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ご 挨 拶

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 2009 刊行にあたって

研究を進めてきました。その成果は、2009 年度まで
に、叢書の著者シリーズ 3 冊、研究成果シリーズ 2 冊、
GEMC journal 2008、2009 などとして公表するこ
とができました。また、人材育成の面では、国際連携
機関である世界の諸大学との間でダブル・ディグリー
をめざす共同博士課程としてのクロスナショナル・ドク
トラル・コースを実施することとしました。実際に、シェ
フィールド大学、リヨン大学、清華大学から、2009
年 10 月に 9 名の大学院博士後期学生が入学してきま
した。（研究プロジェクトの詳細、および人材育成プログ
ラムの詳細は、それぞれ 9、27頁をご参照ください）。
　また、これまでの東北大学法学研究科「ジェンダー
法・政策研究センター（Gender Law and Policy 
Center：通称 GELAPOC）」は、2009 年 1 月より「ジェ
ンダー平等と多文化共生センター（Gender Equality 
and Multicultural Conviviality Center: 略称ＧＥＭ
Ｃ＜ジェムシー＞）と改称して拡張し、東京大学連携
オフィスのほか海外連携オフィスを設立して、資料セ
ンター兼若手研究者の研究拠点として機能してきまし
た。広報ツールも、6 ヶ国語のホームページ（http://
www.law.tohoku.ac.jp/gcoe）を拡充するほか、本
誌（FACT BOOK）を活用して、本拠点の概要や活
動内容をご紹介しています。
　多くの研究者の皆様や内外の研究教育機関、行政
機関、市民団体などと連携して、大きな成果をあげた
いと念じておりますので、力強いご支援とご協力をお願
いする次第でございます。

2010 年３月

　東北大学グローバル COE「グローバル時代の男女
共同参画と多文化共生」(平成21年度・社会科学分野)
の「FACT BOOK 2009」を刊行する運びとなりました。
この GCOE プログラムは、東北大学 21 世紀 COE プ
ログラム「男女共同参画社会の法と政策」の成果を発
展させて、社会科学を総合する視点から「グローバル
時代の男女共同参画（ジェンダー平等）と多文化共生」
に関する世界的な研究教育拠点をつくることをめざす
ものです。この拠点は、東京大学社会科学研究所や国
内外の諸機関との連携に基づく研究体制および人材育
成機構を確立することにより、国際舞台で活躍できる
若手研究者・法曹実務家・政策担当者など高度な専
門家を養成するとともに、研究教育の成果を政策に還
元することを目的としています。
　ここでは、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、多文化共生という視野の
もとにジェンダー平等や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。グローバル化時代の男女共同参画問題
へのアプローチを、よりダイナミックで多次元的なもの
に発展させ、性差にとどまらない人種・文化・年齢・
障害の有無など、多元主義的な要素を共存させる多元
主義的共生社会の実現という課題を展望する、チャレ
ンジングな試みであるともいえます。
　このようなチャレンジングな研究教育プログラムを実
現するために、2008 年度から、研究面では 15 の研
究プロジェクトを形成して多数の研究協力者とともに
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Ⅰ
概要・組織

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



　このGCOEプログラムは、グローバル化が進行する
世界で生じている諸問題を、男女共同参画と多文化共
生の二つの観点から解明し、それらの知見を融合しな
がら解決策を提示することを目的としています。さらに、
こうした問題への深い理解と有効な対応策を提示しう
る若手研究者を育成することを最終的な目標としてい
ます。
 
　グローバル化の進展に伴い、一方で地球規模の相
互依存と共通の生活様式・価値体系が生み出されなが
ら、他方で社会的亀裂と緊張の深刻化・偏狭な排他
主義が登場しています。ここでいう偏狭な排他主義と
は、ジェンダー平等へのバックラッシュ、経済的格差
の進展、民族紛争、移民への暴力、人身取引、福祉
に関する世代間対立、ドメスティック・バイオレンスな
ど様々です。いかにして、このような現象を理解し、解
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、
普遍主義の理念が不可欠ですが、それは画一的なもの
であってはならず、多様性を含む普遍主義でなければ
なりません。ここに多文化共生の重要性があるのです。
 
　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。

より具体的には、
◆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。
◆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。
◆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。

　また、本 GCOEは、東北大学 21 世紀 COEプロ
グラム「男女共同参画社会の法と政策」（２００３～
２００８年）を継承・発展するものでもあり、この21
世紀COEの成果である国内外のジェンダー法政策へ
の研究・政策提言・社会の諸分野における指導的人
材の育成の諸実績は、本GCOEが多文化共生の諸問
題を分析する際の基礎となっています。
 
　本 GCOEの研究活動は、ジェンダー平等、多文化
共生、少子高齢化の３分野を相互に融合させつつ15
のプロジェクトを立ち上げ、これに東北大学と連携拠
点大学等の研究者が多数参加し、それぞれ研究会・
国際的ワークショップを通じた議論を繰り返し、最終
成果をブックフォームの形でまとめます。
 

　また、以上の研究活動と並行しつつ、本GCOE の
教育活動では、国際社会で指導的人材となる若手研
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
グリーのコースとして、「クロスナショナル・ドクトラル・
コース（CNDC）」を設置します。さらに、研究・教育
の任務に携わる博士号取得者を念頭においたグローバ
ルCOEフェローの任用を通じて、フェローに対する「若
手研究者育成プログラム」を推進していきます。
 
　以上のような研究教育拠点を形成する一方で、本
GCOEは、国内外の研究教育機関との連携を強化し、
グローバルなネットワーキングを進めます。国内では、
東北大学大学院法学研究科等と東京大学社会科学研
究所との間で、研究者や大学院生の交流を含む密接な
連携関係を構築します。また、諸外国では、中国清華
大学、韓国国民大学校、カナダ・オタワ大学、フランス・
リヨン大学、英国・シェフィールド大学をはじめとする
研究教育機関との連携を進めます。連携によって、研
究プロジェクトにおける共同研究・国際会議の実施や、
クロスナショナル・ドクトラル・コースでのダブル・ディ
グリーを行う協定の締結、学生の派遣・受け入れを行
います。

概 

要
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　事業推進担当者

辻　村　みよ子

大　西　　　仁

水　野　紀　子

稲　葉　　　馨

植　木　俊　哉

芹　澤　英　明

坪　野　吉　孝

平　田　　　武

牧　原　　　出

河　崎　祐　子

久保野　恵美子

桑　村　裕美子

滝　澤　紗矢子

嵩　　　さやか

戸　澤　英　典

中　林　暁　生

森　田　　　果

米　村　滋　人

教授　拠点リーダー

教授　拠点サブリーダー

教授　拠点サブリーダー

教授

教授

教授

教授

教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

東北大学理事
大学院法学研究科併任教授

吉　田　　　浩 教授

田　中　重　人 准教授

生　田　久美子 教授

東北大学大学院法学研究科 東北大学大学院文学研究科

東北大学大学院教育学研究科

東北大学大学院経済学研究科

グローバルCOE拠点組織図
グローバル時代の男女共同参画と多文化共生
連携機関：東京大学社会科学研究所   拠点リーダー:辻村みよ子

GCOE運営委員会
事業推進担当者

GCOE事務局

外部評価委員会

GCOE執行委員会

広報委員会

研究企画委員会

ジェンダー平等と
多文化共生研究センター

法政実務教育
研究センター

研究プロジェクト（15）

国内 海外

クロスナショナル・
ドクトラル･コース
運営委員会

清華大学（中国）

シェフィールド大学（イギリス）

リヨン第２大学（フランス）

オタワ大学（カナダ）

中国社会科学院（中国）

ENS-LSH（フランス）

海外連携機関

法学研究科

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

男女共同参画委員会

杜の都ハードリング事業

学内協力機関

大　沢　真　理

佐　藤　博　樹

水　町　勇一郎 

不　破　麻紀子

教授　連携拠点リーダー

教授

准教授

助教

東京大学社会科学研究所
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　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。

研　究

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−

水野
紀子

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
−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

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
多文化共生研究の交錯に関する
学際的研究序説−

辻村
みよ子
東北大学大学院
法学研究科・教授

グローバリ
ゼーションと
ナショナリズム

大西
仁

東北大学大学院
法学研究科・教授

「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

吉田
浩

東北大学大学院
経済学研究科・教授

人間の安全保障と
人身取引問題
−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

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

植木
俊哉
東北大学理事

（大学院法学研究科・
併任教授）

少子高齢化を
めぐる
国家と私的領域

水野
紀子

東北大学大学院
法学研究科・教授

アジアの
ジェンダー平等
政策と課題

辻村
みよ子
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

戸澤
英典

東北大学大学院
法学研究科・准教授

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

田中
重人

東北大学大学院
文学研究科・准教授

近代日本・
戦後日本の
対外態度
−日米関係を中心に−

牧原
出

東北大学大学院
法学研究科・教授

生活保障システム
の比較ジェンダー
分析
−グローバル知識経済と社会的
排除の諸相−

大沢
真理
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

佐藤
博樹
東京大学

社会科学研究所・教授

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
−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−

生田
久美子
東北大学大学院

教育学研究科・教授
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Key questionsKey questions

研究の目的と方法

1
2

Key questionsKey questions

1
2
研究の目的と方法

研究組織

　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の課題の宝庫であるカナ

ダ・アメリカ・北欧・フランス等の研究者との共同研究を踏まえて、成果を英語と日

本語で出版する計画のもとで活動してきました。2009年度 5月にはフィンランド大

学で開催された国際シンポジウムで基調講演を行い、北欧等の海外研究者と共同研究

を行いました。また同年8月には、カナダ・アメリカ等から多くの研究者を招いて大

沢 PT・田中 PTと共同で国際セミナー2009を開催し、200人に及ぶ参加者を得て

大きな成果をあげました（39-40頁参照）。この国際セミナーの成果を中心としたメ

ンバーの論文を東北大学出版会から英語と日本語版の2冊にまとめて2010年 3月

に刊行し、当初の目的を達成することができました（39-40頁参照）。さらに2010

年 2月にジェンダー法学会と共催で「司法におけるジェンダー」に関する研究会、国

際憲法学会日本支部と共催で韓国憲法裁判所の判例等に関する研究会、同年3月には

東京日仏会館、日仏女性学会等の後援を得て、国際女性デー記念のシンポジムを開催

するなど、活発な活動を続けています。2010年度からはアジアに関するプロジェク

トなどと協力してさらに本GCOEのテーマにかかわる総論的研究を続ける予定です。

　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」

の研究成果を深化・発展させて、グローバル化時代の「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確立することを目的の一つにしています。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。

　そのため、まず総論的アプローチとして、グローバリゼーション、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出し、その解決にむけた

学際的研究を行います。

　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

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。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。

　このプロジェクトでは、アジア諸国のジェンダー平等政策と課題について、内外の

研究者との共同研究を通じて、欧米先進国や日本の政策・理論との比較という視座も

含めた研究成果を得ることを目的としています。そのため、2009 年度 5月にフィ

ンランド大学で開催された国際シンポジウムGendering	Asia	Conference で基調講

演を行ってアジアの研究者とのネットワークを目指しました。また、同年10月の萩

セミナーの際に、中国社会科学院、韓国梨花女子大学・インディラ・ガンジー国立公

開大学等アジア諸国の中心的な研究者（韓国元大臣を含む）を招聘し、日本の研究者

も交えて、アジアのジェンダー平等政策についての比較研究を行いました（37頁参

照）。また、同年 9-10 月にも、ドイツヒルデスハイム大学で開催されたアジアにお

ける女性と政治（WPA2009）という大規模な国際シンポジウムに参加して、日本の

政治参画について報告し、アジア諸国の参加者と討論を行いました。2010年度には、

イスラム諸国に焦点をあてた国際ワークショップや実地調査など開催し、これまでの

成果をまとめて、出版準備を行う予定です。

　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

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

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

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

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

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

総合的に分析することが急務です。

　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

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

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

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す。

　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・

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

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

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。

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？

アジア諸国のジェンダー平等政策の現状と課題は何か？

研究組織

大沢	真理
東京大学社会科学研究所（教授）

吉田	浩
東北大学大学院経済学研究科（教授）

廣渡	清吾
専修大学法学部（教授）

木本	喜美子
一橋大学社会学研究科（教授）

佐々木	弘通
東北大学大学院法学研究科（教授）

Isabelle	GIRAUDOU
日仏会館（研究員）

Cornelia	VECCHIO
慶應義塾大学（学振外国人特別研究員）

川人	貞史
東京大学大学院法学政治学研究科（教授）

岩本	美砂子
三重大学人文学部（教授）

糠塚	康江
関東学院大学法学部法律学科（教授）

早川	のぞみ
桃山学院大学法学部（講師）

Nathalie	DES	ROSIERS
オタワ大学法学研究科（教授）

Caroline	ANDREW
オタワ大学

社会科学研究科（教授）

Alain-G.	GAGNON
ケベック大学モントリオール校

法学・政治学部（教授）

Frances	OLSEN
カリフォルニア大学ロサンゼルス校

法学部（教授）

Elizabeth	POVINELLI
コロンビア大学

女性とジェンダー研究所（教授）

Jackie	STEELE
東北大学大学院（学振外国人特別研究員）

大沢	真理
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（准教授）

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
十文字学園女子大学社会情報学部（教授）

土佐	弘之
神戸大学大学院国際協力研究科（教授）

稲	正樹
国際基督教大学教養学部（教授）

鮎京	正訓
名古屋大学法学部法学研究科（教授）

蘇	恩瑩
韓国憲法裁判所（研究員）

澤江	史子
東北大学大学院国際文化研究科（准教授）

金	善旭
梨花女子大学校

法学部・法科大学院（教授）

全	敬玉
淑明女子大学校政治外交学科（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）

Maria	Rosario	PIQUERO-
BALLESCAS

東洋大学国際地域学部国際地域学科
（教授）

Nilima	SRIVASTAVA
インディラ・ガンジー国立公開大学
ジェンダーと開発学研究科（准教授）

アジアの
ジェンダー平等政策と課題

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の交錯に関する学際的研究序説−

辻村	みよ子辻村	みよ子
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）

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？

研究活動研究活動
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研究組織

　2009 年 3月にニューヨークにおける女子高等学校を対象とする訪問調査を実施

し、5月の研究会において調査結果の第一次報告を行いました。10月の萩セミナー

ではジェーン・ローランド・マーティン、スーザン・レアード両氏をアメリカより招

聘してワークショップを実施し、水原克敏氏、坂本辰朗氏の報告とともに、男女別学

問題を哲学的かつ歴史的観点から論じました。11月には宮城県内の高等学校におけ

るアンケート調査を実施し、現在その分析をすすめています。

　2010年度は、2009年度の調査結果を踏まえて国際学会において発表を予定して

います。年度末には、プロジェクト全体の報告書を刊行する予定です。

　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

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

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

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

必要なのです。

　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

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

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、

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

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

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

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

いきたいと考えています。

　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。

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・

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

と考えるためです。

　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

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

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。

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

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。

「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？

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？

水原	克敏
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
オクラホマ大学教育学部（教授）

坂本	辰朗
創価大学教育学部（教授）

東北大学大学院教育学研究科（教授）

生田	久美子
−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−

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

研究組織

　2009年度は、全体会合を定期的に開催しました。2月には、タイから人身取引の

当事者グループ支援関係者を招聘し、ワークショップを開催しました。また、プロジェ

クトメンバーがイギリス、スウェーデン、オランダ、ドイツを訪問し、先進国の「需

要」対策を中心とした取組について聞き取り調査を行いました。

　2010年度は、引き続き全体会合と調査研究を行う予定です。また、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、2009年度の調査結果も踏まえ、具体的な防止策と支援策を

検討していく予定です。

　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

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

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

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

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。

　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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

　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

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

（「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

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、

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

際交流の要素を持つ研究プロジェクトです。

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？

搾取の手口や人身取引の形態の実態は？

原	ひろ子
城西国際大学国際人文学部（客員教授）

坂東	眞理子
昭和女子大学（大学長）

橋本	ヒロ子
十文字学園女子大学社会情報学部（教授）

Glenda	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）

日下部	京子
アジア工科大学院（AIT）（准教授）

大槻	奈巳
聖心女子大学文学部（准教授）

中野	洋恵
国立女性教育会館（研究国際室長）

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）

東京大学社会科学研究所（教授）

大沢	真理
−男女共同参画と多文化共生の試金石−

人間の安全保障と人身取引問題
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研究組織
　2009 年度は、7月に開催されたGCOE月例研究会において本プロジェクト代表

者による報告及びそれに基づく討議を行い、10月に開催された萩セミナーでは本プ

ロジェクト主催のミニ・シンポジウムを開催して、そこで発表された研究成果の一部

をGCOEジャーナルに公表しました。また、12月には「女性差別撤廃条約採択 30

周年と日本の課題――CEDAW総括所見のフォローアップをめぐって」と題する研究

会を東京で開催し、国際人権規約や女子差別撤廃条約の国内的履行確保のあり方につ

いて各分野の専門家による掘り下げた討論を行いました。

　2010年度には、定例の研究会等を通じて前述の (1) 〜 (5) の各分野における国際

法規範の国内的履行に関する実証的研究をさらに進化させる予定です。特に、(5) の

海洋法の分野に関しては、日本近隣のアジア諸国の専門家を招いて国際ミニ・ワーク

ショップを開催し、東アジアにおける海洋法の国内的履行に関する実証的な比較考察

を行うことを計画しています。

　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

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

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

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。

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

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

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、

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。

　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。

　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

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

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

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

ための理論的基盤を探究したいと考えています。

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？

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？

山下	泰子
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）

坂本	一也
岐阜大学教育学部（准教授）

朴	基甲
高麗大学校法科大学（教授）

張	新軍
清華大学法学院（准教授）

田中	清久
愛知大学法学部（助教）

小野	昇平
東北大学大学院法学研究科（助教）

猪瀬	貴道
東北大学大学院法学研究科（助教）

東北大学理事
（大学院法学研究科〈併任教授〉）

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

研究組織

　このプロジェクトでは、研究会を開催したり、調査を実施したりして、犯罪被害者

の権利と救済、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年度は大学内外の研究者、実務家を招聘して研究会を数多く開催致しました。

2009年度は日本初の官民協働刑務所「美祢社会復帰促進センター」に関する調査を

中心に活動を実施しました。2010年度にはこれらの研究成果をまとめ、叢書を出版

する予定です。

　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

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

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

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

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

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）

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

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）。

　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

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

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

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・

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います）。

　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

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

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

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

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

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ます。

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？

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

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）

小島	妙子
仙台弁護士会（弁護士）

後藤	弘子
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）

齋藤	実
東京弁護士会（弁護士）

水谷	英夫
仙台弁護士会（弁護士）

矢野	恵美
琉球大学法務研究科（准教授）
（前プロジェクト責任者）

吉田	浩
東北大学大学院経済学研究科（教授）

吉野	智
法務省矯正局総務課（専門官）

John	DUSSICH
カリフォルニア州立大学

フレズノ校犯罪学科（教授）、
常磐大学国際被害者学研究所（所長）

東北大学大学院法学研究科（教授）

水野	紀子
−「刑事法とジェンダー」研究からのさらなる発展−

被害者と加害者が共生する社会

研究活動

研究活動

研究の目的と方法
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平田	武
東北大学大学院法学研究科（教授）

