
1

http://www.hakutou.co.jp/    TEL:03-3836-4781     FAX:03-3836-9370 

HAKUTO SHOBO Coming Soon BOOK NEWS

中国経済	 10月末配本予定	 初ご案内

チャイナ・エコノミー ［仮］
アーサー・Ｒ・クローバー（ギャヴカル・ドラゴノミクス中国経済専門

シンクタンク  創設者／ 
ブルッキングス精華センター客員シニアフェロー）著／東

とう

方
ほう

雅
まさ

美
み

（翻訳家）訳

透明性が低く、多様で複雑な中国経済。その全体を網羅し、分かりやすく説き起こす！	
これからの時代を展望する上で必須の教養書！
中国は１９７０年代後半の改革開放以降、急激な経済成長を遂げ、そのピークからは減速したものの

未だに高い成長率を続けており、世界でのプレゼンスも急激に高まって、日本のような周辺諸国は、

経済面に限らず、とりわけ大きな影響を受けている。

しかし、社会主義市場経済を標榜する中国の経済システムを知ろうとしても、歴史的な経緯もあって

日本人になじみのある経済システムとは大きく異なる一方、言論統制が厳しく、また断片的だったり

バイアスのかかった報道も多いため、全体像を理解することは難しい。

本書は、環境問題や格差の問題までも含む幅広い、さまざまな側面から中国経済について、簡潔に歴

史を振り返り現状やダイナミズムを描き出す。さらにそれらを元に、今後の中国の技術発展・経済成

長の見通しや世界へのインパクトを大胆に予測する。

経済学の知識を前提とせず読まれることを想定して書かれ、台湾や韓国でも現地語版がすでに出版さ

れている。今後、ますます存在感が強まる中国を理解することが極めて重要となる中、必読の書！

目次（仮）
第1章	 中国の政治と経済
第2章	 農業と土地と地方経済
第3章	 工業と輸出経済の台頭
第4章	 都市化とインフラ
第5章	 企業制度
第6章	 財政システムと中央・地方政府の関係
第7章	 金融システム

第8章	 エネルギーと環境
第9章	 人口構成と労働市場
第10章	 台頭する消費経済
第11章	 格差と腐敗
第12章	 成長モデルを変える
第13章	 中国と世界

ISBN978-4-561-91139-5　C3033　/　四六判　420 頁　/　2777 円＋税（予価）

学会賞受賞！	 先月～今月

日本経営学会
宮尾	学（神戸大学大学院経営学研究科准教授）著
『製品開発と市場創造』
978-4-561-26680-8	/	A5判	232頁	/	3800円＋税

ファミリービジネス学会
落合康裕（日本経済大学経営学部准教授）著
『事業承継のジレンマ』
978-4-561-26682-2	/	A5判	276頁	/	3200円＋税
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物語論/コンテンツ工学	 10月下旬配本予定	 初ご案内

コンテンツとイメージの物語論［仮］
小
お が た

方 孝
たかし

（岩手県立大学ソフトウェア情報学部教授）・金
か な い あ き ひ と

井明人（法政大学社会学部 
教授）・川

かわ

村
むら

洋
よう

次
じ

（近畿大学経営学部教授）著

「物語」を生成する情報システムの実現に向け、構成的なアプローチで追究
さまざまな分野で「物語」の有用性が注目されており、小社では、『経営事例の物語分析』（田村正紀著）

も高く評価されている。

本書は、さまざまな切り口で物語の研究に取り組み、そして、物語を生成する情報システムの開発を

目指す３人の著者が、その前提となる、多様な形式を取りうる物語を統合的にモデル化・システム化

するという観点からの理論の構築、物語の構成要素や受け手の認知などについての分析、そして、ド

キュメンタリー、ノスタルジア、広告映像などを含む具体的な物語のコンテンツを生成するシステム

の試みを紹介する。

物語についてこれまで広く行われてきた主観や解釈に基づいて行われてきた分析と、統計学的な言語

処理に基づく分析の双方の知見を踏まえ、研究をまとめている。

目次（仮）
まえがき
　第１章	 物語の枠組み
第Ⅰ部	 理論編
　第２章	 物語と人間／社会／機械
　第３章	 物語の分解から合成へ
　第４章	 切断技法と物語
　第５章	 社会コミュニケーションによる物語生成
　第６章	 体験としての物語
第Ⅱ部	 分析論
　第７章	 映像認知方略の可能性
　第８章	 映像からストーリーを認知すること／しないこと

