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リモート閲覧のできる無料アプリ
bREADER Cloudで、ユーザーが
24時間どこからでも自分の 
スマホで電子書籍を読める 

強硬な支配体制を強める習近平政権、日韓の間に横たわる歴史問題・・・ 
経済・文化の盛んな交流のかたわらで、日本と中韓の間には問題が山積しています。 

中国、韓国、北朝鮮、台湾の政治・外交・経済・社会・対日史を学術的に考察し、 

未来の東アジアを読み解く研究書をご紹介します。 

株式会社 紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

KinoDenなら 学外からスマホで読めるから 学習がはかどる 

コロンビア大学現代中国講義 

新全体主義の思想史 張博樹（白水社） 

当局からの迫害を逃れて渡米した中国知識人による、現代中
国の主要な九つの政治思潮（九大思潮）の変遷を概観する書。 

「中国経済は急速に立ち上がり、現在では世界第二位の地位
にまで登りつめた。しかし中共統治下の中国はある意味で 

脆弱であり、精神面で高度に分裂した国家である。中国思想
界の分裂は、この国の精神が分裂している顕著な証しであ
る。・・・習近平の「新時代」（筆者はこれを「新全体主義
時代」と称する）に突入し、すべてがさらに悪化した。 中国

の思想界はますます両極化し、反抗と犬儒主義（シニシズ
ム）が加速している。分裂が拡大しているのである。 読者は

本書を読み進むことで、その現実を理解できるだろう。」日
本語版序より 

※裏面No.1、同時アクセス１本体価：9,240円（2019/5刊行） 

日本語序文 

https://www.hakusuisha.co.jp/news

/n30124.html 

朝鮮引揚げと 
日韓国交正常化交渉への道 
朴敬珉（慶應義塾大学出版会） 

1945年の敗戦後、朝鮮半島から引揚げを余儀な 

くされた日本人。彼らの私有財産の没収に対する 

認識／対応と、日韓国交正常化交渉に臨む日本政
府の行動は、相互に関連性を持ちながら調和して 

ゆく。その結果が日韓請求権問題に盛り込まれ、 

双方の国民感情が衝突する過程を描出する。 

日韓歴史認識問題にも示唆を与える必読の書！ 

※裏面No.31、同時アクセス１本体価：15,400円 

（2018/5刊行） 

格差から見る中国 
李養浩（白桃書房） 

高い経済成長が続く中国。その一方で、格差が 

拡大し、格差を補正する税制や社会保障制度の
整備は追い付いていない。現代中国の格差に 

ついて、さまざまな切り口から実証的な分析 

を行い、また、その要因について戸籍制度や地
域、民族、教育、党員・非党員、さらには親の
職業などまでさかのぼり現状を明らかにする。 

※裏面No.18、同時アクセス１本体価：9,020円 

（2019/5刊行） 

https://www.hakusuisha.co.jp/news/n30124.html
https://www.hakusuisha.co.jp/news/n30124.html
https://www.hakusuisha.co.jp/news/n30124.html
https://www.hakusuisha.co.jp/news/n30124.html
https://www.hakusuisha.co.jp/news/n30124.html
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張博樹【著】/石井知章/及川淳子/中村達雄【訳】 9784560096994 KP00024258 白水社 201905 EPUBリフロー ¥9,240 - ¥13,860

