
イノベーションの実現にあたっては、技術シーズを生み出す大学やベンチャー、
そして社会ニーズを大きく実現させる力を持つ大手企業が、それぞれの強みを
生かし、弱みを補強するエコシステムの形成が必要で、個々のアクターがどの
ように協力関係を構築していくかがその実現のカギとなる。 
本書の著者は、国をまたがるイノベーションがまさに展開されているシリコンバレー、
そして東京やアジア各地でコンサルティング活動を行っており、これからの時代に、
日本企業特有の強みを生かしながら新たな事業展開に結び付けていく戦略を
提示する。 
複数の企業・団体が協働することで実現するオープンイノベーションについての
具体論を、大学・技術・大企業など、さまざまなアクターの立場を踏まえ記述し
ており貴重。 
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978-4-561-22679-6 C3034 Ａ５変型 320p 2750円＋税（予価） 
５月末 

配本予定 

イノベーション・ドライバーズ 
氏家 豊（ＳＢＦコンサルティング代表取締役）著 

［イノベーション/ 
経営戦略］ 

平積推奨 

オープンイノベーションを実現していくため、アクターごとに具体的な
事業戦略を提示 

ハードウェア・IT融合時代の競争戦略（仮） 

初ご案内 

序 章 競争力戦略の新時代 
第１章 イノベーション・マトリクス 
第２章 オープン型、ＩＴ型の競争力戦略 

第３章 製品事業企画力、発信力 
第４章 データＩＴ・システム基盤 
第５章 戦略的なエコシステム形成 

アジアにおける産業・企業経営 
鹿住倫世（専修大学教授）編著 

［アジア 
ビジネス］ 

専修大学商学研究所叢書 

978-4-561-26681-5 C3334 A5判 184p 2500円＋税（予価） 

５月下旬 
刊行 

初ご案内 
注文のみ 

グローバル化で注目の集まる東南アジア。特に陸のＡＳＥＡＮの中心である大メコン地
域は、経済発展で先行するタイ、また成長著しいベトナムなどを含み、期待が大きい。 
本書は、特に脚光を浴びているベトナムを中心に、日本企業が事業展開を考えるに
あたり押さえておくべきさまざまなテーマについて、現状と展望をまとめた。 

第１章 ベトナムの工業化とＡＳＥＡＮ経済統合 
第２章 メコン地域諸国の進出日系企業の動向 
第３章 東南アジア諸国での戦略的海外進出の可能

性 
第４章 ベトナムの物流インフラ 

第５章 ベトナムにおける戦略的海外進出の可能性 
第６章 ベトナムにおける女性起業家の現状と支援 



第１部 グローバル・ロジスティクスの全体像 
第１章 ネオ・ロジスティクス研究の展開 
第２章 10年後のアジア域内の市場性とグローバル・

ロジスティクス 
第３章 サプライチェーン・マネジメント視点から見たグ

ローバル・ロジスティクス 
第２部 グローバル・ロジスティクスを構築するため

の必須知識 
第４章 貿易実務とグローバルロジスティクスの論題 
第５章 海上輸送論 
第６章 航空輸送論 
第７章 グローバル・ロジスティクスにおける保険の役

割 
第８章 アジアにおけるグローバル・ロジスティクス構築

上の問題 
第９章 グローバル・ロジスティクスを阻害する各国事

情【中国編】 
 

第10章 グローバル・ロジスティクスを阻害する各国事
情【アセアン編】 

第３部 「これからの」グローバル・ロジスティクス
構築上の留意点 

第11章 グローバル・ロジスティクス改革を支援する
情報技術 

第12章 グローバル視点での在庫問題 
第13章 ユニットロード論 
第14章 アジアにおけるモノとヒトのロジスティクスの

融合 
第15章 グローバル・ロジスティクスに含まれる政治

的リスク、地政学的問題 
第16章 グローバル・ロジスティクスの効率化を推進

する物流政策 
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昨今、中小企業もグローバル化を進めており、グローバルなサプライチェーン、
ロジスティクス効率化への必要性が強く認識されてきている。 
この分野はノウハウ書か研究書が目立つ中、本書はそれらの実現を目指す経
営者・マネジャーの参考となるべく、産学共同の研究会の成果をまとめている。 
図表も多く盛り込まれ、また、10の補講では、実務家による具体的な事例を紹
介しており、分量がありながらも読みやすく工夫されている。 

