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経営戦略/イノベーション	 ８月下旬配本予定	 初ご案内

フリーイノベーション［仮］
社会を変える「創意工夫余剰」
エリック・フォン・ヒッペル（ＭＩＴスローン経営大学院教授）  著 

鷲
わし

田
だ

祐
ゆう

一
いち

（一橋大学大学院教授）  訳者代表

イノベーションは日本では技術革新と同義に扱われることが多い。しかし、もともとは、必ずしも技

術的に新しくなくても、組織やマーケティングのあり方を変えることなどにより、新しい仕組みや製

品を作り上げることを指す。イノベーションという概念を最初に提唱したシュンペーターも「新結合」

という言葉も用いている。

イノベーションは日本だけでなく世界的に、経済成長を実現したり、社会をより良くしていく上で極

めて重要であり、その創出を促進することは、人類にとっての課題と言っても過言ではない。

本書は、寡作ながらイノベーションの研究で知られた学者の最新作で、消費者は自分の自由時間を使っ

て無償のイノベーション、すなわち「フリーイノベーション」を行っているとする。さらに、インター

ネットがこのように普及した今日、これまでの、企業によって取り組まれていたイノベーション（「供

給側イノベーション」）に加え、それを補完し、相互作用を持つフリーイノベーションが重要であると説く。

そして、供給側イノベーション・フリーイノベーションの間の差異を明らかにしながら、あるべき役

割の分担やフリーイノベーションをめぐる法体系や政策のあり方、さらに拡げて、2次創作のような

一般の人々による創造的活動をいかに経済統計で把握できるようにするか、まで論じている。

訳者代表の鷲田は、このようなフリーイノベーションは日本人には、江戸時代以来、すでに日常生活

の中に深く浸透しており「ものづくり」の精神として根付いている、と指摘する一方、産業革命以降、

ものづくりの主役が供給側にあると刷り込まれてしまっている、と言う。これまでの経済学で扱えな

かったこのような活動を、「創意工夫余剰」という概念を導入し位置づけようとする本書は、新しい思

考的挑戦への萌芽であるとともに、今後の世界のあり方を変え得るインパクトを持っている。

目次（仮）
第１章　フリーイノベーションとは
第２章　フリーイノベーションの根拠
第３章　フリーイノベーションが生きる場所
第４章　フリーイノベーションによる開拓
第５章　普及不足なフリーイノベーション
第６章　フリーイノベーターと企業の分業

第７章　フリーイノベーターと企業を繋ぐループ
第８章　より広い視点でみる
第９章　成功するフリーイノベーターの性格特性
第10章　フリーイノベーターの法的権利をどう守るか
第 11 章　フリーイノベーションの研究と実践は次の
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978-4-561-26715-7　C3034　/　A5判　280頁　/　3000円＋税（予価）
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ナレッジマネジメント	 ８月上旬配本予定	 初ご案内

