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　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20年度・社会科学分野）の

「FACTBOOK 2010」をお届けいたします。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、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研究を進めてきました。その成果は、

2010年度までに、叢書の著者シリーズ4冊、プロジェクト研

究成果シリーズ4冊、GEMC journal 2008、2009、2010な

どによって公表しています。人材育成面では、国際連携機関

である世界の諸大学との間でダブル（ジョイント）・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（CNDC）を実施して成果を上げています。実際

に、シェフィールド大学、ENS-Lyon、リヨン第2大学、清華大

学、中国社会科学院から、2010年10月までに19名の大学

院博士後期課程の学生が入学して、学位論文の執筆や共同

研究に励んでいます。2011年4月には新たに3名のCNDC

学生が入学する予定です。本年度この提携機関に、延世大

学校、ソウル大学校が加わりました（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、東北大学法学研究科「ジェンダー平等と多文化共生

研究センター」（Research Center for Gender Equality and 

Multicultural　Conviviality： 略称GEMC＜ジェムシー＞）は、

2010年7月より東北大学片平キャンパス、エクステンション教

育研究棟1階に移設し、蔵書7,500冊以上を擁する資料セン

ター兼若手研究者の研究拠点として機能しています。今後は

広く一般の利用に供することで、社会貢献の面でも、また東北

大学の男女共同参画施策のシンクタンクとしても重要な研究

センターとして飛躍してゆきたいと念じております（詳細は

64-65頁およびhttp://www.law.tohoku.ac.jp/gemc/を

ご覧ください）。さらに、東京には東京大学連携オフィス、海外

（例えばカナダのオタワ大学）にも海外連携オフィスを設置し

てネットワークを拡大しています。広報ツールも、6ヶ国語の

ホームページ（http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe）を開

設するほか、本誌を活用して、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。
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【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

センター分室

〒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

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

★
★

★

センター分室

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
キャンパスバス停

北門

東大赤門前バス停
東京大学
本郷

東大赤門前

長泉寺

本郷小

本郷四
郵便局

桜木神社

わだつみのこえ
記念館

旧加賀屋敷
御守殿門（赤門）

本
郷
通
り

本
富
士
警
察
署

本
郷
消
防
署

真砂中央
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）

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

〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1
 東北大学片平キャンパス内
 「エクステンション教育研究棟」１階
TEL 022-217-6251，6254　   FAX 022-217-6252
E-mail：gemc@law.tohoku.ac.jp
http://www.law.tohoku.ac.jp/gemc/

　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。
　東北大学国際交流会館は、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。
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　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20年度・社会科学分野）の

「FACTBOOK 2010」をお届けいたします。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、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研究を進めてきました。その成果は、

2010年度までに、叢書の著者シリーズ4冊、プロジェクト研

究成果シリーズ4冊、GEMC journal 2008、2009、2010な

どによって公表しています。人材育成面では、国際連携機関

である世界の諸大学との間でダブル（ジョイント）・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（CNDC）を実施して成果を上げています。実際

に、シェフィールド大学、ENS-Lyon、リヨン第2大学、清華大

学、中国社会科学院から、2010年10月までに19名の大学

院博士後期課程の学生が入学して、学位論文の執筆や共同

研究に励んでいます。2011年4月には新たに3名のCNDC

学生が入学する予定です。本年度この提携機関に、延世大

学校、ソウル大学校が加わりました（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
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Mission Statement

1

2

3

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、

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

概要・組織
Ⅰ
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Ⅰ

概
要
・
組
織

概 

要

　このGCOEプログラムは、グローバル化が進行す

る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・延世大学校、カナダ・オタワ大学、フラ

ンス・リヨン第2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。
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グローバルCOE拠点組織図
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オタワ大学（カナダ）
ENS-Lyon（フランス）
リヨン第2大学（フランス）

