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東北大学グローバル COE プログラム
「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」
FACT BOOK 2008 刊行にあたって
このたび東北大学グローバルCOE「グローバル時代

す。また、人材育成面では、国際連携機関である世界

の男女共同参画と多文化共生」
（平成 20 年度・社会

の諸大学との間でダブル・ディグリーをめざす共同博

科学分野）の「FACT BOOK 2008」を刊行することに

士課程としてのクロスナショナル・ドクトラル・コース

なりました。このグローバルCOEプログラムは、東北

を実施します（研究プロジェクトの詳細、および人材育

大学 21 世紀 COEプログラム「男女共同参画社会の法

成プログラムの詳細、連携機関については、それぞれ 9、

と政策」の成果を発展させて、社会科学を総合する視

27、49 ページ以下をご参照ください）。

点から「グローバル時代の男女共同参画（ジェンダー

また、本 GCOE プログラムを推進する研究教育セ

平等）と多文化共生」に関する世界的な研究教育拠点

ンターとして、
「ジェンダー平等と多文化共生センター

をつくることをめざすものです。この拠点は、東京大学

（Gender Equality and Multicultural Conviviality

社会科学研究所や国内外の諸機関との連携に基づく研

Center：略称 GEMC ＜ジェムシー＞）を設置して活

究教育体制を確立することにより、国際舞台で活躍で

動いたします（これまでの東北大学法学研究科「ジェン

きる若手研究者・法曹実務家・政策担当者など高度

ダー法・政策研究センター（Gender Law and Policy

な専門家を養成するとともに、研究教育の成果を政策

Center：通称 GELAPOC）」を 2009 年 1 月より上記

に還元することを目的としています。

のように改称して拡張し、ジェンダーと多文化共生に

ここでは、近年のグローバリゼーションが生み出した

関する資料センター、社会に開かれたシンクタンクと

新しい社会問題を分析し、多文化共生という視野のも

しての機能を果たします）。このほか、東京大学連携

とでジェンダー平等やその他の社会的平等を実現する

オフィスのほか海外連携オフィスを複数設立して、国

ための社会的条件を探求します。グローバル化時代の

内外の諸機関との連携を強化してゆきます。広報ツー

男女共同参画問題へのアプローチを、よりダイナミック

ルも、6 ヶ国 語 の ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.law.

で多次元的なものに発展させ、性差にとどまらない人

tohoku.ac.jp/gcoe）を拡充するとともに、本誌（Fact

種・文化・年齢・障害の有無など、多元主義的な要

Book）を毎年刊行して、本拠点の概要や活動内容を

素を共存させる多元主義的共生社会の実現という課題

ご紹介して参ります。
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このようなチャレンジングな研究教育プログラムを実

機関、市民団体などとの連携によって大きな成果をあ

21世紀COE の成果

現するために、研究面では３つのスタディーズと15 の

げたいと念じておりますので、力強いご支援とご協力を

研究プロジェクトを形成して多数の研究協力者ととも

お願いする次第でございます。
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東北大学グローバル COEプログラム
グローバル時代の男女共同参画と多文化共生

1

Gender Equality and Multicultural Conviviality in the Age of Globalization

CONTENTS

ご 挨

拠点リーダー

辻村みよ子（東北大学法学研究科教授）
拠点サブリーダー

大西仁・水野紀子（東北大学法学研究科教授）
連携拠点リーダー

大沢真理（東京大学社会科学研究所教授）
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Mission Statement

このプログラムのミッションは、
ジェンダー平等と多文化共生に関する総合的な社会科学の観点から、
世界規模の研究教育拠点を構築することです。
より具体的には、

1
近年のグローバリゼーションが生み出した
新しい社会問題を分析します

2
ジェンダー及びその他の社会的平等を実現し、

異なる社会集団間の紛争を解決するための社会的条件を探求します

3
上記の諸分野で研究する博士課程学生と
ポスドクをはじめとする若手研究者を支援します

3

Ⅰ
概要・組織

Ⅰ
概要・組織

概要

この GCOEプログラムは、グローバル化が進行する

より具体的には、

また、以上の研究活動と並行しつつ、本 GCOE の

世界で生じている諸問題を、男女共同参画と多文化共

◆近年のグローバリゼーションが生み出した新しい社

教育活動では、国際社会で指導的人材となる若手研

生の二つの観点から解明し、それらの知見を融合しな

会問題を分析します。

究者を育成するため、東北大学と諸外国の大学との双
方で博士号を同時に取得する、いわゆるダブル・ディ

がら解決策を提示することを目的としています。さらに、

◆ジェンダー及びその他の社会的平等を実現し、異な

こうした問題への深い理解と有効な対応策を提示しう

る社会集団間の紛争を解決するための社会的条件を探

グリーのコースとして、
「クロスナショナル・ドクトラル・

る若手研究者を育成することを最終的な目標としてい

求します。

コース（CNDC）」を設置します。さらに、研究・教育

ます。

◆上記の諸分野で研究する博士課程学生とポスドクを

の任務に携わる博士号取得者を念頭においたグローバ

はじめとする若手研究者を支援します。

ル COEフェローの任用を通じて、フェローに対する「若

グローバル化の進展に伴い、一方で地球規模の相

手研究者育成プログラム」を推進していきます。

互依存と共通の生活様式・価値体系が生み出されなが

また、 本 GCOE は、 東 北 大 学 21 世 紀 COE プロ

ら、他方で社会的亀裂と緊張の深刻化・偏狭な排他

グラム「男女共同参画社会の法と政策」
（２００３～

以上のような研究教育拠点を形成する一方で、本

主義が登場しています。ここでいう偏狭な排他主義と

２００８年）を継承・発展するものでもあり、この 21

GCOE は、国内外の研究教育機関との連携を強化し、

は、ジェンダー平等へのバックラッシュ、経済的格差

世紀 COE の成果である国内外のジェンダー法政策へ

グローバルなネットワーキングを進めます。国内では、

の進展、民族紛争、移民への暴力、人身取引、福祉

の研究・政策提言・社会の諸分野における指導的人

東北大学大学院法学研究科等と東京大学社会科学研

に関する世代間対立、ドメスティック・バイオレンスな

材の育成の諸実績は、本 GCOE が多文化共生の諸問

究所との間で、研究者や大学院生の交流を含む密接な

ど様々です。いかにして、このような現象を理解し、解

題を分析する際の基礎となっています。

連携関係を構築します。また、諸外国では、中国清華

決策を発見できるでしょうか？ その鍵は、多文化共
生にあります。つまり、偏狭な排他主義に対抗するには、

大学、韓国国民大学、カナダ・オタワ大学、フランス・
本 GCOE の研究活動は、ジェンダー平等、多文化

リヨン大学、英国・シェフィールド大学をはじめとする

普遍主義の理念が不可欠ですが、それは画一的なもの

共生、少子高齢化の３分野を相互に融合させつつ 15

研究教育機関との連携を進めます。連携によって、研

であってはならず、多様性を含む普遍主義でなければ

のプロジェクトを立ち上げ、これに東北大学と連携拠

究プロジェクトにおける共同研究・国際会議の実施や、

なりません。ここに多文化共生の重要性があるのです。

点大学等の研究者が多数参加し、それぞれ研究会・

クロスナショナル・ドクトラル・コースでのダブル・ディ

国際的ワークショップを通じた議論を繰り返し、最終

グリーを行う協定の締結、学生の派遣・受け入れを行

成果をブックフォームの形でまとめます。

います。

以上の観点から、本 GCOE では、ジェンダー平等
と多文化共生に関する総合的な社会科学の観点から、
世界規模の研究教育拠点を構築することを目指します。
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吉
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浩

教授
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矢

野
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美

助教

東京大学社会科学研究所
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澤

英

典

准教授
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准教授
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滋

人
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連携拠点リーダー
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グローバルCOE拠点組織図
拠点
東北大学「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」
法学研究科

外部評価委員会

文学研究科

教育学研究科

経済学研究科

国際高等研究教育機構

GCOE運営委員会
事業推進担当者

東京大学拠点

GCOE執行委員会

研究プロジェクト
（15）

社会科学研究所

海外連携機関
シェフィールド大学
（イギリス）
リヨン第２大学
（フランス）
ＥＮＳｰＬＳＨ
（フランス）
オタワ大学
（カナダ）
研究企画委員会

清華大学
（中 国）
国民大学校
（韓 国）
その他

7

クロスナショナル・ドクトラルコース運営委員会
広報委員会

研

究

Ⅱ

究

究

の研究プロジェクト
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研

研

辻村
みよ子

多文化共生社会に
おける
ジェンダー平等

東北大学大学院 －ジェンダー研究と
法学研究科・教授 多文化共生研究の交錯に関する
学際的研究序説－

辻村
みよ子

アジアの
ジェンダー平等
政策と課題

大西
仁

人間の安全保障と
人身取引問題

戸澤
英典

東京大学 －男女共同参画と多文化共生の
社会科学研究所・教授 試金石－

東北大学大学院
法学研究科・准教授

男女共同参画・多文化

牧原
出

生田 共生社会に求められる
久美子 「リーダーシップ」
教育の研究

東北大学大学院
教育学研究科・教授 －中・高等教育における男女別学
の国際比較分析に基づいて－

矢野
恵美

グローバリ
ゼーションと
ナショナリズム

東北大学大学院
法学研究科・教授

東北大学大学院
法学研究科・教授

大沢
真理

多文化共生と
ジェンダーをめぐる
国際法規範の国内的
履行と国際紛争の
東北大学理事
平和的解決メカニズム
（大学院法学研究科・
併任教授） の実証的研究

植木
俊哉

被害者と加害者が
共生する社会

東北大学国際高等研究 －
「刑事法とジェンダー」
研究から
教育機構・助教 のさらなる発展－

水野
紀子
東北大学大学院
法学研究科・教授

「法の経済分析

吉田 （Law and Economics）」
浩 の手法に基づく、
多文化交流、

東北大学大学院
経済学研究科・教授

多文化共生政策の
国際比較

田中
重人
東北大学大学院
文学研究科・講師

近代日本・
戦後日本の
対外態度

東北大学大学院 －日米関係を中心に－
法学研究科・教授

稲葉 グローバル時代の
馨 「公共性」再考
東北大学大学院 －地域間格差を手がかりに－
法学研究科・教授

少子高齢化を
めぐる
国家と私的領域

大沢
真理

男女共同参画の
政策効果の分析

少子高齢化社会の
家族変動：
ミクロデータ分析
によるアプローチ
生活保障システム
の比較ジェンダー
分析

東京大学社会科 －グローバル知識経済と社会的
学研究所・教授 排除の諸相－

佐藤
博樹
東京大学社会科学
研究所・教授

企業の人材活用に
おけるワーク・ライフ・
バランス（WLB）支援と
男女雇用機会均等施策
の効果に関する
実証的研究

ジェンダー平等と多文化共生を融合させつつ、
総計 15 の研究プロジェクトを展開します。
各プロジェクトは、研究会・国際ワークショッ
プを随時開催し、先端的研究を進めるとともに国
内外の若手研究者の育成を図り、最終成果物を叢
書等で公刊します。

9
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－ジェンダー研究と多文化共生研究の交錯に関する学際的研究序説－

東北大学大学院法学研究科・教授

研

東北大学大学院法学研究科・教授

辻村 みよ子

アジアの
ジェンダー平等政策と課題

Ⅱ

辻村 みよ子

多文化共生社会における
ジェンダー平等

究

Key questions
questions

1
2

Key questions
questions

1
2

グローバル時代の多文化共生社会における
ジェンダー問題とは何か？
ジェンダー平等、
多文化共生、
およびグローバリゼーションの関係をいかに捉えるか？

研究の目的と方法

大沢 真理

東京大学社会科学研究所・教授

吉田 浩

グローバル化のもとで性差別や女性の人権侵害が拡散し、南北格差や社会格差の拡

の研究成果を深化・発展させ、社会科学を総合する視座にたって、グローバル化時代

大によって多くの女性が性的人権侵害の被害者となっています。これに対してアジア

の「男女共同参画（ジェンダー平等）と多文化共生」に関する新たな研究教育分野を

諸国でもジェンダー平等政策を強化していますが欧米先進諸国に比べて必ずしも十分

確立することを目的の一つにしています。ジェンダー平等問題と多文化共生問題を融

でなく、その現状や課題に対する情報も不足しています。さらに、諸国の状況を各論

合させる視点から、男女共同参画社会のみならず、多文化共生社会の実現を展望する

的に分析するだけでなく、アジア全体を見わたす視点から、性別のみならず人種・宗

総合的かつ野心的な試みといえます。

教・文化などを加えた多文化共生の視座に立って、アジアの平等政策の現状と課題を

そこで本プロジェクトでは、グローバリゼーションのもとで起こっているジェン

総合的に分析することが急務です。

ダー平等にかかわる社会問題を明らかにし、現代の多文化共生社会においてジェン

そこで本プロジェクトでは、欧米先進国や日本のジェンダー平等政策との比較とい

ダー平等を実現するための学際的な理論研究をめざします。

う視点をふまえて、アジアのジェンダー平等政策に含まれる普遍的な政策課題を抽出

そのため、本プロジェクトでは、まず総論的アプローチとして、グローバリゼー

し、経済・社会のグローバル化のもとでの女性労働者や性業女性等に対する性支配の

ション、ジェンダー平等、多文化共生の相互関係を明確にし、多文化共生社会のジェ

根源ともいえる文化的・宗教的・制度的要因等を明らかにします。同時に、アジア各

矢野 恵美

ンダー問題の位相を明らかにすることをめざします。ここでは、ジェンダー法学・社

国のジェンダー平等の実情や取組みを検討し、その特殊性を解明することをめざしま

廣渡 清吾

会学・経済学等のいわばジェンダー社会科学という新しい研究領域にかかわる第一線

す。

東北大学大学院経済学研究科・教授
東北大学国際高等研究教育機構・助教

東京大学社会科学研究所・教授

木本 喜美子

一橋大学大学院社会学研究科・教授

貴堂 嘉之

一橋大学大学院社会学研究科・准教授

佐々木 弘通

成城大学大学院法学研究科・教授

Isabelle Giraudou
日仏会館研究員

川人 貞史

の研究者と協力して、この GCOE プログラム全体の課題にも通じる理論的課題を抽

岩本 美砂子

三重大学大学院人文社会科学研究科・教授

糠塚 康江

関東学院大学法学部・教授

早川 のぞみ

東北大学大学院法学研究科・助教

N. Des Rosiers

の具体例について研究し、問題解決のための諸条件を明らかにして、政策的課題にも
対応しうる理論の構築をめざします。ここでは、例えば、ジェンダー平等と宗教・文
化が交錯するイスラムのスカーフ問題のほか、移民政策、経済格差と女性の労働、シ

大沢 真理

チズンシップ、人身取引・性暴力の問題などを取り上げます。

研究活動
このプロジェクトでは、多文化共生社会のジェンダー平等に関する課題の宝庫であ
るカナダ・アメリカ・北欧・フランスなどの研究者と日本の研究者との共同研究によっ
て、各国の現状と理論的課題を検討します。
このため、2008 年 9 月にはコロンビア大学・オタワ大学・ケベック大学を訪問

Frances Olsen

ランスから研究者６名を招いて東京で国際ワークショップを開催し、イスラムのス
カーフ問題や信教の自由とジェンダー平等などについて検討しました。また、同年 1

カリフォルニア大学ＬＡ校・教授

月 9 日には仙台で「アメリカ大統領選挙におけるマイノリティーとジェンダー」に

E.Povinelli

関する研究会を開催しました。同年 3 月下旬にはフランスでセミナーを行って現実

コロンビア大学・教授

Jackie Steele

オタワ大学・非常勤講師
（ポスドク）

題点など、さまざまな政策課題を分析して、日本の男女共同参画政策に活かすことを
めざします。

東京大学社会科学研究所・教授

田中 重人

東北大学大学院文学研究科・講師

して講演会やセミナーを開催しました。続いて、2009 年２月 19 日にはカナダ・フ

Alain-G Gagnon

身取引、移民労働者問題、さらには韓国で導入された国会議員選挙のクオータ制の問

研究組織

Caroline Andrew
ケベック大学モントリオール校・教授

国際政治学等の視点から、アジア諸国で問題になっている女性の人権侵害、DV、人

ついで各論的アプローチとして、ジェンダー研究と多文化共生研究が交錯する領域

オタワ大学・理事
Civil Law Section併任教授
オタワ大学・教授

そのため、ジェンダー法学や社会学的なアプローチを中心に、憲法・刑法・社会学・

出し、その解決にむけた学際的研究を行います。

東北大学大学院法学研究科・教授
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比較研究の中でアジアのジェンダー平等政策の
普遍性と特殊性を明らかにすることは可能か？

研究の目的と方法

このグローバル COE プログラムは、21 世紀 COE「男女共同参画社会の法と政策」

研究組織

アジア諸国のジェンダー平等政策の現状と課題は何か？

の多文化共生社会で起こっている具体的問題について研究を行い、８月初旬に仙台で
国際フォーラムを開催する予定です。

矢野 恵美

東北大学国際高等研究教育機構・助教

木本 喜美子

一橋大学大学院社会学研究科・教授

橋本 ヒロ子

研究活動
本プロジェクトでは、韓国・中国・インド・タイ・ベトナム・インドネシア等のジェ

十文字学園女子大学・教授

ンダー平等政策について、各国の事情に詳しい内外の研究者を中心に研究を重ね、国

土佐 弘之

際ミニシンポジウムやワークショップを通して得られた研究成果を叢書で発表する予

神戸大学・教授

稲 正樹

国際基督教大学・教授

鮎京 正訓

名古屋大学・教授

金 善旭

梨花女子大学・教授

全 敬玉

淑明女子大学・教授

朱 暁青

中国社会科学院法律研究所
ジェンダー法センター・所長

定です。
2008 年 12 月には、国立女子教育会館で開催されたアジアの人身取引等に関する
国際フォーラムに参加し、アジアの研究者とのネットワークを確立しました。今後、
このネットワークを活用しながら、アジア諸国におけるジェンダー平等の政策と課題
について研究を深めていく予定です。日本人研究者による研究会も開催すると共に、
2009 年度８月初旬にはアジア諸国から第一線の研究者を招いて国際フォーラムを開
催する予定です。
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－男女共同参画と多文化共生の試金石－

