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国際法と憲法秩序
国際規範の実施権限

松田浩道

ISBN978-4-13-036154-5　2020年3月刊
A5判／248頁／定価5,500円（本体5,000円＋税）

憲法秩序において、国際規範はどのような法的効力を
有するのか――国内法と国際法の相互関係がクローズ
アップされる近時の動向のなか、アメリカ合衆国・イギリ
ス・フランス・ドイツ・中国・台湾・韓国・日本を対象に、
各国憲法秩序における国際規範の実施権限のありかた
を動態的に探究する。

領域権原論
領域支配の実効性と正当性

許 淑娟

ISBN978-4-13-036143-9　2012年1月刊
A5判／400頁／定価9,680円（本体8,800円＋税）

いまも世界各地で続く領土紛争。領土・領海・領空＝領
域こそは国家および国民のアイデンティティの根源であ
る。本書は領域支配に正当性を付与する領域権原をめ
ぐる理論の変遷を歴史的に跡付け、その法的構成の多
層的な基盤を考察する。

ISBN978-4-13-036156-9　2022年3月刊
A5判／276頁／定価5,280円（本体4,800円＋税）

尖閣諸島や竹島をめぐる情勢など日本が抱える領土問
題に展望を拓くため、領域概念の歴史的変遷と領土紛
争解決の法理を多角的に論じた学術論集。第一線で活
躍する国際法研究者を中心に、永年の課題を独自の視
点から広く深く分析し、厳しさを増す領土問題に新たな
示唆を導き出す。

国際法からみた領土と日本
柳原正治／兼原敦子 編

国際法
岩沢雄司

ISBN978-4-13-032391-8　2020年3月刊
A5判／856頁／定価4,840円（本体4,400円＋税）

国際法のすべての領域を分かりやすく解説した待望の概
説書。国際社会に適用されている法の構造や具体的な
規定を解き明かすとともに、国家実行や判例・事例の丁
寧な説明を通して国際法の全体像を明快に提示する。
深い学習に向けての論点や文献も詳述するなど、初学者
から研究者・実務家まで視野に収めた最良の基本書。

国連が創る秩序
領域管理と国際組織法

山田哲也

ISBN978-4-13-036140-8　2010年1月刊
A5判／296頁／定価5,060円（本体4,600円＋税）

冷戦終結以降、地域紛争の勃発とその複雑化により世
界が大きく揺らぐなか、国連は国際秩序を再構築できる
のか――紛争解決能力を欠く国家の限界が露呈し、代
わって国連が平和維持・平和構築に直接乗り出す活動
として注目される「領域管理」に焦点を当て、その可能性
と限界に鋭く迫る。

国際連盟
国際機構の普遍性と地域性

帶谷俊輔

ISBN978-4-13-036274-0　2019年6月刊
A5判／320頁／定価6,380円（本体5,800円＋税）

国際連盟はなぜ1920年代末から非ヨーロッパ地域に
大々的な介入を行うようになったのか。普遍的国際機構
としての国際連盟を再検討してその活動の全体像を描
き出し、戦間期国際関係史に新たな光を当てる。現代の
国連と地域機構との関係にも示唆。

国際連盟と日本外交
集団安全保障の「再発見」

樋口真魚

ISBN978-4-13-026353-5　2021年3月刊
A5判／272頁／定価5,720円（本体5,200円＋税）

満洲事変から日中戦争期に、日本外交が国際連盟をい
かに捉え、どのように対応してきたのかを集団安全保障
の観点から検討する。連盟脱退後、「連盟と並存可能な
脱退国」路線の模索から断念にいたる過程を詳述し、連
盟外交の軌跡を跡付ける。日本外交における集団安全
保障観の変遷に着目し、戦前戦後をつなぐ。

2022.4

東京大学出版会ではこれまで、ロシア、ウクライナをはじめとした旧ソ連圏や東欧地域の概説書、
そして国際政治や国際法といった国際関係の教科書や研究書を多数刊行してまいりました。