中国社会科学院（中国）
清華大学（中国）

法学研究所

文学研究所

教育学研究所

経済学研究所

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

海外連携機関

学内協力機関

シェフィールド大学（イギリス）

国内 海外

東北大学大学院法学研究科

事業推進担当者

辻　村　みよ子 教授　拠点リーダー

東北大学大学院文学研究科

田　中　重　人 准教授

東北大学大学院教育学研究科

生　田　久美子 教授
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東京大学社会科学研究所

大　沢　真　理 教授　連携拠点リーダー

佐　藤　博　樹 教授

水　町　勇一郎 教授

不　破　麻紀子 助教

植　木　俊　哉 東北大学理事　
大学院法学研究科併任教授

芹　澤　英　明 教授

坪　野　吉　孝 教授

戸　澤　英　典 教授

平　田　　　武 教授

牧　原　　　出 教授

河　崎　祐　子 准教授

久保野　恵美子 准教授

桑　村　裕美子 准教授

滝　澤　紗矢子 准教授

嵩　　　さやか 准教授

中　林　暁　生 准教授

森　田　　　果 准教授

米　村　滋　人 准教授

研　究
Ⅱ
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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

15
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

辻村
みよ子
東北大学大学院
法学研究科・教授

－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－

多文化共生社会に
おける
ジェンダー平等

辻村
みよ子
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

大沢
真理
東京大学

社会科学研究所・教授
－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

生田
久美子
東北大学大学院

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

水野
紀子

東北大学大学院
法学研究科・教授

－「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

水野
紀子

東北大学大学院
法学研究科・教授

少子高齢化を
めぐる
国家と私的領域

吉田
浩
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1
2

Key questions

グローバル時代の多文化共生社会における
ジェンダー問題とは何か？

ジェンダー平等、多文化共生、
およびグローバリゼーションの関係をいかに捉えるか？

研究の目的と方法

研究活動

　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、社会科学を総合する視座にたって、グローバル化時代の「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。ジェン
ダー平等問題と多文化共生問題を融合させる視点から、男女共同参画社会のみならず、多文化共生
社会の実現を展望する総合的かつ野心的な試みといえます。
　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、本プロジェクトでは、まず総論的アプローチとして、グローバリゼーション、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。ここでは、例えば、ジェンダー平等と宗教・文化が交錯するイスラムのスカーフ問題のほか、移
民政策、経済格差と女性の労働、シチズンシップ、人身取引・性暴力の問題などを取り上げます。

　プロジェクトの成果は、2010年3月に刊行した2冊（辻村・大沢編『多文化共生社会のジェンダー平
等―複合差別を超えて』、Tsuimura & Osawa(eds.), Gender Equality in Multicultural 
Socaieties, 2010）のなかで明らかにすることができましたが、2010年度には、さらに多くの研究
会・シンポジウムを開催して研究の深化を図りました。とくに、ジェンダーと宗教の関係について、
2010年5月に日仏会館主催Jean BAUBÉROT講演会「第五共和制下におけるフランスのライシテ
(非宗教性)の変遷(1958年～2010年)」を後援したほか、9月にはDavid D. Hall講演会「宗教におけ
る活動主体と服従主体としての女性――プロテスタント・アメリカ、1650年～1850年」を主催しまし
た。また、ジェンダー法学会と共催して7月・10月・11月に研究会を開催し、ジェンダーと労働、日本の
男女共同参画政策に関連する研究において大きな成果を得ました。11月にはジェンダー法学会・お茶
の水女子大学ジェンダー研究センター等との共催でEva KITTAY講演会「ケアの倫理からグローバル
な正義論へ」も開催することができました。2０11年3月2日には、日本学術会議と共催で「学術分野の
男女共同参画促進」に関する講演会を開き、また、同3月5日には、フランスCNRSや日仏会館フランス
事務所・日仏女性研究学会等と共催で、国際女性デ―記念シンポジウムとして「ケア、国際移民、ジェン
ダー」を開催するなど、活発に活動を続けています。