新全体主義の思想史

加茂具樹/林載桓【編著】 9784766425055 KP00019222 慶應義塾大学出版会 201803 PDF ¥12,320 - ¥18,480

現代中国の政治制度

編著：小嶋華津子/島田美和 9784766424065 KP00016115 慶應義塾大学出版会 201704 PDF ¥10,560 - ¥15,840

中国の公共性と国家権力

土屋貴裕 9784326349012 KP00007160 勁草書房 201501 PDF ¥11,000 - ¥16,500

現代中国の軍事制度

江藤名保子 9784326348978 KP00007157 勁草書房 201403 PDF ¥11,000 - ¥16,500

中国ナショナリズムのなかの日本

平川幸子 9784326348947 KP00022674 勁草書房 201208 PDF ¥11,550 - ¥17,380

「二つの中国」と日本方式

鈴木隆 9784766419511 KP00001739 慶應義塾大学出版会 201207 PDF ¥17,952 - ¥26,928

中国共産党の支配と権力

党と新興の社会経済エリート

任哲 9784326348930 KP00022673 勁草書房 201206 PDF ¥10,450 - ¥15,730

中国の土地政治

中央の政策と地方政府

加茂具樹 9784766424089 KP00016083 慶應義塾大学出版会 201704 PDF ¥12,320 - ¥18,480

中国対外行動の源泉

吉川純恵 9784326349081 KP00009619 勁草書房 201703 PDF ¥14,080 - ¥21,120

中国の大国外交への道のり

廉舒 9784766423761 KP00016052 慶應義塾大学出版会 201610 PDF ¥15,400 - ¥23,100

中国外交とプラグマティズム

佐橋亮 9784326302468 KP00009742 勁草書房 201512 PDF ¥12,760 - ¥19,140

共存の模索

柯隆 9784766425093 KP00019216 慶應義塾大学出版会 201804 PDF ¥6,160 - ¥9,240

中国「強国復権」の条件
13

アヘン戦争以来“中華”の座を追われた中国は、150年余りを経ていま再び世界の中心へと返り咲こうとしている。新しいシル

クロード・ネットワークの構築や国際金融機関の中核を担うなど、覇権回復への旺盛な意欲を世界に向けて発信する中国。

しかし、その足元は十分に安定的なのか？国内に残る諸問題をいかに整理し、名実ともに王座奪還を果たすには、何が必

要か？

気鋭の中国人エコノミストが自国の状況を余すところなく解き明かす！

内容紹介

時代とともに変化する国家目標との整合性を維持し、再構成を重ねてきた中国の「愛国主義」。公定ナショナリズムである

「愛国主義」の歴史を紐解く。

地域の平和と安定に寄与した「日本方式」とは。1972年の日中国交正常化において実現した事実上の「二つの中国」のジ

レンマを解消する対中政策の枠組みについて考察する。

市場経済化に伴う新しい社会経済エリートの台頭に直面して、中国共産党はどのように政治的適応を果たしたか。2000

年代初頭から今日に至るまで、中国の支配体制と権力構造はいかに変貌を遂げたのか。多数の資料と緻密な実証分析に

基づき、共産党による支配の実相を解明するとともに、民主化を含む今後の中国政治の方向性を探る。

なぜ中央政府が公布した政策は効果を発揮できないのか、政策実施過程で何が起こっているのか、政策実行を阻害する

要素はあるのか。中国の中央・地方関係を、財政収入の重要性・利益の多様性・話題性の３つを基準に、不動産と土地

を事例分析の対象として分析を進める。

11

12

9

10

現代中国の対外行動を国際的要因、および統治構造による国内政治的要因からその源泉を明らかにする。 中国の外交

路線は「特色ある大国外交」。日本は、そうした中国の新しい変化に極めて間近な距離で向き合っている。 大きく変化してき

た中国の対外行動について、それを形作っている国際政治的要因と国内政治的要因という構造的レベルに腑分けし、その

源泉を見出すことを試みる。

中国はこれまでいかに国際ルールと国際秩序を認識してきたのか。また中国が国際機関によって異なる対応をとるのはなぜ

か。国際機関を国際ルールの形成と実施の主な担い手と位置づけ、中国の国際機関外交を実証的に分析する。

1950年代の中国外交は、イデオロギーの原理優先で政策が決定されていたと考えられている。しかし、冷戦期でも、実はプ

ラグマティックな判断から合理的な決定が行われていたということを実証的に明らかにすることで、中国という国の今後の外交

戦略の本質を探ることができる。

二一世紀の国際秩序を決めるとも言われるアメリカと中国。この二つの大国はどのように対立し、また協調してきたのか？ニク

ソンとキッシンジャーの外交は本当に転換点だったのか？台湾問題にアメリカはどう対処したのか？本書は、アメリカが一九五

〇年代から中国との「共存」を模索し、米中が接近したあとも「共存」の試みが未完であり続けている原因を示す最新の研究

成果。

NO 書影

習近平体制を「新全体主義」ととらえ、六四以後の現代中国を壮大なスケールで描く知識社会学の記念碑的著作。

天安門事件30年を悼む。

中国共産党支配を支える制度はどのように形成され、持続、変化してきたのか？  現代の中国政治を構成する具体的な制

度の変化に焦点を当て、歴史的要因を重視しながらそれらを読み解くことで、現代中国政治の現状を理解し、将来を展望

する一冊。

生存・生活のために築かれた多層的な「公共空間」は、近現代中国の国民国家建設の過程でいかなる役割を果たしてきた

か。  グローバル化時代にあってなお重要性を増しつつある国家のありようを、生活者としての人びとのつながりと、国家権力と

の相互作用として描き出す。

中国では、なぜ軍が党から離反することはないのか。資料的制約によって「ブラックボックス」とされてきた中国の国防費・軍事

費に関して、これまで取り上げられてこなかった軍事制度、軍事財務・軍事審計に焦点を当て、制度の変遷および改訂・変

更箇所を分析。

1
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5
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渡辺幸男 9784766423174 KP00016013 慶應義塾大学出版会 201603 PDF ¥13,860 - ¥20,790