大沢 真理

東北大学大学院教育学研究科・教授

－中・高等教育における男女別学の国際比較分析に基づいて－

研

東京大学社会科学研究所・教授

生田 久美子

男女共同参画・多文化共生社会に求められる
「リーダーシップ」教育の研究

Ⅱ

人間の安全保障と人身取引問題

究

Key questions
questions

1
2

Key questions
questions

1
2

搾取の手口や人身取引の形態の実態は？
受け入れ大国である日本国内の
「需要」
削減のために
効果的な取り組みは？

「リーダーシップ」
概念およびその育成は男女間や文化に
よってどのように違うのか？

研究の目的と方法

研究組織
原 ひろ子

城西国際大学国際人文学部・客員教授

研究の目的と方法

人身取引は、被害女性の人権を著しく侵害するだけでなく、グローバル組織犯罪の

本プロジェクトの目的は、男女共同参画社会及び多文化共生社会において求められ

有力な資金源となることによって、途上国・先進国を問わず人間の安全保障の脅威と

る「リーダーシップ」を育成する教育モデルを構築することです。そのためには、
「リー

なっています。いわばジェンダー平等と多文化共生の試金石となる課題です。日本は

ダーシップとは何か」を問う必要があります。つまり、従来のリーダー像やリーダー

開発協力への貢献が期待される国でありながら、性的搾取を目的とする人身取引の有

シップ概念を「ジェンダー」および「多文化」という二つの視点から捉え直すことが

数の受入国であり、この問題への解決に資する調査研究が切実に要請されています。

必要なのです。

このような状況を背景に本研究プロジェクトでは、
（1）日本国内の法整備に対応し

この課題を達成するため、本プロジェクトでは、男女別学教育がもつ教育的意義に

て巧妙化・複雑化する搾取の手口や人身取引の形態の実態についての調査を深め、日

焦点を当てます。この理由は、男女別学教育を分析対象に据えることで、現代の男女

本国内の体制、国際協力の実態を検証すること、（2）日本に人身取引されて出身地

共学教育の問題点・改善点を浮き彫りにすることができると考えるためです。例えば、

に帰還した「帰国女性」へのインタビュー調査の詳細分析と発展的調査を実施し、送

現代の男女共学教育には様々なジェンダー・バイアスが内在しているため、特に女性

り出し地における有効で具体的な防止策と支援策のあり方を検討すること、（3）性

の「リーダーシップ」育成には男女別学が有効であるという見方があります。本プロ

的サービスの売買に関する国内大規模意識調査の分析および質的調査により、日本国

ジェクトでは男女別学に対する批判と支持の双方の指摘を吟味し、ジェンダーに中立

内の「需要」問題の削減のために効果的な意識啓発のあり方を探り、また包括的に人

な—ジェンダー・センシティブな—「リーダーシップ」育成教育の可能性を追求して

身取引被害者を保護・支援するための国内外を通じた幅広いセーフティーネットの構

いきたいと考えています。

築強化方法を明らかにすること、（4）「需要」削減や保護・支援活動に関する諸外国

また、「リーダーシップ」教育分析の二つ目の軸は「国（民族および文化）」です。

の実態について情報を収集することを、目的としています。

その理由は、国（民族および文化）による「リーダーシップ」の捉え方の違いを比較・

坂東 眞理子

昭和女子大学・学長

橋本 ヒロ子

十文字学園女子大学社会情報学部・教授

Glenda. S. Roberts

早稲田大学アジア太平洋研究センター・教授

吉田 容子

立命館大学法科大学院・教授

田中 由美子

国際協力機構・国際協力専門員

分析することによって、よりグローバルな視点から当概念を再構築することができる
研究方法としては、タイ、カンボジア、フィリピンの政府機関、NGO と密接に協

そこで、本プロジェクトの調査は日本およびアメリカ等諸外国での調査を実施しま

（「帰国女性」）を研究協力者に迎えます。さらには、カンボジア等でリーガルリテラシー

す。調査対象とする学校は、(1)「社会的リーダーシップの育成」を教育目的として

活動をおこなう NGO との連携やインドシナ地域での国際協力、リーガルリテラシー、

掲げていること、(2) 進学率、偏差値等の水準が高いこと等を選定基準の一つとします。

開発などに関心を持つ若手に短期インターンシップの提供も検討しており、各所に国

各学校においてフィールド調査、インタビュー調査等を実施し、当該学校における教

際交流の要素を持つ研究プロジェクトです。

中野 洋恵

情報収集を行いました。また、人身取引被害者を保護・支援しうる幅広いセーフティー

青山 薫

京都大学GCOE・特定助教

羽田野 慶子

福井大学教育地域科学部・准教授

渡辺 美穂

国立女性教育会館・研究員

高松 香奈

東京大学社会科学研究所・特任助教
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研究活動
2008 年 12 月に国立女性教育会館と共催で国際フォーラムを開催し、意見交換と

国立女性教育会館・研究国際室長

研究組織

育目的、カリキュラム、教育実践について、教育哲学・教育政策・カリキュラム論等
の視点から多角的な分析を試みます。

水原 克敏

大槻 奈巳

聖心女子大学文学部・准教授

と考えるためです。

力して調査研究を行います。また、エンパワーメント・アプローチを重視し、当事者

日下部 京子

Asian Institute of Technology (AIT),
the School of Environment,
Resources and Development、
Gender and Development Studies(GDS)・
准教授

男女共同参画および多文化共生をベースとする社会に
求められる
「リーダーシップ」
教育とはどのようなものか？

ネットを構築強化するために、日本国内で人身取引問題に関連した支援を行うグルー
プや団体、被害を受けている可能性のある女性の窓口となりうる機関・外国人支援団
体等にヒアリング調査を実施しています。
2009 年度以降は、日本に人身取引されて出身地に帰還した「帰国女性」へのイン
タビュー調査を詳細分析し発展的調査を行います。そして、送り出し地における有効
で具体的な防止策と支援策を検討していきます。

東北大学大学院教育学研究科・教授

末松 和子

東北大学大学院経済学研究科・准教授

尾崎 博美

東京文化短期大学生活学科・助教

八木 美保子

立教大学大学教育開発・支援センター・
学術調査員

Jane Roland Martin

マサチューセッツ大学・名誉教授

Susan Laird

オクラホマ大学Educational
Leadership& Policy・准教授

坂本 辰朗

創価大学教育学部・教授

研究活動
本プロジェクトは、
（１）文献調査による「リーダーシップ」概念の理論的分析と（２）
日本および諸外国の男女別学校におけるフィールド調査の分析を行います。
2009 年１月２３日に実施した第１回研究会では「日本の男女別学・共学教育の現
状と課題」と題して、現在の日本における公立高等学校の共学化の動向について議論
しました。また、メアリ・ウルストンクラーフトの教育思想を題材として、
「男女共学」
教育がもつ課題についても議論しました。このテーマについては、５月に開催予定の
研究会で坂本辰朗氏の発表をもとにさらに議論を深めていく予定です。
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－
「刑事法とジェンダー」
研究からのさらなる発展－

矢野 恵美

1
2

究

Key questions
questions

東北大学理事
（大学院法学研究科・併任教授）

Key questions
questions

21世紀の刑事政策における多文化共生とは？
—被害者の救済と権利、
加害者の更生と再犯防止の観点から

1
2

加害者への厳罰も加害者の更生も被害者の癒しにはならな
い。
それでは被害者には何が必要か？

このグローバル化された現代国際社会における
国際法規範の新たな役割と新たな機能は何か？
グローバル化は国際法と国内法の関係に
いかなる変化をもたらしたか？

研究の目的と方法
研究の目的と方法

犯罪というものについて考える場合、1 つには犯罪の予防という観点がありますが、ひ
とたび犯罪が起こってしまった後には、被害者の救済、加害者の更生・再犯防止等の観点

本研究プロジェクトは、多文化共生とジェンダーをめぐる現代国際社会の法規範が

から対策を考える必要があります。しかし、この中の被害者問題については長い間ない

どのような形で国内法秩序の中に位置づけられ、その具体的な履行が図られているか

がしろにされ続けてきました。それが最近になってようやく問題視され、
「被害者の権利」

に関して、国際法秩序と国内法手続との接合と交錯に注意を払いながら、複眼的・総

にも目が向けられるようになり、日本は今まさに刑事司法の大転換期を迎えています。そ

合的な視点からこれを実証的に検討し、理論的な整理を行うことを目的としています。

もそも現代社会においては、加害者が死刑になるごく少数のケースを除いて、犯罪を起こ

同時に、多文化共生が必須となったグローバル化された現代の国際社会において、国

しても加害者は必ず社会に帰ってきます（ことに先進国では、日本とアメリカを除いて死

際法規範が国際紛争解決の新たな枠組みとしていかなる実際的機能を果たしているか

刑自体が存在しません）
。つまり私達は犯罪の被害者（とその家族）と加害者（とその家族）

を明らかにし、グローバルな多文化共生時代における国際法の新たな役割に光を当て、

が共に生きる社会を想定しなくてはならないのです（ここにおける「共生」には許容や互

理論的な再検討と問題提起、そして一定の理論的提言を行うことを目指しています。

助と言ったものは含まれず、同じ空間に必ず共に存在することのみを意味します）
。

そのための具体的な検討素材としては、（1）女子差別撤廃条約や国際人権規約等

また、21 世紀 COE の 6 クラスターのうち、
「身体・セクシュアリティ」では、女性や

の国際人権法の分野、（2）国際刑事裁判所（ICC）規程をはじめとする国際刑事法の

児童が被害者となる犯罪を中心にジェンダーの視点から刑事法を研究し、知見が得られて

分野、（3）グローバルな経済活動や貿易等をめぐる国際経済法や経済法の分野、な

います（COE 叢書第 5 巻等で成果も公表されており、メンバーも継続しています）
。本プ

どが挙げられます。また、（4）地球規模での法的及び政策的対応が要請されている

ロジェクトでは、さらに研究を深めると共に、COE で得られた知見を犯罪問題全体に敷衍・

国際環境法や環境法の分野、（5）資源開発や漁業問題、海洋環境の保全など広範な

応用していきます（例えば外国人による犯罪、外国人被害者問題も扱う予定です。
）
。

争点をもつ海洋法の分野、なども重要な検討対象となります。

本プロジェクトでは、被害者の権利が確立し、被害者が安心して暮らせ、かつ加害者が

研究組織
吉田 浩

東北大学大学院経済学研究科・教授

大澄 穂高

仙台保護観察所・企画調整課長

検討に際しては、国内における裁判手続や行政手続等と国際平面における紛争解決

更生し、再犯をしない社会を実現するための方法を、刑事司法の様々な段階に焦点をあて

手続との相互関係を視野に収めながら、国内法秩序と国際法規範の連関と交錯の実相

ながら、国際比較の視点、社会調査、法制度の経済分析の手法等も取り入れながら研究を

を明らかにし、国際法研究者と国内法研究者の協同作業、そして国境を越えた研究者

進めます。刑事司法については、実務と研究の協働の必要性が叫ばれながら、共同研究の

間の討論と意見交換等を通じて、多文化共生時代に適合的な法規範と法制度の構築の

場があまり多くない現状もあります。そのため本プロジェクトでは、刑事司法の各分野の

ための理論的基盤を探究したいと考えています。

実務家をメンバーに加え、実務と研究の視点の融合をも目指していく予定です。

小名木 明宏

北海道大学大学院法学研究科・教授

上瀬 由美子

江戸川大学社会学部・教授
仙台弁護士会

このプロジェクトでは、毎年度日本国内で研究会を開催し、犯罪被害者の権利と救

後藤 弘子

済、加害者の更生・再犯防止等について議論を深めていきます。プロジェクトを進め

千葉大学大学院専門法務研究科・教授

小西 聖子

武蔵野大学人間関係学部・教授

水谷 英夫
仙台弁護士会

吉野 智

法務省矯正局・専門官

黄 朝義

東呉大學法律學系・教授

John Dussich

カリフォルニア州立大学フレズノ校・教授

Jerzy Sarnecki

ストックホルム大学・教授
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研究活動

小島 妙子

るにあたっては、国内における調査・研究にとどまらず、海外の研究者との交流を通
じて国際連携も図っていきます。
2008 年度の活動としては、先ず 2009 年１月１２日には研究会を開き、ウィー
ンにおける女性や子どもの犯罪被害者対策と中国における売春問題に対する議論を行
いました。また、2009 年の 2 月 8 日と 11 日には、スウェーデンの保護監察官二
人を招き、仙台と東京でそれぞれ講演を開きました。東北や東京で活躍中の保護監察
官が多数参加し、北欧の犯罪者対策について熱い議論が行われました。
2009 年度からも、研究会に海外研究者・実務家を積極的に招聘して研究会や講演
会を開き、より広い視野を獲得することを目指していきます。

研

東北大学国際高等研究教育機構・助教

植木 俊哉

多文化共生とジェンダーをめぐる
国際法規範の国内的履行と国際紛争の
平和的解決メカニズムの実証的研究

Ⅱ

被害者と加害者が共生する社会

研究活動

研究組織

2008 年度は、若手研究者による研究会の開催等を通じて、本プロジェクトの研

山下 泰子

究対象となる国際法の各分野に関する今後の研究の基盤となりうる共通理解の構築に

文京学院大学外国語学部・教授

河崎 祐子

東北大学大学院法学研究科・准教授

滝澤 紗矢子
東北大学大学院法学研究科・准教授

田中 清久

東北大学大学院法学研究科・助教

坂本 一也

岐阜大学教育学部・准教授

ついて議論を重ねてきました。特に、2009 年 2 月に仙台で開催されたキックオフ・
セミナーに中国を代表する若手研究者を招聘し、本テーマに関する報告と討論を行う
など、海外のメンバーの本プロジェクトへの参加を具体化させていきました。
2009 年度は、定例の研究会を開催するとともに、日中韓の３カ国を中心とするミ
ニ国際シンポジウムを開催し、グローバル化時代の多文化共生という観点から現代の
国際法規範が果たすべき役割と機能についてさらに研究を進化させていく予定です。

朴 基甲

高麗大学・教授

張 新軍

清華大学・准教授
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大西 仁

戸澤 英典
東北大学大学院法学研究科・准教授

1
2

なぜ、
近年、
各国内において排他的ナショナリズムが
高まっているのか?

2

近年の排他的ナショナリズムの台頭は
グローバリゼーションとどのように関連しているのか？

研究の目的と方法
近年、グローバリゼーションが進行した結果、諸国民間の相互依存関係が強まると

グローバル化の進展による人の国際移動の増大は、「国民」を社会の主たる構成員

共に、世界的に生活様式や価値意識の共通化が顕著になっています。ところがその一

とする従来の国家のあり方に世界各地で変容を迫っています。また、先進国の多くで

方で、冷戦終結後の世界においては、各国内で排他的ナショナリズムが高まる傾向が

少子高齢化が進み、他方で人口爆発に喘ぐ国々が並存する状況下で、移民の受け入れ

見られます。すなわち、多くの国で、移民・外国人労働者や他のエスニック・グルー

／送り出しの圧力はますます強まり、同時に各国内でのマイノリティ排斥や排他的ナ

プの排斥を主張する政治勢力が影響力を伸ばし、暴力的な移民・外国人排斥運動、民

ショナリズムの高まりという現象が見られます。特に、人口減少時代を迎えた日本で

族紛争（ethnic conﬂict）、さらには、大量虐殺さえも発生しています。そして、少な

は、社会の存続のために、現状のキャパシティを超えるような速度で外国人を受け入

からぬ国で、自国の軍事力の行使・威嚇に依存する対外政策を展開することが多くなっ

れることが必須であり、多文化共生社会の構築が喫緊の課題となっています。
多文化共生をテーマに掲げる GCOE の一つのコアを為す本プロジェクトでは、上

顕著になっています。

平田 武

東北大学大学院法学研究科・教授

横田 正顕

選んで国際比較を行い、その取り組みを検討します。その際に、各国が置かれた状況

ム」（ethnocentric nationalism）がどのように、なぜ起こっているのか、又、それは

の異同や、各国の国内における外国人受け入れの多様性にも留意しながら、日本の多

グローバリゼーションがもたらす社会変動とどのように関連しているかを探究するこ

文化共生社会のあり方に有益な研究成果を得ることを目指します。具体的には、（1）

とにあります。

移民統合の法制度、（2）言語教育政策、（3）多文化共生社会の人材育成、を三本柱

これらの問題を解明するために、本研究プロジェクトは、日本・中国・韓国・ヨーロッ

樺島 博志

パの比較分析を進める計画です。そしてそこでは近年の政治・社会状況に目を向ける

東北大学大学院法学研究科・教授

だけでなく、排他的ナショナリズムが発生した背景を探るために、歴史的分析、思想

戸澤 英典

史学的分析も行いたいと考えています。

金 淑賢

東北大学大学院法学研究科・准教授

韓 冬雪
曹 海軍
朱 安東

清華大学・講師

何 建宇

清華大学・講師

常 保国

中国政法大学・副教授

李 元徳

国民大学・日本学研究所所長

南 基正

国民大学・副教授

金 碩淵

国民大学・講師

Glenn D. Hook

シェフィールド大学・教授

Yveline Lecler
IAO・教授

Masako Ikegami

ストックホルム大学・教授
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として、実務家とも連携しながら、研究を進めます。
その際、重点的な調査対象となる東北地方については、集住都市とは事情が異なり、

研究組織

農村部での後継者不足を背景に増加している外国人配偶者と地域社会の関係が一つの

助川 泰彦

ンダー研究ともクロスさせながら、「東北型多文化共生」のあり方を探っていきたい

山脇 啓造

と考えています。

東北大学国際交流センター・教授

清華大学・教授
清華大学・講師

記のような問題関心に基づき、多文化共生政策について興味深い事例である数カ国を

本研究プロジェクトの主目的は、このような各国内における「排他的ナショナリズ

東北大学大学院法学研究科・教授

東北大学大学院法学研究科・准教授

集住都市あるいはサービス業への単純労働者の受け入れが
多い都市部とは異なり農村の多い
「東北型多文化共生」
の現
状あるいは将来像はどのようなものか？

研究の目的と方法

たり、国民の間に隣国民をはじめとする他国民への敵意（hostility）が高まる傾向が

研究組織

1

多文化共生社会の望ましいあり方とはどのようなものだろ
うか？そうした社会に向けての政策的な対応として、
どの
ようなものが考えられるだろうか？この点に関して世界各
国の経験は何を教えてくれるだろうか？

究

Key questions
questions

Key questions
questions
研

東北大学大学院法学研究科・教授

多文化共生政策の国際比較

Ⅱ

グローバリゼーションと
ナショナリズム

焦点になるでしょう。この農村部における外国人配偶者（女性）の増加についてジェ

明治大学国際日本学部・教授

研究活動
本研究プロジェクトでは、日本、中国、韓国、英国、フランス、スウェーデンの研
究者による国際共同研究を展開していきます。
すなわち、調査・研究を各国で展開すると共に、随時日本の国内外で国際ワーク
ショップを開いて、それぞれの成果を基に共通理解を深めていく計画であり、その際、
積極的にポスドクの若手研究者や大学院博士課程の学生の参加も促すことによって、
若手人材の育成にも力を尽くしたいと考えています。
その一環として、2008 年 10 月 8、9 日には中国・清華大学において、日・中・
韓の研究者が共同して国際ワークショップ Tsinghua-Tohoku Workshop on“New
Social Issues in the Age of Globalization”を開催しました。また、2009 年 2 月 3、
４日の GCOE キックオフ・セミナーにおいても、日・中・英・仏の若手研究者を多
数招聘し、日本の若手研究者と共にグローバリゼーションとナショナリズムに関する
報告と議論を行いました。

近藤 敦

名城大学法学部法学科・教授

Ｊ.Ｆ.モリス

研究活動

宮城学院女子大学国際文化学科・教授

2008 年 12 月に、国内メンバーが集まり本プロジェクトを立ち上げました。その

市瀬 智紀

際に、日本の多文化共生政策に関する公開セミナーを開催し、宮城県や仙台市の実務

井柳 美紀

家十数名の参加も得て、研究と実務の緊密な連携について合意しました。いずれ、本

宮城教育大学教育学部・准教授
宮城教育大学教育学部・准教授

大村 昌枝

宮城県国際交流協会・企画事業課長

小原 信一

仙台国際交流協会・企画事業課長

田村 太郎

多文化共生センター大阪・代表理事

プロジェクトを核として東北地方の多文化共生に関するネットワークを作りあげるこ
とを目指しています。
2009 年 2 月 2 日～ 3 日には、宮城県登米市における外国人のための日本語教室を
視察、日本語教室の運営実態や市のサポートなどについてヒアリングを行い、その後、
プロジェクトメンバーの間で東北における多文化共生の課題と韓国における多文化共

梁 起豪

生政策の内容についての勉強会を行いました。また、2 月 22 日～ 26 日にかけては、

李 惟眞

韓国を訪問し、韓国政府側のヒアリングの他に、外国人住民の施設なども見学、関係

聖公会大学・教授
淑明女子大学・教授

韓 敬九

国民大学校国際学部・教授

者からのヒアリング調査も実施しました。韓国における多文化共生政策に関するすべ
てのデータは、翻訳過程を経て、オンライン・フォーラムにおいて随時公表する予定
です。
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－日米関係を中心に－

牧原 出

－地域間格差を手がかりに－

稲葉 馨
東北大学大学院法学研究科・教授

研

東北大学大学院法学研究科・教授

グローバル時代の
「公共性」
再考

Ⅱ

近代日本・戦後日本の対外態度

究

Key questions
questions

1
2

Key questions
questions

1
2

1.近代日本の対外態度の特徴は何か？
2.戦後日本の対外態度の特徴は何か？

研究の目的と方法
です。そもそも文化は歴史的生成物であり、多文化共生がうたわれる２１世紀のグ

との緊張関係を受けとめる場として、主権国家をめぐる「公共性」に着目します。公

ローバリゼーションに対しては、その歴史的基層を解明することが重要です。そのた

共の場での討議を通じた公権力の行使の正当化が、個々の政策領域においてどのよ

め、本プロジェクトでは、３つのグループに分かれて作業を進めます。

うに実現されうるか、あるいは実現されていないかという問題に、主として政策学

第１のグループは、政治史・外交史・思想史の方法を用いて、明治以降から戦後に

(policy studies) の方法を用いながら、接近していきます。より具体的には、法学・

かけての日米関係に主たる焦点を当てて、二国間関係の基層となる文化交流に留意し

政治学・経済学の観点から、多様な政策領域での事例研究を積み重ねつつ、「地域間

つつ、日米関係ひいては日本の対外政策の再考を図ります。テーマとしては、明治期

格差」をどうとらえるか、それは是正可能か、是正するならばいかなる政策理念と政

の条約改正、昭和初期の政党内閣と日米関係、占領改革における女性行政官の役割

策手段によってか、といった諸課題について検討します。

（Ｅ・ハードレーと有賀美智子）、アメリカ・カナダ日本人移民の文化交流、対アメリ

ここでは、次の３つのサブグループに分けて研究を進めます。第一には都市－農村

カ外交と東南アジア要因、メディアにおける日米関係と多文化共生などについて、各

における地域間格差研究班で、里山保全、環境、農業といった問題などについて検討

人が研究を深め、研究会を随時開催しつつ相互に研究を推進します。第２のグループ

していきます。第二には市場による地域間格差研究班で、産業クラスター分析などの

は、オーラル・ヒストリーの手法を用いて、多文化共生・ジェンダーの交錯分野に位

手法を取り入れていきます。第三には格差是正の制度検討班で、主として地方制度に

置する公人に聞き取りを行い、第１グループの研究に資する記録作成を行います。さ

ついて接近していきます。研究メンバーは適宜これらに重複しつつ参加し、プロジェ

らに第３のグループは、多文化共生の理論を再検討しつつ、プロジェクト全体を多文

クトを進めていきます。また、おのおのについて中間的な成果が出次第、それらを多

化共生の観点から検討するために、主として、アメリカ、イスラームの多文化共生の

文化共生と男女共同参画の視点から再解釈するフェーズを設けて検討に付します。ま

原 彬久

生田 長人
大西 仁

東北大学大学院法学研究科・教授

研究活動
２００８年度は、打ち合わせを兼ねた研究会を開催し、今後の研究の前提となるオー
ラル・ヒストリー・プロジェクトの方向性について、具体的な人選を進めました。ま