横田	正顕
東北大学大学院法学研究科（教授）

樺島	博志
東北大学大学院法学研究科（教授）

戸澤	英典
東北大学大学院法学研究科（准教授）

金	淑賢
東北大学大学院法学研究科（准教授）

韓	冬雪
清華大学政治学部（教授）

曹	海軍
清華大学政治学部（講師）

朱	安東
清華大学政治学部（講師）

何	建宇
清華大学政治学部（講師）

常	保国
中国政法大学政治・公共管理学院（教授）

李	元徳
国民大学校日本学研究所（所長）

南	基正
ソウル大学校日本研究所（副教授）

金	碩淵
国民大学校国際学部（講師）

Glenn	D.	HOOK
シェフィールド大学

東アジア研究所（教授）

Yveline	LECLER
リヨン東アジア研究所−IAO（教授）

池上	雅子
ストックホルム大学政治学部（教授）
アジア太平洋研究所（CPAS）（前所長）

徐	禎敏
ハワイ大学マノア校政治学部（助教授）

孫	基榮
東北大学大学院法学研究科（客員准教授）

シェフィールド大学（名誉講師）

中村	文子
東北大学国際高等研究教育機構（助教）

紀	萌
東北大学大学院法学研究科

（GCOEフェロー）

Key questionsKey questions

1

研究活動

研究活動

研究組織

　2008年12月に東北地方の実務家とも連携しながら本プロジェクトを立ち上げ、ヒ

アリング調査や研究会を重ねています。東北地方の多文化共生に関するネットワーク

も徐々にできつつあり、2010年度以降の本格的な調査に向けて、調査内容・方法の

検討を行っています。

　国際比較の研究対象としては、特に、多文化共生社会への政策的な対応を急速に進

めている韓国を重点的に取り上げ、2009年 2月には韓国を訪問し、韓国政府や関係

者へのヒアリング調査を実施しました。今後も日韓において毎年交互に国際セミナー

を行い、経験の共有と政策論議を積み重ねていく予定です。また、2010年以降、多

文化共生に異なったアプローチで取り組んでいる国々や、移民送り出し国であるフィ

リピン、ベトナム、中国等に順次メンバーを派遣し、海外の研究協力者とも連携しな

がら現地調査を進める予定です。

　研究成果は、オンライン・フォーラムにおいて随時公表するとともに、2012年度

に研究をとりまとめ日本語版・英語版・韓国語版として出版する予定です。

　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

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

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／

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

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

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

れることや、多文化共生社会の構築が重要な政策課題として議論されています。

　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

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

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

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

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）

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、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焦点になるでしょう。この

外国人配偶者（女性）の増加についてジェ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と考えています。

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？

助川	泰彦
東北大学国際交流センター（教授）

山脇	啓造
明治大学国際日本学部（教授）

近藤	敦
名城大学法学部法学科（教授）

John	F.	MORRIS
宮城学院女子大学国際文化学科（教授）

市瀬	智紀
宮城教育大学教育学部（准教授）

井柳	美紀
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）

宮	順子
岩手県国際交流協会（主査）

幕田	順子
福島県国際交流協会（主査）

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）

梁	起豪
聖公会大学校日本語日本学科（教授）

李	惟眞
淑明女子大学校政治外交学科（教授）

李	善姫
東北大学国際高等研究教育機構（助教）

東北大学大学院法学研究科（准教授）

戸澤	英典

多文化共生政策の国際比較

　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、2009年の萩セミナーでは、10月15日、18日に、ハワイ大学のSEO	

Jungmin助教授が企画を担当して、国際ワークショップ	”Political	Process	of	Historical	

Memories	in	East	Asia”	を開催しました。この成果を基に、来年度には、英文の本を出版

する予定です。そのほか、2010年2月に英国・シェフィールド大学で、2010年夏に中国・

清華大学で国際ワークショップを開催する予定です。また、本研究プロジェクトの若手研究

者の研究成果として、2010年春に日本語及び英語の本が出版される予定です。

　最終的成果は、2010 年度から2011年度にかけて、日本語・英語・中国語 3カ国

語により出版する計画です。

　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

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

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

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

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

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

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

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

顕著になっています。

　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

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

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

とにあります。

　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

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

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

史学的分析も行いたいと考えています。

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？

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？

東北大学大学院法学研究科（教授）

大西	仁

グローバリゼーションと
ナショナリズム

研究の目的と方法

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？2

研究組織
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研究の目的と方法

研究組織

研究組織

　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。2009年には、日

本の地域間格差について、研究会を多数開催し、かつ 2010年 2月には、フランス

の研究者・実務家と国際シンポジウムを開催しました。2010年度にはさらにこれら

の研究を継続します。

　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

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

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

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

(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・

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

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

策手段によってか、といった諸課題について検討します。

　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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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？

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？

飯島	淳子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

生田	長人
東北大学大学院法学研究科（教授）

大西	仁
東北大学大学院法学研究科（教授）

桑村	裕美子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

澁谷	雅弘
東北大学大学院法学研究科（教授）

戸澤	英典
東北大学大学院法学研究科（准教授）

牧原	出
東北大学大学院法学研究科（教授）

海野	洋
東北大学大学院法学研究科（元教授）

久武	昌人
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）

小玉	典彦
東北大学大学院法学研究科（准教授）

橋本	逸男
東北大学大学院法学研究科（教授）

諏訪園	貞明
東北大学大学院法学研究科（教授）

中原	茂樹
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）

稲葉	馨
−地域間格差を手がかりに−

グローバル時代の「公共性」再考

　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。

2009年には、オーラル・ヒストリー・プロジェクトの方法について研究会をおこな

い、戦後の日本外交に重要な役割を果たしたある女性へのオーラル・ヒストリー・プ

ロジェクトを行いました。また、戦後日本の行政の国際化を果たした女性官僚の研究

に着手しました。2010年には、上記の研究をさらに継続させます。

　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

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。

　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

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

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

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

（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

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

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

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

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

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

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

現状を参照しつつ、日本の現状を批判的に検討します。

戦後日本の対外態度の特徴は何か？

近代日本の対外態度の特徴は何か？

原	彬久
東京国際大学大学院

国際関係学研究科（教授）

天川	晃
放送大学教養学部（教授）

御厨	貴
東京大学

先端科学技術研究センター（教授）

池内	恵
東京大学

先端科学技術研究センター（准教授）

宮城	大蔵
上智大学外国語学部（准教授）

伊藤	正次
首都大学東京都市教養学部（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（特任助教）

東北大学大学院法学研究科（教授）

牧原	出
−日米関係を中心に−

近代日本・戦後日本の対外態度

研究活動
研究活動
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　2009年の活動報告としては、（1）本事業資金によって行った「金融危機と大学進

学に関するアンケート調査」の第1次調査結果を「金融危機が大学進学に及ぼした影響」

として『大学財務研究』Vol.6（pp.91-109）にて公表し、（2）「日本版地域別男女指標」

を作成、その結果を宮城県シンポジューム等で公表するとともに、GEMC	journal にて

公刊、（3）多文化共生の法と経済として論文「ソーシャル・レンディング」をGEMC	

journal にて公刊しました。

　2010年の活動としては、（1）引き続き「金融危機と大学進学の調査」結果から金融

危機によって女性進学が男性進学に劣後する変化があったかを検証します。（2）2010

年版の日本版男女平等度指数の推計を行い、統計の継続公表します。また、多文化共生

の法と経済分野においては、国際的に異なる文化・社会構造を持つ国家間の交流が、経

済成長に資する役割を計量経済学の手法で実証します。

　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限り

実証的に検討することを目的としています。

　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、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、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、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、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。

　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	Policy とい

う一分野を確立する、という研究効果です。

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？

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？

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）

田中	重人
東北大学大学院文学研究科（准教授）

水落	正明
三重大学人文学部(准教授)	

東北大学大学院経済学研究科（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

　2009年度は、昨年度に引き続き、東北大学で合計10回の研究会を開催したほか、

7月にシンポジウム「新時代の医療と法の役割—ボーダーレス・グローバル化社会に

おける医療・医学研究規制の基本思想」を開催しました。また10月の日本私法学会

ではプロジェクト代表者が責任者となって「家族法改正」シンポジウムを運営するな

ど、プロジェクトメンバーはGCOEの研究成果を活かしてそれぞれ専門領域での活

動を続けています。滝澤紗矢子「競争機会の確保をめぐる法構造」（有斐閣）が出版

されたのをはじめ、メンバーの研究活動の成果も多く活字となって公表されました。

2010年度は、今年度と同様に研究会等の活動を継続しますが、クロスナショナルド

クトラルコースの学生たちの教育活動とも連携させることを計画中です。さらに、再

来年度以降に予定されている成果出版に向けて共同研究を展開させる予定です。

　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

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、

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

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。

　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つのサブプロジェ

クトに分かれて研究を行っていきます。

　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

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、

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

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

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。

　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

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」

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

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な

議論を通じて連携を図りながら調査・研究を進めます。

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？

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？

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）

渡辺	達徳
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
東北大学大学院法学研究科（准教授）

竹下	啓介
東北大学大学院法学研究科（准教授）

河上	正二
東京大学大学院法学政治学研究科（教授）

大村	敦志
東京大学大学院法学政治学研究科（教授）

水町	勇一郎
東京大学社会科学研究所（准教授）

東北大学大学院法学研究科（教授）

水野	紀子

少子高齢化をめぐる
国家と私的領域

研究活動

21 22

Ⅱ
研
　
究



Key questionsKey questions

研究の目的と方法

1
2

Key questionsKey questions

1
2
研究の目的と方法

研究組織

研究組織

　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

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

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。

　2009年度は、9月にブレーメン大学およびハンザ先端研究所と連携して公開シン

ポジウムと集中研究会を実施しました。また 3月にソウル大学日本研究所と共催で

国際シンポジウムを開催しました。

　さらに、サードセクター、社会的経済に関する調査として、9月にイタリアとイギ

リスのコミュニティ・ビジネス、協同組合、社会的協同組合などを訪問し、聞き取り

調査を行いました。

　2010年度は、引き続き定期的な全体会合を開催し、研究成果をまとめる予定です。

　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

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

います。

　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

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

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

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

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

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

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。

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？

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？

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・スクール（准教授）

宮本	太郎
北海道大学大学院法学研究科（教授）

金	英
釜山大学校社会学部（助教授）

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
東京大学社会科学研究所（特任助教）

金井	郁
埼玉大学経済学部（講師）

福士	正博
東京経済大学経済学部（教授）

田中	夏子
都留文科大学文学部（教授）

櫻井	勇
JA総合研究所（主席研究員）

栗本	昭
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
成蹊大学法学部（助教）

朴	姫淑
旭川大学

保健福祉学部保健看護学科（専任助教）

成	垠樹
東京大学大学院博士課程単位取得退学

東京大学社会科学研究所（教授）

大沢	真理
−グローバル知識経済と社会的排除の諸相−

生活保障システムの
比較ジェンダー分析

　家族変動・家族政策・計量分析に関する文献を収集し、分析課題を絞り込むとともに、

既存データを利用しての予備的分析、昨年度実施の「第3回全国家族調査」（NFRJ08）

の回収状況を中心に、家族調査の技術上の問題点の検討をおこないました。また 8

月には他の2プロジェクトと共同で国際セミナー "Gender	Equality	 in	Multicultural	

Societies:	Gender,	Diversity	and	Conviviality	in	the	Age	of	Globalization" を開催

しました。2010年は、NFRJ08 データが利用可能になるのを待って本格的な計量分

析を開始します。具体的な分析課題はメンバーの自主性にゆだねますが、適宜研究会

を開催し、課題設定、分析方法、結果から導かれる政策的含意などについて討議を重

ねます。分析結果については、学会大会等での発表、Discussion	Paper	や機関レポ

ジトリでの公表のほか、国際的な学術雑誌への投稿を積極的にすすめます。

　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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	を実施しており、そのデータをあわせてこの10年間の家族変動を追跡す

ることができます。

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？

近代家族制度は多様化の時代に適応できるか？

佐藤	博樹
東京大学社会科学研究所（教授）

久保野	恵美子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

井田	瑞江
関東学院大学文学部（准教授）

稲葉	昭英
首都大学東京人文科学研究科（准教授）

金井	郁
埼玉大学経済学部（講師）

金	貞任
東京福祉大学社会福祉学部（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
早稲田大学文学学術院（教授）

島	直子
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
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
日本女子大学人間社会学部（准教授）

西野	理子
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（准教授）

東北大学大学院文学研究科（准教授）

田中	重人

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

研究活動
研究活動
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Key questionsKey questions

研究の目的と方法

1
2

研究活動

研究組織

　2008 年度中に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し、

2009年度からは具体的な分析に入りました。2009年度には、総務省統計局の「就

業構造基本調査」の再分析を行い、他のデータ分析と合わせて、2010年度中に中間

的な研究成果を取りまとめます。企業におけるWLB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しております。具体的には、ワー

ク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクトの成果報告会（2008年度、2009年

度）を本プロジェクトと共催で行いました。

　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」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り方を

実証的に明らかにすることを目指します。

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？

WLBと雇用機会均等は両立できるのか？

不破	麻紀子
東京大学社会科学研究所（助教）

田中	重人
東北大学大学院文学研究科（准教授）

永井	暁子
日本女子大学人間社会学部（准教授）

田中	慶子
家計経済研究所（研究員）

水落	正明
三重大学人文学部（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
富山大学大学院経済学研究科（講師）

朝井	友紀子
慶応義塾大学大学院

経済学研究科後期博士課程

原		ひろみ
労働政策研究・研修機構（副主任研究員）

東京大学社会科学研究所（教授）

佐藤	博樹

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
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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

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。

クロスナショナル・ドクトラル・コース(CNDC)

　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、

原則として 3年間の課程を経て、東北大学と海

外パートナー機関の双方に博士論文（原則とし

て英語）を提出して、両機関から博士の学位を

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。

　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。

　CNDC のひとりひとりの学生に対して、東

北大学大学院法学研究科・海外パートナー機

関のそれぞれから 1名ずつ計 2名の指導教員

（supervisors）が、緊密な連携を取りながら、

研究指導・論文指導を行います。又、　ポスト

クの若手研究者から選抜された特任フェローに

よる定期的な個人指導（テュートリアル）も行

われます。

　東北大学と共同してCNDCの実施にあたる海

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。

　2009 年 10 月に、シェフィールド大学（英

国）、エコル・ノルマル・シュペリュール（ENS-

LSH、フランス）、リヨン第 2大学（フランス）、

清華大学（中国）の博士課程の学生計 9人を、

東北大学大学院法学研究科後期 3年の課程（博

士課程）に受け入れ、現在、この 9人の学生は、

来年9月までの1年間の滞在予定で仙台におい

て研究に従事しています。今後、2010年 4月

から、リヨン第 2大学、清華大学、中国社会科

学院の博士課程の学生4人を東北大学博士課程

に受け入れることが確定しており、また、上記

の機関にオタワ大学を加えて、博士課程の学生

を対象に、2010 年 1月に、2010 年 10 月入

学の学生約 5名の募集を開始しました。その一

方で、2010 年秋からは、東北大学法学研究科

後期3年の学生の海外パートナー機関の博士課

程への派遣も始まる予定です。

クロスナショナル・
ドクトラル・コースとは

学生に対する支援

学生の指導体制

海外パートナー機関

学生募集状況

人材育成

海外パートナー機関
博士課程の学生

海外パートナー
機関で履修

東北大学
博士課程の学生

海外パートナー
機関で履修

海外パートナー
機関で履修

東北大学

CNDCの履修モデル

CNDCの国際共同実施体制

A:シェフィールド大学
B:エコル・ノルマル・シュペリュール（ENS-LSH）
C:リュミエール・リヨン第2大学

D:清華大学
E:中国社会科学院
F:オタワ大学

A

B C
D E

F

クロスナショナル・
ドクトラル・コースとは

学生に対する支援

実施状況

学生に対する指導

海外パートナー機関

図1

図2

博士論文演習A 比較憲法演習Ⅰ

博士論文演習B ヨーロッパ政治史演習Ⅱ

ジェンダー・多文化共生論 国際関係論演習Ⅰ

Japan	in	the	World 国際関係論演習Ⅱ

2009年度履修科目（例）
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「ジェンダー・多文化共生論」
この授業は、主として CNDC に在籍する学生を対象として、ジェンダー平等と多文化共生に関する研究の最前線

について、オムニバス形式によって第一線の研究者とその成果を共有する場を設けることを狙いとしています。

今年度の各回の内容は以下の通りです。

【 第１回 】

大西仁教授（東北大学）

戸澤英典准教授（東北大学）

ガイダンス

【 第２回 】

辻村みよ子教授（東北大学）

“Law	and	Praxis	for	a	Gender-Equal	Society	
in	 Japan:	The	Purpose	of	GCOE	‘Gender	
Equality	and	Multicultural	Conviviality	 in	 the	
Age	of	Globalization”

【 第３回 】

大沢真理教授（東京大学）	

“Challenges	 to	 the	 Livelihood	 Security	
System	in	Japan	from	a	Gender	Perspective”

【 第４回 】

近藤敦教授（名城大学）

“Legal	 System	 for	 Foreign	 Residents	 in	
Japan:	Comparison	with	Western	Countries”

【 第５回 】

J.	F.	MORRIS 教授（宮城学院女子大学）

“Multicultural	Policy	 in	Miyagi	Prefecture:	
The	Formulation	of	Multicultural	Policy	 in/for	
an	Area	of	Scattered	Residency	and	What	it	
Can	and	Cannot	Achieve”

【 第６回 】

Glenn	D.	HOOK教授（シェフィールド大学）

“Japan	in	the	World”

【 第７回 】

金善旭教授（梨花女子大学）

“Gender	Equality	Policies	in	Korea”

【 第８回 】

武田宏子准教授（シェフィールド大学）	

“The	 Pol i t ical	 Value	 of	 Family	 Meals:													
New	Technologies	of	Food	Governance	and	
the	Family	in	Japan”

【 第９回 】

Elena	DINGU-KYRKLUND氏（ストックホルム大学）

“Migration	and	 Immigrant	 Integration	Policy	
in	Swede:	from	Legal	Provisions	to	Practice”

Linus	KYRKLUND氏（スウェーデン政府民族差別オンブズマン）

“Equality	 in	Sweden:	A	Long	and	Winding	
Road”

【 第 10 回 】

Maria	Rosario	PIQUERO-BALLESCAS教授（東洋大学）

“Multiculturalism	and	Gender	Equality:	Focus	
on	Japan	and	the	Philippines”

