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経営事例の物語分析 
田村正紀（神戸大学名誉教授） 著 

［研究手法］ 

978-4-561-26685-3 C3034  A5判 200p 2600円＋税（予価） 
９月下旬 
配本予定 

特定企業の事例研究は、研究者・学生だけでなく、広く実務家の関心も惹きつ
ける。単独事例とならざるを得ないことが多いものの、その成功や失敗、あるいは
成長や衰退、復活、消滅といった盛衰には種々のダイナミクスが働いており、そ
れが経営知識化されれば実務家にとっての有用性はさらに高まる。 
そこで著者は、物語分析の活用を提唱する。それは、盛衰のダイナミクスを生み
出したプロセスを<出来事>の連鎖からなる物語として解明し、経営知識とする先
端手法である。 
本書は、その基本的な概念や技法を豊富な事例を交え解説しており、 
・どのような事例を選択すべきか 
・盛衰ダイナミクスの基本過程はどのようなものか 
・過程の各局面で何に注目すべきか 
・事例資料をどのように処理していくべきか 
などが学べ、研究者と実務家の双方の関心に応える研究が可能となる。 
著者の、経営研究方法論のテキストとして先に出版された2冊とも、経営分野を
越え広く好評を博しており、本書もさまざまなフィールドで注目されよう。 

第１章 物語分析とは何か 
第２章 経路依存を発見せよ─単純物語分析

の基本視点─ 
第３章 転機と対応─複雑物語のダイナミクス 

第４章 消滅・復活・漸進─複雑物語の３つの
帰結─ 

第５章 変数から出来事へ─物語分析の方法
論─ 

平積推奨 

好評！ 田村先生著、経営研究方法論の先行解説書も併売ください！ 

リサーチ・デザイン 経営知識創造の基本技術 

Ａ５判、208p、2381円＋税 
978-4-561-26457-6 
2006年刊 

経営事例の質的比較分析 スモールデータで因果を探る 

Ａ５判、232p、2700円＋税 
978-4-561-26664-8 
2015年刊 

企業盛衰のダイナ
ミクスをつかむ (仮) 

実証研究に取り組む際の基本的な考
え方や技術を展望したテキスト。 
研究課題・理論・推論技法・データ
という、研究を支える４つの要素を
整理した上で、研究設計の考え方・
技法を紹介する。 

経営分野で特に有効な質的比較分析
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
定まる。本書はその基本的原理や分
析手順、そのリサーチ・プロセスへ
組み込む手順をまとめている。 
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軍事力形成の政治学 
齋藤孝祐（横浜国立大学講師） 著 

［軍事・外交/米国事情］ 

978-4-561-96135-2 C3031  A5判 388p 4000円＋税（予価） 

９月上旬 
配本予定 

ソ連の脅威の後退、またそれにもかかわらず進められた研究開発投資を背景と
する質的な軍拡により、アメリカは唯一、圧倒的な軍事力を保持する国となった
が、そのマネジメントに苦慮している上、中東の紛争や政治的混乱、またテロの
頻発にうまく対応しているとは言えない状況にある。 
本書は、こうした現代的問題の一端を冷戦末期の意思決定に見出し、さまざま
な公開資料を丁寧に読み解きながら、どのような議論がなされ、政策選択がな
されていったのか、そのダイナミズムを明らかにしている。 
技術の動向と社会的要請を踏まえた本書の検討は、国際政治と科学技術の
関係を捉える一事例ともなるだろう。 

平積推奨 

グローバル・ブランド・イメージ戦略 978-4-561-66220-4  3000円＋税 

産業・組織心理学 改訂版 978-4-561-26683-9  3800円＋税 

IoT時代の情報通信政策 978-4-561-26684-6 3000円＋税 
トラック運送企業の生産性向上 978-4-561-74214-2  2000円＋税 

採用面接評価の理論(仮) 978-4-561-26659-4 3500円＋税 
ボーダレス時代のグローバル・サプライチェーン・ロジスティクス 978-4-561-76213-3 6000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 
グローバル戦略市場経営（旧）グローバル・マーケティング 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（8.15時点） 

