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978-4-561-26668-6 C3034 A5判 200p 3000円＋税（予価） 

11月末 
配本予定 

初ご案内 

技術流出の構図 
藤原綾乃（大阪大学大学院特任助教） 

［経営戦略/ 
人的資源管理］ 

平積推奨 

序章 
第１章 アジアに逃れた技術者たち 
第２章 選ばれる人材の条件 
第３章 外国人技術者はどう使うべきか？ 
第４章 キャッチアップと外国技術 
第５章 ローカル人材の技術学習 
第６章 外部知識を活用した研究開発 
第７章 日本企業技術者のアジアイノベーションへの貢献 
第８章 まとめと考察 
終章  技術流出と技術獲得の狭間で 

 いわゆる「失われた20年」の間、電機産業を中心として希望退職・早期退
職などによるリストラが実施された。その結果、日本の多くの技術者が主に韓
国や中国、台湾などの東アジア企業に採用され、彼らの技術力の向上に大
きく貢献した一方で、日本の電機産業の地盤沈下につながった。 
 現在、政府は人材流出防止への取り組みを始めた一方、国際的なイノ
ベーション競争に対応するため、高度人材の獲得にも取り組んでいる。 
 本書は、日本企業から東アジア企業へ移った技術者の動きを、ビッグデー
タを用いた企業単位の解析で明らかにしながら、技術面のキャッチアップを行
うのに適切な人材とは、また、外部人材はどのような貢献をしているのか、受け
入れ先企業の組織のあり方も含め、実証的に検討した。 
 単に技術流出を防ぐという視点を越え、海外拠点でのイノベーション創出や、
母語の異なる人材を活かしたＲ＆Ｄ（研究開発）体制のあり方などについての
貴重な知見が得られるであろう。 

─目次（案）─ 

センセーショナルに扱われがちなテーマを深く冷静に追究 

(仮) エンジニアたちは世界 
へとどう動いたか 

エンジニアの会社間の移籍に着目しイノベーションの海
外展開の実像を描き、海外に事業機会を求める企業、
また雇用機会を求める技術者に役立つ書！ 
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今月の主な重版（10.15時点） 
電力システム改革の検証  978-4-561-86049-5 2750円＋税 第2刷 
統合軍参謀マニュアル新装版  978-4-561-24518-6 2800円＋税 第5刷 
キャリア・アンカー セルフ・アセスメント  978-4-561-22502-7 762円＋税 第8刷 
経営学とベンチャービジネス  978-4-561-25536-9 3800円＋税 第5刷 
コトラーのイノベーション・ブランド戦略  978-4-561-66211-2 4200円＋税 第２刷 

978-4-561-76210-2 C3063 A5判 200p 2200円＋税 
11月末 

配本予定 

初ご案内 

水道事業経営の基本 
石井晴夫（東洋大学教授）・宮崎正信（厚生労働省水道課長）他編著 

［水道経営］ 平積推奨 

はしがき  
第１章 市民と水道：安全な水道水の確保 
第２章 世界にみる水道事業の現状 
第３章 水道事業経営の特質 
第４章 水道料金設定の仕組み 
第５章 持続可能な水道事業への対応策 
第６章 新水道ビジョンが目指す新しい水道事業 
第７章 公営企業経営における課題と展望 

 水道事業は人口減少の影響を強く受け、一方で施設の老朽化が急速に
進み危機が叫ばれるようになってきた。さらに、電力や都市ガスの小売自由化
が予定されている中で、その影響も受けると想定される。 
 本書は、日本の水道事業の特徴を明らかにしつつ、需要動向や設備投資
の考え方などを踏まえ、その経営の基本をまとめた。 
 さらに、水道事業におけるシェアードサービスの利用やスマートメーターの導
入、また厚生労働省が2013年に発表した「新水道ビジョン」を詳しく紹介。 
 公民連携、さらに小売自由化が予想される中で水道事業に関わる方が今
後増えると予想され、時機を得た出版と言える。 

─目次（案）─ 

人口減少やスマートシステム導入などの環境変化が進み、
新たな展開が求められる中でこそ必要な基本をまとめた！ 

(仮) 

【書店様へ、旧版在庫ご確認ください！】 

 本年７月末に、左記を刊行いたしました。 
 旧版在庫のご確認をお願いいたします。 

よくわかる 
国立大学法人会計基準 
基準実践詳解第7版 
新日本有限責任監査法人 編
B５判、648p、5800円＋税 
978-4-561-36209-8 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（10.15時点） 
【配本・発売済】 

【次号以降の刊行見込み（定価は予価） 】 
グローバル・マーケティング（仮）  978-4-561-66215-0 7500円＋税 
SCMの構築(仮)  978-4-561-74204-3 3200円＋税 

【次号までの配本・発売見込み（定価は予価）】 
中国の現場から見る日系企業の人事・労務管理(仮) 978-4-561-26665-5 4000円＋税 
採用面接評価の理論(仮)  978-4-561-26659-4 3500円＋税 
グローバリズムと共感の時代の人事制度(仮) 978-4-561-23660-3 2750円＋税 
すぐにわかる物流不動産ビジネス 978-4-561-74209-8 1852円＋税 

【『経営事例の質的比較分析』絶好調！】 

【広告出稿予定】 

【日経サンヤツ】 
10月22日（木曜）『経営事例の質的比較分析』一点で出稿予定！ 

【日経読書人へのおすすめ】 
10月４日『経営事例の質的比較分析』 
11月１日（日曜） 

日本鉄道業の事業戦略 978-4-561-76208-9 2750円＋税 

名著『リサーチ・デザイン』著者による懇切
丁寧な入門書 

経営事例の質的比較
分析 スモールデータ
で因果を探る 
田村正紀著 
978-4-561-26664-8 

A5版 232p 

定価：本体2700円＋税 

大学内書店などで大きな反響!! 