現在の情勢やその歴史的背景を読み解く一助となる、地域研究や国際関係に関する書籍を集めたブックガイドを作成しました。
収書のご参考として、ぜひご活用ください。

中井和夫

ISBN978-4-13-036093-7　1998年11月刊
A5判／288頁／定価7,920円 （本体7,200円＋税）

1991年に独立国となり、ヨーロッパとロシアのあいだで揺れ続ける、旧ソ連の大国ウクライ
ナ。本書は、ウクライナのナショナリズムに焦点を当て、第二次世界大戦からペレストロイカに
至る軌跡と独立のプロセスを描き出し、さらには独立後に直面するディレンマを明らかにする。

日本におけるウクライナ研究の先駆者である中井和夫氏の手になる本書は、ソ連時代から独立後にかけての政治史を多角
的に解明して、「独立のディレンマ」を浮き彫りにしている。今日の情勢の背景を知る上で必読の書である。

ウクライナ・
ナショナリズム

▶塩川伸明氏 （東京大学名誉教授）  推薦
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ISBN978-4-13-033073-2　2016年6月刊
A5判／312頁／定価3,300円（本体3,000円＋税）

クリミア併合、シリア問題、ガスパイプライン、北極海航
路。様々な問題を孕みつつ、大国として存在感を示し続
けているロシア。ロシアのいまを政治、経済、歴史、外交
など多角的な視点から渉猟し、最新の研究成果をもとに
分析する。東京大学による社会人むけ連続講義「グレー
ター東大塾」の書籍化。

東大塾
社会人のための現代ロシア講義
塩川伸明／池田嘉郎 編

国家の解体
ペレストロイカとソ連の最期

塩川伸明

ISBN978-4-13-036282-5　2021年2月刊
A5判／2394頁／定価41,800円（本体38,000円＋税）

1991年12月、ソ連の消滅。冷戦の中心であった特異な
大国が、ペレストロイカと呼ばれる改革を経て、国家解
体に行き着くこの重大事件を歴史的に解明する。15の
共和国の独立にいたる紆余曲折の局面を詳細に分析
し、複雑な相互関係がもたらした終焉の総合的な分析
を試みる。現代史研究の第一人者による集大成。

ロシア法
小田 博

ISBN978-4-13-036145-3　2015年1月刊
A5判／448頁／定価6,380円（本体5,800円＋税）

ロシア法の現在をその動態において分かりやすく解説
し、全体像を描いた記念碑的作品。なかでも、民法、会
社法、地下資源法、外国投資法、紛争解決制度など、日
本で注目されている個別的な法領域に焦点をあて、制度
や法律の説明にとどまらず統計や紛争例を数多く紹介
し、具体的な運用の実態を明らかにする。

現代ロシアの政治変容と地方
「与党の不在」から圧倒的一党優位へ

油本真理

ISBN978-4-13-036254-2　2015年3月刊
A5判／340頁／定価7,920円（本体7,200円＋税）

ソビエト共産党の一党独裁が崩壊した後、民主的な諸
改革をへながらも、いまロシア政治は与党「統一ロシア」
の圧倒的な優位下にある。この20年間の類例のない変
化を、詳細な聞き取り調査も含めた地方の具体的な政
治状況や選挙過程から解明する意欲作。

現代ロシアの貧困研究
武田友加

ISBN978-4-13-046105-4　2011年2月刊
A5判／264頁／定価8,140円（本体7,400円＋税）

ロシアの著しい経済成長は、はたして国内の人々を豊か
にしてきたのか。ロシアの家計の膨大な個票データを綿
密に分析し、現代ロシアの生活水準を都市と農村という
観点から考察し、不平等の原因と特徴、貧困緩和の要
因を明らかにする。

都市を上映せよ
ソ連映画が築いたスターリニズムの建築空間

本田晃子

ISBN978-4-13-061143-5　2022年1月刊
四六判／304頁／定価3,740円（本体3,400円＋税）

ソ連時代、建築の理想や夢を映し出す一大メディアと
なった映画は、社会主義都市のイメージを大衆に浸透さ
せることに成功し、現在にいたるまで人々の「ソ連」のイ
メージと結びついてきた。映画は首都モスクワをいかに
神話化し、解体したのか、スクリーン上の建築物が饒舌
に語り始める。

