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978-4-561-23660-3 C3034 四六判 304p 2750円＋税（予価） 

９月下旬 
配本予定 

初ご案内 

グローバリズムと共感の時代の
人事制度 
山西 均（野村ホールディングスグループHR企画室長）著 

［人事］ 平積推奨 

 
 

まえがき  
第1章 金融商品としての人事制度 
第2章 雇用という金融商品を支えるビ

ジネス 
第3章 楽しく働くということ 
第4章 現行の人事制度の長所と課題 
第5章 現行制度を発展させるために 

 
第6章 新しい雇用制度 
第7章 社員にとっての職場の魅力 
第8章 「グローバリズム」と「共感」

の時代 

 長く日本では、社員は毎日まじめに働いているようにみえても、企業業績は低
迷し、社内に不安と閉塞感が漂っている企業が多い状況に陥っている。 
 
 この根本的な原因の一つは、日本企業の標準的な人事制度が有効に機
能していないからであり、そのために、ビジネスへの感度が低くなる、社員が会
社にしがみつく、などの問題が起きている。 
 
 人事制度こそが働く人たちの考え方と行動を変えるという著者は、その根本
をおカネと思想であるとし、おカネの面では、長期雇用を長期債権・債務の関
係としてとらえた上で、「リスク付随型雇用」への変更を提案する。 
 
 一方で、人はおカネだけでは動かないとも語り、人事制度を支える思想につ
いても同様に重要で、人を惹きつける魅力がなくてはならないとする。  
 海外勤務経験も持つ著者は、それを「共感の時代」というコンセプトに整理し、
グローバル化にも適応可能な制度を提案する。 
 
 今、そしてこれからの時代の社会的・経済的環境を踏まえた人事制度・体
系を示す。 

─目次（案）─ 

人事はおカネと思想、と喝破する著者の、新しい時代に
ふさわしい人事体系の構想！ 

(仮) 
長期雇用・職能資格制度を超えて 
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中国の現場から見る日系企業の
人事・労務管理（仮） 

［グローバル人事
/中国ビジネス］ 

978-4-561-26665-5 C3034 A5判 360p 4000円＋税（予価） 

 中国はGDPで世界２位となる中で、人材マネジメント能力を向上させつつあり、
競争力を高めた企業も数多く生まれてきている。 
 本書は、日系中国企業の現場で働く「ヒト」に焦点を当て、その実態・特徴を
明らかにする中で、日本の人事慣習と中国の慣習のハイブリッドがどのような場
合に相乗効果が働くのか、また、そのようなハイブリッドの進展をめぐるダイナミズ
ムを追究した。 
 グローバル人的資源管理に関心のある研究者のみならず、中国での実務に
かかわる経営者・人事担当者に役立つだろう。 

郝 燕書（明治大学大学院教授）・李 捷生（大阪市立大学大学院教授）編著 

９月下旬 
配本予定 

日本と現地の人事制度、融合のあり方とは 

【パブリシティ・広告続々！】 

【日経書評欄】 
7月26日 
『現地に寄り添うアジアビジネスの教科書』 
 

【日経サンヤツ】 
７月23日 
『国立大学法人会計基準実践詳解第７版』
『マーケティング零』『サービス・ロジックによる
現代マーケティング理論』 
8月31日（予定） 

【朝日サンヤツ】 
７月31日『キャリア・マネジメント』 
 

【日経読書人へのおすすめ】 
８月２日『サービス・ロジックによる現代マーケ
ティング理論』 
９月６日（予定） 

【日経広告特集「戦後70年」】 
８月９日『基地の政治学』 

日本 鉄道業の事業戦略 
［鉄道/ 
地域経営］ 

978-4-561-76208-9 C3063 A5判 208p 2750円＋税（予価） 

 自動車の普及が進む一方、人口は減少しており、もともと人口密度の低かっ
た地方で鉄道事業を成立させることは、ますます難しくなってきている。 
 本書は、そのような環境下での鉄道の事業戦略を、複数の事例に当たり実
証的に検討し、①上下分離方式による公的部門の支援と鉄道運行主体の
経営効率化の必要性、②鉄道事業者による沿線地域社会への広義の利益
創出の評価、③鉄道事業者の、関連事業・非関連事業への進出による多角
化の可能性、を示した。 
 単なる事業収支だけを見るのでなく、広く地域社会への外部経済効果を踏ま
えた鉄道事業のあるべき姿を描く。 

那須野育大（中央大学政策文化総合研究所客員研究員）著 

９月下旬 
配本予定 

鉄道の地域社会への幅広い貢献を学術的に評価 

鉄道経営と地域活性化 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（8.15時点） 
【配本・発売済】 

【次号以降の刊行見込み】 
グローバル・マーケティング（仮）  978-4-561-66215-0 7500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】 
変化の経営学 978-4-561-26657-0 4200円＋税 
質的比較分析による推論の技術（仮） 978-4-561-26664-8 2407円＋税 
採用面接評価の理論 978-4-561-26659-4 3500円＋税 
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（8.15時点） 
ロジスティクス概論  978-4-561-75200-4 2600円＋税 第3刷 
リサーチ・デザイン  978-4-561-26457-6 2381円＋税 第7刷 
キャリア・アンカー  978-4-561-23385-5 1600円＋税 第21刷 
ライセンスビジネスの戦略と実務  978-4-561-24651-0 3000円＋税 第2刷 