1
2

Key questions

アジア諸国のジェンダー平等政策の
現状と課題は何か？

比較研究の中でアジアのジェンダー平等政策の
普遍性と特殊性を明らかにすることは可能か？

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　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2010年には、6月5-6日に東京外国語大学で開かれた国際ワークショップ
“Power, Political Participation and Gender: Quota System and Its Meaning”を共催し、辻
村が基調講演を行ってインド・中国を中心とするアジアの研究者とのネットワーク確立を目指しまし
た。また、同年10月の萩セミナーの際に（10月17日）、アメリカやイランから主要な研究者を招へい
し、「現代ムスリム社会におけるジェンダー政策」と題する国際ワークショップを開催して、アラブ諸国
の現状と課題について議論しました（その成果は、GEMCジャーナル4号に特集として掲載）。
　これらの成果は、2009年10月の国際ワークショップやドイツヒルデスハイム大学主催のアジアに
おける女性と政治（WPA2009）の成果と併せて、2011年3月に東北大学出版会から英語の単行本と
して辻村＆スティール共編で出版の予定です（日本語版は、2011年7月末に刊行予定）。アジアのジェ
ンダー平等政策については情報が必ずしも十分ではないため、本プロジェクトの共同研究の成果が大
きく貢献できることを期待しています。
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化・発展させ、社会科学を総合する視座にたって、グローバル化時代の「男女共同参画（ジェンダー平
等）と多文化共生」に関する新たな研究教育分野を確立することを目的の一つにしています。ジェン
ダー平等問題と多文化共生問題を融合させる視点から、男女共同参画社会のみならず、多文化共生
社会の実現を展望する総合的かつ野心的な試みといえます。
　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、本プロジェクトでは、まず総論的アプローチとして、グローバリゼーション、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。ここでは、例えば、ジェンダー平等と宗教・文化が交錯するイスラムのスカーフ問題のほか、移
民政策、経済格差と女性の労働、シチズンシップ、人身取引・性暴力の問題などを取り上げます。

　プロジェクトの成果は、2010年3月に刊行した2冊（辻村・大沢編『多文化共生社会のジェンダー平
等―複合差別を超えて』、Tsuimura & Osawa(eds.),Gender Equality in Multicultural 
Socaieties,2010）のなかで明らかにすることができましたが、2010年度には、さらに多くの研究会・
シンポジウムを開催して研究の深化を図りました。とくに、ジェンダーと宗教の関係について、2010年
5月に日仏会館主催Jean BAUBÉROT講演会「第五共和制下におけるフランスのライシテ(非宗教
性)の変遷(1958年～2010年)」を後援したほか、9月にはDavid D. Hall講演会「宗教における活動
主体と服従主体としての女性――プロテスタント・アメリカ、1650年～1850年」を主催しました。ま
た、ジェンダー法学会と共催して7月・10月・11月に研究会を開催し、ジェンダーと労働、日本の男女共
同参画政策に関連する研究において大きな成果を得ました。11月にはジェンダー法学会・お茶の水女
子大学ジェンダー研究センター等との共催でEva KITTAY講演会「ケアの倫理からグローバルな正義
論へ」も開催することができました。2０11年3月2日には、日本学術会議と共催で「学術分野の男女共
同参画促進」に関する講演会を開き、また、同3月5日には、フランスCNRSや日仏会館フランス事務
所・日仏女性研究学会等と共催で、国際女性デ―記念シンポジウムとして「ケア、国際移民、ジェン
ダー」を開催するなど、活発に活動を続けています。
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Key questions

アジア諸国のジェンダー平等政策の
現状と課題は何か？

比較研究の中でアジアのジェンダー平等政策の
普遍性と特殊性を明らかにすることは可能か？

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　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2010年には、6月5-6日に東京外国語大学で開かれた国際ワークショップ
“Power, Political Participation and Gender: Quota System and Its Meaning”を共催し、辻
村が基調講演を行ってインド・中国を中心とするアジアの研究者とのネットワーク確立を目指しまし
た。また、同年10月の萩セミナーの際に（10月17日）、アメリカやイランから主要な研究者を招へい
し、「現代ムスリム社会におけるジェンダー政策」と題する国際ワークショップを開催して、アラブ諸国
の現状と課題について議論しました（その成果は、GEMCジャーナル4号に特集として掲載）。
　これらの成果は、2009年10月の国際ワークショップやドイツヒルデスハイム大学主催のアジアに
おける女性と政治（WPA2009）の成果と併せて、2011年3月に東北大学出版会から英語の単行本と
して辻村＆スティール共編で出版の予定です（日本語版は、2011年7月末に刊行予定）。アジアのジェ
ンダー平等政策については情報が必ずしも十分ではないため、本プロジェクトの共同研究の成果が大
きく貢献できることを期待しています。
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Key questions