実践共同体と学習［仮］
松
まつ

本
もと

雄
ゆう

一
いち

（関西学院大学教授）   著

組織学習は、経営学の研究としてだけでなく、一般向けの出版でも注目を集めている分野で、英治出

版の『ティール組織』『学習する組織』などが売行好調でロングセラーとなっている。

本書は、組織学習の中でも特に実践共同体に注目した研究書である。実践共同体は、その成員の学習

や知識の共有・創造などのため、企業内外で一定のテーマのもとにつくられている共同体である。公

文の教室指導者の事例の他、３つの典型的な事例にあたりながら、実践共同体の効用を明らかにする

とともに、その維持のための「居心地の良さ」も強調する。

組織や職員の能力向上に関心のある実務家にもおすすめ。

978-4-561-26716-4　C3034　/　A5判　336頁　/　3500円＋税（予価）

グローバルマーケティング	 ８月上旬配本予定	 初ご案内

東南アジア市場参入のための流通戦略［仮］
目

め

黒
ぐろ

良
ら

門
もん

（東京工科大学大学院）  著

東南アジア諸国は経済発展も目覚ましく、また、親日的でもあり、進出を考える日本の消費財企業も

多い。しかしながら、各国の市場では「華人系地場財閥企業」と「欧米系外資企業」による製品が席巻

するのみならず流通も支配しているため、撤退してしまう企業も極めて多い。

このような状況の下、2004年から食品製造業を中心に、東南アジアにおける日本企業の活動を調査

してきた著者は、この２大プレイヤーに対抗するための、日本の製品の技術的差別性を活かした「弱者」

の戦略を提示する。東南アジアも先行組・後行組と大きく２つに区分される中、それに即しきめ細か

い検討がなされ、実務者への有用性は極めて高い。

978-4-561-66230-3　C3063　/　A5判　160頁　/　2500円＋税（予価）

『チャイナ・エコノミー』、好調な売れ行き続く！

5/5付の日本経済新聞読書欄の「この一冊」で『チャイナ・エコノミー』

が書評された後、売行きが大きく加速し、今も好調な売れ行きが続いています。

この書評は、中国経済研究の第一人者の丸川知雄氏（東京大学教授）によるもので

非常に高く評価いただいており、また、別の書評で、やはり第一人者の梶谷懐氏

（神戸大学大学院教授）にも同様に高くご評価いただいています。

売行きが落ち着いた後も棚で動くロングセラーとなるのは確実です。

在庫の確認をよろしくお願いします！

（注文短冊は、注文書1枚目一番下にあります）

978-4-561-91139-5　C3033　/　四六判　412頁　/　2593円＋税（予価）
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『三船敏郎、この１０本』パブリシティ続く！ ２枚目注文書を映画ご担当に！
山形新聞 5/28付では、高田雅彦氏が山形出身ということに触れながら、本の紹介を中心にご紹介い

ただいています。また、産経新聞 5/31付では、『「世界のミフネ」に再び脚光』という記事において、

現在、「MIFUNE: THE LAST SAMURAI」が全国で公開中であることもあり、再度注目が集まってき

ているという中で本書に触れています。

単価が高いながらも順調な売上となっています。挟み込み２枚目の注文書を映画担当の方にお渡しく

ださい！

広告出稿（掲載書目は予定） 今月～来月

ユリイカ７月号
6/27 水 『情報物語論』『ビッグデータから見える韓国』

日本経済新聞読書面
7/7 土 『チャイナ・エコノミー』

２０１８年度上期一覧注文表で欠本、旧版のご確認を！
挟み込み３枚目の注文書に２０１７年度下期刊行の新刊、また、棚でも確実に動くアイテムをご紹介

している注文一覧表をお入れしました。欠本、旧版の確認にご活用ください。

なお、昨年7月以降に新版が出たものは下記です。

［旧］よくわかる 独立行政法人会計基準 改訂第３版
978-4-561-34200-7　5500円＋税 
▼

［新］よくわかる 独立行政法人会計基準 改訂第４版
978-4-561-34216-8　5500円＋税

［旧］よくわかる 国立大学法人会計基準 第７版
978-4-561-36209-8　5800円＋税 
▼

［新］よくわかる 国立大学法人会計基準 第８版
978-4-561-34217-5　5800円＋税

［旧］会計学・簿記入門 第 12 版
978-4-561-35205-1　2800円＋税 
▼

［新］会計学・簿記入門 第 13 版
978-4-561-35214-3　2800円＋税

［旧］ケースでまなぶ財務会計 第７版
978-4-561-35202-0　2800円＋税 
▼

［新］ケースでまなぶ財務会計 第８版
978-4-561-35219-8　2800円＋税

［旧］市場流通に関する諸問題 新増補版
978-4-561-76193-8　2381円＋税 
▼

［新］市場流通に関する諸問題 新訂版
978-4-561-76218-8　2500円＋税

ご案内済みアイテムの配本スケジュール 6/15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
情報物語論（改題：コンテンツとイメージの物語論）
978-4-561-56100-2　5000円＋税

