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非連続イノベーションと組織
マネジメント 

小久保欣也（野村総合研究所主任コンサルタント） 著 

［イノベーション/経営組織/製薬業界など］ 

978-4-561-26688-4 C3034  A5判 200p 3500円＋税（予価） 
12月上旬 
配本予定 

近年、これまで日本の企業がうまく対応してきた連続的なイノベーションの創出
だけでは不十分となり、非連続なイノベーションを生み出していく必要性がますま
す高まってきている。 
特に、非連続なイノベーションが自社以外で生まれ、既存の事業者が後追い
でもそのイノベーションに対応する反応型戦略を取らざるを得ない場合には、
M&A（合併・買収）や、M&Aより緩やかな提携であるオープンイノベーションを戦
略として採用し、対応する必要がある。特に本書が着目する製薬業界や半導
体業界などの「サイエンス型産業」では、特に製品開発以前の基礎研究・技
術開発が特に重要で、反応型戦略を採用せざるを得ないことが多い。 
 
本書は非連続イノベーションに対し、反応型戦略を取った際の影響を産業/個
別企業/チーム・個人のレベルで分析し、すでに広く知られている、 M&Aで買収
される側の組織が動揺し、人材流出が起きがちであるということだけでなく、買
収する側の研究組織・人材にも同様の悪影響がもたらされることがあることを明
らかにする。 
既存の組織を踏まえながら、持続可能なR&D戦略のあり方を探っており、非連
続イノベーションへの対応にあたり、組織マネジメント上の課題という切り口で捉
えた書として貴重。 

第１章 序論 
第２章 先行研究の整理と論点抽出 
第３章 医薬品産業の概略 
第４章 非連続技術へのイノベーション戦略

の実証分析 

第５章 技術変化対応への外部資源活用：
武田薬品工業の事例分析 

第６章 オープンイノベーションとM&Aの組織
能力への影響：医薬品基礎研究者 

第７章 結び：まとめと今後の課題 

平積推奨 

(仮) 
「サイエンス型産業」におけるM&Aとオープンイノベーションの実態 

【目次案】 

既存の組織との摩擦を極力小さくしながら、外部の非連続な
イノベーションを取り入れるために！ 
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【売行良好の新刊・話題の近刊ご紹介】 

経営事例の物語分析 ［研究手法］ 

978-4-561-26685-3 A5判 200p 2600円＋税 

経営学研究方法論テキスト３部作の掉尾を飾る一冊。 
「物語分析」は、単独事例からでも経営知識を生み出せ、また、
研究者だけでなく実務家の興味も引く研究を可能にします。 
先行の2冊同様、幅広い分野の研究者に読まれる本となるでしょう。 

田村正紀（神戸大学名誉教授）著 

 10月中旬配本済 

事業承継のジレンマ ［ファミリービジネス/事業承継］ 

978-4-561-26682-2 A5判 276p 3200円＋税 

落合康裕（日本経済大学准教授）著 

 好評発売中 

企業盛衰のダイナ
ミクスをつかむ 

後継者の制約と自律のマネジメント 

企業文化 改訂版 ［経営組織］ 

978-4-561-23675-7 A5判 272p 3500円＋税 

名著として知られる『組織文化とリーダーシップ』のビジネス版として評価されてき
た著作の改訂版。今回、グローバル化やＩＴ活用などのテーマも掘り下げ、さら
に、要所に「読者の皆さんへの質問」を用意し、図版も充実！ 

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 

 ２刷出来 

ダイバーシティと文化の仕組み 

特に大学内書店での動きを期待しています！ 

『企業診断』10月号 閲覧 at ランダム で紹介！ 

たちまち重版！ ロングセラー化必至！ 

好評！ 田村正紀著、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 

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。発行から10年経っても、
コンスタントに動いています！ 

質的比較分析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ます。 

【書評掲載！】 

「世代間の相互作用に着眼し、後継者の能動的行動に影響を与える承継プ
ロセスや、現経営者世代の行動が何に起因して何を生じさせるのかといった著
者の考察は、卓抜な視点」と高くご評価いただきました。 
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軍事力形成の政治学 978-4-561-96135-2  4000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 
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概論  978-4-561-74204-3 3600円＋税 

ご案内済みアイテムの配本スケジュール（10.15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】 
10月19日（水） 『経営事例の物語分析』 
『グローバル・ブランド・イメージ戦略』 

【日経読書人へのおすすめ】 
10月2日（日） 『すぐわかる物流不動産』 
11月6日（日） 『経営事例の物語分析』（予定） 

交通研究への接近 978-4-561-76212-6  2800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 
トラック運送企業の生産性向上 978-4-561-74214-2  2000円＋税 

採用面接評価の科学 978-4-561-26659-4 3500円＋税 
ホテル経営の潮流（仮） 978-4-561-26686-0 3000円＋税 
本業で環境貢献するための環境経営（仮）  978-4-561-25687-8 2800円＋税 