［CNDCプログラムに参加した理由］

■ CNDC 学生インタビュー

［CNDCプログラムに参加した理由］

　2つの点において魅力的だと思います。まず、ダブル・ディグ

リーというコンセプトそのものです。博士課程を無事に修めたら、

自分の出身大学であるシェフィールド大学と東北大学の法学研究

科から博士号を与えられるのです。第二は、このプログラムでは、

東北大学とシェフィールド大学が参加しているだけなく、フラン

スや中国の大学、さらに東京大学社会科学研究所、また韓国やそ

の他の世界の様々な研究施設や研究者がこのプログラムに取り組

んでいる点です。様々な分野の専門家に容易にアクセスできるこ

とは、非常に貴重なことです。

　東北大学は有名な大学なので、前から知っていました。このプ

ログラムがとても魅力的なので、卒業を 1年延ばすことにしまし

た。このプログラムで最も魅力なのは、本当の意味でグローバル

な授業に出席できるということです。他の国の学生たちと交流し、

同じ課題について異なる文化背景の観点からの意見を聞くことが

できます。これは私の研究にとって非常に有益なことです。

［研究テーマについて］

　私の研究は、ジェンダーと宗教の社会学を結びつけるものです。

この研究の目的は、宗教団体の自発的活動への女性の参加を分析

することです。これは社会活動が日本の社会における女性の関与

と解放を増加させるか否かを考察するものです。事例研究として、

19世紀末に形成された新宗教と呼ばれている 3つの宗教団体を

扱います。

クロスナショナル・ドクトラル・コース（CNDC）の開始
このプログラム（クロスナショナル・ドクトラル・コース）は、東北大学法学研究科と海外パートナー機関が共同

で運営する博士課程です。2009 年 10 月から 9 名の学生が参加しています。

Paola	CAVALIERE
シェフィールド大学（英国）
国籍：イタリア

Kamila	SZCZEPANSKA
シェフィールド大学（英国）
国籍：ポーランド

陳	浩（CHEN	Hao）
清華大学（中国）
国籍：中国
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［研究テーマについて］

［研究テーマについて］

［日本滞在中にやりたいことは］

　私は修士課程のころから日本のブラジル人コミュニティを研究

しています。特に、日本のメディアと在日ブラジル人メディア

で、ブラジル人コミュニティがどのように描写されているかを探っ

ています。彼らの表現の仕方や描写のされ方の研究を通して、外

国人やグローバル化に対する日本の社会の態度を調査しています。

この研究を通して、日本人が、このグローバル化時代にどう対応し、

多文化共生をどう考えているかを明らかにしたいと思います。

　私の研究の中心的概念は、近代国家とナショナリズムであり、

研究は3つの部分から成り立っています。第一は、近代国家形成の

マクロ構造とナショナリズムであり、典型的な理論であるマルク

ス主義、近代主義、機能主義を分類しようという試みです。第二は、

近代国家形成の動機としてのナショナリズムです。第三は、1970

年代以降近代国家とナショナリズムを浸食させたり変化させたり

する今日のグローバリゼーションの考察です。

　まず、とくに東京、とりわけ国立公文書館や防衛研究所図書館

等で多くの一次資料を集めたいと思っています。その一次資料が

私の研究の柱となります。また、私の研究分野の専門家にも会い

たいです。東北大学の日本語の授業に参加することも私の研究に

とってとても有益なことです。最後に、私は仙台で空手を習って

いますが、仙台には非常にすばらしい道場があるので、ここで空

手を練習するのはとても良い機会です。

Pauline	CHERRIER
リヨン第2大学（フランス）
国籍：フランス

Sven	MATTHIESSEN
シェフィールド大学（英国）
国籍：ドイツ

于	福堅（YU	Fujian）
清華大学（中国）
国籍：中国

■ CNDC 学生インタビュー

［日本滞在中にやりたいことは］

［将来について］

［将来について］

　研究については、たくさん書物を読み、情報もたくさん揃いま

した。今後は、情報を処理し、執筆作業を始めていきたいと思い

ます。今年は論文に集中する重要な１年となります。仙台での生

活は良い機会です。ここは、静かで落ち着けるので、集中できます。

それに東北大学には総合科学技術会議のメンバーが多いので、イ

ノベーション政策に関係している人の意見を聞くことができます。

それに何のために博士号を取得し、その後どうするかなど将来の

ことも考えないといけません。

　東北大学でのCNDCプログラム修了後、まずはフランスに戻っ

て、PhD を終わらせます。その後どうするかは、わかりません。

日本に帰国するか、フランスに残るか、または違う国へ行くかも

しれません。将来どういう仕事に就くかは決めていませんが、国

際組織で働くのが合っているかもしれません。東北大学での１年

が将来の道を見つけるのに、役に立つことを期待しています。

　私の将来の進路については色々と考えています。マスコミや公

務員の仕事もあり得る進路です。しかし一番の希望は、中国の有

力大学で教鞭をとることです。有力大学で研究を続けられたらと

思います。どんな職に就いたとしても、日本と中国の文化交流の

推進に尽力したいと思います。

Baptiste	KUMALA
ENS− LSH（フランス）
国籍：フランス

劉	超（LIU	Chao）
清華大学（中国）
国籍：中国

服部	晶（HATTORI	Akira）
リヨン第2大学（フランス）
国籍：日本

■ CNDC 学生インタビュー
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GCOEフェロー

RA

ジェンダー平等と
多文化共生研究センター

一番町分室

　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

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GCOE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材

へと飛躍することを期待しています。

　本GCOEのテーマに関わる研究を行ってい

る東北大学の博士課程の学生の中から、毎年度、

研究実績に基づきRAを選抜し、更なる優れた研

究成果を着実に挙げられるよう力強く支援します。

　この施設にはジェンダー平等・多文化

共生に関する豊富な資料の所蔵のほか、

パソコン等の研究環境を整え、グローバ

ル COEのフェローやポスドクが研究の

拠点としています。また、学生も自由に

利用可能となっています。

　メンバーリスト

紀　　　　　萌 東北大学大学院法学研究科

研究支援者（GCOEフェロー）

于　　　福　堅

Paola	CAVALIERE

河　北　洋　介

木　村　　　元

Baptiste	KUMALA

Pauline	CHERRIER

Kamila	SZCZEPANSKA

竹　田　香　織

陳　　　　　浩

服　部　　　晶

牧　　　真理子

Sven	MATTHIESSEN

劉　　　　　超

茂　木　洋　平

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

日本学術振興会特別研究員

王　　　冷　然 東北大学大学院法学研究科

GCOE特任フェロー

GCOEフェロー

リサーチ・アシスタント

阿　部　智　洋

安　藤　純　子

木　村　隆　人

佐々木　菊　恵

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科
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 “Hagi Seminar”
Opening Session

Seminar 1: “Frontier of Gender and Multicultural Conviviality Studies”
TSUJIMURA Miyoko（Tohoku University）

“Law and Praxis for a Gender-Equal Society in Japan:

The Purpose of GCOE ‘Gender Equality and Multicultural Conviviality in the Age of Globalization’”

OSAWA Mari（University of Tokyo）
“Challenges to the Livelihood Security System in Japan from a Gender Perspective”

TAKEDA Hiroko（University of Sheffield）
“The Family: From a Risk Absorber to a Source of Risks”

Seminar 2: “Frontier of Gender and Multicultural Conviviality Studies” 
KONDO Atsushi（Meijo University）

“Legal System for Foreign Residents in Japan: Comparison with Western Countries”

John F. MORRIS (Miyagi Gakuin Women’s University）
“Multicultural Policy in Miyagi Prefecture: The Formulation of Multicultural Policy in/for an Area of 

Scattered Residency and What it Can and Cannot Achieve”　 ク ロ ス ナ シ ョ ナ ル・ ド ク ト ラ ル・ コ ー ス

（CNDC）が発足した 2009 年度は、海外連携

機関である中国清華大学、フランスのリヨン

第 2 大学とエコル・ノルマル・シュペリュール

（ENS-LSH）、英国シェフィールド大学から代表

者を迎えて、CNDC 学生のための講義を兼ねた

萩セミナー 2009 を 10 月に開催しました。そ

のほかにも国内外の研究教育協力者を中心とし

た国際セミナーや研究会を開催しました。

　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ています。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。

●萩セミナー 2009

　本 GCOE プログラムは、CNDC の新入生のオリエンテーションを

主目的に、毎年、秋に萩セミナーを、春に桜セミナーを開催すること

にしていますが、その第 1 回として、2009 年 10 月 15 日から 18

日にかけて、仙台及び松島で「萩セミナー 2009」を実施しました。

　今回のセミナーでは、2009 年 10 月に東北大学大学院法学研究科

後期 3 年の課程（博士課程）に入学した、シェフィールド大学（英国）、

エコル・ノルマル・シュペリュール（ENS-LSH、フランス）、リヨン

第 2 大学（フランス）、清華大学（中国）の博士課程の学生計 9 人を

対象にオリエンテーション及び授業を行いましたが、これが CNDC

の実質的なスタートにあたりますので、今後 CNDC を共同で実施す

る上記の海外パートナー機関、東京大学社会科学研究所、東北大学法

学研究科の代表による各機関の紹介も行われました。

　これに加えて、今回の萩セミナーでは、5 つの研究プロジェクトが

国際ワークショップを開催し、各プロジェクトの研究の中間報告を行

うと共に、研究成果の発表・出版のための準備作業を行いました。

　今回の萩セミナーには、国内外の研究者、大学院生を中心に約 90

名の参加があり、今後の研究成果につながる活発な議論が交わされた

外、上記の CNDC の新入生と東北大学法学研究科後期 3 年の課程に

従来から在学する学生との間の親睦も深まり、大きな成功を収めたと

言えるでしょう。

10月15日（木）

10月16日（金）

Lecturer TAKEDA Hiroko
（University of Sheffield）

Professor John F. MORRIS
(Miyagi Gakuin Women's University）

“Political Process of Historical Memories in East Asia”
Opening Remarks
OHNISHI Hitoshi（Tohoku University）

Presentations
CHANG Whi （University of Hawaii at Manoa）

“Korean Civil Society Organization and Politicization of History in East Asia”

KIM Yongshin （University of Hawaii at Manoa）
“Forgotten and Remembered: A Comparative Study on Lushun Massacre (1894) and Nanjing Massacre (1937)”

Kamila SZCZEPANSKA （Tohoku University and the University of Sheffield）
“Memory and Civil Society: ‘History Issue’ and Civil Society Groups in Japan”

10月17日（土）

 “Hagi Seminar”
Seminar 3: “Frontier of Gender and Multicultural Conviviality Studies”
Glenn D. HOOK (University of Sheffield)

“Japan in the World”

KIM Sun Uk （Ewha Womans University）
“Gender Equality Policies in Korea”

Professor KIM Sun Uk
（Ewha Womans University）

Professor Glenn D. HOOK
(University of Sheffield)

Professor HAN Dongxue
（Tsinghua University）

Professor Yveline LECLER
（IAO)

Professor OSAWA Mari 
(University of Tokyo)

Professor TSUJIMURA Miyoko 
(Tohoku University)
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“Political Process of Historical Memories in East Asia”
Presentations
Petrice R. FLOWERS (Hosei University and the University of Hawaii at Manoa）

“Civil Society and Memory in Japan”

YANG Kiwoong (Hallym University）
“Frictions over History in East Asia and the Response of North Korea”

SAITO Hirohisa (University of Hawaii at Manoa）
“Cosmopolitan Commemoration: Interaction of National Traumas in a Global World”

TAKEKAWA Shunichi（Ritsumeikan Asia Pacific University）
“Rivalry of Japanese Major Newspapers and Politicization of War History”

Presentations
Alexis DUDDEN (Niigata University of International and Information Studies 
and the University of Connecticut）

“Troubled Islands”

SEO Jungmin (University of Hawaii at Manoa）
“Historical Memories as Socio-Political Process”

KIM Mikyoung (Hiroshima City University）
“Northeast Asia’s Memory Problem: Theoretical Critiques and Empirical Validations”

SON Key-young (Tohoku University）
“Globalization and East Asia’s Harmonist Discourses: 

‘Asian Values,’ ‘Harmonious Society,’ and ‘Fraternity’”

「国際法規範の国内社会への浸透と相互作用――多文化共生時代における国際法規範の機能と役割」
報告
小野 昇平（東北大学）

「国際司法裁判所判決の国内裁判所に対する法的効果

――グローバル化時代における国際判決の国内的効力」

佐俣 紀仁（東北大学）
「国際組織における独立審査制度の法的意義

――国際組織のアカウンタビリティーと法的責任の視座から」

鈴木 悠（東北大学）
「多文化社会における国際人権保障の展開

――欧州人権条約の『( 準 ) 憲法』的機能を中心として」

「『東北型多文化共生』に関する調査プロジェクト」
報告
戸澤 英典（東北大学）

「『東北型多文化共生』に関する調査プロジェクト」

討論者
近藤 敦（名城大学）
John F. MORRIS（宮城学院女子大学）

“Single-Sex Education in Japan and the U.S.: From the Philosophical Point of View”
Opening Remarks
IKUTA Kumiko（Tohoku University）

Lecture 1 and Commentary
Jane Roland MARTIN （University of Massachusetts, Boston）

“Single Sex Schooling in a Co-educational World”

SAKAMOTO Tatsuro（Soka University）
“‘Let Both Sexes Study as Students, and Distinguish Themselves as Such': Coeducation in Its Historical Setting”

Lecture 2 and Commentary
Susan LAIRD (University of Oklahoma）

“Do We Need a Concept of Coeducation?”

MIZUHARA Katsutoshi（Tohoku University）
“Controversy in Developmental Process of Coeducation in Japan”

Q&A Session and Free Discussion
Commentators

SUEMATSU Kazuko（Tohoku University）
OZAKI Hiromi（Tokyo Bunka Junior College）
YAGI Mihoko（Rikkyo University）

“Gender Equality Policies: Developments in Asian Countries”
Opening Remarks
TSUJIMURA Miyoko（Tohoku University）

Presentations
SOH Eunyoung (Constitutional Court of Korea）

“A Breakthrough in Korean Gender Policy: Focusing on the Revised Bill of the Framework Act on Women's Development”

ZHU Xiaoqing (Chinese Academy of Social Sciences）
“Approaches for Gender Mainstreaming in Legal Field in China”

Nilima SRIVASTAVA (Indira Gandhi National Open University）
“Gender Discrimination and Affirmative Action: Indian Perspective”

Maria Rosario PIQUERO-BALLESCAS (Toyo University)
“The Present Global Crisis and the Filipinos in Japan”

10月18日（日）

Associate Professor Petrice R. FLOWERS（左）
(University of Hawaii at Manoa）
Associate Professor Alexis DUDDEN（中央） 
(University of Connecticut）

Assistant Professor SEO Jungmin 
(University of Hawaii at Manoa）

Professor ZHU Xiaoqing(左)
(Chinese Academy of Social Sciences)
Professor KIM Sun Uk(中央) (Ewha Womans University)
Reader Nilima SRIVASTAVA(右) 
(Indira Gandhi National Open University)

Professor HASHIMOTO Hiroko（左） 
(Jumonji University)
Professor INA Masaki（中央）
(International Christian University)
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　4 日の東北大学会場・第 2 分科会では、田

中重人講師、金英助教授、武田宏子准教授か

ら、経済格差と家族・労働について報告があ

りました。

　全体会や若手研究者セッションも行われ、

本プロジェクトのテーマでもあるグローバリ

ゼーション・ジェンダー・多文化共生に関す

る幅広い報告と議論が行われました。

第1日目 基調報告　
（東京大学会場：東京大学弥生講堂一条ホール）

「多文化共生とジェンダー平等の交錯」

第２日目 第２分科会　
（東北大学会場：川内キャンパス文学部研究棟大会議室）

「経済格差と家族・労働」

　第 2 日目、4 日の東北大学会場・第 1 分科

会（英語セッション）では、キャロライン・

アンドリュー教授、近藤敦教授、イザベル・

ジロドウ研究員、コーネリア・ヴェッキオ研

究員から、移民の人権・シティズンシップ、

移民政策について、報告がありました。

第２日目 第１分科会　
（東北大学会場：川内キャンパス文科系総合研究棟11階大会議室）

「移民の人権・シティズンシップ」

　8 月 3 日、4 日に国際セミナー「多文化

共生社会のジェンダー平等―グローバリゼー

ション下のジェンダー・多様性・共生」が開

かれ、延べ 215 名が参加しました。

　第 1 日目（8 月 3 日）の東京会場（東京大

学弥生講堂一条ホール）では、フランセス・

オルセン教授、上野千鶴子教授、ナタリー・

デ＝ロジェ教授、大沢真理教授による基調報

告や若手研究者セッションがあり、ジェン

ダー平等と多文化共生について活発な議論が

行われました。

「多文化共生社会のジェンダー平等
―グローバリゼーション下のジェンダー・多様性・共生」
辻村みよ子プロジェクト、大沢真理プロジェクト、田中重人プロジェクト共催

2009年8月3日・4日●国際セミナー2009

オタワ大学のナタリー・デ＝ロジェ教授

※研究プロジェクトの詳細は、「Ⅱ研究（9 〜 25 頁）」をご参照ください。

オタワ大学のキャロライン・アンドリュー教授

UCLA のフランセス・オルセン教授
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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

－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－

プロジェクト紹介GCOE月例研究会

7 2009.4.15　第7回月例研究会

大沢 真理 教授（東京大学）

「『生活保障システム』というアプローチ
――「男女共同参画と多文化共生」研究の概念枠組みに向けて」 

8 2009.5.13　第8回月例研究会

「アメリカにおける男女別学教育の意義と課題
――女性の教育に対する権利と支援に注目して」
１．坂本 辰朗 教授（創価大学）　「アメリカの女子大学の歴史的変遷と現代的意義」

２．尾崎 博美 助教（東京文化短期大学）・八木 美保子 学術調査員（立教大学）

　 「アメリカの女子高校における男女別学教育の教育的意義――ＮＹの女子校調査に基づいて」

9 2009.6.3　第9回月例研究会

戸澤 英典 准教授（東北大学）

「『多文化共生』のグローカリズム
――日韓比較を通して 『東北型多文化共生』を考える」

10 2009.7.1　第10回月例研究会

植木 俊哉 教授（東北大学理事）

「『多文化共生』に向けての国際法と国際組織の役割：国際組織の
法的責任とアカウンタビリティー」

11 2009.9.9　第11回月例研究会

田中 重人 講師（東北大学）

「分配的正義におけるマクロとミクロ：女性の経済的不利益を題材に」

12 2009.12.2　第12回月例研究会

佐藤 博樹 教授（東京大学）

「ワーク・ライフ・バランスを具体化するために」

13 2010.1.13　第13回月例研究会

武田 宏子 准教授（シェフィールド大学）

“The Political Value of Family Meals: New Technologies of 
Food Governance and the Family in Japan”

14 2010.2.17　第14回月例研究会

Maria Rosario PIQUERO-BALLESCAS 教授（東洋大学）

“Multiculturalism and Gender Equality: Focus on Japan and 
the Philippines”