ソ連外交文書を翻訳し、日中戦争が勃発した1937年を
ソ連がどう認識していたかを解明する資料集。盧溝橋事
件、南京事件と国際関係上の画期となるこの時期に、ソ
連が対東アジア戦略をいかに情報収集し、またソ連要
因が日中間にいかなる影響を及ぼしたかを考察するため
のカギとなる。詳細な解題と解説を付す。

日中戦争と中ソ関係
1937年ソ連外交文書邦訳・解題・解説

河原地英武／平野達志 訳著
家近亮子／川島 真／岩谷 將 監修

ISBN978-4-13-020307-4　2018年9月刊
A5判／352頁／定価6,600円（本体6,000円＋税）

中央アジアの国際関係
ティムール・ダダバエフ

ISBN978-4-13-036252-8　2014年2月刊
A5判／288頁／定価5,500円（本体5,000円＋税）

ソ連崩壊による独立から現在にいたる中央アジアの転
換期に、国際社会とどう接していくのか。中央アジア諸
国が国際機構や枠組みに対してどうとらえるか、その実
態と関係性を明らかにする。水問題、領土問題、天然資
源など具体的な問題をとりあげ、地域統合が期待されつ
つ進展しない現状への解決を模索する。

ISBN978-4-13-026161-6　2019年1月刊
A5判／232頁／定価5,280円（本体4,800円＋税）

絵入り雑誌と呼ばれる薄手の週刊誌が次々と発行され
た19世紀末のロシア社会。新しいメディアを享受した読
者とは誰か、読者の変遷がもたらす文化の変容こそが、
農奴制廃止や教育改革などの大改革から革命に至る騒
擾という歴史の転換点につながることを明らかにし、近
代ロシア像に再考をうながす。

ツァーリと大衆
近代ロシアの読書の社会史

巽 由樹子

ISBN978-4-13-026171-5　2022年1月刊
A5判／292頁／定価6,820円（本体6,200円＋税）

ロシア帝国支配期からソ連期、そしてソ連解体後のウズ
ベキスタンにおいて、ムスリム女性が着用するヴェール
は、いかなる社会の変容を映し出してきたのか。「ヴェー
ルのない社会」の構築がもたらした社会の亀裂の背景
を解き明かし、新たなモダニティのあり方を模索する。

ヴェールのなかのモダニティ
ポスト社会主義国ウズベキスタンの経験

帯谷知可

ISBN978-4-13-026163-0　2019年2月刊
A5判／324頁／定価8,800円（本体8,000円＋税）

冷戦期ソ連・東欧関係の実態をエネルギー危機に対する
ソ連・東欧諸国の対応から解明する。中近東の産油国を
も含めたグローバルな視点からこの問題を検討すること
によって、新たな分析パラダイムを導入し、グローバルな
冷戦史のなかにソ連・東欧を位置づける。

ソ連のコメコン政策と冷戦
エネルギー資源問題とグローバル化

藤澤 潤

ISBN978-4-13-016032-2　2012年1月刊
A5判／528頁／定価5,720円（本体5,200円＋税）

シオニズム運動の枢要を担ってきたロシア帝国出身のユ
ダヤ人たち。しかし彼らのなかには、シオニストでありな
がらあえてロシアにとどまる「ロシア・シオニズム」思想
の系譜が存在した。歴史的な文脈を丁寧にたどりなが
ら、シオニズムの新たな側面に光をあてる。

ロシア・シオニズムの想像力
ユダヤ人・帝国・パレスチナ

鶴見太郎

ISBN978-4-13-036278-8　2020年3月刊
A5判／400頁／定価8,360円（本体7,600円＋税）

「民族自決」を前提として国家建設をしたソ連、同じ社会
主義国でありながら、「民族団結」を前提として国家建設
をした中国。本書は両国の少数民族政策を比較し、両
国の制度的な差異、そして国家そのものの差異を明らか
にし、崩壊した国家・ソ連と存続した国家・中国の本質に
迫る、気鋭の論考。

民族自決と民族団結
ソ連と中国の民族エリート

熊倉 潤

ISBN978-4-13-026130-2　2007年1月刊
A5判／488頁／定価9,790円（本体8,900円＋税）

13世紀中葉から240年間におよぶモンゴルによるロシ
ア支配はいかなる意味をもったか。年代記などのロシア
史料を丹念に読み解き、その実態を明らかにする。研究
史上のさまざまな見解が表明されるこの「くびき」の認
識を問い直す労作。