978-4-561-76213-3 C3063 A5判 480p 6000円＋税（予価） 

５月末 
配本予定 

ボーダレス時代のグローバル・ロジス
ティクス 

著者代表：黒須誠治（早稲田大学商学大学院教授）・ 
岩間正春（国際物流研究所客員研究員） 

［国際物流］ 平積推奨 

アジアを中心としたテーマを目配りした、内容の濃い入門書 

初ご案内 

体系流通論 新版 
田口冬樹（専修大学教授）著 

［流通］ 

978-4-561-65218-1 C3063 A5判 400p 3400円＋税（予価） 

５月末 
配本予定 初ご案内 

流通論の大家による定評のあるテキストについて、データや企業動向、法律改正な
どのアップデートと解説の変更を大幅に行った新版。 

第１章 流通分析の視点と方法 
第２章 流通過程における調整手段と流通機構の編

成原理 
第３章 流通機能の解明と商的流通機能 
第４章 物流機能 
第５章 情報流通機能 
第６章 補助的流通機能 
第７章 流通機構の形成とそのタイプ 
第８章 小売業の概念と店舗による分類 

第９章 組織・所有形態と取扱い商品による分類 
第10章 価格、人的サービスおよび複合経営による

分類 
第11章 小売形態の発展をめぐる諸仮説と構造変化 
第12章 卸売業の概念と卸売形態 
第13章 わが国における卸売業存立の基盤変化と

経営革新の方向 
第14章 メーカーのマーケティング・チャネルの展開 
第15章 わが国の流通政策 
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中国知財戦略(仮) （旧） 「中国イノベーションシステム」と知財戦略  978-4-561-25677-9 2750円＋税 
採用面接評価の理論(仮) 978-4-561-26659-4 3500円＋税 
製品開発と市場創造(仮)  978-4-561-66218-1 3400円＋税 
流通イノベーションへの挑戦(仮)  978-4-561-65219-9 2750円＋税 
巨大災害のディスクロージャーと資本市場(仮)  978-4-561-36211-1 4800円＋税 
「意味のマップ」を使ったキャリア分析(仮) 978-4-561-26672-3 3200円＋税 
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 

ご案内済みアイテムの配本スケジュール（4.15時点） 

【次号以降の刊行見込み（定価は予価） 】 

【配本・発売済】 

【次号までの配本・刊行見込み（定価は予価）】 
医療経営におけるホスピタリティ価値  978-4-561-26674-7 2500円＋税 
組織マネジメントのリアル（旧）経営学白熱教室 978-4-561-25678-6 1850円＋税 
企業文化 改訂版(仮) 978-4-561-23675-7 3000円＋税 
事業承継のジレンマ(仮) 978-4-561-26682-2 3300円＋税 

【今月～来月の広告出稿】 

【日経サンヤツ】 
４月22日（金曜） 

【日経読書人へのおすすめ】 
４月３日（日曜）『政府公会計の理論と実務』 
５月１日（日曜）『ロジスティクスの歴史物語』 

978-4-561-74209-8 B6判 176p 2300円＋税 ４月上旬配本済 ご案内済 

［ロジスティクス］ 
すぐわかる物流不動産 

978-4-561-76210-2 A5判 208p 2200円＋税 

エドガー・ヘンリー・シャイン（MIT名誉教授）著 

［経営組織/組織文化］ 企業文化 改訂版 

2015年12月刊行 

これまで規制・利権に縛られていた倉庫ビジネスの今後を不動産の視点から読み解く。 
鈴木邦成（日本大学教授）・大谷巌一 （イーソーコ株式会社取締役会長）著 

 倉庫から物流センターへと進化したサプライチェーンの司令塔 

電気・ガスの自由化や人口減少などの影響を受ける水道事業。その基本を整理しながら、
今後の潮流を解説。水道事業従事者、関連企業などから高い支持！ 

政府公会計の理論と実務(旧)わが国政府の会計制度 978-4-561-36212-8 3400円＋税 
すぐわかる物流不動産ビジネス 978-4-561-74209-8 2300円＋税 
ロジスティクスの歴史物語  978-4-561-71211-4 1852円＋税 
サッカーボール型キャリア開発 978-4-561-25676-2 1800円＋税 