今まであまり活用されてこなかった質的比較分析
が分かる！ 
経営学に限らず社会科学研究者必携！ 

リサーチ・デザイン 
978-4-561-26457-6 

A5版 208p 

定価：本体2381円＋税 

 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、質的比較分析（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ます。 
 経営学者の書であるため経営事例を中心に説明し、
タイトルにも「経営事例の」とついていますが、他分野の
研究者・学生にも理解しやすいケースが選ばれており、
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ます。 

こちらも
注目！ 
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別添注文書でご注文ください！  同族経営というと最近では大塚家具における親子間での
経営権争いが世間を騒がせたように、一般的にあまり良い
イメージを持たれていないことが多いと思います。 
 しかし実際は一般の企業よりも高業績な傾向が強いこと
が分かっています。さらに海外においてもその占める比率
は高い上に全体的に肯定的な評価をされていることが多く、
さらに関係者が自らに誇りを持っているとのことで、近年、
改めてファミリービジネスが注目されています。 
 そこでファミリービジネス関連の本をご紹介します。 
 
 ① 『ファミリービジネス』は大学教科書を意識して執筆され、
ファミリービジネスのさまざまな特徴や課題を、経済学・
経営学の議論の枠組みに基づき包括的にまとめています。
また、ファミリービジネスに実際に従事する方たちにも読
んでほしいとの著者たちの思いもあり、一般の方にも分か
りやすく書かれています。 
 
 地域に根付き、地域活性化のカギを握る伝統産業はファ
ミリー企業が担っていることが多くなっています。そのた
め伝統産業の市場が縮小傾向にあることに加え、ファミ
リー企業ならではの悩みである、技術者育成や事業継承、
新規事業創造などの課題を持つことも多くなっています。  
  ②『地域ファミリー企業におけるビジネスシステムの形成と発
展』はこのようなファミリー企業に注目し、４つのケース
スタディをもとに処方箋を検討しています。 
 
 日本の商店街では、経営が成り立たなくなり事業継承で
きなくなった店が非常に増えた結果、シャッター商店街と
なり社会問題となってきています。 
 一方で、韓国の商店主たちの間では事業継承しなくては
という意識があまりないとのことで、 ③『小売商業の事業
継承』は、日韓で著者が実施したアンケート調査から「後
継者」に対する認識の違いによる，家族意識と家業の関係
性を明らかにしています。 
 
 ファミリー企業が同族内で事業継承ができなかったが、
事業は継続したい場合、市場でＭ＆Ａという形で取引する
ことが選択肢となります。その場合、中小企業のＭ＆Ａ
（合併・買収）がどのようになされるのかを扱った④『贈
与と売買の混在する交換』が参考になるでしょう。 
 この本では、自分の会社を売る場合に働く、会社への愛
着や従業員への気遣いなど、さまざまな心理を整理しなが
ら、本来有効なはずのこの手段に現在つきまとっている後
ろめたさを乗り越える方法を提案しています。 

②地域ファミリー企業に
おけるビジネスシステムの
形成と発展 
日本の伝統産業における継承と
革新 
金 泰旭編著 
Ａ５判、244p、3000円＋税 
978-4-561-26639-6 2014
年刊 

①ファミリービジネス 
知られざる実力と可能性 
後藤俊夫編著・嶋田美奈著  
Ａ５判、272p、2800円＋税 
978-4-561-23583-5 
2012年刊 

④贈与と売買の混在する
交換 
中小企業M&Aにおける経営者の
葛藤とその解消プロセス 

古瀬 公博著 
Ａ５判、312p、4600円＋税 
978-4-561-26581-8 2011
年刊 

③小売商業の事業継承 
日韓比較でみる商人家族 

柳 到亨著 
Ａ５判、250p、3300円＋税 
978-4-561-26603-7 2013
年刊 

【書店様向け、経営・経済分野キーワード集を製作！】 
 書店のご担当者向けに、経営・経済分野の、知っているようで知らない基本
的なキーワードや最近急に流行りだしたキーワードなどをまとめました。 
 仕入、棚づくり、フェア企画に役立ちます！ 
 「法経会新刊ニュース」でこのリーフレットをお読みの方は同梱になっておりま
すのでご確認ください。 
 その他の方法でお読みの書店員様で、このキーワード集をご希望の方は、２
枚目の注文書の当該欄に番線印を押してお申込ください。 