生田  久美子
東北大学大学院教育学研究科・教授

リカにおける別学教育の政策上の課題と可能

性が提示されました。

　日米比較、及び哲学的観点と史的観点から

の提案を通して、男女別学・共学問題が教育

における文化間の相違や特徴を検討する視点

として有効である点が示されました。同時に、

教育の実践や政策にとって実効性のある男女

別学・共学議論のためには、ジェンダーの問

題のみならず教育そのものの効果を原理的に

問う議論が不可欠であることを示しました。

　また、本ワークショップにおける議論の事前

調査として、3 月 15 日から 23 日には、ニュー

ヨークでの女子高校調査を実施し、5 月 13 日

に実施した GCOE 学内研究会「アメリカにお

ける男女別学教育の意義と課題―アメリカにお

ける男女別学校の事例分析に基づいて―」に

おいて同調査の中間報告を行いました。

　10 月 18 日 に 開 催 さ れ た グ ロ ー バ ル

COE・萩セミナーでは、ワークショップ

“Single Sex Education in Japan and the 

U.S. : From the Philosophical Point of View

（男女別学の日米比較：教育哲学の観点から）”

を実施しました。

　アメリカからジェーン・ローランド・マー

ティン氏、スーザン・レアード氏を招聘

し、坂本辰朗氏、水原克敏氏が其々にコメ

ント報告をすることによって日米間の差異

と共通点を明らかにすることを目指しまし

た。マーティン氏からは“文化的富 (Cultural 

Wealth) の伝達”という視点から男女別学・

共学問題を捉え直すという提案がなされ、レ

アード氏からはアメリカにおける米国大学婦

人 協 会（AAUW : American Association of 

University Women）の活動分析を軸に、アメ

10月18日 萩セミナー 東北大学金研第2会議室
（会場の様子）※肩書きは当時のもの

10月18日 萩セミナー 東北大学金研第2会議室
（講演者、司会、コメンテーター）
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プロジェクト紹介

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

植木  俊哉
東北大学理事・大学院法学研究科教授

ショップを開催し、3名の若手研究者が本テー

マに関連する最先端の研究成果の報告を行い

ました。そして、12月4日には、ジェンダー

法学会学術交流委員会との共催で、「女性差別

撤廃条約採択30年と日本の課題――CEDAW 

『総括所見』のフォローアップをめぐって」と

題する研究会を開催し、女子差別撤廃条約や

国際人権規約（自由権規約）のフォローアッ

プ制度の現状と課題等に関して国際的に第一

線で活躍中の研究者や法律実務家を報告者と

してお招きし、国際人権法の分野における国

際法規範の国内的履行に関する現状と課題等

に関して実り多い白熱した議論を行いました。

　本プロジェクトは、グローバル化が進展す

る21世紀の国際社会における国際法規範と国

内法規範の新たな相互関係と相互浸透につい

て、特に日本、中国及び韓国を中心とする東

アジアにおける現状を実証的に検討し、新た

な法的視座からの理論的分析を行うことを目

的としています。2009年度には、7月1日に

開催された GCOE 月例研究会で、本プロジェ

クトの代表責任者が「『多文化共生』に向け

ての国際法と国際組織の役割：国際組織の法

的責任とアカウンタビリティー」と題する総

括的な報告と問題提起を行いました。そこで

の議論と問題認識を踏まえて、10月15日－

18日に開催された「萩セミナー」では、10

月18日に本プロジェクト主催のミニ・ワーク

12月4日 ジェンダー法学会学術交流委員会共催研究会で発言する
植木俊哉教授（文京学院大学）

7月1日 GCOE月例研究会（会場の様子）

グローバル時代の「公共性」再考
－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

アルプ地方、ベルギー・ワロン地域、東北地

方などの事例にもとづいて、技術移転、起業

支援とベンチャーの育成、中小企業向けの知

的財産政策などについて、活発な討論が行わ

れました。

　本プロジェクトでは、グローバル時代にお

ける国内の地域間格差をどうとらえるか、ま

たそれに対してどう解決策を提示するか、を

テーマに研究会を重ねてきました。そこでは、

地方制度の分析のみならず、農業政策、環

境政策などの個別の政策についても議論を

続けています。国際シンポジウムとしては、

2009年度に清華大学での国際ワークショッ

プにおいて、日本と中国の地域間格差につい

て討議しました。また 2010年2月には、「地

域イノベーション政策と中小企業」をテーマ

に、日仏シンポジウムを行いました。ここで

は、リヨン大学、ブリュッセル自由大学など

からの参加者とともに、フランス西ローヌ・

2月3日、4日 国際シンポジウム 
東京日仏会館ホール（会場の様子）

2月3日、4日 国際シンポジウム 東京日仏会館ホール
（ラウンド・テーブル）
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　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 年度以来は、ホームページで本プログラ

ムの研究・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

ジャーナルを刊行しています。また、研究成果の

書籍についても、2009 年度は 5 冊刊行しました。

がたちまちグローバル化して、世界を覆いま

した。課題は緊急でかつ困難ではありますが、

本 GCOE は知的な営為を重ねて、これらの課

題に対応し、基礎工事となる確実な研究を目

指します。GEMC ジャーナルも、その営為の

意義ある努力の一つとして、毎年度刊行して

います。

　GCOE「グローバル時代の男女共同参画と

多文化共生」プログラムの目的は、研究と

人材育成です。これらの目的を果たすため

に、学術的な研究成果を発表するジャーナ

ルを発刊することとし、男女共同参画と多

文化共生 Gender Equality and Multicultural 

Conviviality の頭文字をとって、GEMC ジャー

ナルと名付けました。

　GEMC ジャーナルは、第 1 部と第 2 部に

分かれます。第 1 部には、GEMC ジャーナル

編集委員会から執筆を依頼した論文で、本プ

ログラムの研究会報告をもとにした論文や事

業推進担当者らの研究論文を掲載します。第

2 部には、若手研究者に業績を発表する機会

を保障するために、査読雑誌と位置づけて投

稿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。

　2008 年度に発刊した GEMC ジャーナル

は、2009 年度は英文ジャーナルと和文ジャー

ナルの 2 冊を刊行しました。

　グローバリゼーションの進展に伴い、ジェ

ンダー、ナショナリズム、コミュニティ、世

代などが生み出す差異は、構造的にもつれ

合って深刻な弊害を社会にもたらします。こ

れらの弊害を克服し、多様な文化的価値が

共存する社会を再構築する道を求めて、本

GCOE は発足しました。その出発の年であ

る 2008 年には、アメリカに発した金融危機

GEMCジャーナルの刊行
出
版
活
動

● GEMC ジャーナル第 2 号の目次

【 Part 1 】Invitational Papers

■ Constructed ‘Needs’ for Road Construction: 
　 A Case of Attapeu Province, Lao PDR ・・・・・・・・・・ KUSAKABE Kyoko
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SAPHAKDY Theonakhet

■ Parent-Child Relationship in the Japanese Civil Code: 
　 Regarding Medical Technology for Reproductive Treatment   ・・・MIZUNO Noriko

■ Historical Memories as Socio-Political Process:
　 East Asian Examples ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SEO Jungmin

■ Continuities and Changes in Parent-Child
　 Relationships and Kinship in Postwar Japan: 
　 Examining Bilateral Hypotheses by Analyzing the National Family Survey (NFRJ-S01)         
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SHI Liping

■ Official Development Assistance and Human Security in
　 Fragile States Focusing on Migration From Myanmar

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TAKAMATSU Kana

■ Gendering Strategy for “Peace as Human Rights”:
　 Toward the Construction of an Anti-Military Theory  
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TSUJIMURA Miyoko

【 Part 2 】Submitted Papers

■“Autonomy” or “Universality”?
　 The Dilemma of Habermas’ Discourse Ethics ・・・・・・・・・・・ CHEN Hao

■ A Corpus-Based Study of Linguistic Variation in Modern
　 Chinese Scientific Writing ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・JI Meng

【 List of Contributors 】

【 GEMC journal Guidelines for Submission 】

【 GCOE Program Members and GEMC journal Editorial Board Members 】

● GEMC ジャーナル第 3 号の目次

【 Part 1 】Invitational Papers

■侮辱罪の被害者視点へのシフトについて ・・・・・・・・・・・・ 小名木 明宏
　Überlegungen zur Rekonstruktion des Beleidigungstatbestands unter
　dem Gesichtspunkt des Opferinteresses ・・・・・・・・・・・・・ ONAGI Akihiro

■グローバル化時代における国際司法手続と国内司法手続の交錯 ・・・ 小野 昇平
　Interaction Between International and National Judicial Proceedings ・・ ONO Shohei

■社会的地位と健康状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 金 貞任
　A Study of the Social Status and Health States ・・・・・・・・・ KIM Jung-Nim

■ソーシャル・レンディングの機能――maneo の事例を題材に―― ・・・・ 森田 果
　How Social Lending Works ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ MORITA Hatsuru

■転換期に立つ韓国の移民政策――外国人の社会統合を中心に―― ・・・・・ 梁 起豪
　Korea's New Immigration Policy for Social Inclusion ・・・・・・・ YANG Kee-ho

■日本における男女平等度指標の開発
　――ノルウェー統計局の男女平等度指標を参考に―― ・・・・・・・・・・・ 吉田 浩
　A Trial Estimation of Gender Equality Index in Japan: Using the way
　of the gender equality index of the Statistics Norway ・・・・・・YOSHIDA Hiroshi

【 Part 2 】Submitted Papers

■カナダにおける司法積極主義――性的指向関連判例を素材にして―― ・・ 河北 洋介
　Judicial Activism in Canada: From the Cases of Sexual Orientation
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ KAWAKITA Yosuke

■「対テロ戦争」におけるアラブ・ムスリムに対する差別
　――Ashcroft v. Iqbal 判決の意味するところ―― ・・・・・・・・・・・・ 木村 元
　The "War on Terror" and Discrimination Against Arab Muslim:  
　Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009)  ・・・・・・・・・・ KIMURA Hajime

■国際開発金融機関の独立査察制度における「アカウンタビリティー」概念の展開
　――借入国による国際法の履行確保を中心に―― ・・・・・・・・・・・・ 佐俣 紀仁
　Development of “Accountability”Concept in Independent Inspection
　Mechanisms of Multilateral Development Banks:
　Focusing on Borrower's Compliance with International Law ・・・ SAMATA Norihito

■マイノリティをめぐる政治過程分析のための理論的考察・・・・・・竹田　香織
　A Theoretical Exploration for Analyzing the Political Process of Minorities ・・ TAKEDA Kaori

■ Affirmative Action の司法審査基準 ・・・・・・・・・・・・・・茂木　洋平
　Judicial Inquiry Standard of Affirmative Action ・・・・・・・・・・・ MOGI Yohei

【 List of Contributors 】

【 GEMC journal Guidelines for Submission 】

【 GCOE Program Members and GEMC journal Editorial Board Members 】
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Gender Equality in Multicultural Societies:
Gender, Diversity, and
Conviviality in the Age of Globalization
TSUJIMURA Miyoko & OSAWA Mari 

（東北大学出版会、2010 年 3 月）

ISBN978-4-86163-135-1

　GCOE「多文化共生社会のジェンダー平等」プロジェクト

に参加したオタワ大学、UCLA、東京大学等の内外の研究者

14 名の共著。2009 年 8 月の「国際セミナー 2009」参加

者の論文を中心に、現代の多文化共生社会におけるジェン

ダー平等問題を法学・社会学など広範な視座から追求した

学際的な共同研究の成果。

『ジェンダー平等と多文化共生―複合差別を超えて』
辻村みよ子・大沢真理 編 （東北大学出版会、2010 年 3 月）

ISBN978-4-86163-146-7

　GCOE「多文化共生社会のジェンダー平等」研究プロジェ

クトの成果として、2009 年 8 月開催の「国際セミナー

2009」参加者や研究協力者の論文を中心に編集。本 GCOE

が追求する「ジェンダー平等」と「多文化共生」の視点を

交錯させ、複合差別を超えるという観点から現代の諸課題

に迫る意欲的な学際的共著。

2研究成果の出版

　本プログラムの研究成果の一部は、単行本として出版されます。本プログラムのプロジェク

トの共同研究成果からなる「研究成果シリーズ」と、事業推進当者やフェロー等の研究論文を

まとめた「著者シリーズ」です。

　今年度は、本プログラムの研究成果として、プロジェクト「研究成果シリーズ」が 2 冊、「著

者シリーズ」が 3 冊出版されました。

研究成果シリーズ

著者シリーズ

『適合性原則と私法秩序』
王冷然 著 （信山社、2010 年 3 月）

ISBN978-4-7972-6058-8

　本書は、適合性原則の母国法たる米国法を比較法の素材とし、投資取

引領域における同原則の本来の意味や民事責任認定の判断構造を確認・

分析し、日本での適合性原則に関する理解および運用上の問題点を析出

するとともに、多文化社会において適合性原則が果たすべき役割を検討

しようとするものである。

『憲法とジェンダ―男女共同参画と多文化共生への展望』
辻村みよ子 著 （有斐閣、2009 年 12 月）

ISBN978-4-641-13069-2

　ジェンダー平等と多文化共生の視点から従来の法学・憲法学・人権

論の課題を再検討し、「ジェンダー憲法学」の可能性を追求した研究書。

21 世紀 COE「ジェンダー法・政策研究叢書」12 巻に収録した論文を

もとに GCOE の研究成果と多文化共生の視座を加えて編集。ルワンダ

憲法・韓国民法など貴重な資料も掲載。

『中韓国交正常化と東アジア国際政治の変容』
金淑賢 著 （明石書店、2010 年 3 月）

ISBN978-4-7503-3165-2

　本書は、現在及び今後、グローバリゼーションに直面する中国・韓国

を含む東アジア諸国において、中韓国交正常化を前後とする東アジアの

国際関係の変容と、また中韓国交正常化のプロセスを明確にすることに

よって、どのように排他的ナショナリズムが台頭するか、又、これをど

のようにマネージして政治緊張を回避することができるか等を探る上で、

確かな視座と多くの重要な示唆を提供する。

47 48

Ⅳ
G
C
O
E 

2
0
0
9
年
度
の
主
な
活
動



GCOE
2009年度の
主な活動3ホームページ　http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/

　本プログラムでは、6 ヶ国語（日本語、英語、

フランス語、韓国・朝鮮語、中国語、ドイツ語）

によるホームページを展開し、研究・教育全

般にわたる情報を発信しています。研究プロ

ジェクトの進捗状況、CNDC コースの説明や

学生の募集などを月に 2 回のペースでアップ

ロードしています。実際の CNDC の学生のビ

デオインタビュー、研究会やワークショップ

のビデオも掲載しており、世界のどこからで

も本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。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● 

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

辻村 みよ子

大西 仁

水野 紀子

事業推進担当者の主な一覧
（GCOEプログラムに関連するものに限る）

辻村みよ子『ジェンダーと人権』（日本評論社、2008 年）

辻村みよ子「日本学術会議『提言：学術分野の男女共同参画

促進のために』パネルディスカッション：生殖補助医療はど

うあるべきか　Ⅱ人文社会科学等の観点から」学術の動向（特

集：生殖補助医療のいま—社会的合意にむけて）（日本学術会

議科学者委員会男女共同参画分科会　日本学術会議編）（2008

年）32-55 頁

TSUJ IMURA,Miyoko"L ' in té rê t  géné ra l  en  d ro i t 

constitutionnel français. Contre rapport japonais." Société 

de Législation Comparée(ed.)L'intérêt général au Japon et 

en France(Dalloz, FR, 2008)pp.169-179

辻村みよ子「ジェンダー平等をめぐる理論と政策」国際女性

21 号（2008 年）159 頁

辻村みよ子「人権と憲法上の権利」大石眞・石川健治編、ジュ

リスト増刊・憲法の争点（2008 年）64-65 頁

辻村みよ子『諸外国における政策・方針決定過程への女性の

参画に関する調査—オランダ王国・ノルウェー王国・シンガ

ポール共和国・アメリカ合衆国』内閣府男女共同参画局（2009

年）221-228 頁

辻村みよ子「多文化共生社会のジェンダー平等—イスラムの

スカーフ問題を中心に」GEMC journal（東北大学 GCOE）第

１号（2009 年）10-23 頁

辻村みよ子「二つの憲法観—21 世紀の人権・家族・ジェンダー」

憲法問題（全国憲法研究会編）第 20 号（2009 年）129-

141 頁

辻村みよ子「ジェンダー法・政策研究叢書の刊行をおえて」ジェ

ンダーと法（ジェンダー法学会編）第 6 号（2009 年）120-

123 頁

辻村みよ子「公開講演会の趣旨〜学術分野の男女共同参画を

一層推進するために〜」学術の動向（特集：学術分野におけ

る男女共同参画促進のために）（日本学術会議編）（2009 年）

11-13 頁

辻村みよ子『憲法とジェンダー』（GCOE 著者シリーズ）（有

斐閣、2009 年）

辻村みよ子・大沢真理編『ジェンダー平等と多文化共生—複

合差別を超えて』（GCOE 研究成果シリーズ）（東北大学出版会、

2010 年）

TSUJIMURA, Miyoko & OSAWA, Mari(eds.) Gender 

Equality in Multicultural Societies: Gender, Diversity, and 

Conviviality in the Age of Globalization (GCOE Project 

Research Book Series)(Tohoku University Press, 2010)

TSUJIMURA, Miyoko "Gendering Strategy for 'Peace as

Human Rights':Toward the Construction of an Anti-Military 

Theory," GEMC journal No.2(2010)pp.80-94

大西仁「我々の学問的課題は何か—theoretical approach, 

normative, approach, policy science としての GCOE プログ

ラム—」GEMC journal（東北大学 GCOE）第１号（2009 年）

6-9 頁

●

●

●

植木 俊哉

植木俊哉「国際法学における『国内モデル思考』『裁判中心的

思考』批判と国際組織—国際法学における『国際組織』分析

の方法論をめぐって—」中川淳司・寺谷広司編『国際法学の

地平：歴史、理論、 実証（大沼保昭先生記念文集）』（東信堂、

2008 年）107-122 頁

植木俊哉「憲法と条約」ジュリスト No.1378（2009 年）

81-91 頁

植木俊哉「国連国際法委員会による『国際組織の責任』に関

する条文草案の批判的考察」法学（東北大学）第 73 巻 6 号

（2010 年）70-102 頁

水野紀子「夫による妻所有の不動産の売却と日常家事代理権

の範囲　最高裁昭和 44 年 12 月 18 日判決評釈」不動産取引

判例百選＜第 3 版＞（2008 年）26-27 頁

水野紀子「家族法の弱者保護機能について」鈴木禄弥先生追悼・

太田知行・荒川重勝・生熊長幸編『民事法学への挑戦と新た

な構築』（創文社、2009 年）651-684 頁

水野紀子「生殖補助医療を契機に日本実親子法をふりかえる」

法曹時報 61 巻 5 号（2009 年）1-30 頁

水野紀子「家庭崩壊による慰謝料請求事件」北野俊光・梶

村太市編『家事・人訴事件の理論と実務』（民事法研究会、

2009 年）147-152 頁

水野紀子「民法の共有を目指して　熊見善久＝加藤新太郎編

『論点体系・判例民法 9 親族・10 相続』」判例タイムズ 1295

号（2009 年）91-92 頁

水野紀子「特集・家族法改正　親権法」ジュリスト No.1384

（2009 年）58-74 頁

水野紀子「民法の観点からみた成年年齢引下げ」ジュリスト

No.1392（2010 年）162-167 頁

水野紀子「非嫡出子の相続分をめぐる憲法論の対立」法学セ

ミナー 662 号（2010 年）4-5 頁

水野紀子「児童虐待への法的対応と親権制限のあり方」季刊

社会保障研究 45 巻 4 号（2010 年）361-372 頁

町野朔・水野紀子・辰井聡子・米村滋人編『生殖医療と法』（信

山社、2010 年）

MIZUNO, Noriko "Parent-Child Relationship in the 

Japanese Civil Code: Regarding Medical Technology for 

Reproductive Treatment" GEMC journal  No.2(2010)

pp.16-35

2008年6月〜
　  2010年3月

●

坪野 吉孝

ITO,Shinichiro,Takachi RIBEKA,Manami INOUE, Norie 

KURAHASHI, Motoki IWASAKI, Shizuka SASAZUKI, Hiroyasu 

ISO, Yoshitaka TSUBONO, Shoichiro TSUGANE; JPHC Study 

Group "Education in relation to incidence of and mortality 

from cancer and cardiovascular disease in Japan," European 

Journal of Public Health,18(5)(2008)pp.466-472

全球化COE項目
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GCOE
2009年度の
主な活動
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牧原 出