現代中国産業発展の研究

北蕾 9784326348992 KP00022595 勁草書房 201411 PDF ¥12,100 - ¥18,150

中国中小企業の起業・経営・人材管理

徐一睿 9784766421576 KP00001771 慶應義塾大学出版会 201407 PDF ¥8,316 - ¥12,474

中国の経済成長と土地・債務問題

筧文生/井手啓二ほか 9784780310306 KP00022812 かもがわ出版 201906 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

奥深く知る中国

李養浩【著】/李智雄【監訳】/杉山直美【訳】 9784561923039 KP00021501 白桃書房 201905 PDF ¥9,020 ¥10,670 ¥12,210

格差から見る中国

李強編著／蒋芳婧訳、橋谷弘解説 9784818825109 KP00016629 日本経済評論社 201810 PDF ¥9,900 - ¥14,850

多元的都市化と中国の発展

陳雅賽 9784657178053 KP00013718 早稲田大学出版部 201710 PDF ¥5,280 - ¥6,600

中国メディアの変容

金順姫 9784582858556 KP00014720 平凡社 201710 EPUBリフロー ¥1,672 - ¥2,508

ルポ　隠された中国

―習近平「一強体制」の足元

編集：波多野澄雄/久保亨/中村元哉 9784766424867 KP00016122 慶應義塾大学出版会 201711 PDF ¥12,980 - ¥19,470