桑村 裕美子

東北大学大学院法学研究科・准教授

研究活動

東北大学大学院法学研究科・教授

澁谷 雅弘

２００８年１０月に「グローバリゼーションとナショナリズム」のプロジェクトに

戸澤 英典

あわせて、中国清華大学及び東北大学でミニ国際ワークショップを開催し、今後のプ

政策研究大学院大学・助教授

た、２００９ないしは２０１０年度に、日米ミニ国際ワークショップを開催し、それ

東北大学大学院法学研究科・准教授

伊藤 正次

にあわせてバンクーバーの日本人移民についての現地調査を行う予定です。その上で

東北大学大学院法学研究科・教授

の研究者と日本の産業クラスター分析について意見交換を行いました。さらに、今後

２０１１年度に総括的な研究会を行った上で、成果をブックフォームでまとめる予定

海野 洋

韓国の都市政治研究者との間で、研究交流ないしはミニ国際ワークショップを行う予

首都大学東京大学院
社会科学研究科・准教授

村井 良太

駒澤大学法学部政治学科・准教授

五百旗頭 薫

東京大学社会科学研究所・准教授

渡辺 将人

ジョージワシントン大学
ガストン・シグール・センター・客員研究員

手塚 洋輔

東京大学先端科学技術研究センター・助教
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研究者とミニ国際ワークショップを行うことを計画しています。

東北大学大学院法学研究科・教授

放送大学教養学部・教授

宮城 大蔵

た、国際比較の観点を取り入れるため、中国・フランスでこの問題に取り組んでいる

東北大学大学院法学研究科・准教授

天川 晃

東京大学
先端科学技術研究センター・准教授

研究組織
飯島 淳子

東京国際大学大学院
国際関係学研究科・教授

池内 恵

研究の目的と方法
本プロジェクトは、グローバリゼーションが生み出す社会的多様性と排他的画一性

研究組織

東京大学
先端科学技術研究センター・教授

グローバル時代に、
地域的多様性を、
どのようにすれば促進
できるか？

本プロジェクトの目的は、多文化共生を日本の文脈に即して歴史的に検討すること

現状を参照しつつ、日本の現状を批判的に検討します。

御厨 貴

グローバル時代に、
地域間格差の軽減は、
どのようにすれば
可能か？

です。

牧原 出

東北大学大学院法学研究科・教授

久武 昌人

ロジェクトの進め方について討論しました。また、２００８年１１月には、フランス

定です。

東北大学大学院法学研究科・教授

苦瀬 雅仁

東北大学大学院法学研究科・教授

西泉 彰雄

東北大学大学院法学研究科・准教授

仲野 武志

内閣法制局第一部・参事官補
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水野 紀子

東北大学大学院経済学研究科・教授

1
2

究

Key questions
questions
Key questions
questions

これまで、
社会法制および家族法制において、
国家は私的領域にどのように介入してきたのか？

1
2

少子高齢化が進展するなか、
社会法制および家族法制に
おける国家の介入はどのように変容するのか？

男女共同参画と多文化共生システムはどの程度効果的で
あるのか？
現在の人々の行動を変容させ社会厚生を改善するためには
我々は何をするべきか？

研究の目的と方法
研究の目的と方法

少子高齢化時代においては、たとえば雇用における性差別の禁止、働く女性に対す
る子育て支援、年齢差別の禁止を通じての高齢者の雇用の促進、児童虐待に対する行

本プロジェクトは、多文化共生、男女共同参画、高齢社会にかかわる法制度や社会

政の介入等の法政策を進めていくことが要請されます。そこで、本プロジェクトは、

システムの改変・整備が、社会・経済・国民の行動変化や厚生に及ぼす効果を可能な

少子高齢化をめぐるさまざまな領域における、国家の機能・介入・規制のあり方と私

限り実証的に検討することを目的としています。

的当事者の機能・役割・権利義務についての研究を行います。

この目的を達成するために本プロジェクトがとる方法は、次の 5 つです。第 1 に、

私的領域への国家の介入という問題は、たとえば「市民法」に対する「社会法」の

多文化共生、男女共同参画、高齢社会データベース、アーカイブスを構築すること、

形成として、
「法学」の世界においてこれまでも多くの研究がなされてきました。しか

第 2 に、アンケート調査の結果を利用に供するかたちで社会に引用してもらうこと、

しながら、少子高齢化時代において今日模索されている私的領域への国家の介入・規

第 3 に、ノルウェー統計局の地域別男女平等指標の日本版を作成し、公表すること、

制は、これまで形成されてきた「公法」
、
「私法」
、そして「社会法」という学問領域に

第 4 に、上記データを活用しつつ、社会問題を法・制度を通じて把握し、経済モデ

とどまっていては十分対処しきれない問題を多く含んでいます。それゆえ、従来の「公

ルで分析、仮説を実証分析で検証し、法・制度の形で社会の改善へと還元すること（こ

法」
、
「私法」
、
「社会法」という枠組みを越えた新たな研究が要請されているといえます。

れが研究のコアとなります）、第 5 に、これらの過程や結果を逐次、ＤＰ等の形で公

そこで、本研究プロジェクトは、社会法制グループと家族法制グループの２つのサ

開し、最終的成果を叢書・教育用教材として出版することです。

ブプロジェクトに分かれて研究を行っていきます。

このプロジェクト研究で期待されるのは、（1）社会制度に関するフロンティアな

まず、本プロジェクトの基礎研究的な性格を有しているのが、社会法制グループの

研究組織
芹澤 英明

東北大学大学院法学研究科・教授

坂田 宏

東北大学大学院法学研究科・教授

久保野 恵美子

東北大学大学院法学研究科・准教授

森田 果

東北大学大学院法学研究科・准教授

米村 滋人

東北大学大学院法学研究科・准教授

中林 暁生

東北大学大学院法学研究科・准教授

嵩 さやか

東北大学大学院法学研究科・准教授

滝澤 紗矢子

東北大学大学院法学研究科・准教授

桑村 裕美子

東北大学大学院法学研究科・准教授

中原 太郎

スティックな議論が先行してきた分野において、何がどれだけ変わるのかという根拠

領域の関係を見据えた基礎理論的な視座が提供されます。

に基づく公共政策の議論の土台を提示し、東北大学によって Evidence Based Public

河上 正二
大村 敦志

東京大学大学院法学政治学研究科・教授

また、データベースを情報シナジーセンターや図書館を通じて提供することにより、

局面に焦点を当てていくのが、家族法制グループの行う研究です。すなわち、
「近代法」

この GCOE プロジェクトで全学的に使える研究資源を充実化させることができます。

が家庭に対して不介入を原則としてきたことを再確認し、そのような原則の自明性を
問い直しつつ、家庭への国家の介入が従来の家族法制に対していかなる変容をもたら
すのか、という点を研究する予定です。このような研究を通じて、
「
『家族』という特
殊な私的領域への国家の介入の可能性」についての理論的な視座が提供されます。

研究活動

研究方法としては、毎年度 10 回程度研究会を開催し、上記の社会法制グループと家

2008 年度には、主に多文化共生、男女共同参画関連のデータベースを構築し、先

族法制グループにおける具体的研究課題について、グループ相互のインタラクティブ

行研究サーベイやプレ調査を行いました。2009 年度よりは、アンケート調査の予備

な議論を通じて連携を図りながら調査・研究を進めます。

針評議会のコロックに参加し、年金制度についての調査・資料収集を行ったほか、中

東京大学大学院法学政治学研究科・教授

Policy という一分野を確立する、という研究効果です。

少子高齢化時代の下で具体的に問題となりうる、家庭への国家の介入という具体的

矢野 恵美

東京大学社会科学研究所・准教授
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て検討しなおします。これらの研究を通じて、
「少子高齢化」時代における国家と私的

海外と連携した研究としては、メンバーが、フランス・パリにて開催された年金方

水町 勇一郎

育成する、という教育効果と、（2）これまで、ともすれば「べき論」やジャーナリ

さらに、
（2）私的自治への国家の介入の可能性を模索してきた「社会法」分野を改め

東北大学大学院法学研究科・准教授
東北大学国際高等研究教育機構・助教

イシューについて、定量的な根拠に基づいて判断し、政策立案、議論のできる人材を

行う研究です。まず、
（1）少子高齢化問題に対する具体的な法政策のあり方を模索し、

研究活動

国・北京の清華大学にて開催された国際ワークショップに参加し、国際連携の予備的
打ち合わせを行いました。
また国内においても、東北大学で合計８回に及ぶ研究会を活発に開催しました。２
月のキックオフ・セミナーでは、「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」と題したセ
ミナーを主催し、憲法、民法、労働法の視点から原論的及び各論的な議論を行いました。

研

東北大学大学院法学研究科・教授

吉田 浩

「法の経済分析（Law and Economics）」
の手法に基づく、多文化交流、
男女共同参画の政策効果の分析

Ⅱ

少子高齢化をめぐる
国家と私的領域

研究組織
河上 正二

東京大学大学院法学政治学研究科・教授

森田 果

東北大学大学院法学研究科・准教授

米村 滋人

東北大学大学院法学研究科・准教授

調査を行い、本格調査に備えたいと考えています。
2009 年度から 2010 年度にかけては、多文化共生、男女共同政策の法制度の分析
モデル化作業を行います。法、制度のモデル化による理論分析を行い、東北大学およ
び東京大学の合同ワークショップで報告することにより、研鑽を積みます。また、多
文化共生、男女共同参画に関する実証的データを収集するため、アンケート調査を企
画・実施します。

田中 重人

東北大学大学院文学研究科・講師

水落 正明

三重大学大学院人文社会科学研究科・准教授
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田中 重人

大沢 真理
東京大学社会科学研究所・教授

グローバル知識経済と社会的排除の諸相－

研

東北大学大学院文学研究科・講師

生活保障システムの
比較ジェンダー分析

Ⅱ

少子高齢化社会の家族変動：
ミクロデータ分析によるアプローチ

究

Key questions
questions

1
2

研究組織

1
2

近代家族制度は多様化の時代に適応できるか?
家族は、
不平等・従属・貧困・暴力と
どのように関連しているのか?

研究の目的と方法

貧困、
失業、
雇用の非正規化、
次世代育成の困難などの
社会的排除の実相は？
社会的排除を克服するべく生活保障システムに
導入されている改革の動向は？

研究の目的と方法

本プロジェクトは、ミクロデータによる計量分析を中核として、現代日本社会にお

このプロジェクトは、「生活保障システム」と「社会的排除」というアプローチを

東京大学社会科学研究所・教授

ける家族変動を科学的にとらえ、家族に関する政策の立案と評価に寄与することをめ

通じて、日本、韓国、ドイツ、スウェーデンを主な対象に、比較ジェンダー分析を行

久保野 恵美子

ざします。現代社会では、家族をターゲットとする明示的な政策が存在する一方、さ

います。

佐藤 博樹

東北大学大学院法学研究科・准教授

まざまな分野で事実上「世帯」を単位として制度が設計されており、家族のあり方

およそ 1970 年代の半ば頃から、経済はますますグローバル化し、先進工業諸国

は、政策の前提としても機能しています。しかし、従来の計量的な家族分析は、社会

を中心として、サービス業の比重が拡大したり、製造業の生産拠点が国外に移転した

東京大学社会科学研究所・特任研究員

学的な理論に基づいて家族の実態を把握することに主眼があり、法あるいは政策との

りという動きが進んできました（ポスト工業化）。そのなかで、資本主義のあり方も

井田 瑞江

関連を意識した研究はあまりおこなわれてきませんでした。本プロジェクトにおいて

一様ではなく、「自由主義的な市場経済」と「調整された市場経済」に大別されると

は、法学および社会政策学を専攻する研究者と社会学を専攻する研究者との密接な協

いう、「多様な資本主義」論が展開されています。一方、従来のような福祉国家を基

首都大学東京人文科学研究科・准教授

力により、本 GCOE プログラムの研究課題である「ジェンダー平等」「少子高齢化社

軸とする生活保障システムは手詰まりに陥ったといわれています。新しく浮上してき

金 貞任

会」「多文化共生」に関する政策的な問題について学際的な観点から接近します。具

矢野 恵美

東北大学国際高等研究教育機構・助教

金井 郁

関東学院大学文学部・准教授

稲葉 昭英

東京福祉大学社会福祉学部・准教授

澤口 恵一

大正大学人間学部 ・准教授

施 利平

明治大学情報コミュニケーション学部・
准教授

品田 知美

立教大学コミュニティ福祉学部・
非常勤講師

嶋崎 尚子

体的な分析課題としては、(1) 標準的ライフスタイルを前提とする制度と多様化する
家族の実態との乖離、(2) 経済的格差と家族構造の関係、(3) 夫婦間の経済的依存と
性別役割分業、(4) 家庭における暴力・虐待傾向の発生メカニズム、(5) 親族サポート・
ネットワークのひろがり、(6) 家族の形態と機能に関する規範意識の動態、などがあ
げられます。
中心となるミクロデータは、日本家族社会学会による日本全国の確率標本による大

早稲田大学文学学術院・教授

規模調査「全国家族調査 (National Family Research of Japan: NFRJ) です。1998

島 直子

年度、2001 年度、2003 年度に行われた調査のデータは東京大学社会科学研究所「SSJ

明治学院大学社会学部・非常勤講師

鈴木 富美子

淑徳大学総合福祉学部・非常勤講師

田中 慶子

データアーカイブ」を通じて利用可能になっています。2008 年度にも同規模の調査
(NFRJ08) を実施する計画が進行中です。

家計経済研究所・研究員

田渕 六郎

上智大学総合人間科学部・准教授

土倉 玲子

北海道文教大学外国語学部・非常勤講師

筒井 淳也

立命館大学産業社会学部・准教授

永井 暁子

研究組織
Karen Shire

デュースブルグ大学
比較社会学日本社会学科・教授

Karin Gottschall

ブレーメン大学社会政策研究センター・教授

Margarita Estévez-Abe

シラキューズ大学マックスウェル校・准教授

宮本 太郎

北海道大学大学院法学研究科・教授

金英

釜山大学社会学部・教授

相馬 直子

横浜国立大学大学院
国際社会科学研究科・准教授

高松 香奈

た社会的リスクに福祉国家が対応できず、多くの人々にとって、生活と社会参加が困
難であるという「社会的排除」が広範に現れているのです。
このような状況を背景に、このプロジェクトは、多様な資本主義論において調整さ
れた市場経済と特徴づけられる諸国から、上記の 4 カ国を主な対象として、貧困、失業、
雇用の非正規化、次世代育成の困難などの社会的排除の実相、および排除を克服する
ために生活保障システムに導入されている改革の動向を明らかにしていきます。また、
生活保障に役立つ制度・慣行として社会的経済ないしサードセクターに着目します。
コミュニティ・ビジネス、協同組合、共済組合、社会的協同組合や社会的企業などを
含む社会的経済が、経済全体に占める比重や、その生活保障機能（雇用創出効果、労
働市場挿入効果、地域経済波及効果を含む）について、イギリス・イタリアも含めて、
現地調査などの方法で調査研究を進めていきます。

東京大学社会科学研究所・特任助教

研究活動
2008 年 10 月に、第 1 回目の研究会を行うと同時に本プロジェクトを立ち上げ、
2008 年 11 月 25 日には、「法律家の仕事と家庭のバランスに関する調査」という
題材で講演会を行いました。

金井 郁

東京大学社会科学研究所・特任研究員

研究活動

東京経済大学経済学部・教授

福士 正博

このプロジェクトは、海外の協力者を含む全体会合を定期的に開催し、集中的な意

田中 夏子

見交換を行います。その際に可能な限り国際学会等での分科会も開催し、中間的成果

都留文科大学文学部・教授

櫻井 勇

を発表して、プロジェクト外からインプットを得るようにします。

日本女子大学人間社会学部・准教授

現在、家族変動・家族政策・計量分析に関する文献を収集し、分析課題を絞り込ん

JA総合研究所・主席研究員

2008 年度は、9 月に国際社会学会大会（スペイン）で中心的メンバーが報告す

西野 理子

でいる最中です。2009 年度までは、既存のデータを利用しての予備的分析もおこな

栗本 昭

るパネルを開催しました。また、11 月には「社研 GCOE」セミナーとして研究メン

東洋大学社会学部・准教授

西村 純子

明星大学人文学部・准教授

福田 亘孝

青山学院大学社会情報学部・教授

松信 ひろみ

駒澤大学文学部・准教授

保田 時男

大阪商業大学総合経営学部・講師
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Key questions
questions

うとともに、今後のミクロデータ分析において必要となる資料の整備 ( たとえば調査
項目の英訳など ) を行います。また、家族調査の技術上の問題点について検討する予
定です。

生協総合研究所・主任研究員

山口 浩平

生協総合研究所・研究員

今井 貴子

東京大学大学院博士課程

朴 姫淑

バーが成果を発表しました（「社研 GCOE」セミナーは月 1 回程度開催予定）。また、
2009 年 2 月には、日本（東京）で国際シンポジウム（2 月 28 日）を開催しました。
2009 年度にはブレーメン大学とハンザ先端研究所と連携して集中研究会と公開シン
ポジウムを開催する予定です。

東京大学大学院博士課程単位取得退学

成 垠樹

東京大学大学院博士課程
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佐藤 博樹
東京大学社会科学研究所・教授

企業の人材活用におけるワーク・ライフ・
バランス（WLB）支援と男女雇用機会均等
施策の効果に関する実証的研究
Key questions
questions

1
2

ＷＬＢと雇用機会均等は両立できるのか？
WLBと雇用機会均等は、
人材活用
（Human Resource
Management）
にプラスの効果をもたらすものか？

研究の目的と方法
本プロジェクトでは、企業におけるワーク・ライフ・バランス支援と男女雇用機会
均等施策の２つの課題を取り上げ、現状、両者の関係および効果などに関して国際比
較を含めて実証的に研究を行います。
ワーク・ライフ・バランス支援と男女雇用機会均等施策の両者を取り上げるのはつ
ぎのような理由によります。
「ワーク・ライフ・バランス支援」は、出産や育児や介護などライフイベントがあっ
ても仕事を続けることができる働き方や仕組みがあるかどうかを、「均等」は、性別
にかかわらず、意欲や能力に応じて活躍できる企業であるかどうかを意味します。企
業の人材活用の実態を「均等」と「ワーク・ライフ・バランス支援」のそれぞれの実
現度で測定すると、４つの類型に分かれます。均等法が成立した当初は、男性と同じ
ように意欲や能力のある女性が、男性と同じキャリアを歩めるようにすることにその
主たる目的がありました。しかし女性の活躍の場を拡大していくためには、「均等」
と同時に、「ワーク・ライフ・バランス支援」を充実することが不可欠なのです。「均
等」が実現していても、「ワーク・ライフ・バランス支援」が不十分な企業では、男
女役割分業を前提とした男性の働き方を前提にするのではなく、それを変えて行くこ
とが必要となります。「ワーク・ライフ・バランス支援」を実現するためには、実は、
男性の働き方を見直すということが鍵となり、そのためには、仕事の仕方や管理の仕
方を変えることが不可欠になります。
研究方法は、東京大学社会科学研究所のＳＳＪデータアーカイブや海外のデータ