吉田 浩

戸澤 英典

桑村 裕美子

矢野 恵美

大沢 真理

佐藤 博樹

水町 勇一郎

河崎 祐子

久保野 恵美子

米村 滋人

牧原出『行政改革と調整のシステム』（東京大学出版会、

2009 年）

吉田浩「金融危機が大学進学に及ぼした影響」大学財務研究

Vol.6（2009 年）91-109 頁

吉田浩「日本における男女平等指標の開発—ノルウェー統計

局の男女平等度指標を参考に—」GEMC journal（東北大学

GCOE）第３号（2010 年）82-92 頁

戸澤英典「EU のジェンダーにかかる域内政策と域外政策につ

いて—『規制帝国』の観点から—」法学（東北大学）第 73 巻

6 号（2010 年）164-187 頁

●

●

●

●

●

●

桑村裕美子「労働条件決定における国家と労使の役割（二）」

法学協会雑誌 125 巻 6 号（2008 年）1250-1301 頁

桑村裕美子「労働条件決定における国家と労使の役割（三）」

法学協会雑誌 125 巻 7 号（2008 年）1597-1660 頁

桑村裕美子「労働条件決定における国家と労使の役割（四）」

法学協会雑誌 125 巻 8 号（2008 年）1683-1752 頁

桑村裕美子「労働条件決定における国家と労使の役割（五）」

法学協会雑誌 125 巻 9 号（2008 年）1991-2060 頁

桑村裕美子「労働条件決定における国家と労使の役割（六・完）」

法学協会雑誌 125 巻 10 号（2008 年）2216-2277 頁

桑村裕美子「労働者保護法の現代的展開〜労使合意に基づく

法規制柔軟化をめぐる比較法的考察」日本労働法学会誌 114

号（2009 年）95-109 頁

小竹聡・梅澤彩・矢野恵美「学会回顧ジェンダー」法律時報

1016 号（2009 年）330-337 頁

矢野恵美「ハラスメントと差別に関する規定の可能性」犯罪学

雑誌 75 巻 6 号（2009 年）173-178 頁

上野千鶴子・大熊由紀子・大沢真理・神野直彦・副田義也『ケア 

その思想と実践 6 ケアを実践するしかけ』（岩波書店、2008 年）

大沢真理「生活保障システムという射程の社会政策研究」社会

政策・創刊号（2008 年）31-43 頁

大沢真理「希望が台無し　逆機能する生活保障システム」東大

社研・玄田有史・宇野重規編『希望学［4］希望のはじまり　

流動化する世界で』（東京大学出版会、2009 年）154-183 頁

天野正子・伊藤公雄・伊藤るり・井上輝子・上野千鶴子・江原

由美子・大沢真理・加納紀代『新編　日本のフェミニズム　4

　権力と労働』（岩波書店、2009 年）

辻村みよ子・大沢真理編『ジェンダー平等と多文化共生—複合差別

を超えて』（GCOE研究成果シリーズ）（東北大学出版会、2010年）

TSUJIMURA, Miyoko & OSAWA, Mari(eds.)Gender Equality 

in Multicultural Societies: Gender, Diversity, and Conviviality 

in the Age of Globalization (GCOE Project Research Book 

Series) (Tohoku University Press, 2010)

佐藤博樹『ワーク・ライフ・バランス支援』（ぎょうせい、

2008 年）

佐藤博樹・武石恵美子『人を活かす企業が伸びる：人事戦略

としてのワーク・ライフ・バランス』（勁草書房、2008 年）

佐藤博樹「企業経営とワーク・ライフ・バランス支援」ジュ

リスト No.1383（2009 年）104-113 頁

森戸英幸・水町勇一郎共編『差別禁止法の新展開』（日本評論社、

2008 年）

MIZUMACHI, Yuichiro "Why Are There Many Expendable 

Workers in Japan? Issues and Mechanisms Underlying 

the Non-Regular Worker Problem?" Social Science Japan 

Newsletter, Vol.41(2009)pp.7-10

水町勇一郎・連合総合生活開発研究所『労働法改革—参加に

よる公正・効率社会の実現』（日本経済新聞出版社、2010 年）

●

森田 果

森田果「ソーシャル・レンディング」GEMC journal（東北大

学 GCOE）第 3 号（2010 年）50-71 頁

河崎祐子「民事再生手続における計画によらない事業譲渡に

ついて—構造分析の観点からの一考察—」法学（東北大学）

第 73 巻 3 号（2009 年）1-41 頁

久保野恵美子「親子の養育関係」ジュリスト No.1384（2009

年）87-97 頁

米村滋人「続クロストーク医療裁判 8　MRSA 感染症に関す

る医療機関の法的責任」病院 67 巻 8 号（2008 年）718-

723 頁

米村滋人「医療に関する基本権規範と私法規範」法学セミナー

646 号（2008 年）28-32 頁

米村滋人「研究室ノート・非法律家の実務的判断と『法』」

Law & Technology（民事法研究会）第 42 号（2009 年）

160 頁

米村滋人「生体試料の研究目的利用における私法上の諸問題」

町野朔・辰井聡子編『ヒト由来試料の研究利用』（上智大学出版、

2009 年）80-109 頁

町野朔・水野紀子・辰井聡子・米村滋人編『生殖医療と法』（信

山社、2010 年）

●

●

生田 久美子

ジェーン・R・マーティン著、生田久美子・大岡一亘・奥井

現理・尾崎博美訳『カルチュラル・ミスエデュケーション』（東

北大学出版会、2008 年）

生田久美子「教育を文化的視座から捉えなおすことの意味—

『文化』と『思考』に着目して—」教育哲学研究第 99 号（2009

年）1-8 頁
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の研究者が追試し、別の観点から分析する（二

次分析）ことを可能にして、社会分析の客観性

を保障しています。同時に、多くの資金を投入

して行われた社会調査の結果を、社会の共有

財産（公共財）として、より有効に利用する道

を開きます。社研は、附属の日本社会研究情

報センターで 1998 年に、日本最初の本格的

なＳＳＪ（Social Science Japan）データアーカ

イブを設置しました。ＳＳＪデータアーカイブは

多くの国内機関から積極的な協力を得ることに

成功し、2008 年 8 月末現在、1189 のデー

タセットを公開しています。

　日本社会研究情報センターでは、2000 年

度から毎年、SSJ データアーカイブの二次分析

研究会を組織しています。この研究会では、具

体的なデータセットを設定し、その寄託元の専

門家と社会科学研究所のスタッフが共同で、一

般公募した若手研究者を対象に、1 年間にわた

り定期的な研究会を行い、データ分析を研究

論文としてまとめあげることを支援します。

（３）社研は、日本社会の社会科学的研究の国

際的なハブ拠点としての役割をはたすことをめ

ざしています。ここでいう日本研究には、日本

を固有の対象とし日本語文献を用いることを前

提とした「日本学」とともに、具体的なテーマ

に即して国際比較の対象の１つとして日本を取

り上げる「比較の中の日本」研究の、双方を

含みます。また「東アジアの中の日本」という

視点を重視し、日本の社会科学が伝統的に深

いつながりをもってきた欧米の日本社会研究と、

とりわけ近年盛んになっているアジア諸国の日

本社会研究とをつなぐ結び目の役割をはたして

いきます。

　この面での社研の代表的な活動は、専門

的英文レフリー雑誌“Social Science Japan 

Journal ”(SSJJ)です。SSJJは、1998年 4 月

の創刊以来、オックスフォード大学出版局

（OUP）から年 2 回発行されています。社研

のスタッフに外国人研究者を加えた編集委員会

により、一般投稿論文のほか、現代日本社会

の重要なトピックに関する研究動向の紹介、書

評などを掲載しています。社会科学系の国際

ジャーナルとして高い評価を得ており、2009

年 1 月 か ら SSCI (Social Science Citation 

Index）に掲載され、世界的な地位を確立して

います。

　社研には、外国人客員教授のポストがあ

り、制度が発足した 1992 年度から 2008 年

度までの 17 年間に 69 名を招聘しました。ま

た、海外の研究機関に研究者として所属する

者を「客員研究員」、海外の大学の博士課程在

籍者を「客員研修員」として受け入れていま

す。常時 15 〜 20 名が在籍し、1950 年代半

ばから数えて、その数はのべ 800 名を越えま

した。これらの制度をつうじて社研は、世界の

主要な日本研究者にとって“home away from 

home”として期待されています。

　

クトを実施しました。2010 年度から新たな全

所的プロジェクト研究を行うべく、2009 年度

後半に準備を進めました。

　共同研究としては、社研のスタッフが中心と

なって所内外の研究者を結集し、日常的にグ

ループ共同研究を行っています。また近年で

は、以下のように時限的な性格をもつ研究拠

点や委託研究・共同研究が、所外の機関等と

連携する形で組織され、これらが研究所全体

の研究活動において大きな比重を占めるよう

になっています。

①「 人 材ビジネス 研 究 」 寄 付 研 究 部 門 が

2004 年度から発足

②「現代中国研究拠点」が 2007 年度から発

足

③東北大学のグローバル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」

の連携拠点が 2008 年 8 月に活動開始

④「近未来の課題解決を目指した実証的社会

科学研究推進事業」（文部科学省の委託研究）

のプログラム「すべての人々が生涯を通じて

成長可能となるための雇用システム構築」が

2008 年 10 月に発足

⑤「ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロ

ジェクト」（民間企業 6 社からの受託ないし共

同研究）が 2008 年 10 月から発足

（２）社研は、社会科学の研究において不可欠

な研究情報を蒐集し、保存し、公開することに

も尽力しています。データアーカイブとは、研

究機関や世論調査機関などの調査実施主体が

面接や郵送によって実施した社会調査の一次

データ（個票データ）を収集し、プライバシー

保護などに必要な処理をしたうえで電子化し、

調査方法等に関する情報とともに保存・蓄積し

て、希望する研究者の利用に広く提供するもの

です。調査主体が行った一次分析の結果を他

　社会科学研究所（社研）の課題は、法学・

政治学・経済学・社会学など社会科学の諸分

野と、日本および東アジア・欧米に広がる対

象地域とを組み合わせ、歴史と国際比較の観

点から、日本と世界が解明を求めている重要

問題を総合的に研究することです。東京大学

は 15 の大学院研究科と 11 の附置研究所で

構成されており、社研は附置研究所の１つです

が、社研のスタッフは大学院・学部の教育活動

にも参加しています。スタッフの専門分野が法

学・政治学・経済学・社会学にまたがる構成は、

全国の国立大学附置研究所のなかで他には見

られない社研の特徴です。

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

自由な討論を通じて、日本と世界が解明を求め

ている重要課題をテーマとして設定します。社

会科学のディシプリンを横断する複合的アプ

ローチにもとづき、国内外に広がる開かれた

研究ネットワークを築きながら、数年にわたっ

て研究を深め、厚みのある研究成果を発表し

ています。これまでのテーマは、「基本的人権」、

「戦後改革」、「ファシズム期の国家と社会」、「福

祉国家」、「転換期の福祉国家」、「現代日本社

会」、「20 世紀システム」、｢失われた 10 年？

　90 年代日本をとらえなおす｣ です。2004

年から 4 年間に亘り、「地域主義比較」、「希望

学」（希望の社会科学）という 2 つのプロジェ

東京大学社会科学研究所との連携

連　携
東京大学社会科学研究所の研究体制

人材ビジネス研究（寄付）（2004～09）

現代中国研究拠点（2007～11）

グローバルCOE連携拠点

人間文化研究機構

「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」（東北大学法学研究科）（2008～12）

SSJデータアーカイブ
社研パネル／JGSS
二次分析推進

大阪商業大学JGSS研究センター

英文雑誌／Newsletter
客員システム
 国際共同研究

社会調査・データアーカイブ
研究センター

専門分野基礎研究

グループ
共同研究�

ディシプリン型�

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」

国際日本社会部門

比較現代法部門

比較現代政治部門

比較現代経済部門

比較現代社会部門

委託研究・共同研究
近未来課題解決事業

WLB推進研究ほか

日本学術振興会
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国際連携

　清華大学は「躍進する中国」を象徴する大

学で、中国随一の大学であるにとどまらず、

世界の「トップ」の大学の一つに飛躍しつつ

あります。本 GCOE はその政治学部及び法学

院と多文化共生をテーマに国際ワークショッ

プを共催するなど共同研究を進めていますが、

これに加えて、2009 年度からは「共同博士

課程」（CNDC）を開始しました。既に 2009

年 10 月から共同博士課程に参加する 3 人の

博士課程の学生を東北大学に受け入れており、

2010 年 4 月には、さらに 2 人の博士課程の

学生を受け入れる予定です。

　国民大学校は、解放後最初に創設され、

2006 年に開校 60 周年を迎えた韓国・ソウ

ルの名門私立大学で、韓国を代表する日本学

研究所が設置されています。本 GCOE は、国

民大学の教員及び大学院学生も交えて、ソウ

ル及び仙台で多文化共生をテーマにした国際

ワークショップを共催しました。

　ENS-LSH はフランスきっての名門グラン

ゼコルの一つです。本 GCOE は、ENS-LSH

との間で、2009 年度から「共同博士課程」

（CNDC）を開始しており、2009 年 10 月

から 1 名の博士課程の学生が参加しています。

また本 GCOE は 2010 年 2 月に東京及び仙

台で、ENS-LSH などと地方の再生をテーマ

とする国際シンポジウムを共催します。

　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」（CNDC）を開始し、2009 年 10

月から 2 名の博士課程の学生が東北大学に派

遣されています。そして 2010 年 4 月に、さ

らに 1 名が加わることになっています。

※ 2009 年 10 月 15 -18 日に萩セミナーを開催し、海外連携機関から
　 多数の参加者がありました。詳しくは 35 〜 38 頁をご覧ください。

　シェフィールド大学は、英国を代表する大

学の一つで、英国における日本研究の中心

的存在としても知られています。本 GCOE

は、東アジア研究所とジェンダー及び多文化

共生をテーマに共同研究を行うのに加えて、

2009 年度から「共同博士課程」（CNDC）を

開始し、2009 年 10 月から 3 人の博士課程

の学生を東北大学に受け入れています。そし

て 2010 年度には、シェフィールド大学から

東北大学に新たな博士課程の学生が加わるば

かりでなく、東北大学からシェフィールド大

学へも博士課程の学生が派遣される予定です。

清華大学 国民大学校エコル・ノルマル・シュペリュール
（ENS-LSH）

リュミエール・リヨン
第2大学

シェフィールド大学

2009年9月 清華大学法学院黎宏副院長（左）と
芹澤英明研究科長（右）が「共同博士課程」の協定を締結

2009年10月 
萩セミナーで発表するシェフィールド大学のCNDC学生

2008年2月 キックオフ・セミナーで研究発表を行う
リュミエール・リヨン第2大学の学生

2008年3月 ENS-LSHのオリヴィエ・ファロン学長（中央）
が来日し、「共同博士課程」の協定を締結

2009年12月 大西仁教授（中央右）と戸澤英典准教授（右）
が国民大学校の李成雨総長を表敬訪問、
李元徳国民大学日本学研究所長が同席
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　本研究所は、21 世紀 COE「男女共同参画

社会の法と政策」以来の連携機関であり、本

GCOE でも研究において連携関係を推進する

予定です。

　韓国の女子大学で唯一法科大学院を設置し

ている梨花女子大学校では、女性学研究所の

ほかに、法科大学内にもジェンダー法セン

ターを設立して、韓国におけるジェンダー法

学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

GCOE でも連携協力を進めています。とくに

2009 年 10 月の萩セミナーでの講演や、同

年 11 月の梨花女子大学校での講演など、研

究・教育上の交流を行いました。

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

　中国社会科学院は中国を代表する社会科学

分野の研究機関・シンクタンクであり、大学

院も擁しています。東北大学法学研究科は、

21 世紀 COE「男女共同参画社会の法と政策」

以来、同研究所のジェンダー法研究センター

との間でジェンダー研究分野での研究協力を

活発に行ってきましたが、本 GCOE が開始さ

れてからは、法学研究所全体との間でより広

い分野での研究協力が進められています。さ

らに「共同博士課程」（CNDC）の協定も締結

され、2010 年 4 月から、1 名の博士課程の

学生が東北大学に派遣されます。

中国社会科学院法学研究所

　本 GCOE は、これまでオタワ大学とジェン

ダー及び多文化共生をテーマにした国際セミ

ナーを 2009 年 2 月および 8 月に開催した

外、オタワ大学に GCOE 海外連携拠点を設立

しました。2010 年度からは、「共同博士課程」

（CNDC）を開始してオタワ大学の博士課程の学

生を東北大学に受け入れることになっています。

オタワ大学

2009年8月 GCOE国際セミナー2009で講演を行う
オタワ大学のナタリー・デ＝ロジェ教授

2009年9月 中国社会科学院法学研究所の李林所長
（右から3人目）と芹澤英明研究科長（中央右）が、
「共同博士課程」の協定を締結

2009年11月 梨花女子大学に招かれて、
講演を行う辻村みよ子教授（中央）（左は金善旭教授）
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外部評価

Ⅰ　全体的評価

Ⅱ　各項目に関する評価
１．拠点の方針・運営状況

２．拠点の人材育成

第 1 回外部評価委員会が開催されました。
　　日　時：2010 年 1 月 18 日（月）15:00 ～ 17:00
　　場　所：東北大学附属図書館 ４階大会議室
　　出席者：外部評価委員 ( 国内 ) ４名、外部評価担当委員７名、事務局関係者
委員会では、拠点リーダー等から活動状況の説明がなされた後、質疑応答が行われ、
外部評価委員の方からご講評いただきました。（Ⅱ・Ⅲは評価表記載のもの）