次号以降の配本・刊行予定
新テキストマイニング入門
978-4-561-26705-8　4500円＋税

経営者と研究開発
978-4-561-26714-0　3800円＋税

格差から見える中国
978-4-561-92303-9　3300円＋税

戦略ロジックを可視化する VRIC マップ
978-4-561-24713-5　1852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
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競争戦略
　競争戦略は、市場において、競合よりも有利な地位を獲得・

維持するための戦略を指します。

　この分野で最も高名で、日本でも出版が目立つのがマイケ

ル・ポーターで、競争戦略論のうち、市場での位置取りに注

目する「ポジショニングアプローチ」の代表的な論客です。一

方で「資源アプローチ」と呼ばれる、組織能力に注目する学派

もあり、特に実務上は、両方を考慮する必要がありますが、

これまでは簡単ではありませんでした。弊社から間もなく刊

行となる①『戦略ロジックを可視化するVRICマップ』は、著者が

考案した、両方の理論に基づく状況、加えてリスク等も含め

一覧できるチャート（フレームワーク）を、事例にあたりながら

解説します。

　②『デファクト・スタンダードの競争原理』は、エレクトロニ

クス機器やソフトウェアでよく問題となる、どんな規格や機

能が事実上の標準、すなわちデファクト・スタンダードにな

るか、そしてその事業から収益が得られるのかを、競争戦略

の理論を踏まえつつ、このフィールド特有の事情も踏まえて

まとめあげた研究の集大成です。フロッピーディスクや家庭

用ゲーム機など16の事例を整理しながら、日本企業の取るべ

き戦略を提言するとともに、技術の進展に伴うデファクトス

タンダードのあり方の変容をまとめています。現在注目の集

まるIoT（モノのインターネット、さまざまな機器がネット接続する

ことで利便性が高まりさまざまなデータが活用できるようになる）や

現在はさまざまな種類がある仮想通貨の今後にも有用な示唆

があるでしょう。

　ここからの2冊は、直接に競争戦略論を扱っているわけでは

なく、特に繊維産業について、競争における優位性の確立、

または競争の回避を議論しています。繊維産業は日本の産業

の中で最も早く立ち上がり、一時期は強い競争力を誇りまし

たが、間もなくアジア諸国にキャッチアップされ苦しむこと

になります。これは現在、エレクトロニクス産業などで起き

ていることの先駆けと見ることもできるでしょう。

　③『企業革新の研究』は、繊維業界の主要16社が、どのよう

に不利な競争を避けるべく、どのように多角化や再活性化を

果たしていったのか、また、それらをどのように実現したのか、

社内のダイナミズムに着目し議論しています。

　④『地域産業集積の優位性』では、中小企業が集積する今治や

岡山について、独自ブランドを立ち上げるなど一定の優位性

を獲得・維持できている状況を、これらより条件の悪い岐阜

と比較し、最終市場と産地の内部を結びつけるリンケージ企

業の重要性を説いています。

別添注文書でご注文ください！

①戦略ロジックを可視化するVRICマップ（仮）

ほんとうに使える経営戦略分析ツール

藤原	武	著
A5判　160頁
1852円＋税
978-4-561-24713-5
2018年７月刊行予定

②デファクト・スタンダードの競
争戦略［第２版］

山田英夫	著
A5判　424頁
3800円＋税
978-4-561-22500-3
2008年刊
第１版が日本規格協会標準
化文献賞奨励賞(2005)受賞

③企業革新の研究 
繊維産業の脱成熟化のプロセス

山路直人	著
A5判　482頁
5000円＋税
978-4-561-26634-1
2014年刊

④地域産業集積の優位性 
ネットワークのメカニズムとダイナミズム

田中英式	著
A5判　180頁
3300円＋税
978-4-561-26708-9
2018年２月刊

ロングセラーの深層

準備中