搾取の手口や人身取引の形態の実態は？

受け入れ大国である日本国内の「需要」削減のために
効果的な取り組みは？

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　2010年度は、引き続き全体会合と調査研究を行いました。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、発展的調査を進めました。この間、タイ国の人
身取引防止関係機関の担当者が、ＪＩＣＡと国立女性教育会館により日本に招聘され研修を受けてお

り、この担当者たちとの交流も行いました。2011年2月には、若手研究者の国際ワークショップを行
い、アジア工科大学院大学の若手研究者とも交流しました。
　2011年度は、2009年度の海外調査結果も踏まえ、防止策と支援策の検討結果を発信していく予
定です。
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Key questions

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？

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

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　2010年度の活動は成果報告が主となりました。4月に開催された桜セミナーでは、2009年度に実

施した宮城県内の高等学校におけるアンケート調査の結果・分析を基にした成果報告を行いました。7

月にはアメリカ、ニューメキシコ大学において開催されたThe Society for Educating Womenにお

いて「What is the Significance of Single-Sex Education?- From a Philosophical and 

Historical Point of View」と題するラウンド・テーブルを実施し、生田久美子、坂本辰朗、尾崎博美、

八木美保子がそれぞれ本プロジェクトの成果に基づく報告を行いました。10月の萩セミナーではこれ

までの調査結果に加えて、「リーダーシップ」概念の分析を内容に盛り込んだ報告をしております。

　現在は本プロジェクトにおけるこれまでの成果をまとめた単行本の作成を進めています。同書は

2011年3月の刊行を予定しています。
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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。

　2010年度は、引き続き全体会合と調査研究を行いました。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、発展的調査を進めました。この間、タイ国の人
身取引防止関係機関の担当者が、ＪＩＣＡと国立女性教育会館により日本に招聘され研修を受けてお

り、この担当者たちとの交流も行いました。2011年2月には、若手研究者の国際ワークショップを行
い、アジア工科大学院大学の若手研究者とも交流しました。
　2011年度は、2009年度の海外調査結果も踏まえ、防止策と支援策の検討結果を発信していく予
定です。
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Key questions

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？

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

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　2010年度の活動は成果報告が主となりました。4月に開催された桜セミナーでは、2009年度に実

施した宮城県内の高等学校におけるアンケート調査の結果・分析を基にした成果報告を行いました。7

月にはアメリカ、ニューメキシコ大学において開催されたThe Society for Educating Womenにお

いて「What is the Significance of Single-Sex Education?- From a Philosophical and 

Historical Point of View」と題するラウンド・テーブルを実施し、生田久美子、坂本辰朗、尾崎博美、

八木美保子がそれぞれ本プロジェクトの成果に基づく報告を行いました。10月の萩セミナーではこれ

までの調査結果に加えて、「リーダーシップ」概念の分析を内容に盛り込んだ報告をしております。

　現在は本プロジェクトにおけるこれまでの成果をまとめた単行本の作成を進めています。同書は

2011年3月の刊行を予定しています。
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Key questions

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

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？

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　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年度は官
民協働刑務所に関する調査を中心に活動を実施しました。2010年度は2009年度に実施した調査の
内容をまとめ、社会心理学会、犯罪社会学会等でワークショップを立ち上げ、報告を行いました。8月に

はアメリカ、インド、インドネシア、オーストラリア、韓国の被害者学研究者を招聘し、各国の被害者政策
に関する国際セミナーを開催しました（科研費基盤（B）「犯罪の被害にあった女性・児童への対策に関
する総合的研究」（代表　矢野恵美）共催）。2011年度も引き続き調査、学会報告、研究会等を実施し
ていく予定です。