評価委員Ａ：計画に則った適切な方針が立てら

れており、人材育成やネットワーク構築におい

ては、一定の成果があがっているものと評価す

る。また、研究活動においても、スケジュール

通り実行されていると見られる。ただし、運営

マネジメント体制については、その活動内容に

関する情報を確認出来なかった。また、地域貢

献や研究成果の政策反映に向けた取り組みにつ

いても、今後の課題と言える。

評価委員Ｂ：多方面にわたりきわめて活発に研

究・成果生産・報告が行われている。連携につい

評価委員 A：ジェンダー平等、多文化共生社会、

少子高齢化の３分野を相互に融合させた 15 の

プロジェクトを立ち上げ、連携機関等との間で

議論や研究を重ねるといった研究活動、国際社

会で指導的人材となりうる研究者を育成すると

いった教育活動、国内外の研究教育機関とのグ

ローバルなネットワークを構築するといった連

携、のすべてにおいて、計画に則った方針が立

てられており、また、概ね順調に実行されてい

るものと評価する。

評価委員 B：新たに構築された「グローバル展開・

転換プロジェクト」も順調に動き出し、その研

究成果も出始めている。特に個々の研究が非常

に活発で連携も積極的に行われている。

評価委員 C：21 世紀ＣＯＥプログラム「男女

共同参画社会の法と政策：ジェンダー法・政策

研究センター」で達成された成果を、継承発展

させる形で、グローバルＣＯＥプログラムにふ

さわしい、「多文化共生」というテーマと関連づ

評価委員 A：CNDC の設置や若手研究者育成プ

ログラムによる GCOE フェロー・RA の制度が

計画通り実施されたことは十分評価できる。

評価委員 B：本拠点での研究・学習を身につけ

れば、国際機関で活躍できる人材が育つのでは

と期待できる。

評価委員 C：学位の授与を､ 国際連携の中に組

み入れている点が、高く評価される。

評価委員 D：CNDC は日本で最初の例なので、

法令上の根拠があるかどうかなどの心配がある

が、魅力的で可能性を持った計画で、大いに期

待できる。

評価委員 A：当該拠点の基本方針は、大学の将

来構想である「世界最高水準の総合研究拠点の

確立」に直結するものと考える。また、指導的

人材の育成に向けた取り組みも、大学全体の将

来構想に沿う形で練り上げられているものと評

価する。

評価委員 B：大学側が拠点の方針を十分に活か

しているかどうか、外部からみると不明確である。

評価委員 C：大学全体のなかで、本プログラムが、

その将来構想との関係で、どのように戦略的に

位置付けられているかは、かならずしも明らか

ではない。

評価委員 D：東北大学の国際的なプレゼンスを

高めるきっかけになっていると評価する。

評価委員 A：概ね計画どおり運営マネジメント

体制が組織されていると見られる。運営委員会

や執行委員会が定期的に開催されていること、

また、運営委員会での報告・審議事項も確認す

ることができた。今後は、機能の有効性を検証

する上でも、ホームページなど多様な媒体を通

じ、会議資料や会議録など一層の情報の開示に

努めるべきと考える。

評価委員 B：委員会を頻繁に開催し、プロジェ

クト相互の連絡を密にしようと最大限の努力を

している。

評価委員 C：組織に関して提示された資料、お

よび、行われた説明から、諸種の会合の頻度、

議事内容等総合して以上のように評価できる。

評価委員 D：運営マネジメントが機能している

と評価する。

評価委員 A：東京大学社会科学研究所との間で

研究会やシンポジウムが重ねて開催されたこと

で、同所との共同研究ネットワークを構築する

素地が固まったと見られる。本拠点がより高い

研究成果を目指す上で、今後、その連携が大き

な効果をもたらすことが期待できる。

評価委員 B：拠点形成の目的からみても、これ

までの活動成果からみても、連携なしには取組

が困難だったと思われる。その意味でも連携は

有効に機能している。

評価委員 C：連携機関との連携の必要性、およ

び有効性は十分に示されている。

評価委員 D：当該プロジェクトを広げるには連

携が必要であると考える。

評価委員 A：国際連携に関する取組みが着実に

実行されており、世界規模の教育研究拠点の形

成を目指していく上で、有効に機能していると

考える。

評価委員 B：国際交流の現場担当者、とりわけ

地方のそういう立場の人々が多文化共生につい

て学んだり、東北型多文化共生の実態調査を

行ったり、ユニークな連携の試みは興味深い。

評価委員 C：従来の経緯、与えられた時間等、

存在する様々な制約を考慮すると、十分評価で

きる連携が展開されていると言えよう。

評価委員 D：人材育成するには、国際連携は重

要であると考える。

 1-1　適切な方針が立てられ実行されているか

について

 2-1　学生が有為な人材として輩出されるよう

な体制・プログラムを作り実施しているか

 1-2　拠点の方針は、大学全体の将来構想の中

などで戦略的に位置づけられているか

 1-3　運営マネジメントは適切な体制が組まれ､

拠点として機能しているか

 1-4　連携機関との連携が必要不可欠なものと

して有効に機能しているか

ては、どのレベルでの連携なのか必ずしも明確で

ない。学際融合も着々と推進しているが、いわゆ

る理系分野との融合が課題と見受けられる。

評価委員Ｃ：国際比較した場合に、わが国の立

ち遅れが顕著なジェンダー法、ジェンダー政策

と、多文化共生という、これまた、わが国が立

ち遅れている主題を組み合わせることで、様々

な学問的刺激をわが国の社会科学分野に発信し

ようとする取り組みは、特にその克服すべき様々

な困難を踏まえる時、高く評価されるべきである。

け、社会科学の分野に深く関係する、21 世紀

のわが国にとって極めて重要でかつ困難なテー

マに、果敢かつ周到に取組む姿勢は、高く評価

できる。

評価委員 D：わかりやすい年次計画が立てられ、

それに沿って実行されていると評価する。
国内… 評点：5点3人、4点1人、平均点4.75

国内… 評点：5点2人､4点1人､3点1人、平均点･4.25

国内… 評点：5点3人､4点1人､平均点4.75

国内… 評点：5点3人､4点1人､平均点4.75

国内… 評点：5点3人､4点1人、平均点4.75

評価委員 A：フェロー等への研究室・資料室の

提供や RA への論文寄稿の機会提供など、フェ

ローや RA が能力を発揮できる一定の環境を

整備したものと見られる。ただし、フェロー

 2-2　フェロー・RA が能力を発揮し、国際的

に活躍できる仕組みを措置し、機能しているか

海外… 評点：5点2人､４点1人、平均点4.75

海外… 評点：5点4人、平均点5.00 

海外… 評点：5点4人、平均点5.00

海外… 評点：4点4人、平均点4.00

海外… 評点：5点2人､4点2人、平均点4.50

① 各種委員会について

② 事務局体制について

国内… 評点：5点4人､平均点5.00

国内… 評点：5点2人､4点1人､3点1人、平均点4.25

国内… 評点：5点2人､4点1人､3点1人、平均点4.25

海外… 評点：5点4人､平均点5.00

海外… 評点：5点3人､3点1人､平均点4.50

海外… 評点：5点4人､平均点5.00

 1-5　国際連携は有効に機能しているか
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３．拠点の研究

１．多文化共生の意味について

や RA については、21 世紀 COE プログラムや

CNDC と同様、より広範な地域から人材を確保

し、国際ネットワーク形成に向け機能性を高め

ていく必要があると考える。

評価委員 B：2-1 のコメントと重複するが、さ

らにフェロー等は、現在連携している大学の教

員になる可能性もあると思われる。

評価委員 C：若手研究者の養成に関して、本プ

ログラムには様々な工夫が散見される。

評価委員 D：任期が厳格に定まっていると、助

教クラスの待遇で非常に優秀な人を集めるかど

うかに疑問がある。

評価委員 A：国際的な研究活動が実施された様

子が伺える。今後はそれらの活動内容をより詳

細に世界に向けて多言語により情報発信を行う

ことが必要であると考える。

評価委員 C：ある程度の意欲的な試みはなされ

ているが、改善の余地があると評価される。

評価委員 D：プログラム全体との関連を理解し

難いプロジェクトがあり、また、列挙された実

績がこのプロジェクトの実績であるかという疑

問もある。

【GCOE 担当者①】「共生」という言葉を、この

拠点では、コンビビアリティと訳していますが、

この言葉自体一般的なものではありません。私

たちは、ジェンダー問題はジェンダーだけで解

決できるものでなく、人種、障害の有無、階級

などにも複雑に関係しているところから、そう

いった多元的要素を視野に入れて問題を分析す

るという発想が、コンビビアリティ・スタディー

ズだと考えております。これから確立してゆく

べき新しい学問だといえます。

【GCOE 担当者②】多文化というとどうしても

外国籍の方の問題やエスニシティということに

なりがちですが、このプログラムに関わるよう

になって、人間の多様性というものをもっと

もっと尊重しなければいけない、そしてそれを

社会科学的にどうとらえるか、ということを真

剣に考えるようになりました。そういう意味で

の触媒作用が、このプログラムに関わっている

人の中に起こって、その触媒作用の結果が表面

化してきて、お互い融合できると、一つ上の次

元に行けるのかなと期待しております。

評価委員 A：他大学との連携については、研究

成果を高める上で有効に機能していると考える。

また、各プロジェクトにおいて、以前から連携

関係にある大学以外の様々な研究者や関係機関

との連携も行われており、その取組は評価できる。

評価委員 C：研究活動面において、連携機関と

のさらなる緊密な連携が期待される。

評価委員 A：世界的かつ学際融合的視点に立っ

た本研究は壮大かつ大変意義深いものであり、

その成果に大きな注目が集まっている。その意

味でも、計画で当年度に予定されている中間

報告書・中間的提言には、これまでの研究成果

が十分に反映されるものとなるよう願っており、

その内容に期待している。

　また、一方で、本プログラムが事業仕分けの

対象となっていることからも、運営マネジメン

ト体制の強化に努め、活動内容や予算執行状況

等の情報開示を推進していく必要があると考え

る。さらには、この研究が自己満足的な結果に

終わらないよう、地域貢献や研究成果の政策反

映に向けた取組についても、今後、一層努めて

いく必要があると考える。

評価委員 B： 今後のこととなると思うが、地域

の男女共同参画推進センターや自治体等の実務

評価委員 A：CNDC の設置について、諸外国の

大学と学術提携・覚書を交換し、実際に受入に

成功した実績は十分評価できる。

評価委員 B：研究会やセミナーなどについては、

十分連携が機能しているように見受けられる

が、研究活動の連携がどの程度機能しているか、

はっきりしない。

評価委員 C：この点については、改善の余地が

あると判断される。

評価委員 A：社会への情報発信については、一

定の成果が見られるが、一方で、社会貢献に繋

がる直接的な活動は現段階では特段見受けられ

ない。研究成果の熟成に併せて今後の活動に期

待したい。

評価委員 B：たとえば、WLB（ワーク・ライフ・

バランス）などについては具体的政策形成推進

に至っているが、全体として学会や研究者向け

には研究成果が発信されていても、地域社会ま

で浸透するまでにはなっていない。

評価委員 C：この点については、今後のプロジェ

クトの進行にあわせて、そうした活動が増大す

ることが期待される。

担当者ひいては市民グループへの助言・指導・

協働も検討してほしい｡  本拠点の目的からみて、

不平等や格差についての研究が重要な位置を占

めることから、｢社会階層と不平等教育研究拠

点の世界的展開｣ とのさらなる情報交換や連携

も必要ではないか｡

評価委員 C：「寛容主義」対「排他的暴力」、「福祉」

対「競争主義」という、軸の立て方は、一考の

余地があるように思われる。多方面に渡る研究

を総括するためには、全体を貫くことのできる

分析軸が必要であることは理解できるが、研究

の結論が研究の前から予め見えてしまうような

分析軸は、創造的な研究成果を生み出すことを

妨げてしまう可能性がある。具体的には、この

分析軸にそって、どのような問のたて方、課題

の設定の仕方をするかが、プロジェクト成功の

鍵となると思われる。

評価委員 A：現時点で、プロジェクト間の学際融

合的な協力・連携の内容を確認することはできな

いが、プロジェクト内においては、それぞれの研

究者が各分野の国内外の研究者と協力・連携関係

を築きながら取り込んでいる様子が伺える。

評価委員 B：研究者が相互に協力・連携して研

究しているというよりは、各自の研究成果を報

告しあっているように思われる。

評価委員 C：研究者間の連携については、改善

の余地があると評価される。

評価委員 D：事業推進担当者はプログラムに則

した研究への実質的参加の度合いには、かなり

の差異があると見受けられる。

 3-1　国際的な研究活動が実施され、諸外国に

積極的な情報発信が行われているか

Q【外部評価委員 B】コンビビアリティ・スタ

ディーズとは、具体的にどんなものがあって、

どういう方がなさっているのでしょうか？

 3-4　研究活動が連携機関との取組みについて､

有効に機能しているか

 2-3　連携機関との取組みについて､ 連携が有

効に機能しているか

 3-3　拠点形成を通じて、社会に対して発信し

貢献する活動が十分に行われているか

 3-2　参画している研究者が国際的な拠点形成

に資するような体制を構築しているか

Ⅲ　平成22年度への助言

Ⅳ　主な質疑応答

2．共同研究の在り方について

【GCOE 担当者①】ジェンダーの問題と多文化

共生の問題がばらばらになったり、研究の寄せ

集めになったりしないようにとくに注意をして

きました。共同研究の場を確保するために、萩

セミナーや月例研究会でメンバーが一同に会し

て議論する場を用意しています。なかなか参加

できないメンバーもいて課題はあるのですが、

昨秋の萩セミナーの際には、ジェンダー問題の

Q【外部評価委員 C】ジェンダー平等と多文化

共生というテーマを結びつけて、互いに響きあい、

新しいものを発見して成果を生み出してゆくよう

な共同研究が実際にできているでしょうか？

　また、問題設定のところで寛容主義対排他的

暴力のような切り口をすると善玉対悪玉という

話になって単純な結論にしかいかないと思われ

るため、多角的に検討しつつ、どう焦点を結ん

でゆくか、という問題があるでしょう。

国内… 評点：5点2人､4点3人､平均点4.25

国内… 評点：5点1人､4点1人､3点2人、平均点3.75

国内… 評点：5点2人､4点1人､3点1人、平均点4.25

国内… 評点：5点1人､4点3人､平均点4.25

海外… 評点：5点2人､4点2人、平均点4.50

海外… 評点：5点3人､3点1人、平均点4.50

海外… 評点：５点･1人、4点3人、平均点4.25

海外… 評点：5点1人､4点2人､3点1人、平均点4.00

国内… 評点：4点2人､3点2人、平均点･3.50

海外… 評点：5点3人､4点1人､平均点4.75
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3．CNDCについて

４．政策への還元、運営体制について

■外部評価委員 ( 国内 )

犬　飼　　　章（宮城県経済商工観光部国際政策課長）

遠　藤　惠　子（せんだい男女共同参画財団理事長）

寺　尾　美　子（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

中　村　　　英（東北学院大学大学院法務研究科研究科長）

■外部評価委員 ( 海外 )

Caroline ANDREW（オタワ大学教授）

Glenn HOOK （シェフィールド大学教授）

韓　　  冬  雪（清華大学教授）

金　　  善  旭（梨花女子大学校教授）

■外部評価担当委員

辻　村　みよ子（拠点リーダー：法学研究科教授）

大　西　　  仁（拠点サブリーダー：法学研究科教授）

水　野　紀　子（拠点サブリーダー：法学研究科教授）

大　沢　真　理
（連携拠点責任者：東京大学社会科学研究所教授）

稲　葉　　  馨（外部評価担当委員長：法学研究科教授）

河　崎　祐　子（外部評価担当委員：法学研究科准教授）

芹　澤　英　明（法学研究科長・教授）

性がさらに開けるということを期待しているよ

うです。実際には、十分評価されている連携機

関を選んで実施することが大切ですので、この

意味では、東大と連携を取って東大の施設や資

料、研究者の支援も得られるということも、日

本で研究をしたい留学生たちには大事なことだ

と思います。また、東北大学側から CNDC で留

学する予定の院生は２人います。

専門家と多文化共生やナショナリズムをテーマ

とする参加者との間で活発な議論があり、「響

きあう」成果が得られましたので、今後もこの

ような機会をたくさん作ってゆきたいと考えて

います。

【GCOE 担当者③】善玉と悪玉になってしまう

という点は、私共も当初から危惧している点で

すので、GEMC ジャーナルの最初に我々の学問

的課題は何かということを書いて、最初の研究

会で議論いたしました。例えば男女共同参画あ

るいは多文化共生が、そもそもなぜ社会にとっ

て望ましいことなのかという考察をしなければ

いけないし、具体的な社会的な課題に照らし

てさまざまな視点から検討しないとレッテルを

貼って満足をするということで終わってしまい

ます。今後も、総会のような機会に議論し、実

際に論文等にそれを反映させてゆくことが重要

だろうと思っております。

Q【外部評価委員 D】CNDC に外国から 9 人

が入学し、全体としては満足度が高いというこ

とのようですが、留学生の方々は、それぞれ事

情は違うと思いますが、何を期待して来ている

方が多いのでしょうか。また、東北大学側から

CNDC で留学する人はいますか？

Q【外部評価委員 A】研究教育の成果を地方自

治体の政策などに還元することも、この拠点の

目的の一つだと思いますが、実際にできていま

すか？また、マネジメント体制はうまくいって

いますか？

※：外部評価委員(海外)には、別途関係資料をお送りして評価をいただき､その結果については評点のみを掲載しました。
※：評点の区分  5（十分評価できる）、4（やや評価できる）、3（普通）、2（やや評価できない）、1（評価できない）

【GCOE 担当者①】活動も２年目になり、内部

の研究教育の体制も落ち着いてきましたので、

これからは積極的に政策還元を考えてゆきたい

と思っています。男女共同参画の取組みはこれ

までの実績もあるのですが、多文化共生政策に

ついてはこれからの課題です。

【GCOE 担当者④】このグローバル COE 拠点

では、拠点サブリーダーの一人が教育と CNDC、

もう一人が研究企画出版を担当して、それぞれ

が CNDC 委員会と研究企画委員会の責任者に

なって運営をしっかり支えています。そのほか

広報委員会や評価委員会なども組織して執行委

員会・運営委員会を中心に運営しており、マネ

ジメントにつきましては、相当、体系だった形

になっていると考えています。

【GCOE 担当者③】二つのことについて期待し

ているようです。一つは、広い意味での日本研

究をすること、今ひとつは、連携機関の院生が

日本で学んで東北大学法学研究科からも博士の

学位を得られることで、学生自身の将来の可能
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ＧＣＯＥ研究会・行事日程一覧
研　究　会日　程

GCOE第7回月例研究会
「『生活保障システム』というアプローチ——「男女共同参画と多文化共生」研究の概念枠組みに向けて」
報告者：大沢 真理（東京大学・教授）

1 4.15(水)

第4回GCOE・WLB研究会
1.報告者による報告
2.就業構造基本調査の個票データの利用申請に関して
3.プロジェクトメンバーの研究計画の報告
報告者：小池 裕子（中央大学）

2 4.24(金)

一橋大学CGraSS公開レクチャー・シリーズ
（一橋大学ジェンダー社会科学研究センター共催）
「ジェンダーと女性心理学の功績と課題 〜今、何に注目すべきか〜」
報告者：Carolyn Zerbe ENNS（コーネル カレッジ・教授）