研究組織

アーカイブが所蔵するデータセットおよびプロジェクト参加者が利用可能なデータ

不破 麻紀子

東京大学社会科学研究所・助教

の企業経営、人材活用、職務行動、女性の活躍の場の拡大などへの影響や、ＷＬＢ支

田中 重人

援および雇用機会均等を実現できる労働時間管理・仕事管理などマネージメントのあ

東北大学大学院文学研究科・講師

永井 暁子

日本女子大学人間社会学部・准教授

セットを再分析することによって、企業によるＷＬＢ支援策および雇用機会均等施策

り方を実証的に明らかにすることを目指します。また、ＷＬＢ支援施策に関する国際
比較や産業間研究なども分析に含めます。

田中 慶子

家計経済研究所・研究員

水落 正明
三重大学大学院人文社会科学研究科・准教授

筒井 淳也

立命館大学産業社会学部・准教授

中村 真由美

2008 年度には、参加メンバーが各自分析に取り上げるデータセットを確定する
ことに主な重点を置いて、活動をしました。2009 年度から具体的な分析に入り、

お茶の水女子大学
教育研究特設センター・助教

2009 年度には第 1 次の分析レポートを作成する予定です。なお、企業におけるＷ

朝井 友紀子

ＬＢ支援の現状や課題の理解に関しては、東京大学社会科学研究所が民間企業と共同

慶応義塾大学経済学研究科博士課程

原  ひろみ

労働政策研究・研修機構・研究員

25

研究活動

で実施しているワーク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクトと密接な情報交換
を行っております。
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人材育成

の主なプログラムとしては、クロスナショナル・ドクトラル・コース（CNDC）、GCOE フェ
ロー、RA の 3 つがあります。
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人材育成

図1

CNDCの履修モデル

本 GCOE プログラムは、若手人材の育成を最重要目標と位置付けています。若手人材育成

クロスナショナル・
・
クロスナショナル
ドクトラル
・
コースとは
ドクトラル・コースとは
東北大学大学院法学研究科と海外パートナー
機関が共同で学生の指導にあたる博士課程です。
CNDC に登録した学生は、3 年間の博士課程
の中の少なくとも 1 年間は国外の機関で履修し、

海外パートナー機関
海外パートナー機関
外パートナー機関としては、現在までのところ、
＜図 2 ＞にある 6 つの機関が確定しています。
今後、なおいくつかの機関が海外パートナー
機関として加わることが予定されています。

海外パートナー機関
博士課程の学生

外パートナー機関の双方に博士論文（原則とし
取得すること（ダブルディグリー又はジョイン
トディグリー）を目指します＜図 1 参照＞。
CNDC では、学生が全課程を英語で履修する
ことも可能なようにカリキュラムが組まれてい
ます。

海外パートナー
機関で履修

東北大学
博士課程の学生

東北大学と共同して CNDC の実施にあたる海

原則として 3 年間の課程を経て、東北大学と海
て英語）を提出して、両機関から博士の学位を

人材育成

クロスナショナル・ドクトラル・コース(CNDC)

海外パートナー
機関で履修

海外パートナー
機関で履修

学生募集状況
学生募集状況
2008 年 度 末 ま で に、 シ ェ フ ィ ー ル ド 大
学、エコル・ノルマル・シュペリュール（ENSLSH）、リヨン第 2 大学（フランス）、清華大学
の博士課程の学生を対象とする CNDC への募集
が既に始まっています。この後、国民大学、オ

学生の指導体制
学生に対する指導

タワ大学の学生を対象とする募集も間もなく開

CNDCの国際共同実施体制

始される予定です。そしてここで応募してきた

CNDC のひとりひとりの学生に対して、東

学生からほぼ 10 名が選抜され、2009 年 10

北大学大学院法学研究科・海外パートナー機

月からは、東北大学大学院法学研究科の博士課

関のそれぞれから 1 名ずつ計 2 名の指導教員

程にも学籍を置き、CNDC の学生としての履修

（supervisors）が、緊密な連携を取りながら、

を始めることになります。一方、東北大学の博

研究指導・論文指導を行います。又、 ポスト

士課程の学生からの募集も近々開始される予定

クの若手研究者から選抜された特任フェローに

で、早ければ、やはり 2009 年秋から海外パー

よる定期的な個人指導（テュートリアル）も行

トナー機関のいずれかでの履修を開始すること

われます。

になる見込みです。

図2

A
F

学生に対する支援
学生に対する支援

B

C

D

東北大学
E

CNDC に登録する学生は、国外で履修する間、
安定した条件の下で研究に専念できるよう、RA
として採用されます。

A:シェフィールド大学
D:清華大学
B:エコル・ノルマル・シュペリュール
（ENS-LSH） E:国民大学
C:リュミエール・リヨン第2大学
F:オタワ大学
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GCOEフェロー
優秀で意欲的なポスドク、又は、それに相当
する若手研究者を、世界から公募して、半年か

メンバーリスト
GCOE 特任フェロー
王

冷

然

東北大学大学院法学研究科

姫

東北大学大学院法学研究科

ら１年間の任期（延長も可能）でフェローに採
用します。多くのフェローが恵まれた条件の下
で、東北大学において、本ＧＣ O Ｅのテーマに
関わる研究に従事し、世界で活躍する指導的人

GCOE フェロー
李

善

材へと飛躍することを期待しています。
リサーチ・アシスタント
安

藤

純

子

東北大学大学院法学研究科

猪

瀬

貴

道

東北大学大学院法学研究科
東北大学大学院法学研究科

河

北

木

村

竹

田

本ＧＣＯＥのテーマに関わる研究を行ってい

中

根

る東北大学の博士課程の学生の中から、毎年度、

蘇

研究実績に基づきＲＡを選抜し、更なる優れた

白音

RA

研究成果を着実に挙げられるよう力強く支援し
ます。

29

介

東北大学大学院法学研究科

元

東北大学大学院法学研究科

香

織

東北大学大学院法学研究科

一

貴

東北大学大学院法学研究科

恩

瑩

東北大学大学院法学研究科

吉日嘎拉

東北大学大学院法学研究科

李

洋

茂

木

新

金

東北大学大学院法学研究科

洋

平

学術振興会特別研究員
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GCOE
2008 年の主な活動

2008 年８月に東京で東北大・東大関係者による
キックオフ・セミナーを行い、2009 年２月に仙
台でプロジェクト全体の関係者が出席したキッ
クオフ・セミナーを開催しました。海外との連携
としては、オタワ大学、中国清華大学、韓国国民
大学等で国際ワークショップや講演を開催しま
した。

Kickoff Seminar on“Looking for New Social Justice in the
Globalizing World—from the Perspectives of Gender Equality

February 4th (Wednesday)

February 3rd (Tuesday)

and Multicultural Conviviality”

Pre-Kickoﬀ Seminar in English
14:30 ～ 17:30
“Looking for New Social Justice in the
Globalizing World”
Venue: Yugao Meeting Room,
Akiu Spa Hotel Iwanumaya
Chair: Hitoshi Ohnishi(Tohoku University)
Opening Remarks:
14:30 ～ 14:50
Hitoshi Ohnishi (Tohoku University)
Introduction of the Global COE Program
Presentations:
15:00 ～ 15:25
Zhang Xinjun 張新軍 (Tsinghua University)
“Status of Treaty in the Chinese Legal
System: General Observation”
15:25 ～ 15:50
Hugo Dobson (University of Sheﬃeld)
“The Group of Eight’s Engagement with
the Concept and Representatives of Social
Justice”
15:50 ～ 16:10 Break
16:10 ～ 16:35
Kana Takamatsu (University of Tokyo)
“’Human Security’ and Assistance to
‘Fragile States’in Japan’s ODA Policy:
from the Case of Myanmar”
16:35 ～ 17:00
Jackie Steele（University of Ottawa）
"Re-conceiving Liberty: A Machiavellian
Defense of Legislative Quotas in the
Democratic Constitution of Late Modern
Social Discords (Diversity)"
17:00 ～ 17:25
Cornelia Vecchio (Keio University)
“Secularity and Liberty of Religion in Time
of Globalization”
17:25 ～ 19:00 Break
19:00 ～ 20:30
Dinner and Free Discussions
20:30 ～ 22:00
Discussion in groups

Kickoff Seminar WG 1 in Japanese
10:00～11:30
「ジェンダー平等とセクシュアリティ」
“Gender
(
Equality and Sexuality”)
会場：東北大学萩ホール２階会議室
司会: 大沢真理（東京大学）
開催挨拶
10:00～10:05

GCOE 2008年の主な活動

2008 年度は、プログラムのスタートとして、

2009年2月3日・4日●キックオフ・セミナー
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研究会＆ワークショップ

GCOE
2008年の
主な活動

辻村みよ子（東北大学）

報 告
報告１

10:05～10:30
矢野恵美（東北大学）
「ジェンダーの視点から見た性犯罪規定と被害
者対策」
報告２

10:30～10:55
大槻奈巳（聖心女子大学）
羽田野慶子（福井大学）
「人身取引問題に対する日本人の意識――性的
サービスの『需要』と被害者対策に関する分析」
報告３ 10:55～11:20
相馬直子（横浜国立大学）
「韓国の家族支援、日本の子育て支援：家族主義
的福祉レジームの日韓比較」
総

括

11:20～11:30
大沢真理（東京大学）

Kickoff Seminar WG2 in English
10:00～11:30
“New Social Issues in the Globalizing
World”
Venue: 2nd Floor Main Conference
Room, School of Law, Tohoku University
Chair: Toshiya Ueki (Tohoku University)
Opening Remarks:
10:00～10:05
Toshiya Ueki (Tohoku University)
Presentations:
10:05～10:25
Hiroko Takeda (University of Sheffield)
“Consuming Risk: The Governing of Risk
over Food Consumption in Japan”

本プログラムの日常の研究活動は、15 のプロ
ジェクトを通じて進められます。また、プロジェ
クト横断的な全体研究会を月例研究会として毎
月開催しています。

31
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開催挨拶
10:00～10:05
報告
報告１

水野紀子（東北大学）

10:05～10:35
中林暁生（東北大学）
「少子高齢化をめぐる国家と私的領域――憲法
学の視点から」
報告２ 10:35～10:50
桑村裕美子（東北大学）
「日本における雇用差別禁止法制の現状と課題」
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10:50～11:05
久保野恵美子（東北大学）
「日本における子どもの監護養育法制の現状と
課題」
質疑応答 11:05～11:30

Poster Session and Reception
11:45～14:00
Poster Session Venue: 1st Floor Faculty
Club, Kawauchi Hagi Hall
Reception Venue: 2nd Floor Conference
Room, Kawauchi Hagi Hall

Kickoff Seminar Session in Japanese
14:30～17:00
「ジェンダー平等と共生」
“
( Gender Equality and Social Conviviality”)
会場：東北大学萩ホール２階会議室
司会：辻村みよ子（東北大学）
大沢真理（東京大学）
報告
報告１

14:30～14:45
中村文子（東北大学）
「性的搾取のトラフィッキングにおける規範普
及とアドボカシー」
報告２ 14:45～15:00
ウルントヤ（東北大学）
「明確性の原則に関する一考察――日中の裁判
例を中心として」
報告３ 15:00～15:15
蘇恩瑩 ソ・ウニョン（東北大学）
「韓国における戸主制廃止と家族法改正」
報告４ 15:15～15:30
土田とも子（東京大学）
「ジェンダー平等政策における政策ネットワー
ク：ドメスティック・バイオレンス防止法制定・
改正過程の日韓比較」

報告５

15:30～15:45
今井貴子（東京大学）
「ワークフェアの政治学」
休 憩 15:45～16:00
報告６ 16:00～16:15
金井郁（東京大学）
「正社員転換制度からみるパートの均衡処遇の
実態と課題」
報告７ 16:15～16:30
米澤旦（東京大学）
「障害者就労者の労働統合型社会的企業――資
源混合の観点から」
報告８ 16:30～16:45
安藤純子（東北大学）
「農村部における外国人配偶者と地域社会――
山形県戸沢村を事例として」
報告９ 16:45～17:00
ゲノレ・マルシャドウル
Guénolé Marchadour（リヨン第2大学）
「在日ブラジル人第二世代をめぐる『公教育へ
の権利』支援運動のジェンダー的な分析」

Kickoff Seminar Session in English
14:30～17:00
“Towards a Just, Peaceful and Convivial
Community in the Globalizing World”
Venue: 2nd Floor Main Conference
Room, School of Law, Tohoku University
Chair: Hidenori Tozawa
(Tohoku University)
Presentations:
14:30～14:45
Philip Shetler-Jones
(University of Sheffield)
“The Effects of Globalization on Japan’s
Defense and Security Policy”

14:45～15:00
Kazutaka Nakane (Tohoku University)
“National Unity and Czech Party Politics
from the Late 19th Century to the
Beginning of 20th Century”
15:00～15:15
Mélanie François（University of Lyon 2）
“Contemporary Peace Movements in Japan”
15:15～15:30
Wang Youying王幼英 (Jilin University)
“Emotional Education and a Harmonious
World: A Realm of Education in
Globalization”
15:30～15:45
Liang Weifeng梁偉鋒 (Jilin University)
“Function of the Student Organizations in
the Higher Education of Transitional China”
15:45～16:00 Break
16:00～16:15
Baptiste Kumala（ENS-LSH）
“Innovation Policies in Japan: The Case of
the Domestic Robotic Industry”
16:15～16:30
Akira Hattori（University of Lyon 2）
“Innovation and Clusters: New Multi-Level
Governance in France and Japan”
16:30～16:45
Cao Haijun曹海軍 (Tsinghua University)
“Community Building in Changing Society
of China: Issues and Orientations”
16:45～17:00
Pauline Cherrier（University of Lyon 2）
“Brazilians’Representation in a
Multiculturalist Japan?”

GCOE 2008年の主な活動

Kickoff Seminar WG3 in Japanese
10:00～11:30
「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」
“
( The State and the Private Sector on
Aging and Declining Birthrate Issues”)
会場：東北大学文科系総合研究棟１号館、
11階会議室
司会：水野紀子（東北大学）

報告３

Ⅳ

10:25～10:45
Wang Zhiqiang 王郅強 (Tsinghua
University）
“Rural Debts and Grass-roots Level
Revolution in China—the Analysis
of Affecting Elements Based on the
Construction of New Socialist Countryside”
10:45～11:05
Isabelle Giraudou (Maison FrancoJaponaise)
“Between Globalization and Pluralism:
The Japanese Approach Toward Legal
Transfers into Developing Asia as an
Alternative Model”
11:05～11:25
Zhang Xinjun 張新軍 (Tsinghua University)
“Status of Treaty in the Chinese Legal
System: Detailed Analysis”
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GCOE
2008年の
2008年8月7日●キックオフ・セミナー
主な活動

2008年10月22日・23日●国際ワークショップ

東京大学でのGCOEキックオフ・
セミナーが開催されました。
もに生きる社会へ」
、水野紀子教授（拠点サ

東京大学社会科学研究所による、今後５年間

ブリーダー・東北大学）より「生命をはぐく

の GCOE プログラムの趣旨などを説明・紹介

む家族と社会」の４つの報告が行われました

し世界的ネットワークを確立するためのキッ

（ 資 料：http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/

クオフ・セミナーを、2008 年 8 月 7 日（午

schedule/20080807.html）
。その後、問題

後 4 時～ 5 時半）東京大学情報学環・福武ラー

提起に対する質疑応答とプロジェクトからの

ニングスタジオ（本郷）で開催しました。

連絡事項としてフェローの採用等についての
紹介がありました。

学法学研究科長、小森田秋夫東京大学社会科

会場にはこの問題に関心をもつ内外の研究

学研究所長の挨拶、GCOE プログラム事業推

者・大学院生・スタッフなど約 70 名が参加し、

進担当者の自己紹介に続いて、問題提起が行

グローバリゼーションがジェンダー平等に与

われました。問題提起は、辻村みよ子教授（拠

える影響などをめぐって活発な質疑を行いま

点リーダー・東北大学）より「男女共同参画

した。またその後に行われた懇親会は、さっ

から多文化共生へ」、大西

仁教授（拠点サ

そくプロジェクト構築など今後の活動企画に

ブリーダー・東北大学）より「パロキアリ

ついて打ち合わせが始まるなど、GCOE プロ

ズムと普遍主義」、大沢真理教授（連携拠点

グラム関係者およびプログラムに関心を持つ

リーダー・東京大学）より「排除を超えてと

参加者との交流、専門分野を超えた貴重な意
見交換の機会となり、今後５年間の活動に対
する熱意・熱気が感じられる有意義なスター
ト会となりました。

21世紀COE
「男女共同参画社会の法と政策」
の飛躍的発展

新たな
「ジェンダー平等と多文化共生」
教育研究領域の確立
グローバル・イッシュー解決能力を備えた
研究者・政策担当者・法曹実務家の養成

キックオフ・セミナーの様子
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法学研究科グローバル COE プログラム初の大きな海外事業として、国際ワークショップ
「グローバル化時代における新たな社会的イッシュー」が、2008 年 10 月 22 日と 23 日に、

6 月の採択を受け、東北大学法学研究科・

当日のプログラムとしては、稲葉馨東北大

国際ワークショップ
「グローバル化時代における新たな社会的イッシュー」

Ⅳ

GCOEグローバル時代の男女共同参画と
多文化共生について」

北京市清華大学において開催されました。

北京訪問の目的
今回北京を訪問した主な目的として、次の
3 つが挙げられるでしょう。
まず、今回の北京訪問の最大の目的は、グロー
バリゼーションが深化している現在において
東アジア地域が直面している経済、政治、社
会問題について意見交換を行うと共に、各自
が現在まで取り組んでいる研究テーマを紹介
し合うことによって、今後の GCOE の研究プ
ロジェクトの基盤を固めることでした。二日
間にわたるワークショップの詳しい内容はプ
ログラム及び各報告者のレジュメを参照頂き

さらに、清華大学との間で、今後、GCOE

たいと思いますが、本ワークショップは専門

のクロスナショナル・ドクトラル・コース

分野が異なる研究者がグローバリゼーション

（CNDC）の計画を共同で実施するに当たって

に伴う上記のような問題を多角的に論じなが

の課題について協議することが、今回の北京

ら、問題意識の共有を図り、さらに今後の共

訪問の第三の目的でした。東北大学と清華大

同研究の方向を探ろうという大変意欲的なも

学との間では、現在、工学研究科と理学研究

のでした。

科で共同教育プログラムが実施され、教育に

第二に、GCOE の初めての本格的な海外集

おける緊密な協力関係が既に構築されていま

会として、本プログラムの紹介を積極的に行

す。ワークショップのテーマでもあるグロー

い、GCOE の若手人材育成プログラムと研究

バル化時代に、大学はますますクロスナショ

プロジェクトとの両分野での協力を中国の大

ナルな体制で研究と教育を推進することが求

学や研究機関に求めました。より具体的には、

められていますので、東北大学と清華大学は、

今回の国際ワークショップをはじめとし、各

既存の共同教育プログラムに加えて男女共同

訪問先でも GCOE 紹介プレゼンテーション

参画と多文化共生という本プログラムのテー

を実施しました。様々な専攻分野にまたがる、

マのエキスパートを育成するための CNDC で

複数の研究機関の研究者に GCOE を紹介した

協力し合うことにより、両大学間の関係をよ

ことにより、本プログラムは学際的な多国間

り深めることを強く期待しています。

パートナーシップを築く目標に向けて前進す
ることができました。

グローバルCOEプログラムの紹介
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2008年9月●オタワ大学・ケベック大学でのGCOEセミナー・講演会

概要

2008 年 10 月 22 日、23 日に、北京の清

ワークショップを重ねていき、最終的に各プ

GCOE の連携協力機関であるオタワ大学法

また、モントリオールにあるケベック大

華大学で、上記のワークショップを開きまし

ロジェクトが日・英・中 3 ヵ国語による本を

学 研 究 科 で、2008 年 9 月 9 日、 辻 村 み よ

学 で は、2008 年 9 月 12 日 に GCOE セ ミ

た。これは、
「グローバリゼーションとナショ

出版しようという合意もできました。

子拠点リーダー（東北大学教授）による講演

ナーが開催され、辻村教授が報告をしまし

会 が あ り、 ＜ Égalité du genre et rapports

た。ここでは、アラン・ガニョン（Alain-G.