　第９章	 広告映像の構成要素・構造分析
　第10章	広告映像のイメージ・反応分析
　第11章	歌舞伎に向けて(1)
　第12章	歌舞伎に向けて(2)
第Ⅲ部	 生成論
　第13章	統合物語生成システム
　第14章	ドキュメンタリーとノスタルジア生成
　第15章	広告映像の生成システムの開発
　第16章	外部への物語生成または芸能情報システム

に向けて
　第17章	内部への物語生成または私物語に向けて

ISBN978-4-561-56100-2　C3034　 /　A5判　422頁　/　5000円＋税（予価） 

マーケティング	 10月下旬配本予定	 初ご案内

日本型マーケティングの進化と未来［仮］
新
にい

津
つ

重
しげ

幸
ゆき

（高千穂大学商学部教授） 著

マーケティングという概念は戦後に流入し、消費社会が成立していくのに伴い、日本の市場に合わせ独

自の進化を遂げてきた。戦後直後に生を受け、まさにそのプロセスを実感してきた著者が、実務者そし

て研究者として、高度経済成長期から成熟社会、低成長社会、並行成長社会と移り変わる中で取り組ん

できた日本型マーケティングの変遷をたどる。加えて今、直面するIoT・AIによる第４次産業革命に際

し、日本型マーケティングのこれからの命題を明らかにする。

ISBN978-4-561-66226-6　C3063　 /　四六判　440頁　/　3300円＋税（予価） 
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『開示不正』、日経電子版で編著者インタビュー掲載！		雑誌書評も！
重版決定！ 在庫の確認をお願いします！
9/7、日経電子版内のコンテンツ『NIKKEI STYLE』に、「“企業の不正は必ず漏れる” IR