【期待の新刊再紹介】 

多文化時代のマネジメント：文化の仕組みとダイバーシティ 

978-4-561-23675-7 A5判 264p 3000円＋税（予価） ５月上旬配本予定 ご案内済 

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）・他著 

グローバル化やＭ＆Ａなどの拡がりに伴う組織文化の問題を扱う代表的な書籍の最新版。 
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【ロングセラーの深層－中国ビジネス再考】 

別添注文書でご注文ください！ 

③中国製造業の基盤形成 
金型産業の発展メカニズム 

李・天野・金・行本著 
Ａ５判、304p、3500円＋税 
978-4-561-26649-5 
2015年刊 
法政大学イノベーション・マネジメント

研究センター（Riim）叢書 

 中国でのビジネス展開はさまざまなリスクが高く、さらに
人件費も上がってきたため、これまで中心となっていた、安
くモノを作る拠点としての魅力は薄れてきています。一方で、
経済的な発展の結果、消費者購買力の大幅な向上、また莫大
なインフラ需要が生まれるなどしています。 
 今回は、経営学の視点でその現状・将来を描き出した研究
書を中心に、実務家がリスクに備え事業展開を行う際、参考
にしていただける書籍を５点ご紹介します。 
 
 中国における流通業は、経済成長の鈍化や質を求める消費
者の増加への対応を求められています。 
 ①『中国流通のダイナミズム』は、業界の全体像やチェー
ンストアにおける独特の慣習を整理した上で、外国資本・中
国資本それぞれについて、流通業の事例調査、また消費財
メーカーの流通戦略をまとめています。さらに上海の消費者
行動の実査を行い、消費者がどのように利用する店を選択し
ているのかを推察しています。 
 
 人口もさることながら広大な国土を持つ中国では物流にも
さまざまな困難があり、②『中国物流産業論』のはしがきに
は著者が取材先で頻繁に聞いたという「物流を制すれば中国
ビジネスを制する」という言葉が紹介されています。 
 本書は、中国物流の全体像を整理した上で、トラック・鉄
道・水上という交通手段別の深堀りを行い、また革新的な物
流技術の導入に取り組む物流企業をいくつか紹介しています。 
 
 ③『中国製造業の基盤形成』は、中国の主要な工業地域の
金型産業についての地道な調査から産業発展プロセスを明ら
かにし、成長要因が同時に限界要因ともなっている状況を描
き出しています。 
 金型産業は製造業の中でも基盤となる産業であり、この把
握が中国経済理解の一助となるとともに、新興国市場におい
て中国製品との競争に直面する我が国製造業の競争戦略立案
に際しても有益な示唆が得られるでしょう。 
 
 中国は経済成長に合わせ、人的資源管理能力を向上させつ
つあり、組織力が高い企業も数多く生まれてきています。 
 ④『中国の現場からみる日系企業の人事・労務管理』は、
日系中国企業の現場の人事・労務管理の実態・特徴を明らか
にする中で、日本と中国の人事管理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ています。 
 大学の教科書としての利用を一義に出版が企画されました
が、実務家の方にも評価され売れています。 
 
 中国に限らず新興国の事業展開においては、偽ブランド品
の横行や企業秘密の漏洩が問題となります。⑤『中国知財戦
略』は、中国における知財管理実務に携わってきた著者が、
中国流のイノベーションへの国を挙げての取り組みを、種々
の事例も交え活写します。さらに中国独自の知財制度のプラ
クティスに対応した最新の実務を解説し、日本企業が中国で
採るべき知財戦略を提案しています。 

①中国流通のダイナミズム 
内需拡大期における内資系企業と
外資系企業の競争 

渡辺達朗・(公財)流通経済
研究所編 
Ａ５判、218p、3500円＋税 
978-4-561-66201-3 
2013年 

⑤中国知財戦略（仮） 
山田勇毅著 
Ａ５判、208p、3000円＋税
（予価） 
978-4-561-25677-9 
2016年５月刊行予定 
 

④中国の現場からみる日系
企業の人事・労務管理 
 人材マネジメントの事例を中心に 

李・郝・多田・藤編著 
Ａ５判、328p、3000円＋税 
978-4-561-26665-5 
2015年刊 

②中国物流産業論 
高度化の軌跡とメカニズム 

李 瑞雪著 
Ａ５判、218p、2800円＋税 
978-4-561-65208-3 
2014年 
第7回住田物流奨励賞受賞 

準備中 