キャリア・マネジメント ３冊セット 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 
消費税の税率構造と仕入税額控除 978-4-561-46178-4 3400円＋税 
旅行革新戦略（観光革新戦略(仮)より変更）  978-4-561-76205-8 3600円＋税 

【シャイン『キャリア・マネジメント』関連コンテンツアップ！】 

 先月末、最新版のCareer Anchors ４th Edition の邦訳となる『キャリア・マネジメント』 （ISBNは
下記配本スケジュールをご覧ください）を発売しました。それに合わせ、エドガー・シャインポータルサイ
ト<http://www.edgarschein.jp/>に、関連コンテンツを公開しました。 
 担当編集者インタビューや、本版から共著者として加わったヴァン=マーネン博士のコメント、
さらに、以前の版のCareer Anchors から翻訳された『キャリア・アンカー 自分のほんとうの
価値を発見しよう』（978-4-561-23385-5）や『キャリア・アンカー セルフアセスメント』（978-4-

561-22502-7）などとの比較も掲載しています。 
 「キャリア・アンカー」という概念は、今日キャリアを考える上で欠かせないものとなっています。
仕入・お問合せ対応などにこれらのコンテンツをご活用ください。 
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別添注文書でご注文ください！  先月の新刊案内で田村正紀神戸大学名誉教授の①
『質的比較分析による推論の技術』をご紹介し、多くの
受注をいただいています。 
 社会科学の中でも特に経営分野では研究にあたり
必要十分なデータがないことが多く、そのような場
合に有効な質的比較分析(QCA)という手法と、それを
用いた研究の進め方を、丁寧に記述しています。 
 
 先日８月11日、日経朝刊キャリアアップ面で、有
斐閣の『原因を推論する』が紹介され大きな動きが
出ています。もともと政治学あるいは社会科学を学
ぶ読者向けにその現象がなぜ起きたかを経験的・実
証的に分析する手法を解説した本で、さらに５月に
遡ると東京大学出版会から『社会調査の考え方
（上・下）』も刊行されているなど、社会科学の研
究方法論に注目が集まっているようです。 
 今号では、弊社刊行の類書をご紹介します。 
 
 ② 『リサーチ・デザイン』は、①と同じく田村教授の著
作で、2006年に刊行されロングセラーとなっていま
す。研究課題・理論・推論技法・データという、研
究を支える４つの要素と相互の関係を整理し、研究
設計の考え方、またさまざまな研究技法を、実際に
どう適用するかを踏まえ紹介しており、経営学に限
らない社会科学の研究者に読まれているようです。 
 
 ③『組織・心理テスティングの科学』は項目反応理論の
経営分野への活用をまとめています。  
 項目反応理論を使えば、設問が実施回ごとで異
なっても得られた被験者の反応や特性などを比較す
ることができるため、事前の設計をしっかり行う必
要はありますが、調査の自由度を大幅に高めること
ができます。 
 経営組織研究・実務におけるさまざまな活用シー
ンを紹介するとともに、テスト分析を行うソフト
ウェアの使用方法も解説しています。 
 
 特に日本の優れた企業などでは、現場で経験する
ことを通して学ぶことが重視されており、アクショ
ンリサーチという取組みがあります。 
 ④『現場の学としてのアクションリサーチ』で著者は、
日本ならではの世界観を踏まえソフトシステム方法
論（ＳＳＭ）という理論を援用することで、アク
ションリサーチに学問的な厳密性を持たせました。 
 
  ⑤ 『組織論レビュー』は、経営組織論研究における
主要な10分野について、これまでに書かれた論文や
重要なキーワードを、新進気鋭の研究者がまとめた
先行研究レビュー集です。Ⅰはミクロな視点のもの、
Ⅱはマクロな視点のものを集めています。 
 先行研究の整理は研究の第一歩であり、学部生や
研究者の論文執筆の参考になるため、大学の書籍購
買でコンスタントに動いています。また、選ばれた
分野が現在、社会的にも注目されているテーマでも
あり一般書店でも動いています。 

②リサーチ・デザイン 
経営知識創造の基本技術 
田村正紀著 
Ａ５判、208p、2381円＋税 
978-4-561-26457-6 2006
年刊 

③組織・心理テスティング
の科学 
項目反応理論による組織行動の
探究 
野口裕之・渡辺直登 編著 
Ａ５判、624p、7400円＋税 
978-4-561-26648-8 2015
年1月刊 

①質的比較分析による推
論の技術（仮） スモールデータで
も因果関係をつかめるQCA 
田村正紀著  
Ａ５判、228p、2407円＋税 
978-4-561-26664-8 まもなく
刊行 

④現場の学としてのアク
ションリサーチ ソフトシステム
方法論の日本的再構築 
内山研一著 
Ａ５判、422p、5500円＋税 
978-4-561-16169-1 2007
年刊 

④組織論レビューⅠ 
 組織とスタッフのダイナミズム 
組織学会著 
Ａ５判、256p、3000円＋税 
978-4-561-26616-7 2013
年刊 

④組織論レビューⅡ 
外部環境と経営組織 
組織学会著 
Ａ５判、248p、3000円＋税 
978-4-561-26617-4 2013
年刊 

準備中 