日中終戦と戦後アジアへの展望

張碧惠 9784657198037 KP00025203 早稲田大学出版部 201910 PDF ¥5,280 - ¥6,600

中華民国と文物

若宮啓文 9784766422269 KP00001817 慶應義塾大学出版会 201505 PDF ¥7,700 - ¥11,550

韓国知識人との対話

日韓の未来をつくる

崔慶原 9784766421392 KP00001761 慶應義塾大学出版会 201405 PDF ¥13,244 - ¥19,866

冷戦期日韓安全保障関係の形成

21

23

「党中央の核心」と位置づけられ、集団指導体制から「一強体制」へと政権基盤を固める習近平。人権や言論を制限しな

がら進む権力集中の足元で何が起きているのか。漢族との溝が深まる少数民族のウイグル族、「信仰の自由」を傷つけられる

キリスト教徒、同性愛者やフェミニスト…。数々の現場を踏んだ朝日新聞前上海支局長が、知られざる大国の姿を描く渾身

のルポ。

辛亥革命から台湾へ退去する1949年までの間、ナショナリズムと知識人の危機感が追い風となって、中華民国の各政府に

より文物保護が進められようとしていた。しかし、中華民国の人々が「清王朝文物」の価値を発見したとき、強力な権限を持

つ専門機関が無かったことから内部抗争が起こり、保護を有効に進めることができなかった。ナショナリズムと文化財の評価・

保護の関係、略奪された文物の返還の在り方などを問いかける。

韓流ブームからなぜ嫌韓ムードへ？元外相が語る日韓国交正常化、ナショナリズムの克服と知識人の役割。活性化する日

韓の自治体交流。ＩＴでつなぐアジアの大学ほか、私たちは、次の世代に何を残すのか？日韓両国はどのように過去を乗り

越え未来を作っていけばよいのだろうか？韓国の各分野で活躍する知識人とのインタビューから考える。

在韓米軍の削減、沖縄返還、「韓国条項」をめぐる攻防…日韓両国は、政治的利害対立をはらみつつ、安全保障領域に

おける協力関係をどのように構築したのか。その政治過程と関係の変容をスリリングに描く！

19

20

22

日中戦争をとらえなおす国際共同研究。 1945年の日中終戦のグローバルなインパクトとその遺産を、 終戦にともなう国際秩

序の再編と戦後構想の展開、さらに東アジアに与えた影響・日中戦争を通じた中国の変容と、戦後中国の政治経済の再

建に与えた影響 ・中国の辺境と東南アジア地域がどのように変化したか、 という側面から、日本・中国・台湾・韓国・英国の

研究者が多角的に分析する。

24

25

17

18

天安門事件の総括も不十分なまま世界中で存在感を増大させる中国。この国との関係の在り方を模索するには、政治、

経済、社会、文化、そして人々の暮らしそのものを深く知ることから始めるしかないだろう。中国研究者が難題に挑む。30年

を迎える天安門事件の記録と評価、漢字論・日本語論、一人っ子政策終焉の結末など素顔の中国をリアルに描く。

目を見張るような高成長を長年続けてきた中国。その副作用として生まれた大きな格差は社会の安定を損ないかねないレ

ベルまで高まっている！本書は、中国における格差の歴史的経緯も振り返りその主要な構造を明らかに（第１・２章）。ま

た、経済成長やグローバル化などが及ぼした影響にあたるとともに（第３章）、格差に対する社会保障などの再分配政策

の効果を追究（第４章）。そして、２つのパネルデータを使った目新しいさまざまな属性に基づく分析も行う（第５・６

章）。監訳者による解題では、原著刊行後に発表の統計や政治変動も踏まえ今後の格差の行方、そして中国の未来を

大胆に予測！中国を語る上で目配りの欠かせない独特の政治体制のあり方・経緯にも触れ多様な経済・社会のありようを

描き出す！

改革開放から４０年、習近平政権が急速に推し進める都市化モデルの７類型を詳細に分析する。「人の都市化」にも目

を向け、農村出身者の社会統合問題の解決策も提起。

事件・災害に関する報道の現状から、中国におけるメディア管理の状況を明らかにするとともに政府のメディア管理に対する

ネットメディアの影響を分析する。民主化との関係で中国における報道の自由に関心がもたれているが、報道の自由にネット

メディアの果たしている役割から中国の報道の自由を分析したものは少ない。研究者のほか、ジャーナリストにとっても興味深

いテーマをとりあげる。

15

16

14

日本における中小企業研究の第一人者である著者は、2000年以降、その研究対象を中国へと向け、浙江省の製造業や

自転車産業を中心に各地で詳細な産業実態調査を続けてきた。巨大な市場における激しい競争と分業の広域化が形成

されるなか、著しい経済発展を遂げた現代の中国と高度成長期の日本にはある種の共通性を見いだすことができる。日中

両国で膨大な調査を行った著者が、その比較の視点から中国産業発展の論理を追究する。

中国の国有企業改革の特徴をあえて言えば、80年代末までは企業の所有制度を変えないまま、企業の所有と経営の分

離を求めていたが、90年代に入ってからは計画経済の枠組みを超え、公有制という企業の所有形態の問題に集中した特

徴があると言える。本書では、アンケート調査により私有化企業における人的資源管理の実態を解明する。

世界２位の経済大国となった中国。しかし、急速な成長を支えた地方政府間の熾烈な競争は、格差拡大、土地バブル崩

壊、地方政府の抱える莫大な債務など、多くの弊害をもたらした。―中国経済発展の光と影―その両面を緻密な分析に

よって明らかにし、改革の方向性を示す。
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長田彰文 9784766420586 KP00001796 慶應義塾大学出版会 201307 PDF ¥6,336 - ¥9,504