タタールのくびき
ロシア史におけるモンゴル支配の研究

栗生沢猛夫

「聖なるロシア」のイスラーム
17-18世紀タタール人の正教改宗

濱本真実

ISBN978-4-13-026135-7　2009年2月刊
A5判／296頁／定価7,920円（本体7,200円＋税）

「民族の牢獄」とよばれたロシア。政府はいかに異民族
を取りこみ多民族帝国を築いたのか。ムスリム上層階級
の大多数をしめたタタール人に改宗を迫り、やがて一般
民へと対象を広げる過程を古文書史料群から解明。宗
教的寛容の変遷のなかタタール人の位置づけを探る、ロ
シア・ムスリム史。

地域
（ロシア・東欧・中央アジア）
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新型コロナウイルス感染症によって、世界秩序は大きく変
化している。その影響は米中といった超大国だけではな
く、地域大国（BRICS）にも及んでいる。本書は、大きく
変化する国際関係を地域大国といわれる国 を々中心に多
角的な視点から分析し、最新の動向を踏まえ展望する。

UP plus

新興国から見るアフターコロナの時代
米中対立の間に広がる世界

川島 真／池内 恵 編

ISBN978-4-13-033302-3　2021年12月刊
A5判／192頁／定価1,650円（本体1,500円＋税）

トランプ前アメリカ大統領を僅差で破り、2021年1月に
就任したバイデン大統領。就任2年目を迎え、バイデン政
権は内政・外交ともになにを目指すのか？　超大国アメリ
カの実像を気鋭の研究者が読み解く、アメリカ研究の最
前線。

UP plus

バイデンのアメリカ
その世界観と外交

佐橋 亮／鈴木一人 編

ISBN978-4-13-033303-0　2022年4月刊
A5判／242頁／定価2,750円（本体2,500円＋税）

ユーラシア世界5

国家と国際関係
塩川伸明／小松久男／沼野充義 編

ISBN978-4-13-034285-8　2012年9月刊
A5判／288頁／定価4,950円（本体4,500円＋税）

近代西欧の国家体制とは異なる編成原理をもつ複数の
大帝国をかつて抱え、その後欧米主導の国際秩序に対
する最大の挑戦者ソ連が生まれ、解体していった地域。
その正負の遺産を負うこの地域の国家群が、今後の世
界全体のなかでどのような位置を占めていくのか。歴史
的厚みと思想的文脈をもって分析する。

ユーラシア世界4

公共圏と親密圏
塩川伸明／小松久男／沼野充義／松井康浩 編

ISBN978-4-13-034284-1　2012年9月刊
A5判／272頁／定価4,950円（本体4,500円＋税）

文化的多様性を誇り、ロシア革命以後の社会主義体制
の経験を共有する旧ソ連および近隣諸国。ヨーロッパ
近代を念頭に構築された公共圏／親密圏の概念を手が
かりに、正教、イスラームをはじめとするそれぞれの文明
圏のなかの生活世界へとアプローチし、新たな地域理
解へと導く。

ユーラシア世界3

記憶とユートピア
塩川伸明／小松久男／沼野充義 編

ISBN978-4-13-034283-4　2012年6月刊
A5判／274頁／定価4,950円（本体4,500円＋税）

異なる文明をもつ複数の大帝国を抱え、20世紀にはソ
連という壮大なユートピアの興亡を経験したユーラシ
ア。歴史によって刻まれた記憶は現在を動かし、ユート
ピアを構想し、それもまた記憶と化す。連関・交錯する
記憶とユートピアから、この地域の特性を探る。

ISBN978-4-13-034282-7　2012年7月刊
A5判／280頁／定価4,950円（本体4,500円＋税）

特定の地域からだけではとらえられないディアスポラの
諸相を、国家の枠組をこえた歴史的・文学的・社会的な
視点から読み解いていく。ロシア革命、スターリン時代、
ソ連解体といった諸要因によって発生したディアスポラ
に注目し、新たな文化を生み出す力として照射する。

