論 978-4-561-26659-4 3500円＋税 
消費税の税率構造と仕入税額控除（仮）  978-4-561-46178-4 3900円＋税（予価） 
レピュテーション・ダイナミクス（仮） 978-4-561-46179-1 3500円＋税 

今月の主な重版（7.15時点） 
中堅・中小組織の内部監査  978-4-561-45177-8 3200円＋税 第3刷 
技術革新の戦略と組織行動  978-4-561-25301-3 3500円＋税 第12刷 
プロセス・コンサルテーション  978-4-561-13140-3 4000円＋税 第13刷 

【大学生協担当者勉強会にて経営学書について講義！】 

 去る７月7日（火曜）、大学生協九州事業連合様の書籍担当者合同会議で開催
された専門分野勉強会で、弊社営業部長の寺島が経営分野の講師となり、１時間
強のお話をさせていただきました。 
 この勉強会は有斐閣様による法律分野の講義とセットで行われ、参加者は九州の
各大学生協のご担当者だけでなく、紀伊國屋書店様からもお越しになったとのことで、
みなさま、大変関心をもってご参加になったようです。 
 この勉強会の後、参加者のご
感想として、「ブランド」や「イノ
ベーション」など、知っているようで
知らない言葉の意味を知ることが
できた、などを頂いたそうで、全体
的によい評価だったようです。 
 このような機会があれば、また講
師をさせていただきます、と申して
おりますので、お気軽に寺島まで
ご相談ください。 



【ロングセラーの深層－ヨーロッパ発の経営学】 
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別添注文書でご注文ください！  弊社ではつい先日、フィンランドのマーケティン
グ学者であるグルンルースの邦訳、①『サービス・ロ
ジックによる現代マーケティング理論』を刊行しました。 
 今回は、この本を始めとしたヨーロッパ出身の経
営学者の本を紹介します。 
 
 そもそも経営学はアメリカで大きく発展してきま
したが、ヨーロッパにおいてもユニークな研究が進
められており、特に、歴史を踏まえた、さまざまな
対立する考えを包み込むようなロジックに特徴があ
ると言われています。 
 
 グルンルースはマーケティング分野におけるノル
ディック学派（北欧学派）の代表的な学者です。こ
れまでの、モノを売ること、すなわち「交換価値」
に主眼を置いたマーケティング理論と異なり、提供
者と顧客の相互作用を通じて価値が創造される「利
用価値」に焦点を当てており、サービス経済化が進
む中で、彼の理論に注目が集まっています。 
 今回ご紹介の①『サービス・ロジックによる現代マーケ
ティング理論』も順調な出足となっています。 
 
 ②『交渉のメソッド』は、米国の交渉研究の蓄積に基
づきながらも、欧州の、外交などでの老練な交渉技
術も踏まえてコンセプトとツールの形に学びやすく
まとめられた本です。 
 かつての、決まった規範に従えば良かった社会か
ら、利害関係者間で規範を構築する社会へ変化しつ
つある今日、交渉の重要性はさらに高まっています。 
 
 ③『異文化間のグローバル人材戦略』の主著者トロン
ペナールスは、フランス語とオランダ語を話す家庭
に生まれ、石油会社シェルで９カ国で働き、その経
験が著作などに活かされています。 
 本書は、ますます進む経済のグローバル化に合わ
せ、自らと異なった規範や価値観を持つ人々と働い
ていくための方法論や人事制度のあり方などを取り
上げており、特に新興国などにおける適切な組織と
人材のマネジメントに参考になるよう留意されてい
ます。 
 
 ④『組織文化とリーダーシップ』の著者シャインはスイ
ス生まれながら、その後、ソ連、チェコと移住した
後、アメリカで学究の道に入りました。この、異文
化で暮らすことが続いたという経験が、彼の関心に
大きく影響したと後に語っています。 
 この本でシャインは、組織ごとの固有の文化がそ
こで支配的な力を持つことを示唆し、特に、メン
バーによって無意識のうちに当然のものとして共有
されている考え方や認識の重要性を検討しています。
その上で、リーダーの役割や、いかに組織変革する
か、その方法論を示しています。 
 組織文化論の古典的な名著とされている一冊です。 

②交渉のメソッド リーダーのコア・スキル 

ランプルゥ/コルソン著 奥村哲史訳 
Ａ５判、312p、2750円＋税 
978-4-561-23628-3 2014年刊 

③異文化間のグローバル人材戦略 
トロンペナールス/ハムデンターナー著・
古屋著・監訳 
Ａ５判、352p、3600円＋税 
978-4-561-24609-1 2013年刊 

①サービス・ロジックによる現代マー
ケティング理論 消費プロセスにおける価
値共創へのノルディック学派アプローチ 
グルンルース著 蒲生智哉訳 
Ａ５判、304p、3500円＋税 
978-4-561-66212-9 2015年刊 

④組織文化とリーダーシップ 
E.H.シャイン著・梅津祐良・横山哲夫訳 
Ａ５判、520p、4000円＋税 
978-4-561-23561-3 2012年刊 