担当必読書の著者語る」として、編著者の八田進二・青山学院大学大学院教授のインタ

ビューが掲載されました。「この本は受験でいえば『赤本』。過去問集として読み解き、

経営に生かしてほしい」と語っています。 オンライン書店で大きな動きが出ました！

また、『財界』9月5日号では、久保利英明弁護士の書評が掲載され、内容を丁寧にご紹

介いただいています。久保利氏は、日本の「官僚・政治家が国民へのアカウンタビリティ

をないがしろにする組織原理」があると論じています。

ISBN978-4-561-46180-7　A5判　290頁　/　3500円＋税　2017年６月刊行

その他書評掲載	 先月～今月

『宣伝会議』10月号
『マーケティング・マインドとイノベーション』

978-4-561-65224-3　3000円＋税

広告出稿（予定）	 今月～来月

日経読書欄	読書人へのおすすめ
9/2	土	 『本質から考え行動する科学技術者倫理』
10/8	土	 『グローバル戦略市場経営』

ご案内済みアイテムの配本スケジュール	 9/15時点	※刊行予定のタイトルは仮題、定価は予価

配本・刊行済み
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

次号までに配本・刊行予定
High	Flying	Low-Cost	Carriers	in	Japan
978-4-561-76217-1　5000円＋税

ビッグデータから見える韓国
978-4-561-95138-4　2600円＋税

イノベーションと内部非効率性
978-4-561-26702-7　3300円＋税

よくわかる国立大学法人会計基準実践詳解第８版
978-4-561-26702-7　3300円＋税

次号以降の配本・刊行予定
贅沢の法則
978-4-561-62225-3　2000円＋税

証券理論モデルによるブラックマンデーの原因究明
978-4-561-96302-8　6000円＋税

知識移転のダイナミクス
978-4-561-26703-4　3000円＋税

企業アイデンティティへの一体化マネジメント
978-4-561-26704-1　3000円＋税

ワーキング心理学
978-4-561-26698-3　6400円＋税

ファーウェイ＜華為＞の技術と経営
978-4-561-26701-0　3300円＋税

SCM概論　
978-4-561-74204-3　3600円＋税

社会システムのデザイン戦略
978-4-561-26695-2　3000円＋税

巨大災害のディスクロージャーと資本市場
978-4-561-36211-1　4800円＋税

会計学・簿記入門	第13版
978-4-561-35214-3　2800円＋税
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消費者を知るために
　一通りの消費欲求が満たされた先進国を中心に、新たにモ

ノやサービスにおカネを使ってもらうために、消費者を深く

理解することの重要性がますます高まっています。

　その中で注目されているテーマの一つが贅沢消費です。経

済的に楽ではない日本においても、一点豪華主義のようなス

タイルで高額な消費をする消費者がよく見られ、さらに世界

的には「贅沢市場」は年率６％で成長しています。

　①『贅沢の法則』は、これまでさまざまな議論がなされてき

た贅沢の性質を掘り下げた上で、３つの法則を提示しつつ、

それらの相互作用をまとめています。本書は日本を代表する

マーケティング研究者の執筆で、実務者に読まれることを強

く意識した作りになっており、広く話題になると期待してい

ます。

　消費者行動論は、心理学や社会学などの知見を活かして消

費者行動を理解する学際的な学問です。その大学向け教科書

を想定して作られた②『わかりやすい消費者行動論』は、その基

本を丁寧にまとめた上で、応用として近年、関心の高まって

いるサービスマーケティングやエコ指向、また、事例として「韓

流」や高齢者の購買行動を取り上げており、これらのテーマで

関心を持つ方にも興味深く読んでいただけると思います。

　消費者が何を考えているのかを直接確認する手段として、

マーケティング・リサーチがあります。その入門に書かれた

③『リサーチ・ビジョン』は、著者が実際に行ったリサーチを紹

介しながら調査対象の選定や背景を加筆することで、そのマー

ケティング業務への活用の考え方や、リサーチ実務の組み立

て方の理解を深めることを目指しています。

　「ご褒美消費」は、2000年前後から一気に広まった消費スタ

イルですが、最初にメディアに現れてから10年程度経っていま

す。④『イノベーションの普及における正当化とフレーミング
の役割』では、それをイノベーションが普及していくプロセス

の一つと見なし、そのメカニズムを明らかにしています。新し

い製品やサービスを成功を導く助けとなるでしょう。

　そして、ご褒美消費がまさにその一例ですが、消費という行

為は、個人の生き方、さらには集団や社会の行動も映し出して

おり、特に高度消費社会では、モノを買っていても実際はモノ

に付随する意味、すなわちコトを消費していることも多いでしょ

う。⑤『意味解釈のマーケティング』はこのことを踏まえ、消費

における意味の生成と展開を、認知科学の知見やE.H.シャイン

の組織論の議論なども取り入れ、深く考察しています。

別添注文書でご注文ください！

①贅沢の法則 
贅沢ユートピアの透視図

田村正紀	著
四六判　250頁
2000円＋税（予定）
978-4-561-62225-3
10月下旬配本予定

②わかりやすい消費者行動論
黒田重雄・金	成洙	
編著
A5判　228頁	
2600円＋税
978-4-561-65203-8
2013年刊

③リサーチ・ビジョン 
マーケティング・リサーチの実際

辻	幸恵	著
A5判　204頁
2500円＋税
978-4-561-65217-5
2016年3月刊

④イノベーションの普及における
正当化とフレーミングの役割 
「自分へのご褒美」消費の事例から

鈴木智子	著
A5判　192頁
3500円＋税
978-4-561-26612-9
2013年刊

⑤意味解釈のマーケティング 
人間の学としての探究

武井	寿	著
A5判　304頁
4200円＋税
978-4-561-66209-9
2015年刊

ロングセラーの深層

準備中