ユーラシア世界2

ディアスポラ論
塩川伸明／小松久男／沼野充義 編

ユーラシア世界1

〈東〉と〈西〉
塩川伸明／小松久男／沼野充義／宇山智彦 編

ISBN978-4-13-034281-0　2012年5月刊
A5判／272頁／定価4,950円（本体4,500円＋税）

ヨーロッパとアジアを結ぶ呼称、「ユーラシア」。そこで
は帰属意識、他者認識が〈東〉〈西〉という思考枠組みに
結びつき、人々の意識を形作る。隔てでもあり接触の場
でもある〈東〉〈西〉の境界を無数に抱えるユーラシア世
界の豊饒さに迫る。

ISBN978-4-13-026139-5　2011年3月刊
A5判／304頁／定価7,700円（本体7,000円＋税）

ロシアと清朝という大帝国のはざまに位置したカザフ=
ハン国が中央ユーラシアのなかでくりひろげたせめぎ合
いと、もたらされた秩序を描く国際関係史。多言語史料
を総合的に分析しながら、辺境統治における二つの帝
国の領域意識をさぐり、中央ユーラシア史の見直しをは
かる。

露清帝国とカザフ＝ハン国
野田 仁

中東欧の政治
仙石 学

ISBN978-4-13-030173-2　2021年4月刊
A5判／212頁／定価3,960円（本体3,600円＋税）

同時期に社会主義体制から転換し、EUに加盟したチェ
コ、スロヴァキア、ポーランド、ハンガリー、エストニア、
ラトヴィア、リトアニア。東欧革命30年を経て、世界金
融危機・欧州難民危機後のポピュリズムの台頭に苦悩
する中東欧諸国の政治の全体像に迫る。

遊牧英雄とロシア帝国
あるクルグズ首領の軌跡

秋山 徹

ISBN978-4-13-026152-4　2016年2月刊
A5判／256頁／定価7,700円（本体7,000円＋税）

19世紀後半から20世紀初頭まで、ロシア帝国との狭間
で「協力者」として立ち回ったクルグズの一首領シャブダ
ン・ジャンタイ。その波乱に満ちた生涯を、ロシア、中央
ユーラシア遊牧世界、イスラームの三要素が交錯する過
程としてダイナミックに描き出す。

ISBN978-4-13-030165-7　2018年4月刊
四六判／328頁／定価5,060円（本体4,600円＋税）

未曾有の暴力や内戦、独裁の時代を経験した後、ヨー
ロッパ諸国には過去の忌まわしい記憶を忘れるための、
いわば「忘却の政治」が現れた。多くの国で同時期に恩
赦や犯罪者の社会復帰をはじめとする政治的措置がと
られたのはなぜなのか。その際優先された課題とは何
だったのか。民主政治の本質を問い直す意欲作。

忘却する戦後ヨーロッパ
内戦と独裁の過去を前に

飯田芳弘

ISBN978-4-13-032021-4　1986年9月刊
A5判／440頁／定価3,520円（本体3,200円＋税）

東京大学での講義をもとに書き下された教科書。第二
次世界大戦前夜までのヨーロッパの近・現代の歴史を、
中小諸国をも含めて、いきいきと描き出す。スケールの
圧倒的な広さと緻密な論理とで構成された「生きた政治
学」へのすぐれた入門書。

ヨーロッパの政治
歴史政治学試論

篠原 一

ISBN978-4-13-005016-6　1968年9月刊
四六判／280頁／定価3,080円（本体2,800円＋税）

国際政治史の中から「外交」の概念を取り出して、歴史
的・理論的に分析した数少ない概説書であり、この分野
における最もすぐれた基本的な図書。外交官志望者に
とって必読の書。

外交
H．ニコルソン
斎藤 眞／深谷満雄 訳

ISBN978-4-13-032234-8　2022年3月刊
A5判／400頁／定価4,180円（本体3,800円＋税）

アメリカは世界とどのように関わってきたか。建国期か
ら21世紀初頭までのアメリカ外交史を、アメリカ史全体
とグローバルな国際関係史の文脈に関連づけながら叙
述する。アメリカ外交の「現在」を重層的な歴史的背景
から読み解くための待望の基本書。