【次号以降の配本・刊行見込み（定価は予価） 】 

【次号までの配本・刊行見込み（定価は予価）】 

【今月～来月の広告出稿】 

【日経サンヤツ】 
８月２３日（火） 直近の新刊・近刊を紹介 

【日経読書人へのおすすめ】 
８月７日（日） 『イノベーション・ドライバーズ』 
９月４日（日） 『製品開発と市場創造』（予定） 

「意味のマップ」のキャリア分析 978-4-561-26672-3 3500円＋税 
交通研究への接近 978-4-561-76212-6  2800円＋税 

序章  軍備をめぐるイノベーション─冷戦終焉と制
約下における米国の政策選択─ 

第１章 本書の分析視角 
第２章 レーガン軍拡期における通常兵器技術の

開発 

第３章 脅威の変容と軍備の論理─1989年─ 
第４章 脅威の後退と研究開発投資の重点化

─1990年─ 

第５章 湾岸戦争と政策転換の加速─1991年─ 
第６章 マクロトレンドの変容と個別の政策論争─

研究開発・調達プログラムの分析─ 
第７章 イノベーション志向の装備調達政策─冷戦

終焉後の履行とその定着─ 
終章  軍備をめぐる政策選択の論理 

冷戦終焉と米国におけるイノベーション、財政制約、リスク認識 

（仮） 
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【『貿易用語辞典』などが、フジＴＶドラマの小道具に！】 

フジテレビ系で7月17日（日曜）21時から放映開始された「HOPE

～期待ゼロの新入社員～」で、小社の『貿易用語辞典 改訂
第2版』や『最新貿易ビジネス 5訂版』が使われました。 
特に、『貿易用語辞典』はオンライン書店等で少し動きが出て

いました。ご留意ください。 

【売行良好の新刊・話題書ご紹介】 

企業文化 改訂版 ［経営組織］ 

978-4-561-23675-7 A5判 272p 3500円＋税 

『企業文化』は、名著として知られる『組織文化とリーダーシップ』の成果をもとに
し、実務を意識した本として高く評価されてきた。この改訂版は、基本的な構成
は旧版と同じではあるものの、グローバル化やＩＴ活用などの進展で 具体的に課
題となることが増えたテーマを掘り下げて論じている。また、図版も充実させた上、
要所に「読者の皆さんへの質問」を用意し、さらに理解しやすく工夫されている。 

E.H.シャイン著（MITスローン校名誉教授）/尾川丈一監訳・松本美央訳 

 在庫僅少・２刷８月下旬出来 

マッチングビジネスが変える企業戦略 ［ＩＴビジネス］ 

978-4-561-22673-4 A5判 248p 3000円＋税 本年３月刊 

ICTの活用が進む情報化社会を経営学的・システム的に捉える研究を行ってき
た著者は、本書で、その典型的な例の一つであるマッチング・ビジネスを６つの類
型に整理し、その類型ごとの特徴を理論的・実証的にまとめている。 
本格的にマッチング・ビジネスを取り上げた本がほとんどない中で、研究者のみ
ならず、その立ち上げを考える実務家にも好評。 

税所哲郎（国士舘大学教授）著 

 好評発売中 

ダイバーシティと文化の仕組み 

情報化社会がもたらす企業境界の変化 

【『週刊エコノミスト』に書評掲載！】 

事業承継のジレンマ  
後継者の制約と自律のマネジメント 

落合康裕（日本経済大学准
教授）著 
A５判、276p、3200円＋税 
978-4-561-26682-2 
2016年５月刊 

『週刊エコノミスト』8/23号のBook Review欄において、橘川武郎氏（東京理科大学大学院教
授）による『事業承継のジレンマ』の書評が掲載されました。 
「ファミリー型長寿企業の経営の勘所とも言うべき事業承継問題の本質に深く切り込んだ労
作である」と評していただきました！ 
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【ロングセラーの深層－キャリア】 

別添注文書でご注文ください！ 

③日本のキャリア研究 組
織人のキャリア・ダイナミクス 
金井壽宏・鈴木竜太編著 
A５判、320p、3800円＋税 
978-4-561-26565-8 
2013年刊 

 キャリアという言葉は、かつて＜キャリア＞官僚のように
使われましたが、近年は就職から転職、出世などを通した個
人の仕事人生のような意味で使われることが増えてきました。
近年、キャリア教育・学習の必要性が認識され、その充実が
政策化されてきた影響を受けているものと思われます。 
 