【配本・発売済】 
経営事例の物語分析 978-4-561-26685-3  2600円＋税 

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

【2016年度上半期カタログ作成しました！】 

 外商の方に大変ご好評をいただいている、弊社の半期カタログの2016年
上半期分が出来上がりました。この１面では、今、特におすすめの『経営事
例の物語分析』他、経営学研究３部作をご紹介しています。 
 また、今回の挟み込
みカタログでは、弊社
の定番の大学教科
書をご紹介しています。 
 ご入用の部数を、注
文書の当該欄にご記
入いただきFAXくださ
い！ 



TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 新刊図書ニュース 2016.11月号 ４ 

【ロングセラーの深層－書店でも動く大学教科書】 

別添注文書でご注文ください！  弊社は、大学教科書を多数刊行しています。大学教科書で
も入門用のものは、一般の方にもご支持いただいているもの
が多くなっています。これは、Ｂ６ソフトカバーで刊行され
ることの多い啓蒙書よりも全体感を持ち丁寧な記述がなされ、
かえって全体像をつかみやすいこと、また、当該テーマの事
典のように活用できるためではないかと考えています。 
 今年度上半期の新刊カタログの挟み込みで定番教科書をご
紹介していることもあり、今回は大学内書店様だけでなく、
一般書店様でも稼働している教科書をご紹介します。 
 
 簿記の本は、一般向けにやさしく書かれた、業務をこなせ
るようにするものと、大学での学習でも使われる、その基本
的な原理から学べるものに分かれます。①『新訂現代簿記 第
５版』は、大学向けの初・中級のテキストとして、また自習書
としての利用も意識した構成となっており、第1版刊行から30
年を越えるロングセラーとなっています。本版は2006年の会
社法施行に対応しています。 
 
 ②『テキスト国際会計基準第６版』は、国際会計基準・
国際財務報告基準のコア・スタンダードを構成する主要な
会計基準を網羅的かつ総合的に解説しています。特に日
本の会計基準との相違点や処理が難解な事項に焦点を
当て、具体的な設例や仕訳を用い説明しています。 
 
 国あるいは自治体の会計制度には、企業に適用されるよう
な包括的な会計基準がなく、その実態は極めて理解しにくい
のが現状です。③『政府公会計の理論と実務』は、独立行
政法人を含め、我が国の公会計制度の解説を丁寧に行っ
た上で、国際公会計基準、並びに発生主義会計を取り入
れ改革で先行する英国の公会計制度を紹介しています。  
 ロジスティクスは物流の棚に置かれることが多いと思いま
す。しかしビジネス分野で扱われるマーケティングや原価管
理などの経営・商学系の観点がある一方、生産管理、輸送計
画などの工学系の観点も含まれます。④『ロジスティクス概
論』は、工学系、経営系のいずれの視点からでも、一通りの
ロジスティクスの基本を押さえることができるよう執筆・編集され
ています。 
 
 日本の水道事業は、人口減少の影響で収益も減少傾向にあ
る一方、施設の老朽化が進み危機が叫ばれるようになってき
ました。①『水道事業経営の基本』は、我が国の水道事業
の特徴を明らかにしながら、その経営の基本を多面的に取り
まとめています。 また、厚生労働省が2013年に発表した「新
水道ビジョン」など新しい取り組みも詳しく紹介しています。 
 
 同族経営は、大塚家具の騒動などもあり、非近代的な経営
と思われがちですが、日本には同族経営でありながら100年以
上続く老舗が極めて多く、経営学で注目されています。④
『ファミリービジネス』は、欧米で発展してきたファミリー
ビジネスの理論を踏まえながら、その独特な発展・成長のプ
ロセスや経営戦略の特徴、さらに事業承継の諸課題と対応、
ガバナンスなどが幅広く体系的に学べます。 

①新訂現代簿記 第5版 
中村 忠 著 
Ａ５判、336p、1905円＋税 
978-4-561-45161-7 
2008年刊 

②テキスト国際会計基準 
第6版 
桜井久勝 編著 
B5判、336p、3300円＋税 
978-4-561-35204-4 
2013年刊 

①水道事業経営の基本 
石井・宮崎・一柳・山村 著 
Ａ５判、208p、2200円＋税 
978-4-561-76210-2 
2015年刊 

④ロジスティクス概論 
基礎から学ぶシステムと経営 

苦瀬博仁 編著 
A5判、230p、2600円＋税 
978-4-561-75200-4 
2014年刊 

③政府公会計の理論と実務 
国の予算・決算制度、財産管理、政策評価 
及び国際公会計基準への対応 

山浦久司 監・東 信男 著 
Ａ５判、256p、3400円＋税 
978-4-561-36212-8 
2016年3月刊 

⑥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 
A5判、272p、2800円＋税 
978-4-561-23583-5 
2012年刊 