ナリズム」、「グローバル化時代の『公共性』
再考――地域間格差を手がかりに」、「多文化

今回の北京訪問では、上記のワークショッ

multiculturels de convivialité à l’époque

Gagnon） 教 授 を 中 心 に ケ ベ ッ ク の 多 様

共生政策の国際比較」、「少子高齢化をめぐる

プを開催した外、清華大学との間で、クロス

de la globalisation ＞と題して、日本の男女

性 に 関 す る 学 際 研 究 セ ン タ ー（Centre de

国家と私的領域」の 4 つの研究プロジェクト

ナショナル・ドクトラル・コースを来年度か

共同参画の現状と課題および GCOE の取組み

recherche interdiscplinaire sur la diversité

が合同で、中国・韓国の研究協力者と連携し

ら始めるための協議も行いました。又、北京

についての紹介がありました。会場には、大

au Québec (CRIDAQhttp://www.cridaq.

て開催したものです。

大学外国語学院や中国社会科学院法学研究所

学院生・法科大学院生など約 150 名が集ま

uqam.ca) や 多 元 的 社 会 に 関 す る 研 究 会

ワークショップの 1 日目には、本 GCOE

ジェンダー法律研究センターを訪問し、本

り、ナタリー・デ・ロディエ法学研究科長の

（Groupe de recherche sur les sociétés

の紹介を行った後、東北大学からの 5 人の参

GCOE の研究プロジェクト及び若手人材育成

司会による質疑・討論の時間には、日本政府

plurinationales (GRSP)）が活発な活動を続

加者が、各研究プロジェクト及び各自の研究

プログラムへの協力を求め、快諾を得ました。

の男女共同参画の取組みや国際機関との連携

けています。本 GCOE の今後の研究教育にお

の状況、日本国民の性別役割分業に関する意

いても連携関係を構築するため、日本のジェ

今回のワークショップは、本 GCOE が海

識の動向、アイヌや移民の現状などをめぐっ

ンダー平等と多文化共生について意見を交換

外で実施した最初の本格的な研究集会でした

て、熱心な質問や発言がありました。大学主

しました。

が、清華大学側の熱意あふれる協力もあって、

催の懇親会では、日本に来て研究したいとい

大変に充実した内容となり、今後につながる

う学生を含めて参加者たちと話す機会が与え

加者の報告があった後、中国の北京大学・南

着実な成果を挙げることができたと思います。

られ、オタワ大学との今後の連携にとっても

開大学・中国政法大学、中国人事科学研究院

清華大学関係者に改めて感謝の意を表したい

大きな成果をあげることができました。

からの参加者各 1 名が報告を行い、次いで、

と思います。

テーマについての報告を行い、韓国の国民大
学からの 2 人の参加者が報告とコメントを行
いました。
2 日目には、東北大学からのもう 1 名の参

GCOE 2008年の主な活動

概要

Ⅳ

オタワ大学・ケベック大学での
GCOEセミナー・講演会

清華大学の 4 名の参加者が報告を行いました。
今回のワークショップで印象的だったのは、
参加者が、グローバリゼーションが進行する
今日、韓国・中国・日本を含む東アジア社会
が多くの共通の社会問題に直面しているとの
認識を共有しており、同じような問題意識か
ら、それらの社会問題の分析と解決策の模索
を進めているという点でした。経済発展の段
階や政治体制で言えば、大きく異なるこれら
の 3 国の研究者の間で、ここまで共通の問題
意識が生じているということに、改めて深い
感慨を覚えました。
ワークショップでは、今後の共同研究計画
についても議論し、これからこのような国際
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際セミナーが開催されました。

2008.10.15 第1回月例研究会
吉田 浩 教授
「男女共同参画、
異文化交流の経済分析序論」
—制度、
システムの効果の実証分析

GCOE 2008年の主な活動

海外連携協力機関である韓国・国民大学校から 3 名の研究者と 5 名の大学院生を迎え、国

1

Ⅳ

韓国・国民大学校を迎え
国際セミナーを開催

GCOE月例研究会

日韓国際セミナー「グローバル化の中のナショナリズム――韓国の視点――」
（1）南基正（Nam Ki-Jeong）国民大学校副教授
「冷戦イデオロギーとナショナル・アイデンティティ形成の相関関係――日韓比較」
（2）金碩淵（Kim Suk-Yeon）国民大学校専任講師
「東アジアの近世史、ナショナリズム、そして、アジア主義」
（3）趙胤修（Cho Youn-Soo）国民大学校特別研究員
「韓国におけるグローバル化の受容とその批判」

2

概要
１日目の南副教授による報告では、日韓両

強（ロシア・アメリカ）を中心に」
、
「朝鮮人

国は冷戦期から現在に至るまで相異なるナ

自治運動研究に関する批判的考察」
、
「李承晩

ショナル・アイデンティティを確立・定着さ

時期の日韓漁業協定の研究――韓国ナショナ

せてきたが、これは東北アジアにおいて（単

リズムの形成と展開の事例として」
、
「韓国の

一ではなく）複数の冷戦が展開されたことと

中の日本人共同体――ソウル・ジャパンクラ

相関している、との指摘がなされました。金

ブ婦人会の事例研究」と題する報告が日本語

講師からは、韓国の史学界において日本の植

で行われました。日韓関係をそれぞれ独創的

民地化は韓国の「内在的発展」を踏みつぶし

な観点から分析した報告に対し、日本側の学

た歪曲の時代と見なされているが、このよう

生から質問・コメントが相次ぎ白熱した議論

な画一的な視座は外部からの影響を根本的に

が展開され、日韓の学生双方に大いなる刺激

認めない排他的な見方にもつながる、という

となったようです。

見方が示されました。趙研究員の報告では、
韓国においてグローバル化がどのような過程
を経て受容されたのかが概観され、グローバ

3
4

ル化の論理をめぐる現在の議論について考察

2008.11.19 第2回月例研究会
大西 仁 教授
Tsinghua-Tohoku Workshop on
“New Social Issues in the Age of Globalization”

2008.12.17 第3回月例研究会
辻村 みよ子 教授
「ジェンダー研究と多文化研究の交錯ー
『多文化共
生社会のジェンダー平等』
研究の方法をめぐって」

2009.01.21 第4回月例研究会
王 冷然 GCOE特任フェロー
「適合性原則と私法秩序
ー高齢者取引の被害救済を目指して」

が加えられました。それぞれの興味深い報告
に対して、参加者からは多くの質問が出され、
活発な議論が行われました。なお、国民大学
日本学研究所より、2005 年 1 月に韓国政府
が公開した日韓基本条約に関する外交文書を
整理した史料集である『日韓外交文書解題集』
５冊の寄贈を受けました。
2 日目は 5 名の大学院生により、各自の修

5

2009.02.18 第5回月例研究会
金 淑賢 准教授
「中韓国交正常化と
東北アジア国際システムの変容」

士・博士論文の研究テーマに沿って、
「近代
日本の中国観―新聞記事を中心に」
、
「近代日
本の対外観―特に吉田松陰の幽囚録で見る列
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人間の安全保障と人身取引問題

－グローバル知識経済と社会的排除の諸相－

－男女共同参画と多文化共生の試金石－

大沢 真理
東京大学社会科学研究所・教授

Ⅳ

生活保障システムの比較ジェンダー分析

大沢 真理
東京大学社会科学研究所・教授

2009 年 1 月 20 日に東京大学ジェンダーコ

12 月 19 日に JICA 研究所で行われた国立

会の第 1 回社会学フォーラムにおいて、本プ

ロキアム、立命館大学生存学センター GCOE

女性教育会館（NWEC）主催「人間の安全保

ジウム「人身取引問題の現在―世界、アジア、

ロジェクトはテーマ別セッション８Welfare

「生存学」と共催で、公開シンポジウム「上野

障と人身取引―エンパワーメント視点からの

そして日本で」では、人身取引問題の実態や

and Gender Regimes in Comparative

千鶴子・中西正司編『ニーズ中心の福祉社会

アプローチ」研究会公開セミナーを後援しま

課題が紹介されました。続いて３つの分科会

Capitalism を中心的に運営しました。

へ：当事者主権の次世代福祉戦略』
（医学書院、

した。本セミナーは、人身取引問題の解決と

「１）被害者がアクセスできる救済と安心な保

2008 年）を読み解く」を行いました。

グローバル・パートナーシップの構築を目的

護の提供」、「２）被害当事者視点の回復支援

11 月 14 日には立教大学、およびアジア・

フォーラム」を共催しています。初日シンポ

リサーチ・ファンド、ドイツ・日本研究所と

2 月 3 － 4 日のキックオフ・セミナーに 2

に行われ、専門家として国連地域間犯罪司法

とエンパワーメント」
、
「３）人身取引問題に

共催で「政治経済の危機：社会的排除を超え

つのプロジェクトとして参加。3 日のプレキッ

研究所職員、タイ国社会開発・人間の安全保

ＳＴＯＰ！防止に向けた教育と啓発」を行い、

て」を開催。第 1 部に大沢が基調講演「経済

クオフに高松が報告、4 日午前には辻村プロ

障省局長、NGO のタイ - 日移住ネットワーク

女性関連施設関係者等の参加者を交えて活発

危機と女性」を行いました。

ジェクトと共催で WG1「ジェンダー平等と

関係者、国立フィリピン大学セブ・カレッジ

な討議を行いました。2 日目のフォーラム「グ

教授が招聘されました。

ローバル・パートナーシップと人身取引問題

11 月 27 日には東京大学でマルガリータ・

セクシュアリティ」
、同午後には辻村プロジェ

エステベス・アベ准教授（ハーバード大学：

クトと共催で「ジェンダー平等と共生」を行

当時）を報告者、樋渡展洋教授（東京大学社

い、多くの関係者が報告しました。

こ の 専 門 家 会 議 に つ づ き、20 日 ( 土 )

GCOE 2008年の主な活動

9 月にバルセロナで開催された国際社会学

の解決」は、分科会での議論も踏まえて、特に、

～ 21 日 ( 日 ) に は NWEC お よ び 京 都 大 学

開発分野における取り組みの重要性、国際的

会科学研究所）をコメンテーターとして、第

GCOE「親密圏と公共圏の再編成をめざすア

な移住労働の増大に向けた取り組みなどが検

1 回 社 研 Ｇ Ｃ Ｏ Ｅ セ ミ ナ ー「Welfare and

ジア拠点」と、
「女性のエンパワーメント国際

討されました。

Capitalism in Postwar Japan」
を開催しました。

1月14日シンポジウム
（立教大学・太刀川記念館多目的ホール）

12月19日公開セミナー
（JICA研究所）

1月20日シンポジウム
（東京大学・弥生講堂一条ホール）
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12月21日国際フォーラム
（NWEC）
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安城
（アンソン）
結婚移民者家族支援センター
での関係者に対するヒアリング調査

戸澤 英典
東北大学大学院法学研究科・准教授

ナーには、宮城県や仙台市の自治体関係者な

2 月 2 日には宮城県登米市で、地域におい

さらに、韓国でもっとも外国人労働者が集

を為す本プロジェクトでは、多文化共生社会

ど約 20 名の外部からの参加があり、「多文化

て外国人と接する関係者や結婚移民者へのヒ

住している安山市と、結婚移民者の多い農村

の望ましいあり方を探るために他国の興味深

共生」に対する実務家の強い関心を感じまし

アリング調査を行いました。農村部での後継

部にある安城市を訪れ、現場で多文化共生に

い事例を分析し、同時に研究と実務の緊密な

た。また、本プロジェクトには全国で初めて

者不足を背景として増加している結婚移民者

取り組む実務家や当事者にヒアリングを行い

連携を通して、今後の政策の指針を生み出そ

「多文化共生条例」を策定した宮城県の懇談会

と地域社会の関係は、
「東北型多文化共生」の

ました。特に、
「多文化都市」実現を打ち出し

のメンバーが多く含まれることもあり、現在

一つの焦点と考えられますが、これまで本格

ている安山市の施設や取り組みには注視すべ

の状況や今後の問題点につき、現実の課題に

的な調査があまり行われてこなかった領域で

きものが多いという感想を持ちました。

も即した本質的な議論が展開されました。

す。

今年度は、プロジェクトの方向性や重点領
域に関する検討を行いながら、研究プロジェ
クトの構成を固めるところから始めました。

2 月 22 日～ 26 日には、本プロジェクト

メンバー間での事前の討議を経て、2008 年

福島県の３県の国際交流協会の担当者が一同

の重点的な比較対象である韓国への現地調査

このように興味深いものですが、韓国自身も

12 月 11 日（木）に片平キャンパスに於いて

に会して、各々の多文化共生の「現場」での

を行いました。

カナダ、オーストラリアに加え、ドイツやス

プロジェクトの国内立ち上げ会合を行い、こ

経験について情報交換する機会を設けました。

を急速に打ち出している韓国の方策と実情は、

まず、多文化共生政策に関係する中央省庁

ウェーデンなど、他国の政策を参考にしなが

「東北型多文化共生」を探る上で関係者のネッ

のうち、法務部・出入国外国人本部、労働部・

ら、将来の方針や具体的な施策を練ったと聞

トワークを構築することは有用であり、また

外国人力課、教育科学技術部・潜在人力政策

きます。将来の日本社会のあり方を考える上

このセミナーでは、日本の多文化共生政策

大学として「知」と議論の場を提供すること

課、文化体育観光部・多文化政策チームのそ

でも、このプロジェクトの活動が役に立つよ

について、山脇啓造・明治大学教授と近藤敦・

によって、いささかの社会貢献にもなると信

れぞれでヒアリングを行い、2009 年 1 月か

う、今後もメンバー間での議論を重ねながら

名城大学教授から、宮城県の多文化共生政策

じます。また、多文化共生社会の人材育成に

ら試行的に実施されている社会統合プログラ

研究を続けていこうと思います。

について、J.F. モリス・宮城女子学院大学教

も、このネットワークを生かすことが考えら

ムや、雇用許可制度の現況、結婚移民者への

授と市瀬智紀・宮城教育大学准教授から、そ

れるでしょう。

施策など、国政レベルでの取り組みを調査し

公開で開催しました。

れぞれ問題提起がなされました。公開セミ
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近年、多文化共生社会に向けた政策的対応

2009 年 1 月 8 日には、宮城県・岩手県・

れに合わせて「多文化共生政策セミナー」を

GCOE 2008年の主な活動

多文化共生をテーマに掲げる GCOE のコア

うとしています。

韓国視察の事前研究会

Ⅳ

多文化共生政策の
国際比較プロジェクト

ました。

登米市日本語講座の関係者に対するヒアリング調査

安山
（アンサン）
外国人勤労者支援センター・
エントランスホール

安山
（アンサン）
外国人住民センターの外観
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1

GEMCジャーナルの発刊

Ⅳ

GEMC ジャーナル第 1 号の目次は、以下の通りです。

GCOE「グローバル時代の男女共同参画と

グローバリゼーションの進展に伴い、ジェ

多文化共生」プログラムの目的は、研究と

ンダー、ナショナリズム、コミュニティ、世

人材育成です。これらの目的を果たすため

代などが生み出す差異は、構造的にもつれ

に、学術的な研究成果を発表するジャーナ

合って深刻な弊害を社会にもたらします。こ

ルを発刊することとし、男女共同参画と多

れらの弊害を克服し、多様な文化的価値が

文化共生 Gender Equality and Multicultural

共存する社会を再構築する道を求めて、本

Conviviality の頭文字をとって、GEMC ジャー

GCOE は発足しました。その出発の年であ

ナルと名付けました。

る 2008 年には、アメリカに発した金融危機

――theoretical approach, normative approach, policy science
としての GCOE プログラム――

がたちまちグローバル化して、世界を覆いま

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大西

GEMC ジャーナルは、第１部と第２部に分

■ GEMC ジャーナル発刊のご挨拶

GEMC ジャーナル編集委員会

【 第1部 】
■我々の学問的課題は何か

かれます。第１部には、GEMC ジャーナル編

した。課題は緊急でかつ困難ではありますが、

集委員会から執筆を依頼した論文で、本プロ

本 GCOE は知的な営為を重ねて、これらの課

――イスラムのスカーフ論争をめぐって ・・・・・・・ 辻村

グラムの研究会報告をもとにした論文や事業

題に対応し、基礎工事となる確実な研究を目

■ 2008 年アメリカ大統領選挙における人種と性 ・・ 久保

推進担当者らの研究論文を掲載します。第２

指します。GEMC ジャーナルも、その営為の

部には、若手研究者に業績を発表する機会を

努力の一つとして、意義のあるものにしたい

保障するために、査読雑誌と位置づけて投稿

と願います。

論文を掲載することとしました。本 GCOE の
テーマと関係する論文であれば、身分資格を
問わずに投稿を認め、掲載可能性のある論文
の著者には研究会での報告等をお願いして成
果を共有します。第２部の査読にあたっては、
GEMC ジャーナル編集委員会内部に査読委員
会を設けました。査読委員会は、広範囲の領
域にわたる論文を査読するために、それぞれ
の論文と同じ分野の内外の専門家に匿名で個
別に評価を依頼し、その評価に基づいて厳正
な査読を行いました。

GCOE 2008年の主な活動

出版活動

GCOE
2008年の
主な活動

仁

■多文化共生社会のジェンダー平等
みよ子
文明

【 第2部 】
■農村部における外国人配偶者と地域社会
――山形県戸沢村を事例として―― ・・・・・・・・・ 安藤

純子

■男女共学・男女別学をめぐる議論の課題と展望
――教育目的・内容を構築する視点としての「ジェンダー」に注目して――

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 尾崎

博美

■カナダ憲法における平等権と性的指向問題の連関性・ 河北

洋介

■グアンタナモの拷問被害者による損害賠償請求事件
――「対テロ戦争」における「他者」の排斥と国際人権法の枠組――

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 木村

元

■紛争解決制度としての世界銀行インスペクション・パネル
――世界銀行融資をめぐる紛争の解決に関する一考察――

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐俣

紀仁

■性同一性障害者特例法をめぐる現代的状況 ――政治学の視点から――
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 竹田 香織
■ 19 世紀後半から 20 世紀初頭までの国民的 一体性とチェコ政党政治
“National Unity and Czech Party Politics from the late 19th
to the Beginning of 20th Century”

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中根

一貴

■環境問題の視点からみた中国における都市と農村の地域格差
本プログラムの出版活動は、公開される成果
にふさわしい多様な形態をとって展開されます。
2008 年度は、ホームページで本プログラムの研

――水環境汚染防止法制度を中心に――

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ バインジリガラ
■ Aﬃrmative Action と能力主義 ・・・・・・・・・ 茂木

洋平

究・教育全般にわたる情報を公開し、最新の学術
論文を掲載した学術雑誌である GEMC ジャーナ
ルを発刊しました。また、研究成果の書籍につい
ても、出版の準備を進めました。
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GCOE
2008年の
主な活動

2

研究成果の出版

3

本プログラムの研究成果の一部は、本とし

査読委員会を構成し、査読委員会が GCOE と

て出版される予定です。本プログラムのメン

しての出版に値する業績であるかどうかを評

バーである事業推進担当者やフェロー等の著

価する手続きをとります。出版された本には、

書シリーズと、プロジェクトの研究成果シ

本プログラムの研究成果であることを明記し

リーズを計画しています。後者は来年度以降

た上、本の内容を GCOE メンバー等の共有財

の出版計画ですが、前者は今年度からすでに

産とするために一定の冊数を買い上げて、本

着手しています。

プログラムのメンバー等が利用します。買い

著書シリーズについて、GCOE としての出

上げ対象にする本は、著書の内容が本プログ

版成果の水準を保証するために、次のような

ラムの趣旨に合致する、水準の高い業績に限

手続きを定めて実行しています。まず GCOE

ります。

研究会で本の内容を報告して議論をし、その

   現段階で出版手続きが進行している著書は、

研究業績が GCOE の成果として出版される

すでに査読委員会が評価を完了している辻村

にふさわしいかどうかを研究会における議論

みよ子著『憲法とジェンダー――男女共同参

を通じて確認します。次に、著書の内容を評

画と多文化共生の視点から（仮題）
』をはじめ、

価できる専門家の査読委員を選任・依頼して

3 冊にのぼります。

ホームページ

http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/

本プログラムでは、ホームページに研究・
教育全般にわたる情報を公開しています。研
究プロジェクトの進捗状況、CNDC コースの
説明や学生の募集などを随時アップロードし
ています。日本語と英語のページが中心です
が、フランス語、中国語、ハングルのページ
も開設しています。また、ここでは、研究会
や国際ワークショップをビデオ録画したもの
についても掲載しており、世界のどこからで
もプログラムの全貌を身近に感じられるよう
にしています。ＵＲＬは上記の通りです。
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Ⅴ
連