アメリカ外交史
西崎文子

中国外交史
益尾知佐子／青山瑠妙／三船恵美／趙 宏偉

ISBN978-4-13-032225-6　2017年9月刊
A5判／274頁／定価3,190円（本体2,900円＋税）

グローバルなプレゼンスを増大し続ける中国はいかにし
て世界と向き合い、アメリカや日本といった諸外国と関
わってきたのか。中国はどこへ行くのか。1949年の建国
から現在に至る中華人民共和国の対外関係の歩みを描
き出す。隣国との付き合い方を考えるために。

国際関係
（国際政治・国際機関・国際法）
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経済のグローバル化は、ブレグジットや米中貿易戦争な
ど、ある特定の地域で発生した事象が、瞬く間に深刻な
現象に発展する危険性をはらむようになった。現代の世
界経済が抱えるこうしたグローバルリスクについて、そ
の測定を行うとともに影響について考察する。

グローバルリスクと世界経済
政策不確実性による危機とリスク管理

小川英治 編

ISBN978-4-13-040298-9　2021年7月刊
A5判／296頁／定価5,720円（本体5,200円＋税）

シリーズ国際関係論1

国際社会の秩序
篠田英朗

ISBN978-4-13-034251-3　2007年9月刊
四六判／288頁／定価2,750円（本体2,500円＋税）

国際社会とは何か。その秩序はどのように成り立ってい
るのか。国際社会の秩序は人間の価値規範によって成
立しているとの立場から、そうした主要な価値規範に着
目し、国際秩序の歴史的展開と現状を分析する。思想
と歴史から照らし出される国際社会の姿。

国際関係研究の方法
解説と実践

鈴木基史／飯田敬輔 編

ISBN978-4-13-030181-7　2021年9月刊
A5判／336頁／定価4,290円（本体3,900円＋税）

国際関係はどのように研究すればよいか。気鋭の国際
関係研究者がゲーム理論、計量分析、テキスト分析、サー
ベイ実験といった方法を解説しながら、安全保障や国際
貿易・金融、難民問題を題材に量的方法による分析を実
践し、国際関係研究の醍醐味を示す。

現代国際関係史
1945年から21世紀初頭まで

有賀 貞

ISBN978-4-13-032228-7　2019年4月刊
A5判／344頁／定価3,850円（本体3,500円＋税）

近代国際関係史の通史として定評を得ている『国際関
係史――16世紀から1945年まで』の続編。第二次世界
大戦終結前後から21世紀初頭までを対象に、日本に重
点を置きながら、現代国際関係の流れを世界的広がり
においてバランスよく平易かつ丁寧に概説する。

国際関係史
16世紀から1945年まで

有賀 貞

ISBN978-4-13-032213-3　2010年1月刊
A5判／468頁／定価4,180円（本体3,800円＋税）

現代世界を理解するためには、それを形作ってきた歴史
を把握することが必要不可欠である。16世紀から第二
次世界大戦終結に至る国際関係史を、ヨーロッパからア
メリカ大陸、アジア、アフリカ、中東まで広く視野に入れ、
平易かつ丁寧に描いた決定版通史。

サイバー社会の「悪」を考える
現代社会の罠とセキュリティ

坂井修一

ISBN978-4-13-063458-8　2022年1月刊
四六判／208頁／定価2,750円（本体2,500円＋税）

トロイの木馬、ダークウェブ、PC遠隔操作、サイバー戦
争…。人の心に巣くう「悪」は、なぜかくも広範かつ瞬時
に社会を襲うのか？　近未来の超スマート社会を構想
する著者が、情報を用いた「悪」の歴史を紐解きながら、
技術的な問題と人間的な問題の両面から考える。

不戦条約
戦後日本の原点

牧野雅彦

ISBN978-4-13-030168-8　2020年2月刊
四六判／296頁／定価3,850円（本体3,500円＋税）

「国策手段としての戦争を放棄する」――1928年パリで
調印され、世界史上はじめて国家間の戦争が否定された
叡知の結晶「不戦条約」。日本国憲法9条の淵源ともさ
れるこの記念碑的な国際条約の成立過程に迫り、アメ
リカ・フランス・ドイツそして日本など関係各国の交錯の
立体的な描写を通じて、その全体像を明らかにする。