3 4.28(火)

GCOE研究会（民法研究会と共催）
「『無過失責任』立法の法政策と損害賠償法理論—製造物責任法３条の責任の帰責構造（その２）」
報告者：米村 滋人（東北大学・准教授）

4 4.30(木)

GCOE研究会（民法研究会と共催）
「債権法改正あれやこれや」
報告者：小粥 太郎（東北大学・教授）

5 5.7(木)

GCOE研究会
「アメリカにおける男女別学教育の意義と課題—アメリカにおける男女別学校の事例分析に基づいて—」
「アメリカの女子高校における男女別学教育の教育的意義—NYの女子校調査に基づいて—」
報告者：八木 美保子（立教大学・学術調査員）、尾崎 博美（東京文化短期大学・助教）

7 5.13(水)

GCOE研究会（民法研究会と共催）
「抵当不動産の任意売却促進のための一考察」
報告者：早坂 尚明（東北大学・大学院修士）

8 5.14(木)

GCOE第9回月例研究会
「『多文化共生』のグローカリズム—日韓比較を通して『東北型多文化共生』を考える—」
報告者：戸澤 英典（東北大学・准教授）

12 6.3(水)

第3回社研GCOEセミナー
「『生活保障システム』というアプローチ——『男女共同参画と多文化共生』研究の概念枠組みに向けて」
報告者：大沢 真理（東京大学・教授）

9 5.22(金)

ヘルシンキ大学主催国際シンポジウム「アジアジェンダー会議」
("The 3rd Gendering Asia Network Conference - Gender, Mobility and Citizenship")
"Gender Strategy for Peace as Human Rights; toward the Construction of an Anti-Military Theory"
報告者：辻村 みよ子（東北大学・教授）

11 5.28(木)
    〜5.30（土）

GCOEと国際研究機関International IDEAとの打ち合せ10 5.26(火)

GCOE第8回月例研究会
「アメリカにおける男女別学教育の意義と課題—女性の教育に対する権利と支援に注目して—」
1.「アメリカの女子大学の歴史的変遷と現代的意義」
2.「アメリカの女子高校における男女別学教育の教育的意義—NYの女子校調査に基づいて—」
報告者：1.坂本 辰朗（創価大学・教育学部長、教授）
          2.尾崎 博美（東京文化短期大学・助教）、八木 美保子（立教大学・学術調査員）

6 5.13(水)

GCOE第10回月例研究会
「『多文化共生』に向けての国際法と国際組織の役割：国際組織の法的責任とアカウンタビリティー」
報告者：植木 俊哉（東北大学理事、教授）

16 7.1(水)

GCOE研究会
「日系米人の戦中と戦後—ジョン・アイソとジョン・マキをめぐって—」
報告者：天川 晃（放送大学・教授）

17 7.11(土)

GCOE研究会
「里山管理の在り方に関する小考察—グローバル化時代の地域格差を考える手がかりとして—」
報告者：海野 洋（東北大学・教授）

18 7.15(水)

一橋大学CGraSS公開レクチャー・シリーズ
（一橋大学ジェンダー社会科学研究センター共催）
「戦争とジェンダー 〜フェミニストによる根源的問い直し」
報告者：Cynthia COCKBURN（ロンドン・シティユニバーシティ・客員教授）

20 7.28(火)

GCOE国際セミナー
「多文化共生社会のジェンダー平等——グローバリゼーション下のジェンダー・多様性・共生」
8.3（月）
　1.若手研究者セッション
　2.基調報告「多文化共生とジェンダー平等の交錯」
8.4（火）
　3.若手研究者セッション
　4.第1分科会「移民の人権・シティズンシップ」
　5.第2分科会「経済格差と家族・労働」
報告者：
1.若手研究者
2.Frances OLSEN(カリフォルニア大学ロスアンゼルス校・教授)、Nathalie DES ROSIERS（オ
　タワ大学・教授）、上野 千鶴子（東京大学・教授）、大沢 真理(東京大学・教授)
3.若手研究者
4.辻村 みよ子（東北大学・教授）、Caroline ANDREW（オタワ大学・教授）、他
5.大沢 真理（東京大学・教授）、田中 重人（東北大学・講師）、他

21 8.3(月)
      〜8.4（火）

学術シンポジウム
「新時代の医療と法の役割——ボーダレス・グローバル化社会における医療・医学研究規制の基本思想」
第1部：医療・医学研究の法制度設計論
第2部：医療・医学研究の今日的課題と法
第3部：総合討論
報告者：
第1部：小粥 太郎（東北大学・教授）、久保野 恵美子（東北大学・准教授）、米村 滋人（東北大学・准教授）
第2部：水野 紀子（東北大学・教授）、谷内 一彦（東北大学・教授）、
　　　児玉 安司（弁護士・東京大学・客員教授）

19 7.25(土)

第5回GCOE・WLB研究会
1.「高学歴女性のワーク・ライフ・バランス：『女性の仕事と生活に関するアンケート』調査結果」
2.「弁護士の専門分野選択におけるジェンダー差とその要因」
3.「在宅就業が家事遂行と生活満足度、就業継続意向に及ぼす影響」
報告者：
1.筒井 淳也
2.中村 真由美
3.坂本 有芳

15 6.19(金)

日　程 研　究　会

第4回社研GCOEセミナー
"Conflict and Disaster: Some Human Security Issues for Women in Sri Lanka"
報告者：Sepali KOTTEGODA(Vice Chairperson, Asia Pacific Women's Watch(APWW))

13 6.16(火)

東北大学法学研究科附属法政実務教育研究センター
センター客員教授講演会

「生活保障システムの比較ジェンダー分析から見た世界経済危機」
報告者：大沢 真理（東京大学・教授）

22 8.5（水）

GCOE研究会（民法研究会と共催）
「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、いわゆる過払金充当合意を含む場合は、上記取
引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、上記取引が終了した時
から進行するとした事例」
報告者：丸山 愛博（青森中央学院大学・講師）

14 6.18(木)

GCOE第11回月例研究会
「分配的正義におけるマクロとミクロ：女性の経済的不利益を題材に」
報告者：田中 重人（東北大学・講師）

23 9.9（水）

GCOE研究会
「地域政策のデータベースの構築」

24 9.17（木）

2009

第6回GCOE・WLB研究会
「夫と妻の家事時間は補完的なのか？——国別分散の要因分析」
報告者：朝井 友紀子、水落 正明、筒井 淳也

25 9.18（金）
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GCOE研究会（民法研究会と共催）
「銀行与信取引における貸し手の義務論」
報告者：高 翔（東北大学・大学院博士）

31 10.22（木）

GCOE研究会（民法研究会と共催）
「ドイツにおける労働契約の約款規制——不当条項規制における『集団性』についての一試論」
報告者：石上 敬子（東北大学・大学院博士）

33 10.29（木）

GCOE研究会（民法研究会と共催）
「フランチャイズ・チェーン運営者の加盟店に対する報告義務」
報告者：小笠原 奈菜（山形大学・講師）

34 11.19（木）

"Peace and Gender: Toward the Construction of 'Peace as Human 
Rights Theory'"
報告者：辻村 みよ子（東北大学・教授）

35 11.23（月）

連続講演（法学研究科附属法政実務教育研究センター共催）
「地球温暖化問題にどう取り組むべきか」
第1回（産業界から）（COP15の結果と今後）
報告者：山田 健司（東北大学・客員教授、新日本製鐵参与・環境部長、社団法人日本経団連環境安全
委員会地球温暖化ワーキンググループ座長）

32 10.29（木）

"Genre, poltiques sociales, citoyenneté"26 9.25（金）

アジアにおける女性と政治、WPA2009
報告者：辻村 みよ子（東北大学・教授）

27 9.30（水）
    〜10.3（土）

萩セミナー 
（35-38ページ参照）

30 10.15（木）
  〜10.18（日）

クロスナショナル・ドクトラル・コース学生のオリエンテーション28 10.2（金）

「東北大学イノベーションフェア2009 in 仙台」29 10.14（水）

連続講演（法学研究科附属法政実務教育研究センター共催）
「地球温暖化問題にどう取り組むべきか」
第2回（環境NGOから）
報告者：浅岡 美恵（東北大学・客員教授、弁護士、気候ネットワーク代表）

36 11.26(木)

GCOE第12回月例研究会
「ワーク・ライフ・バランスを具体化するために」
報告者：佐藤 博樹（東京大学・教授）

37 12.2(水)

GCOE研究会（民法研究会と共催）
「改正割賦販売法をめぐって」
報告者：渡辺 達徳（東北大学・教授）

38 12.3(木)

GCOE第13回月例研究会(法学研究科附属法政実務教育研究センター共催)
"The Political Value of Family Meals: New Technologies of Food Governance and the 
Family in Japan"
報告者 ： 武田 宏子（東北大学・客員准教授、シェフィールド大学・准教授）

41 1.13（水）

GCOE研究会(民法研究会と共催)
「国家賠償責任と使用者責任—私人の行為による国会賠償責任をめぐる議論が民法理論に示唆するもの—」
報告者：中原 太郎（東北大学・准教授）

42 1.21（木）

GCOE研究会(法学研究科附属法政実務教育研究センター共催)
"The World Financial Crisis and China's Economy"
報告者 ： 劉 涛雄 （東北大学・客員准教授、清華大学・准教授）

43 1.27（水）

国際シンポジウム
(日仏会館、東京大学Manufacturing Management Research Center共催)

「地域イノベーション政策と中小企業——地域ダイナミズムをサポートするために技術移転を振
興し、アントレプレナーシップとベンチャー企業を強化する」

44 2.3（水）
      〜2.5（金）

GCOE研究会(国際憲法学会日本支部共催、憲法理論研究会、「憲法理論の再創造」研究会後援)
「韓国民主主義の発展における憲法裁判所の貢献」
報告者：李 東洽（韓国憲法裁判所裁判官、アジア憲法裁判所聯合準備委員会委員長）

46 2.6（土）

GCOE研究会
「人間の安全保障と人身取引問題――タイからの報告」
報告者：Theera SRILA（SEPOM・セルフヘルプグループ担当スタッフ）Jiraporn SAE-TANG 

（SEPOM・運営委員）

45 2.5（金）

日　程 研　究　会日　程 研　究　会

47 2.10（水） GCOE研究会(法学研究科附属法政実務教育研究センター共催)
1."Migration and Immigrant Integration Policy in Sweden: from Legal Provisions to Practice"
2."Equality in Sweden: A Long and Winding Road"
報告者：
1. Elena DINGU-KYRKLUND （東北大学・客員准教授、ストックホルム大学・研究員）
2. Linus KYRKLUND （東北大学・客員准教授、スウェーデン政府民族差別オンブズマン）

GCOE研究会(ジェンダー法学会東北支部共催)
「司法のなかのジェンダー」
報告者：角田 由紀子（明治大学・教授、弁護士）

48 2.16（火）

GCOE第14回月例研究会(法学研究科附属法政実務教育研究センター共催)
"Multiculturalism and Gender Equality: Focus on Japan and the Philippines"
報告者 ： Maria Rosario PIQUERO-BALLESCAS (東北大学・客員教授、東洋大学・教授)

49 2.17（水）

2010年 東北大学GCOE・「日本における企業統治新展開」
（共催研究会ワークショップ）

50 2.22（月）
　  〜2.23（火）

「女性差別撤廃条約採択30年と日本の課題—CEDAW『総括所見』のフォロー
アップをめぐって—」（ジェンダー法学会学術交流委員会共催）
1.女性差別撤廃委員会のフォローアップ制度
2.自由権規約委員会のフォローアップの実行
3.日本のフォローアップ対象項目（1）：民法等の改正
4.日本のフォローアップ対象項目（2）：暫定的特別措置
コーディネーター：
　川眞田 嘉壽子（立正大学・教授）
1.林 陽子（弁護士）
2.海渡 雄一（弁護士）
3.安藤 ヨイ子（弁護士）
4.辻村 みよ子（東北大学・教授）

39 12.4(金)

GCOE・WLB研究会
1. 「次世代育成支援法が就業に与える影響」
2. 「専門職におけるワーク・ライフ・バランスのジェンダー差に関する分析」
報告者：1. 水落 正明（三重大学・准教授）
          2. 中村 真由美（富山大学・講師） 

51 2.24（水）

国際シンポジウム（ソウル大学校共催）
「日韓社会における貧困、不公平、社会政策：ジェンダーの観点からの比較」
報告者：大沢 真理（東京大学・教授）他

53 3.6（土）

"Nationalism in Japan"（英国国立日本研究所、シェフィールド大学主催） 
討論者：大西 仁（東北大学・教授）他

52 2.26(金）

GCOE研究会（東北大学国際法研究会共催）
「国家責任法における『事実上の機関』としての私人行為の国家への帰属」
報告者 ： 湯山 智之（立命館大学・教授）

54 3.8（月）

2010
連続講演(法学研究科附属法政実務教育研究センター共催)

「地球温暖化問題にどう取り組むべきか」
第3回（政府から）
報告者：三好 信俊（東北大学・非常勤講師、環境省大臣官房審議官）

40 1.7（木）

"Japan in the World"
担当者：
Glenn D. HOOK（東北大学・客員教授、シェフィールド大学・教授）
教員：
孫 基榮 （東北大学・客員准教授、シェフィールド大学・名誉講師）
紀　萌 （東北大学・非常勤講師、東北大学・GCOEフェロー）

55 3.8（月）
　  〜3.12（金）
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委員会スケジュール

 回運営委員会

回運営委員会

回運営委員会

回運営委員会

回運営委員会

回運営委員会

回運営委員会

第 7

第 8

第 9

第10

第11

第12

第13

第19回執行委員会

第20回執行委員会

第21回執行委員会

第22回執行委員会

第23回執行委員会

第24回執行委員会

第25回執行委員会

第26回執行委員会

第27回執行委員会

第28回執行委員会

第29回執行委員会

第30回執行委員会

2009.  4.  8(水)

6.24(水)

7.29(水)

10.14(水)

12.  9(水)

2010.  2.17(水)

3.17(水)

2009.  4.  8(水)

4.22(水)

5.20(水)

6.24(水)

7.29(水)

9.  9(水)

10.14(水)

11.11(水)

12.  9(水)

2010.  1.13(水)

2.17(水)

3.17(水)

運営委員会執行委員会

GCOE研究会
「核拡散問題とアジア：日本の責任」
報告者：池上 雅子 （ストックホルム大学・教授、前アジア太平洋研究所[CPAS]所長）
討論者：黒崎 輝（福島大学・准教授）

59 3.16（火）

GCOE研究会(ジェンダー法学会共催)
「『労働政治』と『ジェンダー・ポリティックス』の交差」
報告者：三浦 まり（上智大学・准教授）

58 3.15（月）

GCOE研究会（民法研究会共催）
「農業協同組合における監事の任務懈怠」
報告者：牧 真理子（東北大学・大学院博士）

56 3.11（木）

GCOE第15回月例研究会（日本刑法学会仙台部会共催）
「日本初の官民協働刑務所・美祢社会復帰促進センターに関する調査の概要
――多文化共生の観点から」
報告者：矢野 恵美 （琉球大学・准教授）　

60 3.27（土）

GCOE研究会（日本刑法学会仙台部会共催）

第19回日本刑法学会仙台部会
61 3.27（土）

3.12（金）
国際女性デー記念シンポジウム(関西日仏学館主催)

「オランプ・ドゥ・グージュとフランス革命」

57 3.12（金）
　  〜3.14（日）

3.14（日）
国際女性デー記念シンポジウム（日仏会館・日仏女性研究学会共催）

「オランプ・ドゥ・グージュと女性の権利の現代的展開
――フランス革命期から現代のジェンダー平等・多文化共生問題を考える」
報告者：オリヴィエ・ブラン （フランス革命研究家・歴史家・作家） 他

日　程 研　究　会
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　研究会（90 回以上）や国際シンポジウム

等の研究成果は、ジェンダー法・政策研究叢

書 ( 全 12 巻 )、英文叢書 2 巻、フランスで

刊行したパリ・シンポジウム記録（1 巻）、研

究年報（全 11 号）等の形で国内外に公表

し、とくにポジティヴ・アクションの研究や

ジェンダーに関する生物学との学際共同研究

などに大きな成果を得ました。叢書全 12 巻

と研究年報の執筆者総数が 386 名に及んで

いることにも、成果の大きさが示されていま

　ジェンダー問題を法・政策の視点から研究

する国内唯一の「ジェンダー法・政策研究セ

ンター」（和書・洋書 6000 冊を所蔵）を学

外に開設し、公募により延べ 32 名の COE

フェロー（研究員）・22 名の COE 留学生・

41 名の TA/RA（博士後期課程学生）を採用

して、研究奨励費等により支援を行いました。

　とくに海外連携拠点 ( パリ拠点・ニューヨー

ク拠点 ) を設置して 28 名の大学院生等を派

遣し、国際的研究活動を促進しました。そ

の成果として研究会・国際学会報告は 36 名、

研究論文・翻訳等の投稿数は計 120 本に及び、 

研究員のうち 8 名は、既に大学の専任教員と

して採用されました。

　また、「ジェンダーと人間社会」等の講義を

延べ 17 名の研究員が教授らとともに担当し

て教育の実践を行ったことが人材育成の上で

大きな成果をあげました。延べ約 700 名の

学生（法科大学院では 160 名）が受講した

ことから、ジェンダー教育の成果も得ました。

す。また、活動内容は、6 カ国語によるウェ

ブサイト、ニューズレター（1-18 号）等で

も公表され、海外の諸機関でも高い評価をえ

ることができました。このほか、ジェンダー

法学会・日本学術会議・内閣府男女共同参画

局、地方自治体、弁護士会等との連携や国際

連携（韓国梨花女子大学校、フランス比較立

法協会・CNRS 、米国コロンビア大学、カナダ・

オタワ大学等）とも連携のネットワークを構

築することができました。

研究面の成果 人材育成の実績

21世紀COE
の成果

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
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
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
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
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。

人材育成の点では、パリとニューヨーク
に海外サテライト・オフィスを設置して、
COE 研究員などを派遣したほか、講義の
担当や派遣講師という形でオンザジョブト
レーニングを行うことで、研究と人材育成
の相乗効果を高めることができました。

研究成果一覧

研究叢書
（和文・外国語）

研究年報
（日本語・外国語）

ニューズレター

パンフレット
（日本語・英語・
フランス語）

6 か国語の
ホームページ

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」

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」 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）

植木俊哉（教授・事業推進担当者）
中島淨美（ＣＯＥ研究員）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」

上野友也
（日本学術振興会特別研究員〔ＣＯＥ〕）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」

川人貞史（教授・拠点サブリーダー）第4回「日本の政治とジェンダー」 

佐々木くみ（ＣＯＥ研究員）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」
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」

飯島淳子（助教授・学内研究協力者）第7回「行政法とジェンダー」 

吉田正志（教授・事業推進担当者）第8回「江戸～明治期の結婚と離婚」 

柴田洋二郎（ＣＯＥ研究員）第9回「労働法とジェンダー」 
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）第10回「企業社会とジェンダー」

水野紀子（教授・拠点サブリーダー）第11回「家族とジェンダー」 

齊藤豊治（教授・事業推進担当者）第12回「刑事法とジェンダー」 

矢野恵美（ＣＯＥ研究員）第13回「DVの現状と課題」

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）

樺島博志（准教授・事業推進担当者）第2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3回 「国際政治とジェンダー」

平田武（教授・事業推進担当者）第4回 「東欧政治とジェンダー」 

池田丈佑（COE研究員）第5回 「政治思想とジェンダー」 

中林暁生（准教授・学内研究協力者）第6回 「憲法とジェンダー」 

稲葉馨（教授・事業推進担当者）第7回 「公務員制度とジェンダー」  

矢野恵美（国際高等融合領域研究所助教・元COE研究員）第8回 「刑事法とジェンダー」   

河上正二（教授・事業推進担当者）第9回 「民法における「人」と女性」

蘆立順美（准教授・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」 

柴田洋二郎（中京大学専任講師・元COE研究員）第12回「労働とジェンダー」 

李善姫（COE研究員）第13回「文化とジェンダー」 

犬塚典子（ＣＯＥ研究員）第14回「ジェンダーと教育」 

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」 西谷祐子（助教授・事業推進担当者）

植木俊哉（教授・クラスター責任者）／中島淨美（COE研究員）第2回「国際法とジェンダー」

上野友也（日本学術振興会特別研究員〔ＣＯＥ〕）第3回「国際政治とジェンダー」 

池田丈佑（COE研究員）第4回「政治思想とジェンダー」 

 山元一（教授・事業推進担当者）第5回「憲法とジェンダー」  

田代亜紀（群馬大学・講師）第6回「憲法とジェンダー」 

河上正二（教授・事業推進担当者）第7回「私法関係とジェンダー」

矢野恵美（国際高等融合領域研究所助教・元COE研究員）第8回「刑事法とジェンダー」 

久保野恵美子（助教授・事業推進担当者）第9回「家族とジェンダー」  

坪野吉孝（教授・クラスター責任者）第10回「医療制度とジェンダー」 

柴田洋二郎（COE研究員）第11回「労働・社会保障とジェンダー」 

犬塚典子（COE研究員）第12回「ジェンダーと教育」  

嵩さやか（准教授・事業推進担当者，クラスター責任者）第11回「社会保障とジェンダー」 

71 72

Ⅷ
21
世
紀
C
O
E
の
成
果



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

雇用・社会保障

人間の安全保障

家族

身体・セクシュアリティ

ジェンダー教育

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.