 ①『「意味のマップ」のキャリア分析』は、働くことの意
味を可視化する「意味マップ」というツールを活用し、個人
的にも社会的にも意味がある仕事がどのように実現されるの
か、ウーマンオブザイヤー受賞者へのインタビューなどから
明らかにしています。個々人のキャリアを考える上でも、や
りがいを持って働くスタッフを育成する上でも有用です。 
 
 ②『サッカーボール型キャリア開発』は、大学でのキャリ
ア教育を意識して執筆され、読みやすく作られています。グ
ローバルな起業家10人のキャリア紹介のパートと、さまざま
なエピソードも散りばめられ、読みやすくまとめられたキャ
リア理論の２つのパートからなっています。 
 
『日本のキャリア研究』は２分冊で、日本のキャリア論研究
の第一人者である金井壽宏神戸大学大学院教授とその門下の
研究者たちの研究をまとめています。③『組織人のキャリ
ア・ダイナミクス』は、組織人のキャリア構築への課題や、
組織や上司との関係等を論じています。④『専門技能とキャ
リア・デザイン』は専門技能を軸にした職業人のキャリアの
現状を分析しており、フリーランスや組織内専門技能者にお
いて特徴的なキャリア形成を論じています。  
 ⑤『キャリア・ダイナミクス』は、ライフサイクルやキャ
リア、人的資源開発等の追究から、仕事を通して自己を表現
しようとする個人と組織の新しい関係を実証的に描き出して
おり、管理者・経営者にとっても多くの示唆に富む、キャリ
ア研究の古典的名著と言える一冊です。 
 
 ⑥『キャリア・アンカー』は、⑤で打ち立てられたシャイ
ンのキャリア論に基づき、「キャリア・アンカー」という仕
事に求める個人の内面の価値観を表す８つのタイプを提示し
ており、この本でそのタイプを判定できます。刊行から10年
以上経った今もワークショップ等でご活用いただいており毎
年重版しています。 
 一方で、キャリアにおいては、個人の内面の価値観の実現
だけが目標でなく、仕事環境や家庭との折り合いも踏まえる
必要があります。⑦『キャリア・サバイバル』は、自分の職
務と役割を分析し、将来の計画を練るためのツール、またそ
の裏付けとなる理論を分かりやすく示しており、⑥とセット
で読んでいただきたい本となっています。  
 キャリア論の本は、一般には人事業務に携わる方が読まれ
ることが多いため、人事・人的資源管理の棚に入っているこ
とが多いと思います。しかし進路等を決める際の理論を学べ
るわけですから、就活や転職の棚の方がよいともいえます。
棚の置き場所について、また、フェア等を展開される場合の
就活・転職の棚付近での実施等、ご検討ください。 

①「意味のマップ」のキャリ
ア分析 「個人の意味」が「社会の意味」
になるメカニズム 

神戸康弘著 
Ａ５判、288p、3500円＋税 
978-4-561-26672-3 
2016年９月刊予定 

⑤キャリア・ダイナミクス 
キャリアとは、生涯を通しての人間
の生き方・表現である 

E.H.シャイン著/二村敏子・三
善勝代訳 
Ａ５判、360p、3800円＋税 
978-4-561-22162-3 
1991年刊 

②サッカーボール型キャリ
ア開発 
グローバルキャリアに偏差値なし 

岩谷英昭・小泉京美著 
四六判、208p、1800円＋税 
978-4-561-25676-2 
2016年刊 

④日本のキャリア研究 専
門技能とキャリア・デザイン 
金井壽宏・鈴木竜太編著 
A５判、288p、3500円＋税 
978-4-561-26566-5 
2013年刊 

⑥キャリア・アンカー 
自分のほんとうの価値を発見しよう 

E.H.シャイン著/金井壽宏訳 
B５判、120p、1600円＋税 
978-4-561-23385-5 
2003年刊 

⑦キャリア・サバイバル 
職務と役割の戦略的プラニング 

E.H.シャイン著/金井壽宏訳 
B５判、108p、1500円＋税 
978-4-561-23338-1 
2003年刊 