1
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Key questions

このグローバル化された現代国際社会における
国際法規範の新たな役割と新たな機能は何か？

グローバル化は国際法と国内法の関係に
いかなる変化をもたらしたか？

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　2010年度は、7月に日中韓３国の国際法学会が初めて共同で開催した国際シンポジウム
“Northeast Asia and International Law”（於・ソウル大学）にプロジェクト代表者が出席し、本プ
ロジェクトの研究成果を踏まえて”International Law and East Asia: Historical Analysis of 
their Interaction”と題する報告を行った。
　8月には、オランダのハーグで開催された国際法協会(ILA)第74回総会にプロジェクト代表者が参
加し、「国際組織の責任」に関するStudy Group会合に出席して国連の国際法委員会(ILC)が起草した
国際組織責任条約第１読草案に関する法的論点について討論を行った。
　10月に開催された国際法学会秋季研究大会（於・神奈川大学）では、プロジェクト代表者が第１分科
会「国際組織のアカウンタビリティー」の座長を務めた。10月末には、本GCOEプログラムと日本海洋
法研究会の共催で第4回日中海洋法ワークショップ「グローバル化時代の東アジアにおける海洋法、
海洋政策と多文化共生」（於・東北大学）を開催した。
　2011年度は、本プロジェクトのこれまでの研究成果を集大成した著書を出版することが最大の課
題であり目標である。
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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
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間に必ず共に存在することのみを意味します）。
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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。

　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年度は官
民協働刑務所に関する調査を中心に活動を実施しました。2010年度は2009年度に実施した調査の
内容をまとめ、社会心理学会、犯罪社会学会等でワークショップを立ち上げ、報告を行いました。8月に

はアメリカ、インド、インドネシア、オーストラリア、韓国の被害者学研究者を招聘し、各国の被害者政策
に関する国際セミナーを開催しました（科研費基盤（B）「犯罪の被害にあった女性・児童への対策に関
する総合的研究」（代表　矢野恵美）共催）。2011年度も引き続き調査、学会報告、研究会等を実施し
ていく予定です。

1
2

Key questions

このグローバル化された現代国際社会における
国際法規範の新たな役割と新たな機能は何か？

グローバル化は国際法と国内法の関係に
いかなる変化をもたらしたか？

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　2010年度は、7月に日中韓３国の国際法学会が初めて共同で開催した国際シンポジウム
“Northeast Asia and International Law”（於・ソウル大学）にプロジェクト代表者が出席し、本プ
ロジェクトの研究成果を踏まえて”International Law and East Asia: Historical Analysis of 
their Interaction”と題する報告を行った。
　8月には、オランダのハーグで開催された国際法協会(ILA)第74回総会にプロジェクト代表者が参
加し、「国際組織の責任」に関するStudy Group会合に出席して国連の国際法委員会(ILC)が起草した
国際組織責任条約第１読草案に関する法的論点について討論を行った。
　10月に開催された国際法学会秋季研究大会（於・神奈川大学）では、プロジェクト代表者が第１分科
会「国際組織のアカウンタビリティー」の座長を務めた。10月末には、本GCOEプログラムと日本海洋
法研究会の共催で第4回日中海洋法ワークショップ「グローバル化時代の東アジアにおける海洋法、
海洋政策と多文化共生」（於・東北大学）を開催した。
　2011年度は、本プロジェクトのこれまでの研究成果を集大成した著書を出版することが最大の課
題であり目標である。
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研究組織

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?

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

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　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年萩セミナーでは、国際ワークショップ “Political Process of Historical 
Memories in East Asia”を開催し、現在、その成果を出版する計画を進めています。又、2010年2月に
英国シェフィールド大学で国際シンポジウムを共催し、2011年春に清華大学で延世大学とも協力して、
国際シンポジウムを開催する予定です。そして、これらの成果を基に、今後、英文による本を出版する計
画です。
　若手研究者の研究成果として、2010年春に、金淑賢氏が『中韓国交正常化と東アジア国際政治の変
容』（明石書店）を、紀萌氏がPhraseology in Corpus-Based Translation Studies (Peter Lang)を、
それぞれ出版しました。

研究の目的と方法

研究活動

　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
け入れることが議論され、多文化共生社会の構築が喫緊の課題となっています。
　多文化共生をテーマに掲げるGCOEの一つのコアを為す本プロジェクトでは、上記のような問題関
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、集住都市とは事情が異なり、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。この農
村部における外国人配偶者（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。

　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、他地域での類似プロジェクトも参考に、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、他の重点的な比較対象であるヨーロッパ（ドイツ、スウェーデン）、カナ
ダ・アメリカ、オーストラリア・ニュージーランドなど、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。