ISBN978-4-13-032221-8　2012年9月刊
A5判／272頁／定価3,300円（本体3,000円＋税）

国際政治を理解するにはどのようにすればよいか。ゲー
ム理論を中心に数理分析と計量分析の手法を基礎から
体系的かつ平易に解説し、国際政治の具体的な現象へ
の適用事例を紹介する。国際政治の入門書として、レ
ポートや論文を書くための自学自習にも最適。

国際政治の数理・計量分析入門
松原 望／飯田敬輔 編

ISBN978-4-13-032031-3　1993年10月刊
四六判／324頁／定価2,640円（本体2,400円＋税）

従来の学問的枠組みでは捉えきれない複雑な様相を呈
する現代の国際関係。広領域学としての国際関係学は、
それら諸学と現実の双方における一国主義の克服と、
主体、要因、方法の問い直しを意図する。世界秩序再編
期において、国際関係の現実を見る眼を養う入門書。

国際関係学
百瀬 宏

ISBN978-4-13-032217-1　2012年3月刊
A5判／312頁／定価3,080円（本体2,800円＋税）

国際関係はどのように成り立っており、われわれはどの
ように関わっていくのか。国家間の関係だけでなく市民
を基本構成単位とする地球社会に注目し、国際関係の
基礎概念から平易に解説する。東京大学教養学部での
長年の講義をベースとする体系的入門書。

国際関係論講義
山影 進

ISBN978-4-13-034252-0　2007年9月刊
四六判／272頁／定価2,750円（本体2,500円＋税）

いかに戦争を防止し、平和や安全保障を達成すること
ができるのか。国際関係の諸理論を駆使して伝統的な
安全保障問題およびブッシュ・ドクトリン、テロ、内戦と
いった新たな問題に切り込み、理論が提示する処方箋
を検証する。現代における平和の条件の模索。

シリーズ国際関係論2

平和と安全保障
鈴木基史

ISBN978-4-13-034254-4　2007年11月刊
四六判／248頁／定価2,750円（本体2,500円＋税）

国家というものは、なぜ他国と時に対立し、時に協力す
るのか。国家の行動はなぜ・いかに変化するのか。国際
関係論の主要パラダイムをおさえつつ、日本に引きつけ
ながら、外交や対外政策を超えて国家の対外行動を分
析するための包括的視座の提示を試みる。

シリーズ国際関係論4

国家の対外行動
須藤季夫

ISBN978-4-13-034255-1　2007年12月刊
四六判／276頁／定価2,750円（本体2,500円＋税）

学問として、また日々展開する国際関係を議論する仕事
として、国際関係論はどのような軌跡を辿ってきたのか。
古今東西の議論を広く視野に収めながら、20世紀およ
び日本を軸に、国際関係論をトータルに問い直し、政策
的指針を提示する。未来への道しるべ。

シリーズ国際関係論5

国際関係論の系譜
猪口 孝

ISBN978-4-13-034253-7　2007年10月刊
四六判／272頁／定価2,750円（本体2,500円＋税）

グローバル化する世界で、政治と経済はいかに関連して
いるのか。通商・金融をはじめ、開発や環境、人の移動
といったテーマを題材に、日本の事例を多くとりあげな
がら、国際政治経済論の主要理論を解説する。理論と
実証により解明される国際政治経済の実相。

シリーズ国際関係論3

国際政治経済
飯田敬輔

グローバル・ガバナンス論講義
鈴木基史

ISBN978-4-13-032226-3　2017年10月刊
四六判／272頁／定価3,190円（本体2,900円＋税）

「グローバル・ガバナンス」とは何か。世界政府の存在し
ない国際社会において、人権や難民、通貨・貿易、環境
など、国境を越える諸問題はいかにして解決されるのか。
実証・思想の両面からグローバル・ガバナンスの歴史と
現在を概観し、残された課題を考察する。

ISBN978-4-13-032224-9　2018年8月刊
四六判／248頁／定価2,860円（本体2,600円＋税）

国連やEU、ASEANなどの国際機構は、国際社会の組織
化を通じた秩序構築を目指し、20世紀以降数多く設立さ
れてきた。いまや国家と並ぶ存在となる一方、激変する国
際情勢により存在意義が問われつつある現在の姿を根本
から問い直し、その歴史・思想から実態と展望まで、初歩
的な用語解説と応用的な理論分析をまじえ明快に論じる。

国際機構論入門
山田哲也
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