携

東京大学社会科学研究所の研究体制

連

携

東京大学社会科学研究所との連携

社会調査・データアーカイブ
研究センター

SSJデータアーカイブ
社研パネル／JGSS
二次分析推進

国際日本社会部門

英文雑誌／Newsletter
客員システム
国際共同研究

比較現代法部門
比較現代政治部門
比較現代経済部門

ディシプリン横断型

全所的
プロジェクト研究
2005-2008
「地域主義比較」
「希望の社会科学」

委託研究・共同研究
近未来課題解決事業

日本学術振興会

政治学・経済学・社会学など社会科学の諸分

共同研究としては、社研のスタッフが中心と

野と、日本および東アジア・欧米に広がる対

なって所内外の研究者を結集し、日常的にグ

象地域とを組み合わせ、歴史と国際比較の観

ループ共同研究を行っています。また近年で

点から、日本と世界が解明を求めている重要

は、以下のように時限的な性格をもつ研究拠

問題を総合的に研究することです。東京大学

点や委託研究・共同研究が、所外の機関等と

は 15 の大学院研究科と 11 の附置研究所で

連携する形で組織され、これらが研究所全体

構成されており、社研は附置研究所の１つです

の研究活動において大きな比重を占めるよう

を保障しています。同時に、多くの資金を投入

含みます。また「東アジアの中の日本」という

が、社研のスタッフは大学院・学部の教育活動

になっています。

して行われた社会調査の結果を、社会の共有

視点を重視し、日本の社会科学が伝統的に深

にも参加しています。スタッフの専門分野が法

①「 人 材 ビ ジ ネ ス 研 究 」 寄 付 研 究 部 門 が

財産（公共財）として、より有効に利用する道

いつながりをもってきた欧米の日本社会研究と、

を開きます。社研は、附属の日本社会研究情

とりわけ近年盛んになっているアジア諸国の日

社研の活動の柱は次の 3 つです。
（１）全所的プロジェクト研究をはじめとする多
様な共同研究の推進
（２）データアーカイブを軸とした実証的社会
科学研究の基盤の構築
（３）社会科学的日本研究の国際的拠点として
の役割
（１）全所的プロジェクト研究では、スタッフの

人材ビジネス研究
（寄付）

（2007〜11）

現代中国研究拠点

（2008〜12）

グローバルCOE連携拠点

WLB推進研究ほか

人間文化研究機構
（東北大学法学研究科）
「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」

報センターで 1998 年に、日本最初の本格的

本社会研究とをつなぐ結び目の役割をはたして

足

なＳＳＪ（Social Science Japan）データアーカ

いきます。

③東北大学のグローバルＣＯＥプログラム「グ

イブを設置しました。ＳＳＪデータアーカイブは

この 面での 社 研 の 代 表 的 な 活 動 は、 専 門

ローバル時代の男女共同参画と多文化共生」

多くの国内機関から積極的な協力を得ることに

的英文レフリー雑誌“Social Science Japan

の連携拠点が 2008 年 8 月に活動開始

成功し、2008 年 8 月末現在、1189 のデー

Journal ”(SSJJ) です。SSJJ は、1998 年 4 月

④「近未来の課題解決を目指した実証的社会

タセットを公開しています。

の 創 刊 以 来、 オックス フォード大 学 出 版 局

②「現代中国研究拠点」が 2007 年度から発

日本社会研究情報センターでは、2000 年

（OUP）から年 2 回発行されています。社研

のプログラム「すべての人々が生涯を通じて

度から毎年、SSJ データアーカイブの二次分析

のスタッフに外国人研究者を加えた編集委員会

成長可能となるための雇用システム構築」が

研究会を組織しています。この研究会では、具

により、一般投稿論文のほか、現代日本社会

2008 年 10 月に発足

体的なデータセットを設定し、その寄託元の専

の重要なトピックに関する研究動向の紹介、書

⑤「ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロ

門家と社会科学研究所のスタッフが共同で、一

評などを掲載しています。社会科学系の国際

ジェクト」（民間企業 6 社からの受託ないし共

般公募した若手研究者を対象に、1 年間にわた

ジャーナルとして高い評価を得ており、2009

同研究）が 2008 年 10 月から発足

り定期的な研究会を行い、データ分析を研究

年 1 月 か ら SSCI (Social Science Citation

論文としてまとめあげることを支援します。そ

Index）に掲載され、世界的な地位を確立して
います。

科学研究推進事業」（文部科学省の委託研究）

自由な討論を通じて、日本と世界が解明を求め

携

られない社研の特徴です。

（2004〜09）

連

全国の国立大学附置研究所のなかで他には見

Ⅴ

クトが並行しています。

学・政治学・経済学・社会学にまたがる構成は、 2004 年度から発足
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グループ
共同研究
ディシプリン型

専門分野基礎研究

比較現代社会部門

社会科学研究所（社研）の課題は、法学・

大阪商業大学JGSS研究センター

ている重要課題をテーマとして設定します。社

（２）社研は、社会科学の研究において不可欠

の研究論文を対象とする優秀論文の表彰制度

会科学のディシプリンを横断する複合的アプ

な研究情報を蒐集し、保存し、公開することに

を 2005 年度に導入し、2008 年までに通算

社 研 に は、 外 国 人 客 員 教 授 の ポストが あ

ローチにもとづき、国内外に広がる開かれた

も尽力しています。データアーカイブとは、研

14 名を表彰しました．そのほとんどが、東京

り、制度が発足した 1992 年度から 2007 年

研究ネットワークを築きながら、数年にわたっ

究機関や世論調査機関などの調査実施主体が

大学以外に所属する若手研究者です。

度までの 16 年間に 64 名を招聘しました。ま

て研究を深め、厚みのある研究成果を発表し

面接や郵送によって実施した社会調査の一次

ています。これまでのテーマは、「基本的人権」、

データ（個票データ）を収集し、プライバシー

（３）社研は、日本社会の社会科学的研究の国

者を「客員研究員」、海外の大学の博士課程在

「戦後改革」、
「ファシズム期の国家と社会」、
「福

保護などに必要な処理をしたうえで電子化し、

際的なハブ拠点としての役割をはたすことをめ

籍者を「客員研修員」として受け入れていま

祉国家」、「転換期の福祉国家」、「現代日本社

調査方法等に関する情報とともに保存・蓄積し

ざしています。ここでいう日本研究には、日本

す。常時 15 ～ 20 名が在籍し、1950 年代半

会」、「20 世紀システム」、｢失われた 10 年？

て、希望する研究者の利用に広く提供するもの

を固有の対象とし日本語文献を用いることを前

ばから数えて、その数はのべ 800 名を越えま

90 年代日本をとらえなおす｣ です。2004

です。調査主体が行った一次分析の結果を他

提とした「日本学」とともに、具体的なテーマ

した。これらの制度をつうじて社研は、世界の

年からは 4 年間の計画で、
「地域主義比較」、
「希

の研究者が追試し、別の観点から分析する（二

に即して国際比較の対象の１つとして日本を取

主要な日本研究者にとって“home away from

望学」
（希望の社会科学）という 2 つのプロジェ

次分析）ことを可能にして、社会分析の客観性

り上げる「比較の中の日本」研究の、双方を

home”として期待されています。

た、海外の研究機関に研究者として所属する
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国際連携

ENS-LSH はフランスきっての名門グラン

国 民 大 学 校 は、 解 放 後 最 初 に 創 設 さ れ、

学で、中国随一の大学であるにとどまらず、

学の一つで、英国における日本研究の中心的

ゼコルの一つです。本 GCOE は、ENS-LSH

2006 年に開校 60 周年を迎えた韓国・ソウ

世界の「トップ」の大学の一つに飛躍しつつ

存在としても知られています。本 GCOE は、

との間で、2009 年度から「共同博士課程」

ルの私立大学です。東北大学法学部との間で

あります。本 GCOE はその政治学部及び法学

東アジア研究所と共同研究を行うのに加えて、

を開始することになっており、既に学生募集

は、2004 年 7 月 の 部 局 間 で の 学 術 交 流 協

院と共同研究を展開するのに加えて、2009

2009 年度から「共同博士課程」を開始する

を開始しています。

定に基づき、研究者および学生交流を活発に

年度から「共同博士課程」を開始することに

ことになっており、既に学生募集を開始して

行っています。本 GCOE についても、さらに

なっており、既に学生募集を開始しています。

います。

充実した研究・教育交流を展開する予定です。

携

シェフィールド大学は、英国を代表する大

清華大学は「躍進する中国」を象徴する大

連

国民大学

シェフィールド大学

Ⅴ

エコル・ノルマル・シュペリュール
（ENS-LSH）

清華大学

なお、2008 年 10 月 22、23 日に精華大
学 に お い て、Tsinghua-Tohoku Workshop
on “New Social Issues in the Age of
Globalization”の国際ワークショップを開催
しました。詳しくは、P36、37 をご覧ください。

リュミエール・リヨン
第2大学
リュミエール・リヨン第 2 大学は、フラン
スを代表する人文・社会科学系の大学で、フ
ランスにおける東アジア研究の中心的存在で
もあります。本 GCOE は、リュミエール・リ
ヨン第 2 大学との間で 2009 年度から「共同
博士課程」を開始することになっており、既
に学生募集を開始しています。

※ 2009 年 2 月 3、4 日に Pre-kickoﬀ Seminar、Kickoﬀ Seminar を開催し、
海外から多数の参加者がありました。詳しくは 31 ～ 34 頁をご覧ください。
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※ 2008 年 7 月に国民大学校との間で、
国際セミナーを開催しました。詳しくは 39 頁をご覧ください。
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コロンビア大学
「女性とジェンダー」
研究所

梨花女子大学校法科大学
ジェンダー法学研究所

本研究所は、２１世紀 COE「男女共同参画

韓国の女子大学で唯一法科大学院を設置し

社会の法と政策」以来の連携機関であり、本

ている梨花女子大学では、女性学研究所のほ

GCOE でも研究において連携関係を推進する

かに、法科大学内にも、ジェンダー法センター

予定です。

を設立して、韓国におけるジェンダー法学の
研究をリードしています。この研究所との間
では、すでに協力関係を確立しており、本Ｇ
ＣＯＥでも連携協力を進める予定です。

Ⅵ
活動日誌
オタワ大学

中国社会科学院法律研究所

オタワ大学は 1848 年設立の州立大学で学

２１世紀 COE の 2007 年 7 月の国際シン

生数 35000 人のカナダを代表する大学の一

ポジウムの際に、同研究所のジェンダー法研

つです。本ＧＣＯＥでは、オタワ大学との間

究センター長である朱暁青教授ほか 3 名を招

で研究・教育面での連携を深めていきます。

待し、連携関係を構築しました。本Ｇ COE
では、2008 年 10 月に同研究所を訪問し、
研究・教育両面で、連携関係を進めています。
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ＧＣＯＥ研究会・行事日程一覧
日
1

程

研

究

会

7.11（金）
GCOE研究会
～7.12（土） 7.11（金）「グローバル化の中のナショナリズム－－韓国の視点」

日
13

報告者：南基正（国民大学校 ( 韓国 )・副教授）金碩淵（国民大学校・専任講師）
趙胤修（国民大学校・特別研究員／翰林大学・非常勤講師）
7.12（土）合同セミナー
報告者：国民大学校大学院生（韓国）

2

7.31（木）

6

7

8

9

8.19（火）
～11.14(金)
9. 2(火)
～9.15(月)

9.4(木)

10.6(月)

10.7(火)

(
プロジェクト（民法研究会と共催）)
GCOE研究会「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」
内 容：「ベトナム法における事実婚の現状と課題」
報告者：ボーティ・ホンダオ（東北大学・博士課程後期）

11

12
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10.26(日)

GCOE連携拠点・東京大学社会科学研究所研究会

[Tsinghua-Tohoku Workshop on“New Social Issues in the Age of Globalization]
開催場所：清華大学（北京）
訪問期間：10 月 22 日（水）～ 23 日（木）
参加者 ：東北大学、清華大学、北京大学、南海大学、中国政法大学、国民大学（韓国）など
の研究者
内 容 ：本 GCOE の紹介。今後の国際研究プロジェクト、CNDC についての相談。
「グローバリゼーションとナショナリズム」「多文化共生政策の国際比較」
「グローバル化時代の『公共性』再考－地域間格差を手がかりに－」
「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」の４つの研究プロジェクトの共同開催。

15

10.29(水)

東北大学・国際高等研究教育院の融合研究講義（国際高等研究教育機構との連携企画）
内

16

11.14（金）

戸澤英典 ( 東北大学・准教授 )8 月 19 日～ 11 月 14 日、国民大学校に客員教授として滞在中
に 21COE の成果と GCOE のテーマ紹介、連携打ち合わせ
10 月中旬までに国際学部他を対象とした GCOE プロジェクトに関する説明会

内

コロンビア大学・オタワ大学での連携プロジェクト

（9.2・15 日）コロンビア大学ジェンダー研究センターでの連携打合せ
（9.8）オタワ大学法学研究科・ガヴァナンス研究所での連携打合せ
（9.9）オタワ大学法学研究科での講演
（9.10）モントリオール・ケベック大学での打合せ・セミナー (12 日 )
報告者：辻村みよ子 ( 東北大学・教授 )

17

11.19（水）

18

11.22（土）

GCOE研究会（「被害者と加害者が共生する社会―「刑事法とジェンダー」研究からのさらなる

10．15(水)

GCOE第1回月例研究会

10．16(木)

(
プロジェクト（民法研究会と共催）)
GCOE研究会「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」

10．16(木)

国際シンポジウム(パリ）

19

11.2７（木）

東北大学・第７回男女共同参画シンポジウム（GCOE・共催）

( 少子高齢化をめぐる国家と私的領域」プロジェクト（民法研究会と共催）)
GCOE研究会「
内 容：「適合性原則と私法秩序」
報告者：王 冷然（東北大学・GCOE 特任フェロー）

20

11.2７（木）

GCOE連協拠点・東京大学社会科学研究所セミナー

内 容：第 1 回社研 GCOE セミナー
表 題：「Welfare and Capitalism in Postwar Japan」
報告者：Margarita Estevez-Abe, Ph.D.（ハーバード大学・准教授）

21

22
23

12.4(木)

( 少子高齢化をめぐる国家と私的領域」プロジェクト（民法研究会と共催）)
GCOE研究会「

12.5(金)

GCOE連協拠点・東京大学社会科学研究所研究会

12.6（土）

GCOE研究会（「多文化共生社会におけるジェンダー平等－ジェンダー研究と多文化共生研究

内 容：「人体と『ヒト試料』－医学研究に用いられる人体の一部であったものをめぐる管見」
報告者：佐藤雄一郎（神戸学院大学・教授）

内

容：GCOE・WLB（ワークライフバランス）研究会「分析テーマ・分析データに関する報告」

の交錯に関する学際的研究序説」プロジェクト(ジェンダー法学会・共催)）
表 題：日本の企業社会と女性労働」
報告者：木本喜美子（一橋大学・教授）

表 題：「男女共同参画、異文化交流の経済分析序論」—制度、システムの効果の実証分析
報告者：吉田 浩（東北大学・教授）

24

12.11（木）

内 容：「家族法の弱者保護機能について」
報告者：水野紀子（東北大学・教授）

Conseil d'orientation des retraites（年金についての首相の諮問機関）
嵩さやか准教授が出席

GCOE第２回月例研究会

内 容：「大学の男女共同参画－見えない壁を打ち破るには」
報告者：（基調講演）オーゲ B グルットレ（駐日ノルウェー王国大使）

GCOE研究会

「
( 被害者と加害者が共生する社会―「刑事法とジェンダー」研究からのさらなる発展」プロジェクト)
表 題：「少年院における教育―男女の違いも含めて―」
報告者：菊池生之（置賜学園 ( 少年院 ) 次長）

容：「政治経済の危機：社会的排除を超えて」
立教大学経済学部、グローバル COE「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」
東京大学社会科学研究所連携拠点、アジア・リサーチ・ファンド・ドイツ・日本研究所

表 題：Tsinghua-Tohoku Workshop on“New Social Issues in the Age of Globalization”
報告者：大西仁（東北大学・教授）

(
プロジェクト（民法研究会と共催）)
GCOE研究会「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」
内 容：「子の命名権について―『悪魔ちゃん』事件・再考」
報告者：河上正二（東京大学・教授）

容：「ジェンダーと法」の特別講義・辻村みよ子 ( 東北大学・教授 )

国際シンポジウム（GCOE・共催）

国民大学校(韓国）での教育プロジェクト

発展」プロジェクト融合研研究会共催）
表 題：「犯罪被害者の心理と支援」
報告者：小西聖子（武蔵野大学・教授、精神科医、女性被害者心理）

10

ミニ国際ワークショップ

活動日誌

5

8.18（月）

会

表 題：「少子高齢化と家族・社会政策：イタリアと日本の比較から」
報告者：田淵六郎（上智大学・准教授）

GCOE連携拠点・東京大学でのスタートセミナー

内 容：事業推進担当者の顔合わせ、21COE の成果と GCOE のテーマ紹介
報告者：辻村みよ子・大西仁・水野紀子 ( 東北大学・教授 )・大沢真理 ( 東京大学・教授 )

究

Ⅵ

4

8.7（木）

14

研

10．22(水)
～10.23(木)

(
プロジェクト（民法研究会と共催）)
GCOE研究会「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」
内 容：共同研究「憲法と民法」
報告者：小粥太郎 ( 東北大学・教授）「訴訟をめぐる憲法学、民法学、そして法哲学」
米村滋人 ( 東北大学・准教授）
「医療に関する基本権規範と私法規範――生命・生存権を題材に」
樺島博志（東北大学・教授）「環境をめぐる憲法と民法」

3

程

25

12.17（水）

「多文化共生政策の国際比較」研究プロジェクト・国内準備会合

報告者：山脇啓造（明治大学・教授）、近藤敦（名城大学・教授）
J.F. モリス（宮城学院女子大学・教授）、市瀬智紀（宮城教育大学・准教授）

GCOE第３回月例研究会
表

題：「ジェンダー研究と多文化研究の交錯
ーー『多文化共生社会のジェンダー平等』研究の方法をめぐって」
報告者：辻村みよ子（東北大学・教授）
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日
26

27

程

研

究

会

32

33

１.9（金）

35
36

37

38

1.12（月）

42

2.7(土)

GCOE研究会（「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」プロジェクト）

2.9(月)

GCOE研究会（「多文化共生とジェンダーをめぐる国際法規範の国内的履行と国際紛争の平和

2.10(火)

GCOE研究会（「多文化共生とジェンダーをめぐる国際法規範の国内的履行と国際紛争の平和

2.12(木)

GCOE研究会（「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」プロジェクト）

1.13(火)
1.19(月)
1.20(火)

表 題：「ウィーンにおける女性・子ども被害者対策」
報告者：小名木明宏（北海道大学・教授）
表 題：「中国における売春問題」
報告者：ウルントヤ（東北大学・博士後期課程）

平成20年度「大学教育改革プログラム合同フォーラム」
内

容：ポスターセッション出展

表 題：「三重県菰野町の現状と取組」
報告者：原田賢一郎（菰野町副町長）

公開シンポジウム
GCOE連携拠点・東京大学・社会科学研究所＆東京大学ジェンダーコロキアム

GCOE第４回月例研究会

1.21(水)

GCOE連携拠点・東京大学・社会科学研究所

1.28(水)

1.30（金）

44

45

46

2.17(火)

( グローバル時代の「公共性」再考――地域間格差を手がかりに――」プロジェクト)
GCOE研究会「

1.21(水)

1.23(金)

43

( 被害者と加害者が共生する社会」プロジェクト)
GCOE研究会「

47

48

49

内

容：「ワーク・ライフ・バランス推進研究プロジェクト」キックオフ・シンポジウム

50

中・高等教育における男女別学の国際比較分析に基づいて―」プロジェクト)
内 容：第 1 回・学内研究会「日本における男女共学・別学教育の現在と課題」
目 的：当該プロジェクト（生田教授）の第 1 回目の研究会として、日本における公立高校の
共学化の動き、および共学化における問題点・論点を明らかにし、ここでの疑問を
プロジェクトメンバーが共有することをねらう。

52

GCOE研究会（「グローバル時代の「公共性」再考－地域間格差を手がかりに－」プロジェクト）

51

表 題：第 1 回学内研究会「我が国における林業経営の現状と問題点」
報告者：速水亨

GCOE研究会（「アジアのジェンダー平等政策」プロジェクト、一橋大学ジェンダー社会科学研
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的解決メカニズムの実証的研究」
プロジェクト）
表 題：「中国における環境諸条約の国内的履行について」
報告者：張 新軍 （清華大学 ･ 准教授）
的解決メカニズムの実証的研究」
プロジェクト）
表 題：「いわゆる戦後補償をめぐる国内裁判について」
報告者：張 新軍 （清華大学 ･ 准教授）
表 題：「ヒト胚のこころとからだ」
報告者：西希代子（上智大学・准教授）