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

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

　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年萩セミナーでは、国際ワークショップ “Political Process of Historical 
Memories in East Asia”を開催し、現在、その成果を出版する計画を進めています。又、2010年2月に
英国シェフィールド大学で国際シンポジウムを共催し、2011年春に清華大学で延世大学とも協力して、
国際シンポジウムを開催する予定です。そして、これらの成果を基に、今後、英文による本を出版する計
画です。
　若手研究者の研究成果として、2010年春に、金淑賢氏が『中韓国交正常化と東アジア国際政治の変
容』（明石書店）を、紀萌氏がPhraseology in Corpus-Based Translation Studies (Peter Lang)を、
それぞれ出版しました。
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2

Key questions

研究の目的と方法

研究活動

　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
け入れることが議論され、多文化共生社会の構築が喫緊の課題となっています。
　多文化共生をテーマに掲げるGCOEの一つのコアを為す本プロジェクトでは、上記のような問題関
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、集住都市とは事情が異なり、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。この農
村部における外国人配偶者（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。

　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、他地域での類似プロジェクトも参考に、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、他の重点的な比較対象であるヨーロッパ（ドイツ、スウェーデン）、カナ
ダ・アメリカ、オーストラリア・ニュージーランドなど、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ています。
　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。

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

集住都市あるいはサービス業への単純労働者の受け入れが多い都市部とは異なり
農村の多い「東北型多文化共生」の現状あるいは将来像はどのようなものか？
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1
2

Key questions

近代日本の対外態度の特徴は何か？

戦後日本の対外態度の特徴は何か？

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　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年も引き続き研究を進めました。

1
2

Key questions

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　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年および2010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、フランスとベルギーの研究者・実務家等と国際シンポジウムを開催しました。
　なお、Factbook 2009の44ページで紹介した、2009年度の清華大学での国際ワークショップ及
び2010年2月の日仏会館での国際シンポジウムは、それぞれ、清華大学人文社会科学院及びフラン

ス国立現代日本研究センターと連携して実施したものです。ここに改めて両機関のご協力に感謝しま
す。

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？

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？
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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年も引き続き研究を進めました。

1
2

Key questions

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　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年および2010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、フランスとベルギーの研究者・実務家等と国際シンポジウムを開催しました。
　なお、Factbook 2009の44ページで紹介した、2009年度の清華大学での国際ワークショップ及
び2010年2月の日仏会館での国際シンポジウムは、それぞれ、清華大学人文社会科学院及びフラン

ス国立現代日本研究センターと連携して実施したものです。ここに改めて両機関のご協力に感謝しま
す。

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？

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？
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1
2

Key questions

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

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？

研究の目的と方法

研究活動

　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、という点を研究しています。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・研究を進めています。

　2010年度は、社会法制グループから非正規労働法制に関する水町雄一郎氏の報告、家族法制グ
ループから配偶者選択行動の実証分析を主題とする森田果氏の報告を得るなどして、東北大学で合計

10回の研究会を開催しました。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
での活動を続けており、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。昨年度の活動
として掲げた出版物（滝澤紗矢子「競争機会の確保をめぐる法構造」（有斐閣））が今年度に大隈健一郎

賞、商事法務研究会賞を受賞し、同様に昨年度の「家族法改正」シンポジウムが今年度に「家族法改正」
（有斐閣）として出版されるなど、研究活動の継続的展開も見られます。2011年度は、今年度と同様に研
究会等の活動を継続し、さらに、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。