世界史の中の近代日韓関係

大津健登 9784272150441 KP00025252 大月書店 201911 PDF ¥16,940 - ¥25,410

グローバリゼーション下の韓国資本主義

金子文夫/宣在【編著】 9784818824850 KP00013548 日本経済評論社 201802 PDF ¥14,685 - ¥22,027

韓国経済発展の始動

鄭榮蘭 9784657178046 KP00013717 早稲田大学出版部 201711 PDF ¥5,280 - ¥6,600

日韓文化交流の現代史

チョ・ファスン/ハン・キュソプほか 9784561951384 KP00021500 白桃書房 201710 PDF ¥6,380 ¥7,480 ¥8,580

ビッグデータから見える韓国

朴敬珉 9784766425208 KP00019223 慶應義塾大学出版会 201805 PDF ¥15,400 - ¥23,100

朝鮮引揚げと日韓国交正常化交渉への道

鴨下ひろみ 9784582858709 KP00014735 平凡社 201803 EPUBリフロー ¥1,892 - ¥2,838

テレビに映らない北朝鮮

福田円 9784766420104 KP00001791 慶應義塾大学出版会 201302 PDF ¥17,952 - ¥26,928

中国外交と台湾

朝元照雄 9784326504480 KP00022636 勁草書房 201808 PDF ¥12,320 - ¥18,480

発展する台湾企業

芝井清久 9784866920542 KP00025194 大学教育出版 201911 PDF ¥3,080 ¥4,620 ¥6,160

東アジアの核拡散と欧州の核不拡散の

トレード・オフ

後藤康浩 9784766425246 KP00019225 慶應義塾大学出版会 201806 PDF ¥7,700 - ¥11,550

アジア都市の成長戦略

瀬地山角【編著】 9784326602988 KP00019538 勁草書房 201711 PDF ¥10,780 - ¥16,170

ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア
37

ネット活用が日本より進む国で、民意はどう動くのか？「進歩」新興メディアと「保守」既存メディアの相克。政界へのインパクト

は？ビッグデータが可視化した、多様なケーススタディ！今、世界各国で注目のテーマを客観的な分析手法で読み解く。

36

34

35

『日本経済新聞』「アジア300指数」に取り上げられた台塑石化、台湾化繊、南亜プラスチック、台湾プラスチックを含む台湾

プラスチックグループ（FPG）、研華（アドバンテック）、大立光電（ラーガン・プレシジョン）、日月光（ASE）、および豊

泰（Feng Tay）の5社の発展戦略を論じる。

本書は、欧州の核不拡散と東アジアの核拡散という対照的な結果をもたらした核不拡散交渉の問題点を独自の理論モデ

ルを用いて明らかにするものである。

いまや世界の大都市圏トップ10のうち8つまでをアジアの大都市が占めるようになった。本書は都市発展の基本である「農村

から都市への人口流入」「段階的工業化」「経済特区(SEZ)効果」に加え、後発国の不利を逆に後発者利得に転化する

フロッグリープ成長の現実や、ITスタートアップ企業がグローバル企業に飛躍する深圳の都市エコシステムなどを考察する。“都

市地経学（ジオ・アーバノミクス）”の視点からアジアを捉え、アジアのこれからを読むユニークな都市経済論。

東アジアの急激な少子化は20世紀には想像もつかないものであった。日本・韓国・台湾・中国・北朝鮮、これらの社会で

は、何が共通で、何が異なるのか、そして何が変わったのか。ジェンダーとセクシュアリティの側面から比較し、日本の「特殊性」

をあぶり出す。最先端の研究が切り拓く日本の、そして東アジアの「性」をめぐる課題とは？

32

33

31

本書は在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁の法令第三三号により没収され、それに起因する在外財産の補償問題に対し、

植民地朝鮮の在留日本人であった朝鮮縁故者と日本政府がどのように対応したのかを実証的に考察する。…それによっ

て、日韓国交正常化交渉における日本政府の請求権問題に関する対韓請求権の「数字」的な根拠が浮かび上がると同

時に、…日本政府の対韓国認識の原型が浮き彫りになる。（序章より）

北朝鮮のミサイルが日本に飛来し、着弾する―。それまで空想の域にあったものが現実感をともなうものになりつつある。「不

機嫌な独裁者」はどんな理想像を描き、国際社会といかに折り合いをつけるのか。この国の庶民はどんな息遣いをしている

か。フジテレビ記者の著者の、30年にわたる取材の成果を軸に描く、テレビには映らない北朝鮮の断層。

朝鮮戦争停戦から文革前夜へと至る、台湾問題をめぐる中国の政治外交史を、「一つの中国」原則の起源という視点から

論じる。中国と台湾の史料を中心とするマルチ・アーカイブを駆使して、「台湾解放」から「一つの中国」へと移行する毛沢東

外交のプラグマティックな側面を浮き彫りにした、注目の書。

30

28

29

26

27

日韓関係をめぐり、大国はどのように動いたのか？19世紀以来、米国、ロシア、中国などが織りなす力関係に翻弄される韓

国（朝鮮）と日本の関係をたどり、二国間関係に世界の動きから新しい光をあてた一冊。

世界経済に組み込まれた韓国資本主義の特質に迫る。奇跡的といわれる急成長や、経済危機からのＶ字回復が称賛さ

れる一方、少数の財閥による支配、市場原理の急激な導入といった歪みが注目される韓国資本主義。そうした特徴を構造

的・歴史的に分析する。

第２次大戦後、市場経済や対外関係の回復と資本移動や技術移転に適応し、1960年代に高成長した韓国経済の成

長要因と仕組みを、経済政策、経営資源、企業行動に注目し解明する。

民間レベルでの文化交流は、若い世代を中心に互いの文化に対する相互認識を深めることに役立つ。日韓両国の政治・

外交面での摩擦が続くなか、日本文化に対する韓国民の複雑な感情や、若い世代を中心に変わりつつある意識など、韓国

の現状を伝える。
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