オタワ大学・ケベック大学との連携セミナー

（「多文化共生社会のジェンダー平等」プロジェクト）
表 題：「多文化共生社会におけるジェンダー平等の課題」

GCOE第５回月例研究会

2.19(木)

GCOE研究会（「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」プロジェクト民法研究会共催）

2.19(木)

GCOE研究会（「多文化共生社会におけるジェンダー平等」プロジェクト）

2.22(日)

国際ワークショップおよび視察

～26(木)

(
・多文化共生社会に求められる「リーダーシップ」教育の研究―
GCOE研究会「男女共同参画

表 題：「アジアにおける独禁法規制の発展動向－台湾独禁法制を中心に－」
報告者：顔 廷棟（台湾銘傳大学・准教授）

2.18(水)

表 題：「適合性原則と私法秩序－高齢者取引の被害救済を目指して」
報告者：王 冷然（東北大学・GCOE 特任フェロー）

究センター・共催）
内 容：一橋大学ジェンダー社会科学研究センター公開レクチャーシリーズ第 6 回
表 題：「台湾女性の相続権をめぐるジェンダー・ポリティクス」
報告書：陳 昭如（台湾大学・准教授）
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GCOEキックオフセミナー（31 ～ 34 頁参照）

GCOE研究会（「多文化共生社会におけるジェンダー平等－ジェンダー研究と多文化共生研究

(共催)
表 題：
「上野千鶴子・中西正司編『ニーズ中心の福祉社会へ――当事者主権の次世代福祉戦略』
を読み解く」

34

2.4(水)

2.28(土)

2.28(土)
3.2(月)

表 題：「中韓国交正常化と東北アジア国際システムの変容」
報告者：金 淑賢（東北大学・准教授）
表 題：
「親族法・身分法・家族法－婚姻家族と親子家族、意思主義と事実主義、関係法と団体法－」
報告者：上野雅和（岡山大学・名誉教授）

表 題：「グローバル時代の信教の自由と世俗的原則－イスラムのスカーフ問題を中心に」
報告者：樋口陽一（東京大学・教授）、Cornelia Vecchio（慶応大学・研究員）
、
Alain Gagnon（ケベック大学・教授）
、Nathalie Des Rosiers（オタワ大学・副学長）
、
Caloline Andrew（オタワ大学・教授）
、Elizabeth Sheely（オタワ大学・教授）

目

3.5(木)

的：「多文化共生政策の国際比較」研究プロジェクト立ち上げ
韓国政府へのヒアリング、ソウル市および安山市での外国人住民センター・多文化家
族センター等の視察、日韓の研究者・実務家を 10 名程度招聘した国際会議等

国際シンポジウム（東京大学社会科学研究所主催・GCOE後援）

報告者：大沢真理、宮本太郎、Margarita Estévez-Abe、Karin Gottschall、Karen Shire、
白波瀬佐和子、坪郷實、シルビア・ウォルビー

「杜の都女性科学者ハードリング支援事業・終了記念シンポジウム（GCOE後援）
内

容：
「杜の都女性科学者ハードリング支援事業」終了にあたって、活動成果を総括するために。

日本学術会議主催公開講演会（「多文化共生社会のジェンダー平等」共催）
表
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活動日誌

31

41

( グローバル時代の「公共性」再考――地域間格差を手がかりに――」プロジェクト)
GCOE研究会「

の交錯に関する学際的研究序説」プロジェクト)
表 題：「2008 年アメリカ大統領選挙におけるマイノリティとジェンダー」
報告者：久保文明（東京大学・教授）

30

GCOEプレキックオフセミナー（31 頁参照）

表 題：第２回学内研究会「里山の保全・活用に係る法制度等のあり方について」
報告者：森本英香 ( 環境省大臣官房 )
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29

会

2.3(火)

GCOE連携拠点・東京大学・社会科学研究所

表 題：「北海道夕張市の財政破綻と財政再建の取組」
報告者：畑山栄介（夕張市地域再生推進室長）

究

40

12.25(木)

容：「人身取引問題の解決に向けたグローバル・パートナーシップ」
国際女性教育会館主催、東北大学・東京大学共催

2009

研

GCOE研究会（「グローバル時代の「公共性」再考－地域間格差を手がかりに－」プロジェクト）

女性のエンパワーメント国際フォーラム2008（GCOE共催）

39

内

1.8(木)

程

2.1（日）

12.20(土)
～21(日)

内 容：社会政策学会ジェンダー部会事前研究会
報告者：山口一男、川口章

28

日

題：「学術分野における男女共同参画促進のために」

GCOE研究会（「多文化共生社会におけるジェンダー平等」プロジェクト）

表 題：「ジェンダー平等政策と多様性－日本とフランスの企業社会の比較分析」
報告者：Helena HIRATA（フランスＣＮＲＳ・主任研究員）

58

日

程

研

究

会

3.8(日)

GCOE研究会（「被害者と加害者が共生する社会―「刑事法とジェンダー」研究からのさらなる

56

3.8(日)

日仏シンポジウム（日仏会館・日仏女性研究学生会主催・GCOE後援）
表 題：「女性貧困化に社会はどうたちむかうのか～グローバリゼーションの中での日仏比較」
報告者：大沢真理（東京大学・教授）、カトリーヌ・シモン、ソフィ・ポンティユほか

57

3.21(土)
～3.27(金)

（「多文化共生社会のジェンダー平等」プロジェクト）
国際ワークショップ（フランス）
報告者：辻村みよ子（東北大学・教授）・糠塚康江（関東学院大学・教授）
目 的：「多文化社会のジェンダー平等」セミナー、連携打合せ

55

発展」
プロジェクト）
表 題：「裁判官から見た被害者訴訟参加」
報告者：廣瀬裕亮（東京地方裁判所・判事補）

委員会スケジュール
執行委員会

59

運営委員会

第１回執行委員会

2008. 7. 2(水)

第１回運営委員会

2008. 7. 9(水)

第２回執行委員会

7. 9(水)

第２回運営委員会

8.26(火)

第３回執行委員会

7.17(木)

第３回運営委員会

9.24(水)

第４回執行委員会

8. 5(火)

第４回運営委員会

11.26(水)

第５回執行委員会

8.26(火)

第５回運営委員会

2009. 1.15(木)

第６回執行委員会

9. 4(木)

第６回運営委員会

第７回執行委員会

9.26(金)

第８回執行委員会

10.15(水)

第９回執行委員会

10.29(水)

第10回執行委員会

11.11(火)

第11回執行委員会

11.26(水)

第12回執行委員会

12.16(火)

第13回執行委員会

2009. 1.15(木)

第14回執行委員会

1.20(火)

第15回執行委員会

1.28(水)

第16回執行委員会

2.18(水)

第17回執行委員会

3. 4(水)

第18回執行委員会

3.18(水)

3. 4（水）
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21 世紀 COE の成果

21世紀COE
の成果

研究面の成果

人材育成の実績

21 世紀 COE プログラム（平成 15 年度・社会科学分野）
「男女共同参画社会の法と政策」拠

人材育成の点では、パリとニューヨーク

点では、
「ジェンダー法 ･ 政策」研究という新たな学問分野を確立することを目的として、６

に海外サテライト・オフィスを設置して、

つのクラスター（政治参画、雇用、家族、身体・セクシュアリティ、人間の安全保障、ジェンダー

COE 研究員などを派遣したほか、講義の

教育）と 3 つの部門（基礎研究・応用研究・政策実践）を設置して活動しました。国際シン

担当や派遣講師という形でオンザジョブト

ポジウムなどを通して、世界的なジェンダー法 ･ 政策研究ネットワークを構築しました。

レーニングを行うことで、研究と人材育成

す。また、活動内容は、6 カ国語によるウェ

等の研究成果は、ジェンダー法・政策研究叢

ブサイト、ニューズレター（1-18 号）等で

ジェンダー問題を法・政策の視点から研究

辻村みよ子
（教授・拠点リーダー）
齊藤豊治
（教授・事業推進担当者）

第2回 「国際法とジェンダーー女性差別撤廃条約の意義と課題」

植木俊哉
（教授・事業推進担当者）
中島淨美
（ＣＯＥ研究員）

上野友也
第3回 「国際政治とジェンダーー戦争遂行における性差の道具化ー」（日本学術振興会特別研究員〔ＣＯＥ〕
）

第4回 「日本の政治とジェンダー」
第5回 「日本国憲法とジェンダーー平等原則と自己決定権」

第7回 「行政法とジェンダー」

する国内唯一の「ジェンダー法・政策研究セ

ることができました。このほか、ジェンダー

ンター」（和書・洋書 6000 冊を所蔵）を学

第11回 「家族とジェンダー」

究 年 報（ 全 11 号 ） 等 の 形 で 国 内 外 に 公 表

法学会・日本学術会議・内閣府男女共同参画

外に開設し、公募により延べ 32 名の COE

ジェンダーに関する生物学との学際共同研究

連携（韓国梨花女子大学校、フランス比較立

41 名の TA/RA（博士後期課程学生）を採用

などに大きな成果を得ました。叢書全 12 巻

法協会・CNRS 、米国コロンビア大学、カナダ・

して、研究奨励費等により支援を行いました。

と研究年報の執筆者総数が 386 名に及んで

オタワ大学等）とも連携のネットワークを構

とくに海外連携拠点 ( パリ拠点・ニューヨー

いることにも、成果の大きさが示されていま

築することができました。

ク拠点 ) を設置して 28 名の大学院生等を派

研究成果一覧
研究叢書
（和文・外国語）

6 か国語の
ホームページ

犬塚典子
（ＣＯＥ研究員）

2006年度 全学教育科目
「ジェンダーと人間社会」
第1回 開講にあたって「国際家族・人工生殖とジェンダー」
第2回 「国際法とジェンダー」

第4回 「政治思想とジェンダー」

池田丈佑
（COE研究員）

第7回 「私法関係とジェンダー」

して採用されました。

第8回 「刑事法とジェンダー」

ことから、ジェンダー教育の成果も得ました。

植木俊哉
（教授・クラスター責任者）
／中島淨美
（COE研究員）
上野友也
（日本学術振興会特別研究員
〔ＣＯＥ〕
）

研究員のうち 8 名は、既に大学の専任教員と

学生（法科大学院では 160 名）が受講した

山元一
（教授・事業推進担当者）
田代亜紀
（群馬大学・講師）
河上正二
（教授・事業推進担当者）
矢野恵美
（国際高等融合領域研究所助教・元COE研究員）

第9回 「家族とジェンダー」

久保野恵美子
（助教授・事業推進担当者）

第10回「医療制度とジェンダー」

坪野吉孝
（教授・クラスター責任者）

第11回 「労働・社会保障とジェンダー」

柴田洋二郎
（COE研究員）

第12回「ジェンダーと教育」

犬塚典子
（COE研究員）

2007年度 全学教育科目
「ジェンダーと人間社会」
第1回 開講にあたって

田中重人
（文学研究科講師・事業推進担当者）

第2回 「国際政治とジェンダー」

樺島博志
（准教授・事業推進担当者）

第3回 「国際政治とジェンダー」

戸澤英典
（准教授・事業推進担当者）

第4回 「東欧政治とジェンダー」

平田武
（教授・事業推進担当者）

第5回 「政治思想とジェンダー」

池田丈佑
（COE研究員）

第6回 「憲法とジェンダー」

中林暁生
（准教授・学内研究協力者）

第7回 「公務員制度とジェンダー」
第8回 「刑事法とジェンダー」

稲葉馨
（教授・事業推進担当者）
矢野恵美
（国際高等融合領域研究所助教・元COE研究員）

第9回 「民法における「人」と女性」

河上正二
（教授・事業推進担当者）

第10回 「科学研究とジェンダー・知的財産の活用」
第11回 「社会保障とジェンダー」

61

西谷祐子
（助教授・事業推進担当者）

第3回 「国際政治とジェンダー」

第5回 「憲法とジェンダー」

大きな成果をあげました。延べ約 700 名の
研究年報
（日本語・外国語）

第14回「ジェンダーと教育」

第6回 「憲法とジェンダー」

て教育の実践を行ったことが人材育成の上で

21

齊藤豊治
（教授・事業推進担当者）
矢野恵美
（ＣＯＥ研究員）

研究論文・翻訳等の投稿数は計 120 本に及び、

延べ 17 名の研究員が教授らとともに担当し

パンフレット
（日本語・英語・
フランス語）

第12回「刑事法とジェンダー」

水野紀子
（教授・拠点サブリーダー）

第13回「DVの現状と課題」

の成果として研究会・国際学会報告は 36 名、

また、
「ジェンダーと人間社会」等の講義を

柴田洋二郎
（ＣＯＥ研究員）
松井智予
（助教授・学内研究協力者）
イザベル・ジロドウ
（ＣＯＥ研究員）

世紀COEの成果

も公表され、海外の諸機関でも高い評価をえ

フェロー（研究員）・22 名の COE 留学生・

吉田正志
（教授・事業推進担当者）

第9回 「労働法とジェンダー」

刊行したパリ・シンポジウム記録（1 巻）
、研

局、地方自治体、弁護士会等との連携や国際

佐々木くみ
（ＣＯＥ研究員）

飯島淳子
（助教授・学内研究協力者）

第8回 「江戸〜明治期の結婚と離婚」

書 ( 全 12 巻 )、英文叢書 2 巻、フランスで

し、とくにポジティヴ・アクションの研究や

川人貞史
（教授・拠点サブリーダー）

・
第6回 「表現の自由とジェンダーーポルノグラフィーをめぐって」田代亜紀（日本学術振興会特別研究員
大学非常勤講師・元COE RA）

第10回「企業社会とジェンダー」

遣し、国際的研究活動を促進しました。そ

ニューズレター

第1回 開講にあたって「男女共同参画社会の法とジェンダー」

Ⅶ

研究会（90 回以上）や国際シンポジウム

の相乗効果を高めることができました。

全学教育科目
「ジェンダーと人間社会」
の担当
2005年度 全学教育科目
「ジェンダー論」

蘆立順美
（准教授・事業推進担当者）

嵩さやか
（准教授・事業推進担当者，
クラスター責任者）

第12回 「労働とジェンダー」

柴田洋二郎
（中京大学専任講師・元COE研究員）

第13回 「文化とジェンダー」

李善姫
（COE研究員）
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政策形成への寄与
さらに、２１世紀ＣＯＥプログラムでは、政策形成に寄与するため、内閣府男女共同参画局や
地方自治体・弁護士会等とたえず連携して活動を行い、
「ジェンダー法・政策研究叢書」の第
12 巻では、ＣＯＥの研究協力者を含む、各界の代表的な研究者による政策提言をまとめました。

男女共同参画のための政策提言
政治参画

家族

政党の自発的クォーター制導入
（穏やかなポジティヴ・アクション促進）etc.

離婚法等の整備／児童虐待対策／
事実婚・同性婚への施策 etc.

雇用・社会保障

身体・セクシュアリティ

ワークライフバランス政策／
男女共同参画に即した税・年金改革 etc.

DV防止法の実効性確保／
生殖補助医療の整備 etc.

人間の安全保障

ジェンダー教育

女性差別撤廃条約選択議定書批准／
トラフィッキング対策強化 etc.

ジェンダー教育の促進／
教材の開発 etc.

「ジェンダー法・政策」
研究・教育
たとえば、政治参画では、日本の衆議院の

成果を刊行して大変高い評価をえました。こ

女性議員比率 9.4％が、世界 138 位である

こではクオータ制は憲法違反かどうか、女性

という現実があります。これを改善するため

の議員比率を引き上げなければならないのは

に、多くの国でポジティヴ・アクション、と

どういう代表理論によるのか、などの理論的

くにクオータ制が導入されています。

課題があり、叢書第 1 巻でも、世界をリード

この問題を比較研究するため 2005 年にパ
リでシンポジウムを開催し、フランスで研究

63

する比較研究の成果を公表しました。

Ⅷ
資料編

東北大学の
基本データ

機構図

東北大学
TOHOKU UNIVERSITY

歴史的背景

（Historical Background）
東 北 大 学 は、1907 年（ 明 治 40 年 ） に、
東京帝国大学、京都帝国大学に続く 3 番目の
帝国大学として創立。設立 当初から、専門

東北大学が目指す大学の姿
東北大学は、その使命を果すため、今後
10 年間で、次のような大学になることを目
指します。

学校、高等師範学校の卒業生にも門戸を開き、
さらに 1913 年（大正 2 年）には、当時の政

〈世界最高水準の総合研究拠点の確立〉
●自然科学、人文科学、社会科学にわたる、

して初めて、3 名の女子の入学を許可し、
「門

幅広い分野において、世界をリードする研究

戸開放」が本学の不動の理念であることを世

成果を恒常的に創造する。

に示しました。

●知識の加速度的集積と知識基盤型社会の要

学界でトレーニングを積んだ若き俊秀が教授

編成を図る。

として集まったこともあって、研究者が独創

●国内外の主要研究機関との研究ネットワー

的な研究成果を次々と生み出しながら、それ

ク連携を整備すると共に、世界的総合研究拠

を学生に対する教育にも生かすという「研究

点としての声望・評価を確立する。

第一主義」の精神が確立されました。さらに、
東北大学は、戦前からいち早く大学発のベン

〈社会の発展と新たな知の創造を担う指導的

チャー企業を設立して地域産業の育成を図っ

人材の養成〉

たり、日常生活に最も密着した法律である家

●教員は、最先端の研究に従事しながら、そ

族法の研究の日本の中心になるなど、世界最

の成果を教育に反映させる。

先端の研究成果を社会や人々の日常生活に役

●すべての授業を「世界最高水準の教育拠点」

立てる「実学尊重」の伝統も育んできました。

にふさわしい内容と方法で提供する。

このような精神は、第二次世界大戦、戦後

●新たな知の創造に必要な基礎知識と社会の

の成長期を経て、グローバル化が進行する現

指導者としての責任意識を涵養する教育を実

代にも生き生きと息づいています。

施する。
●高度の国際性、専門知識、応用能力を備え

東北大学の使命

（Mission Statement）
東北大学は、、建学以来の伝統である「研究
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会を与える。
●「実学尊重」の伝統を踏まえて、産学連携
を推進し、サイエンスパークを整備する。
●市民を対象にした教育や、専門知識を活用
する相談サービス等の提供を、質・量ともに
飛躍的に充実させる。
●キャンパスを市民との共生の場として開放
すると共に、大学所蔵の図書・学術資料・施

病院

文学研究科
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科

学部
（10）

理学研究科

文学部

医学系研究科

教育学部

歯学研究科

法学部

薬学研究科

経済学部

工学研究科

理学部

農学研究科

医学部

国際文化研究科

設等の知的資源・財産の社会的有効活用を図

歯学部

情報科学研究科

る。

薬学部

生命科学研究科

工学部

環境科学研究科

農学部

医工学研究科

〈世界最高水準の研究・教育拠点にふさわしい
文化・環境・経営体制の整備〉
●世界最高水準の研究・教育を活性化するよ
うな学内の文化を保持・発展させる。

資料編

請に応えるために、たえず最適の研究組織の

平等に、学生・職員として受け入れられる機

付属図書館 (4)
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府からの圧力にも屈せず、日本の国立大学と

東北帝国大学は、創立に当たって、世界の

本部事務機構

（Towards Tohoku University 2016）

教育情報学教育部
教育情報学研究部

大学院
（18）

東北大学インターネット
スクール
（ISTU)

●キャンパスの景観の美的統一と自然環境と
の調和を図り、知的創造活動にふさわしい雰
囲気を醸出する。
●世界最高水準の研究・教育活動を柔軟且つ

専門職大学院
（3）

機動的に展開するのに必要な施設、人的・物

法科大学院

的・財政的基盤及び経営体制を整える。

公共政策大学院
会計大学院

附置研究所
（5）
金属材料研究所
加齢医学研究所

た高度専門職業人を養成する教育プログラム

流体科学研究所

と組織を整備・発展させる。

電気通信研究所
多元物質科学研究所

〈世界と地域への貢献〉

第一」と「門戸開放」の理念を掲げ、世界最

●研究成果を社会に普及させ、指導的人材を

高水準の研究・教育を創造します。また、研

社会に送り出すことによって、人類社会及び

究の成果を社会が直面する諸問題の解決に役

地域社会の発展に寄与する。

立て、指導的人材を育成することによって、

●資質と意欲があれば、誰もが、国籍・人種・

平和で公正な人類社会の実現に貢献します。

性別・年齢・宗教・社会階層等に関わりなく、

学内共同教育研究施設等
（9）
特定事業組織
（9）
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学術交流協定締結等
2008年6月現在