1
2

Key questions

研究の目的と方法

研究活動

男女共同参画と多文化共生システムは
どの程度効果的であるのか？

現在の人々の行動を変容させ社会厚生を改善するためには
我々は何をするべきか？

　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。

2010年の研究
（a）男女共同参画については第1にGEMC Journalに公表した、日本版男女平等度指標が多くのメディアによっ
て取り上げられ、本GCOEの研究テーマの重要性と本グループの法と経済の学際的な研究アプローチの結果
に対する関心の高さを示した。この研究結果は宮城県、石巻市、仙台市、鳥取県等の各地のセミナー・シンポ
ジューム等で報告されている。あわせて、数値だけの調査ではなく、第1位の鳥取県、第47位の埼玉県に現地調
査も行ってきた。また本研究班が行った、リーマンショック（経済要因）と男女の高等教育需要の調査結果も、全
国の高校に配布される進学情報誌に掲載されるなどの形で、社会に還元されている。
（ｂ）いっぽう、多文化共生についてはタンジブルな貿易財の国際的移動による経済的なメリットを、人的交流に
よる文化的な交流においても確認できるのかという応用経済学的アプローチでの検証を行っている。さらに、多
文化共生を国際的な文化面だけでなく、国内における異なる世代の共存関係、あるいは身体障害者とそうでな
いものとの共生社会の経済的相互メリットの検証などに取り組み、2010年9月のワークショップで報告された。
2011年の計画
（1）男女共同参画
引き続き、より近代化された指標、手法による男女平等度指標を推計、公表する。同時に、都道府県から市町村レ
ベルへの推計の推進を推し測るとともに、社会から家庭内での男女平等へと指標数値の拡大進化の可能性と妥
当性についても研究対象を拡張していく。
（2）多文化共生
「文化」という手に触れることや容易に計測することの難しい対象の「共生」という多様な概念のある現象を、定
量的なデータと実証という手法で明らかにしていくことで、まさに「目に見える形」での研究成果を広く提示して
いきたい。また、東アジアや北欧等の研究機関との協調的研究活動も推進していきたい。
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研究の目的と方法

研究活動

男女共同参画と多文化共生システムは
どの程度効果的であるのか？

現在の人々の行動を変容させ社会厚生を改善するためには
我々は何をするべきか？

　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。

2010年の研究
（a）男女共同参画については第1にGEMC Journalに公表した、日本版男女平等度指標が多くのメディアによっ
て取り上げられ、本GCOEの研究テーマの重要性と本グループの法と経済の学際的な研究アプローチの結果
に対する関心の高さを示した。この研究結果は宮城県、石巻市、仙台市、鳥取県等の各地のセミナー・シンポ
ジューム等で報告されている。あわせて、数値だけの調査ではなく、第1位の鳥取県、第47位の埼玉県に現地調
査も行ってきた。また本研究班が行った、リーマンショック（経済要因）と男女の高等教育需要の調査結果も、全
国の高校に配布される進学情報誌に掲載されるなどの形で、社会に還元されている。
（ｂ）いっぽう、多文化共生についてはタンジブルな貿易財の国際的移動による経済的なメリットを、人的交流に
よる文化的な交流においても確認できるのかという応用経済学的アプローチでの検証を行っている。さらに、多
文化共生を国際的な文化面だけでなく、国内における異なる世代の共存関係、あるいは身体障害者とそうでな
いものとの共生社会の経済的相互メリットの検証などに取り組み、2010年9月のワークショップで報告された。
2011年の計画
（1）男女共同参画
引き続き、より近代化された指標、手法による男女平等度指標を推計、公表する。同時に、都道府県から市町村レ
ベルへの推計の推進を推し測るとともに、社会から家庭内での男女平等へと指標数値の拡大進化の可能性と妥
当性についても研究対象を拡張していく。
（2）多文化共生
「文化」という手に触れることや容易に計測することの難しい対象の「共生」という多様な概念のある現象を、定
量的なデータと実証という手法で明らかにしていくことで、まさに「目に見える形」での研究成果を広く提示して
いきたい。また、東アジアや北欧等の研究機関との協調的研究活動も推進していきたい。
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1
2

Key questions

近代家族制度は多様化の時代に適応できるか?

家族は、不平等・従属・貧困・暴力とどのように関連しているのか?

研究の目的と方法

研究活動

　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。

　2010年4月から最新の「第3回全国家族調査」（NFRJ08）データが利用可能となりました。これにあわ
せて、本格的な計量分析を開始しました。7月にはNFRJ08データの分析結果を持ち寄って検討する研
究会を開催。10月には「萩セミナー」の一環として、ワークショップ「計量分析からみる家族変動: 近年の
日本社会における格差・意識・ライフコース」を開催しました。2011年度も引き続きデータ分析を進めま
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、適宜研究会およびワークショップを開催し、
計量分析の結果から導かれる政策的含意について特に重点的に討議を重ねます。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
稿を積極的に進めます。

1
2

Key questions

研究の目的と方法

研究活動

　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、福井県、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。

　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。
　2010年度は、福井県における社会的排除／包摂にかんする実態調査の準備を進めました。また、サー
ドセクター、社会的経済に関する調査研究のまとめとして、論文集を刊行していくために原稿を執筆し、