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.

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.

離婚法等の整備／児童虐待対策／
事実婚・同性婚への施策 etc.

DV防止法の実効性確保／
生殖補助医療の整備 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

女性議員比率 9.4％が、世界 138 位である

という現実があります。これを改善するため

に、多くの国でポジティヴ・アクション、と

くにクオータ制が導入されています。

　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

成果を刊行して大変高い評価をえました。こ

こではクオータ制は憲法違反かどうか、女性

の議員比率を引き上げなければならないのは

どういう代表理論によるのか、などの理論的

課題があり、叢書第 1 巻でも、世界をリード

する比較研究の成果を公表しました。
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　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

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

府からの圧力にも屈せず、日本の国立大学と

して初めて、3 名の女子の入学を許可し、「門

戸開放」が本学の不動の理念であることを世

に示しました。 

　東北帝国大学は、創立に当たって、世界の

学界でトレーニングを積んだ若き俊秀が教授

として集まったこともあって、研究者が独創

的な研究成果を次々と生み出しながら、それ

を学生に対する教育にも生かすという「研究

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

チャー企業を設立して地域産業の育成を図っ

たり、日常生活に最も密着した法律である家

族法の研究の日本の中心になるなど、世界最

先端の研究成果を社会や人々の日常生活に役

立てる「実学尊重」の伝統も育んできました。 

　このような精神は、第二次世界大戦、戦後

の成長期を経て、グローバル化が進行する現

代にも生き生きと息づいています。

　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。 

〈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、

幅広い分野において、世界をリードする研究

成果を恒常的に創造する。 

●知識の加速度的集積と知識基盤型社会の要

請に応えるために、たえず最適の研究組織の

編成を図る。 

●国内外の主要研究機関との研究ネットワー

ク連携を整備すると共に、世界的総合研究拠

点としての声望・評価を確立する。 

〈社会の発展と新たな知の創造を担う指導的

人材の養成〉 

●教員は、最先端の研究に従事しながら、そ

の成果を教育に反映させる。 

●すべての授業を「世界最高水準の教育拠点」

にふさわしい内容と方法で提供する。 

●新たな知の創造に必要な基礎知識と社会の

指導者としての責任意識を涵養する教育を実

施する。 

●高度の国際性、専門知識、応用能力を備え

た高度専門職業人を養成する教育プログラム

と組織を整備・発展させる。 

〈世界と地域への貢献〉 

●研究成果を社会に普及させ、指導的人材を

社会に送り出すことによって、人類社会及び

地域社会の発展に寄与する。 

●資質と意欲があれば、誰もが、国籍・人種・

性別・年齢・宗教・社会階層等に関わりなく、

平等に、学生・職員として受け入れられる機

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

設等の知的資源・財産の社会的有効活用を図

る。 

〈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。 

●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

機動的に展開するのに必要な施設、人的・物

的・財政的基盤及び経営体制を整える。

　東北大学は、建学以来の伝統である「研究

第一」と「門戸開放」の理念を掲げ、世界最

高水準の研究・教育を創造します。また、研

究の成果を社会が直面する諸問題の解決に役

立て、指導的人材を育成することによって、

平和で公正な人類社会の実現に貢献します。 

歴史的背景
（Historical Background） 

東北大学が目指す大学の姿
（Towards Tohoku University 2016） 

東北大学の使命
（Mission Statement） 

東北大学の
基本データ 機構図

東北大学

本部事務機構

付属図書館 (4)

病院

文学研究科

教育学研究科

法学研究科

経済学研究科

理学研究科

医学系研究科

歯学研究科

薬学研究科

工学研究科

農学研究科

国際文化研究科

情報科学研究科

生命科学研究科

環境科学研究科

医工学研究科

教育情報学教育部

教育情報学研究部

東北大学インターネット
スクール（ISTU)

文学部

教育学部

法学部

経済学部

理学部

医学部

歯学部

薬学部

工学部

農学部

TOHOKU UNIVERSITY

学部（10）

大学院（18）

専門職大学院（3）

附置研究所（5）

特定事業組織（11）

学内共同教育研究施設等（10）

金属材料研究所

加齢医学研究所

流体科学研究所

電気通信研究所

多元物質科学研究所

法科大学院

公共政策大学院

会計大学院
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　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） 

＊ウォータールー大学  （2006.10.30） 
＊オタワ大学（2009. 6.26）

＊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）
＊中国社会科学院（2008. 10.15）
＊東南大学（2009. 6.29）
＊上海交通大学（2009. 10.15）

 

＊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 
　　　ディビス校 
　　　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）
＊シラキュース大学（2008. 11. 19）
＊国際教育協会  （2009. 1. 27）

 

＊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） 

＊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） 

　ポーランド科学アカデミー触媒表面化学研究所  （1999. 8. 4） 

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。

ロシア 

カナダ 

中国 

アメリカ 

モンゴル 

ポーランド 
＊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） 
＊ベルリン工科大学（2009. 8.26）  

＊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） 

＊ウーメオ大学  （1997. 8.18） 
＊スウェーデン王立工科大学  （2000. 9.20）
＊ウプサラ大学  （2002. 3.20） 
＊ストックホルム大学   （2003. 1.14） 

  ＊チャルマース工科大学  （2006. 4.19）

　ベルギー原子力研究センター  （2005. 6.16） 

）
　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"（1988. 5. 4）
＊ノッチンガム大学（2001. 5.15） 
　ヨーク大学（2004. 6. 7） 

＊パリ第6大学ピエール・マリー
　キュリー大学  （1999. 8.19）

　シェフィールド大学  （2009. 8.21）

 

＊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・マンデス・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大学マルクブロッホ 
　　　　　 ストラスブール第3大学ロベールシュマン 
＊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）
＊リヨン高等師範学校  （2008. 8.11）
＊エコール・ポリテクニーク（2009. 9. 9）
＊リュミエール・リヨン第2大学 （2009.10.20）

＊フィレンツェ大学（2009. 8.21）

 

＊ローザンヌ工科大学  （2000.11.20） 

　ローマ大学「ラ・サピエンツァ」  （1990. 9.27） 

＊ムハンマド5世大学－アグダル  （2001. 4.30） 

＊ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学)  （2004. 6. 2） 

フィンランド 

ドイツ スウェーデン 

ベルギー 

イギリス 

フランス 

イタリア 

モロッコ 

ウクライナ 

＊シンガポール国立大学  （2000. 9.16） 

シンガポール 

＊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） 

インドネシア 

スイス 

＊テヘラン大学  （1999. 8.25） 

イラン 

 ＊インド工科大学ボンベイ校  （2000. 8.21）
＊インド科学大学（2008.12.18）

インド 

＊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） 

タイ 

27ヶ国・地域　　144機関

大学間協定

＊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） 
＊国立中興大学（2009. 3. 30）  
＊国立清華大学（2009.12. 2） 

台湾 
＊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）

オーストラリア 

＊シモン・ボリバル大学  （2008. 1. 8） 

ベネズエラ 

学術交流協定締結等

韓国 

2009年12月現在

＊オークランド大学
  （2002.11.15） 

ニュージーランド 

＊ベトナム国立大学ハノイ校（2009. 7. 6）

ベトナム
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役員・職員数

総長

理事

監事

1

5
非常勤 （2）

非常勤 （1）
1

2,846

2,900

5,756

教員

教授 (833)

准教授 (685)

講師 (148)

助教 (1,067)

助手 (113)

事務・技術職員等 

合計

(2009年5月1日現在／単位：人)

グローバルCOE採択数

学部学生

大学院学生（修士・前期・専門職）

大学院学生（後期・博士） 

10,967

4,224

2,657

17,848合計

(2009年5月1日現在／単位：人)

(2009年5月1日現在／単位：人)

学部・大学院学生数

学部生

大学院生

研究生

127

823

234

その他 162

1,346合計

(2009年5月1日現在／単位：人)

外国人留学生数

外国人留学生数:国、地域別

脳神経科学を社会へ還流する教育研究拠点

材料インテグレーション国際教育研究拠点

分子系高次構造体化学国際教育研究拠点

社会階層と不平等教育研究拠点の世界的展開

流動ダイナミクス知の融合教育研究世界拠点

グローバル時代の男女共同参画と多文化共生

新世紀世界の成長焦点に築くナノ医工学拠点

情報エレクトロニクスシステム教育研究拠点

Network Medicine 創生拠点

変動地球惑星学の統合教育研究拠点

物質階層を紡ぐ科学フロンティアの新展開

環境激変への生態系適応に向けた教育研究 

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

東京大学

東北大学

京都大学

17

12

13

大阪大学 12

東京工業大学 9

早稲田大学 8

慶応義塾大学

北米 
39 2.9％

アフリカ 35 2.6％中南米 39 2.9％
中近東33 2.5％

ヨーロッパ
87 6.5％

合計 1,346人

オセアニア 2 0.1％

7

北海道大学 7

名古屋大学 7

九州大学 5

3熊本大学

立命館大学 3

3神戸大学

アジア
1,111 82.5％

中国
608

韓国
200

その他
303

世界から
見た割合

アジア
での割合
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　 片平キャンパス　　 川内キャンパス　　 青葉山キャンパス　　 星陵キャンパス　　 雨宮キャンパス 

 片平 

青葉山 
川内 

星陵 

雨宮 

三条 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

西
公
園
通 

東
二
番
丁
通 

定禅寺通 

国道48号線 

愛
宕
上
杉
通 

広瀬通 

青葉通 

南町通 

五
橋
通
 

さくら野 
アエル 

藤崎 

三越

 

仙台市役所 

青葉区役所 

宮城県庁 

高等裁判所 

一
番
町
通 

あおば通駅 

SS30
河北 
新報社 

東北学院大 

広瀬川 

県立工高 

瑞鳳殿 

向山高 

東北工大高 

東北放送 
東北工大 

八木山ベニー 
ランド 

仙台城跡 青葉山公園 

市立博物館 

　　仙台 
国際センター 

仙台二高 

尚絅学院高・中 

 

大崎八幡神社 

東北福祉大 

荒巻小 

輪王寺 

青葉神社 

宮城教育大附属小 

宮城教育大附属中 

　聖ドミニコ 
学院高 

県美術館 

澱橋 

牛越橋 

市民会館 

西公園 

競技場 

野球場 

評定 
河原橋 
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植物園 

至天守台 

運動場 

川内運動場 

プール プール 

●土地：816,887m2 ●建物：122,141m2（平成21年4月現在）

川内北キャンパス　〒980-8576 仙台市青葉区川内41
川内南キャンパス　〒980-8576 仙台市青葉区川内27-1

電話番号案内 022（717）7800

教育・学生支援部（管理棟）⑦
教育・学生支援部入試課 ⑲
国際交流部留学生課 ①

附属図書館 本館 ⑳

文学部・文学研究科 事務室 ㉒
文学研究科・法学研究科合同研究棟 ㉔

教育学部・教育学研究科 事務室 ㉕
文科系総合研究棟 ㉕

法学部・法学研究科 事務室 ㉓
経済学部・経済学研究科 事務室 ㉙
経済学研究科演習室 ㉙㉚
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 ㉕
会計大学院 ㉘㉙

東北アジア研究センター分室 ⑲
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 ⑲

キャリア支援センター ⑦
植物園本館 ㉛
植物園記念館 32
国際交流センター ①

教養教育院 ⑦
教育情報基盤センター ⑪

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 ⑮
川内ホール ⑯
課外活動室A棟 ⑰
川内サークル会館 ⑱
川内サブアリーナ棟 ⑭
百周年記念会館（川内萩ホール）

（ビーアリーナカフェ）

㉑
中講義棟 ㉖
大講義棟 ㉗
文科系合同研究棟 ㉘
厚生施設（文系食堂）33

人文社会科学学部、全学教育
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　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

けん引できる人材の育成、8 人を 1 ユニット

とする居住構成、安心・安全・快適な生活環

境、夏季休暇期間中の短期利用などを基本コ

ンセプトとした教育的施設の学生寄宿舎とし

て 2007 年 4 月に開館しました。

　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。

【所在地】
〒 981-0935
仙台市青葉区三条町
19-1
TEL:022-274-7305

【居室数】
416室（留学生：130室　日本人学生：286室）

【建築概要】
構造：鉄筋コンクリート造　10 階建 1 棟、
　　　6 階建 1 棟、5 階建 1 棟、管理棟

【所在地】
〒 981-0935
仙台市青葉区三条町
19-1
TEL: 022-275-9901　

【居室数】
254 室（留学生：220 室、研究者：34 室）

【建築概要】
構造：鉄筋コンクリート造　2 階建 1 棟、
　　　3 階建 7 棟、4 階建 1 棟、5 階建 1 棟
敷地面積 :28,466㎡
建物面積 :10,661㎡

【居室等一覧（外国人留学生）】

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

【居室等一覧（外国人留学生）】

【居室等一覧（研究者）】

A タイプ→家族室　B タイプ→夫婦室
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
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。

東北大学ユニバーシティ・
ハウス三条の概要

東北大学国際交流会館

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

宿舎のご紹介

区分 種類 室数 面積
（㎡） 寄宿料（月額）

Aタイプ 26 10 9,700円
北棟

Bタイプ 58 13 10,000円

西棟 Aタイプ 26 10 9,700円

東棟 Aタイプ 20 10 9,700円

区分 種類 室数 面積
（㎡） 寄宿料（月額）

Bタイプ 22 46 9,500円

A棟 Cタイプ 93 18 5,900円

D棟 Cタイプ 54 18 5,900円

B棟
Aタイプ 11 48 9,500円

G棟
Aタイプ 6 48 9,500円

Bタイプ 12 46 9,500円

F 棟 Aタイプ 8 56 11,900円

区分 種類 室数 面積
（㎡） 寄宿料（月額）

Bタイプ 8 49 14,800円

A棟 Cタイプ 1 18 5,300円

D棟 Cタイプ 11 18 6,200円

C棟
Aタイプ 4 60 22,100円

Bタイプ 6 48 18,200円
F 棟

Aタイプ 4 60 26,700円

区分 種類 室数 面積
（㎡） 寄宿料（月額）

Aタイプ 26 10 9,700円
北棟

Bタイプ 58 13 10,000円

西棟 Aタイプ 26 10 9,700円

東棟 Aタイプ 20 10 9,700円

区分 種類 室数 面積
（㎡） 寄宿料（月額）

Bタイプ 22 46 9,500円

A棟 Cタイプ 93 18 5,900円

D棟 Cタイプ 54 18 5,900円

B棟
Aタイプ 11 48 9,500円

G棟
Aタイプ 6 48 9,500円

Bタイプ 12 46 9,500円

F 棟 Aタイプ 8 56 11,900円

区分 種類 室数 面積
（㎡） 寄宿料（月額）

Bタイプ 8 49 14,800円

A棟 Cタイプ 1 18 5,300円

D棟 Cタイプ 11 18 6,200円

C棟
Aタイプ 4 60 22,100円

Bタイプ 6 48 18,200円
F 棟

Aタイプ 4 60 26,700円

区分 種類 室数 面積
（㎡） 寄宿料（月額）

Aタイプ 26 10 9,700円
北棟

Bタイプ 58 13 10,000円

西棟 Aタイプ 26 10 9,700円

東棟 Aタイプ 20 10 9,700円

区分 種類 室数 面積
（㎡） 寄宿料（月額）

Bタイプ 22 46 9,500円

A棟 Cタイプ 93 18 5,900円

D棟 Cタイプ 54 18 5,900円

B棟
Aタイプ 11 48 9,500円

G棟
Aタイプ 6 48 9,500円

Bタイプ 12 46 9,500円

F 棟 Aタイプ 8 56 11,900円

区分 種類 室数 面積
（㎡） 寄宿料（月額）

Bタイプ 8 49 14,800円

A棟 Cタイプ 1 18 5,300円

D棟 Cタイプ 11 18 6,200円

C棟
Aタイプ 4 60 22,100円

Bタイプ 6 48 18,200円
F 棟

Aタイプ 4 60 26,700円

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

ジェンダー平等と多文化共生研究センター
一番町分室

〒980-8577　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

〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町 1-12-8
　　　　　　　佐恭ビル５F
TEL 022-211-5590   FAX 022-211-5595
（33頁参照）

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/

ジェンダー平等と
多文化共生研究センター

★

★

★

一番町分室

東京大学社会科学研究所
GCOEプログラム連携拠点

〒113-0033　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

東北大学大学院
法学研究科
グローバルCOE事務局

正門

東北大川内
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東京大学
本郷
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図書館

東京大学社会科学研究所
GCOEプログラム連携拠点★

本郷 3丁目

本郷三丁目
都営大江戸線 春日通り

ACCESS

東北大学付近マップ（仙台市内）

東京大学付近マップ（文京区本郷）
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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/

詳細はホームページをご覧ください

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