大学間協定
26ヶ国・地域

130機関

ドイツ
＊アーヘン工科大学 （1998. 5.19）
＊ドルトムント大学 （1999. 3. 2）
＊ザールラント大学 （1999.10. 5）
＊ダルムシュタット工科大学 （2003. 4.30）
＊ゲッティンゲン大学 （2003.10.23）
＊ドレスデン工科大学 （2006. 6.26）

ベルギー
ベルギー原子力研究センター （2005. 6.16）

イギリス

スウェーデン
＊ウーメオ大学 （1997. 8.1）
＊スウェーデン王国王立工科大学 （2000. 9.20）
＊ウプサラ大学 （2002. 3.20）
＊ストックホルム大学 （2003. 1.14）
＊ルンド大学 （2003. 4.10）
＊チャルマース工科大学 （2006. 4.19）

フィンランド
＊ヘルシンキ工科大学 （2001.11. 5）
＊オウル大学 （2004. 8. 9）
＊タンペレ工科大学 （2006. 1.31）

ポーランド
ポーランド科学アカデミー触媒表面化学研究所 （1999. 8. 4）

モンゴル
＊モンゴル科学アカデミー （2000. 8.21）
＊モンゴル科学技術大学 （2001.11.16）

ロシア
ロシア科学アカデミー・シベリア支部 （1992. 8.10）
＊モスクワ国立大学 （1998. 2.19）
＊ノボシビルスク国立大学 （2003. 7. 4）

ロンドン大学"The London School of Economics and
Political Science" （1989. 1. 3）
ロンドン大学"The School of Oriental and
African Studies" （1989. 4.10）
ロンドン大学"Imperial College London" （1998. 5. 4）
＊ノッチンガム大学 （2001. 5.15）
ヨーク大学 （2004. 6. 7）

カナダ
＊ウォータールー大学 （2006.10.30）

アメリカ
＊ペンシルバニア州立大学 （1988.11.29）
＊カリフォルニア大学 （1990. 3.15）
バークレー校
デイビス校
アーヴィン校
ロスアンゼルス校
リバーサイド校
サンディエゴ校
サンタバーバラ校
サンフランシスコ校
サンタクルス校
マーセド校
＊ワシントン大学（シアトル）（1996. 7. 3）
＊パーデュー大学 （1997. 9.23）
＊アラスカ大学 （1999. 1.12）
＊コロラド鉱山大学 （2004. 1. 7）

Ⅷ

中国

フランス

資料編

＊東北大学（瀋陽）（1983. 8. 5）
＊中国科学技術大学 （1998. 6.15）
＊清華大学 （1998. 8.31）
＊南京大学 （1999. 9. 1）
北京大学 （1999.11.10）
＊吉林大学 （2001. 3. 1）
＊浙江大学 （2001. 4. 9）
＊復旦大学 （2001. 4.19）
＊武漢理工大学 （2001. 4.30）
＊重慶大学 （2001. 7. 4）
＊同済大学 （2002. 8.13）
＊中国海洋大学（旧青島海洋大学）（2002.10.21）
＊北京科技大学 （2002.10.25）
＊南京航空航天大学 （2003. 3.10）
＊陜西科技大学 （2004. 5.30）
＊青島科技大学 （2004. 7. 7）
＊厦門大学 （2005. 6.29）
＊華中科技大学 （2005.10.12）
＊西安交通大学 （2006. 8.31）
＊華東師範大学 （2006. 9.20）
＊北京航空航天大学 （2006.12.16）
＊蘭州大学 （2007. 4.17）
＊天津大学 （2007. 6. 8）
＊大連理工大学 （2007. 6.16）
＊揚州大学 （2008. 6.20）

＊ピエール・マリー・キュリー大学 （1999. 8.19）
＊レンヌ第2大学 （1999.12. 3）
＊グルノーブルコンソーシアム及び
ストラスブールコンソーシアム （2000. 3.31）
グルノーブル第1大学ジョセフフーリエ
グルノーブル第2大学ピエールメンデスフランス
グルノーブル第3大学スタンダール
グルノーブル理工大学（INPG）
ストラスブール第1大学ルイパスツール
ストラスブール第2大学マルクブロック
ストラスブール第3大学ロベールシューマン
＊レンヌ第1大学 （2000.12.20）
＊The Global Education for European Engineers
and Entrepreneurs （2002.11.14）
＊国立応用科学院リヨン校 （2004. 7.13）
＊ボルドー第1大学 （2005. 7.28）
＊国立中央理工科学校
（Ecole Centrale）5校 （2006. 2.13）
リール校
リヨン校
マルセイユ校
ナント校
パリ校
＊アルビ鉱山大学 （2006. 9.12）
＊リヨン政治学院 （2008. 6. 6）
＊ENS-LSH
（2008. 8.11）

韓国
スイス
＊ローザンヌ工科大学 （2000.11.20）

イタリア
ローマ大学「ラ・サピエンツァ」（1990. 9.27）

モロッコ
＊ムハンマド5世大学−アグダル （2001. 4.30）

タイ
＊アジア工科大学院 （1998.11. 9）
＊スラナリー工科大学 （2001. 3. 1）
＊キングモンクット工科大学
ラカバン校 （2004. 4.15）

シンガポール
ウクライナ
＊ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学) （2004. 6. 2）

イラン
＊テヘラン大学 （1999. 8.25）

インド
＊インド工科大学ボンベイ校 （2000. 8.21）

＊シンガポール国立大学 （2000. 9.16）

インドネシア
＊インドネシア大学 （2004. 3.19）
＊ガジャマダ大学 （2006.12.16）
＊バンドン工科大学 （2008. 6. 4）

ニュージーランド
＊オークランド大学 （2002.11.15）

ベネズエラ
＊シモン・ボリバル大学 （2008. 1. 8）

台湾
＊国立台湾大学 （2000.11.18）
国立台湾海洋大学 （2002. 3. 8）
＊国立中正大学 （2003.11.14）
＊国立成功大学 （2005. 8. 9）
＊国立交通大学 （2005.12.15）

オーストラリア
＊シドニー大学 （1993. 1. 8）
＊ニューサウスウェールズ大学 （2001. 4. 7）
＊オーストラリア国立大学 （2002. 7.16）

＊全北大学校 （1991.11.12）
＊ソウル大学校 （1998. 7. 8）
＊光州科学技術院 （2000. 8.21）
＊釜慶大学校 （2000. 8.21）
＊浦項工科大学校 （2000. 9.22）
＊韓国科学技術院 （2001. 4.24）
＊忠南大学校 （2001. 7. 9）
＊慶北大学校 （2002. 9. 2）
＊嶺南大学校 （2003.12. 3）
＊東義大学校 （2003.12.19）
＊朝鮮大学校 （2004. 3.18）
＊高麗大学校 （2004. 3.31）
＊国立昌原大学校 （2005.10. 2）
＊西江大学校 （2007. 2.2）
＊延世大学校 （2007. 5.29）
＊釜山大学校 （2007. 7.26）
＊公州国立大学校 （2007. 7.29）
＊中央大学校 （2008. 3.27）

注1）＊印は、授業料等を不徴収とする交流協定を締結している機関を示す。
注2）協定大学名の後の括弧は協定締結年月日。
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役員・職員数

学部・大学院学生数
(2008年5月1日現在／単位：人)

総長

1
5

理事

非常勤（2）

(2008年5月1日現在／単位：人)

学部学生

10,953

大学院学生
（修士・前期・専門職）

4,146

大学院学生
（後期・博士）

2,748

合計

17,847

1
非常勤（1）

監事
教授 (840)

外国人留学生数

准教授 (654)
教員

講師 (147)

(2008年5月1日現在／単位：人)

2,743

学部生

122

助教 (1,006)

大学院生

774

助手 (96)

研究生

166
156

事務・技術職員等

2,803

その他

合計

5,553

合計

グローバルCOE採択数

1,218

外国人留学生数:国、
地域別
(2008年5月1日現在／単位：人)

東京大学

16

中南米 35 2.8％

東北大学

12

京都大学

12

中近東
36 3.0％

大阪大学

11

東京工業大学

8

名古屋大学

6

九州大学

4

北海道大学

6

一橋大学

2

千葉大学

2

熊本大学

3

アフリカ 33 2.7％
北米 30 2.5％
オセアニア 3 0.2％

ヨーロッパ
80 6.6％

地

世界から
見た割合

アジア
1,001 82.2％

合計 1,218人

その他
290
アジア 中国
での割合 512
韓国
199

主な研究活動
●東北大学を拠点とするグローバルＣＯＥプログラム
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脳神経科学を社会へ還流する教育研究拠点

新世紀世界の成長焦点に築くナノ医工学拠点

材料インテグレーション国際教育研究拠点

情報エレクトロニクスシステム教育研究拠点

分子系高次構造体化学国際教育研究拠点

Network Medicine 創生拠点

社会階層と不平等教育研究拠点の世界的展開

変動地球惑星学の統合教育研究拠点

流動ダイナミクス知の融合教育研究世界拠点

物質階層を紡ぐ科学フロンティアの新展開

グローバル時代の男女共同参画と多文化共生

環境激変への生態系適応に向けた教育研究

Ⅸ
図

施設所在地一覧

建物配置図

主要地区

●土地：816,887m2 ●建物：119,678m2（平成20年7月現在）

川内キャンパス

1 片平キャンパス

2 川内キャンパス

3 青葉山キャンパス

4 星陵キャンパス

北山駅

5 雨宮キャンパス

N

仙
輪王寺

東北福祉大

山
線

川内亀岡
北裏丁

北
仙
台
北
駅
仙
台
駅

青葉神社

国見駅

川内運動場

台
原
駅

東北大学ユニバーシティ・ハウス三条
東北大学国際交流会館

〒980-8576 仙台市青葉区川内41
〒980-8576 仙台市青葉区川内27-1
電話番号案内 022
（717）7800

人文社会科学学部、全学教育

荒巻小

仙台高

川内北キャンパス
川内南キャンパス

三条

運動場

プール

葛岡駅
大崎八幡神社

宮城教育大附属小

雨宮

5
星陵 4

牛越橋

聖ドミニコ
学院高

仙台西道路
宮城教育大附属
養護学校

県美術館

尚絅学院高・中

橋
瀬
の

広瀬通 一
番
町
通

仙

市立博物館

八木山ベニー
ランド
東北工大

競技場 評定
河原橋

瑞鳳殿
東北放送

仙
台

仙
台
駅

高等裁判所

至天守台

河北
新報社

片平

霊屋
橋

図

仙台城跡 青葉山公園

アエル

台 駅
南町通 東
駅
二
五
番
橋
通
丁 SS30
通

野球場

八木山動物公園

藤崎 あおば通駅 さくら野

地

青葉通

大橋

青葉山新キャンパス用地

愛
宕
上
杉
広瀬通駅 通

三越

中

3

西
公
園
西公園通

至理・薬・工学部

勾
当
台
公
園
駅

県民会館

定禅寺通

ト

宮城県庁

仙台市役所

市民会館
仙台二高

仙台
国際センター

川内亀岡町

青葉区役所

澱橋

川内 2
青葉山

青葉の森

テ
ニ
ス
コ
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宮城教育大学

北
四
番
丁
駅

国道48号線

第一女子高

宮城教育大附属中

1

植物園

五
橋
駅

県立工高
東北学院大

東北工大高

広瀬川

0

愛

50

向山高

駅

N

1：35,000

0

300

600

900 m

教育・学生支援部
（管理棟）⑦
教育・学生支援部入試課 ⑱
国際交流部留学生課 ①

札幌

青森
秋田

大連・台北・上海
・長春

山形

ソウル
新潟

台北

名古屋
福岡

広島

岡山

大阪

盛岡

仙台
グ

郡山

東京
京都

八戸

ア

いわき
成田

ム

空路
（所要時間）
大
連 …3時間10分
大連/北京 …5時間10分
上
海 …3時間20分
上海/北京 …6時間40分
長
春 …2時間30分
ソ ウ ル …2時間10分
グ ア ム …3時間45分
台
北 …3時間45分
札
幌 …1時間05分
成
田 …1時間05分
名 古 屋 …1時間15分
大 阪 伊 丹 …1時間10分
福
岡 …1時間45分
※仙台空港アクセス鉄道
仙台空港−JR仙台駅間
（最速17分）

高速バス
東北 5 県主要都市及
び東京、大阪、新潟、金
沢、
名古屋

東
八
秋
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新幹線
京 …1時間36分
戸 …1時間21分
田 …2時間11分

100 m

宕
橋

キャリア支援センター ⑦
植物園本館 ㉚
植物園記念館 ㉛
国際交流センター ①

附属図書館 本館 ⑲
教養教育院 ⑦
文学部・文学研究科 事務室 ㉑
文学研究科・法学研究科合同研究棟 ㉓
教育学部・教育学研究科 事務室 ㉔
文科系総合研究棟 ㉔
法学部・法学研究科 事務室 ㉒
経済学部・経済学研究科 事務室 ㉘
経済学研究科演習室 ㉘ ㉙
国際文化研究科 事務室 ⑥
附属言語脳認知総合科学研究センター ③
教育情報学研究部・教育情報学教育部 事務室 ㉔
会計大学院 ㉘
東北アジア研究センター ③
高等教育開発推進センター ③⑪
保健管理センター、学生相談所、ハラスメント全学学生相談窓口 ④
入試センター ⑱

学生実験棟 ②
川北合同研究棟 ③
講義棟 A棟 ⑧、B棟 ⑨、C棟 ⑩
マルチメディア教育研究棟 ⑪
サークル部室 ⑤⑫
厚生施設
（川内北キャンパス厚生会館）⑬
川内体育館 ⑭
川内ホール ⑮
課外活動室A棟 ⑯
川内サークル会館 ⑰
百周年記念会館
（川内萩ホール）⑳
中講義棟 ㉕
大講義棟 ㉖
文科系合同研究棟 ㉗
厚生施設
（文系食堂）㉜
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宿舎のご紹介

東北大学ユニバーシティ・ハウス三条
東北大学国際交流会館
本学には、宿舎施設が整っており、多くの
研究者や留学生が快適な生活を送っています。
ユニバーシティ・ハウス三条は、国際化を

【所在地】
〒 981-0935

とする居住構成、安心・安全・快適な生活環

仙台市青葉区三条町

ンセプトとした教育的施設の学生寄宿舎とし
国際交流会館は、本学で教育・研究に従事
する外国人研究者及び外国人留学生の宿舎と
して、教育・研究の国際交流の促進に資する
こ と を 目 的 に 1983 年 11 月 (1989 年 及 び
1994 年に増築）に開館しました。

東北大学ユニバーシティ・
ハウス三条の概要

19-1
TEL: 022-275-9901

【所在地】

240 室（留学生：206 室、研究者：34 室）
【建築概要】
構造：鉄筋コンクリート造

建物面積 :10,661㎡
面積
区分
種類
室数 （㎡）
【居室等一覧（外国人留学生）
】 寄宿料（月額）
A
B棟
棟

〒 981-0935
仙台市青葉区三条町

F棟
D
棟

19-1

F
G棟
棟

TEL:022-274-7305

G棟

【居室数】

B タイプ
タイプ
A
C
タイプ
B タイプ

22
11
54
22

18
面積

（㎡）

48
18
46
48

10 階建 1 棟、

区分
A棟
区分
A
C棟
棟

【居室等一覧（外国人留学生）】
面積

寄宿料（月額）

C
D棟
棟

26

10

9,700 円

58

13

10,000 円

D
棟
F棟

種類

室数

A タイプ
B タイプ

（㎡）

西棟

A タイプ

26

10

9,700 円

東棟

A タイプ

20

10

9,700 円

Ａタイプ → シャワー・トイレはユニット内共用
B タイプ → シャワー・トイレは各居室に装備

円
9,500 円
9,500

18
46
56
18

円
5,900 円
9,500
円
11,900
5,900 円
円
9,500 円
11,900
円
9,500 円
9,500

9,500 円

A タイプ
タイプ
C
A タイプ
タイプ
A

8
54
6
8

B タイプ
タイプ
A

12
6

48
56
46
48

B タイプ

12

46

種類

室数

C 種類
タイプ 室数
1
A タイプ
タイプ
4
C
1
B タイプ
タイプ
A
C
タイプ
B タイプ
A タイプ
タイプ
C
B タイプ
タイプ
A

8
4
11
8
4
11

面積

寄宿料（月額）

18
面積

円
5,300
（月額）
寄宿料
円
22,100
5,300 円

（㎡）
（㎡）

60
18
49
60
18
49
60
18

宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1
法学研究科片平 5 号棟
TEL 022-217-6132 FAX 022-217-6133

円
14,800 円
22,100
円
6,200
14,800 円

★ 一番町分室

北門

ジェンダー平等と
多文化共生研究センター ★

ジェンダー平等と多文化共生研究センター
一番町分室
〒980-0811

正門

宮城県仙台市青葉区一番町 1-12-8

佐恭ビル５F 面積
区分
種類
室数
寄宿料（月額）
TEL 022-211-5590
FAX 022-211-5595
（㎡）

区分
北棟
北棟
西棟

A 種類
タイプ 室数
26
B タイプ
タイプ 26
58
A

東棟
西棟

A タイプ
タイプ
B
A
タイプ
A タイプ

26
58
20
26

東棟

A タイプ

20

10
面積

（㎡）

13
10
10
13

円
9,700
（月額）
寄宿料
円
10,000
9,700 円

10
10

円
9,700 円
10,000
円
9,700 円
9,700

10

9,700 円

東京大学社会科学研究所
GCOEプログラム連携拠点
東京都文京区本郷 5-25-16
石川ビル５F
TEL / FAX 03-5684-2085
E-mail iss-gcoe@iss.u-tokyo.ac.jp

東京大学付近マップ（文京区本郷）

〒113-0033

わだつみのこえ
記念館

東大赤門前
旧加賀屋敷
御守殿門（赤門）

長泉寺

東京大学社会科学研究所
GCOE プログラム連携拠点 ★

円
26,700
6,200 円
円
18,200 円
26,700

6
48
4
60
F
棟
A タイプ→家族室
タイプ→夫婦室
B タイプ B 6
48 18,200 円
C タイプ→単身室

※研究者用の寄宿料は、申込期間が 1 ヶ月以

東大赤門前バス停

東京大学
本郷

本
郷
通
り

真砂中央
図書館

上の場合です。

※寄宿料は２００７年度の金額であり、今後変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※寄宿料の他、光熱費等別途費用が必要です。詳しくはお問い合わせください。

73

円
5,900
（月額）
寄宿料
円
9,500 円
5,900

【居室等一覧（研究者）】

6 階建 1 棟、5 階建 1 棟、管理棟

北棟

C 種類
タイプ 室数
93
A タイプ
タイプ 93
11
C

日本人学生：286 室）

【建築概要】

区分

2 階建 1 棟、

東北大川内
キャンパスバス停
★
東北大学大学院
法学研究科
グローバルCOE事務局

〒980-8577

敷地面積 :28,466㎡

B
D棟
棟

構造：鉄筋コンクリート造

東北大学大学院法学研究科
ジェンダー平等と多文化共生研究センター

3 階建 7 棟、4 階建 1 棟、5 階建 1 棟

A棟
区分

東北大学付近マップ（仙台市内）

〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内 27-1
TEL 022-795-3740,3163 FAX 022-795-5926
E-mail gcoe-contact@law.tohoku.ac.jp
URL http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/

【居室数】

て 2007 年 4 月に開館しました。

416 室（留学生：130 室

東北大学大学院 法学研究科
グローバルCOE事務局

東北大学国際交流会館

けん引できる人材の育成、８人を１ユニット
境、夏季休暇期間中の短期利用などを基本コ

ACCESS

本郷小

桜木神社

本郷四
郵便局

都営大江戸線

本郷 3 丁目

本
郷
消
防
署

本
富
士
警
察
署

本郷三丁目
春日通り
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東北大学大学院 法学研究科 グローバルCOE事務局
〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内 27-1
TEL 022-795-3740,3163 FAX 022-795-5926
E-mail gcoe-contact@law.tohoku.ac.jp
URL http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/

東北大学グローバルCOEプログラム

グローバル時代の男女共同参画と多文化共生
Gender Equality and Multicultural Conviviality in the Age of Globalization

詳細はホームページをご覧ください

http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/

東北大学グローバルCOEプログラム

グローバル時代の
男女共同参画と多文化共生
Gender Equality and Multicultural Conviviality in the Age of Globalization