その集中検討会などを行いました。
　2011年度は、引き続き定期的な全体会合を開催し、研究成果を刊行して行く予定です。

貧困、失業、雇用の非正規化、次世代育成の困難などの
社会的排除の実相は？

社会的排除を克服するべく生活保障システムに導入されている
改革の動向は？

23

FACTBOOK日本文-三.indd   23 11.2.24   9:15:11 PM



田中 重人
東北大学大学院文学研究科（准教授）

少子高齢化社会の家族変動：
大沢 真理
東京大学社会科学研究所（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－

ミクロデータ分析によるアプローチ Ⅱ

研　

究

東京大学社会科学研究所（教授）

東北大学大学院法学研究科（准教授）

関東学院大学文学部（准教授）

首都大学東京人文科学研究科（准教授）

埼玉大学経済学部（講師）

東京福祉大学社会福祉学部（教授）

大正大学人間学部（准教授）

明治大学情報コミュニケーション学部（准教授）

立教大学コミュニティ福祉学部（非常勤講師）

早稲田大学文学学術院（教授）

明治学院大学社会学部（非常勤講師）

淑徳大学総合福祉学部（非常勤講師）

家計経済研究所（研究員）

上智大学総合人間科学部（准教授）

北星学園大学（非常勤講師）

立命館大学産業社会学部（准教授）

日本女子大学人間社会学部（准教授）

東洋大学社会学部（准教授）

明星大学人文学部（准教授）

青山学院大学社会情報学部（教授）

駒澤大学文学部（准教授）

大阪商業大学総合経営学部（准教授）

佐藤　博樹

久保野　恵美子

井田　瑞江

稲葉　昭英

金井　郁

金　貞任

澤口　恵一

施　利平

品田　知美

嶋崎　尚子

島　直子

鈴木　富美子

田中　慶子

田渕　六郎

土倉　玲子

筒井　淳也

永井　暁子

西野　理子

西村　純子

福田　亘孝

松信　ひろみ

保田　時男

研究組織

デュースブルグ大学比較社会学
日本社会学科（教授）

ブレーメン大学社会政策研究センター（教授）

シラキューズ大学マックスウェル・スクール（准教授）

北海道大学大学院法学研究科（教授）

釜山大学校社会学部（助教授）

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科（准教授）

東京大学社会科学研究所（特任助教）

埼玉大学経済学部 （講師）

都留文科大学文学部（教授）

生協総合研究所（研究員）

成蹊大学法学部（准教授）

旭川大学保健福祉学部（専任助教）

東京大学大学院博士課程単位取得退学

日本学術振興会（特別研究員）

東京大学大学院経済学研究科博士課程

内閣府男女共同参画局調査課（調査分析専門官）

社会問題研究家

Karen SHIRE

Karin GOTTSCHALL

Margarita ESTÉVEZ-ABE

宮本　太郎

金　英

相馬　直子

高松　香奈

金井　郁

田中　夏子

山口　浩平

今井　貴子

朴　姫淑

成　垠樹

米澤　旦

福田　直人

建井　順子

三橋　真記

研究組織

1
2

Key questions

近代家族制度は多様化の時代に適応できるか?

家族は、不平等・従属・貧困・暴力とどのように関連しているのか?

研究の目的と方法

研究活動

　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
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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、適宜研究会およびワークショップを開催し、
計量分析の結果から導かれる政策的含意について特に重点的に討議を重ねます。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
稿を積極的に進めます。

1
2

Key questions

研究の目的と方法

研究活動

　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
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貧困、失業、雇用の非正規化、次世代育成の困難などの
社会的排除の実相は？

社会的排除を克服するべく生活保障システムに導入されている
改革の動向は？
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佐藤 博樹
東京大学社会科学研究所（教授）

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

1
2

Key questions

ＷＬＢと雇用機会均等は両立できるのか？

ＷＬＢと雇用機会均等は、人材活用 （Human Resource Management）に
プラスの効果をもたらすものか？

研究の目的と方法

研究活動

　本プロジェクトでは、企業におけるワーク・ライフ・バランス支援と男女雇用機会均等施策の２つの課
題を取り上げ、現状、両者の関係および効果などに関して国際比較を含めて実証的に研究を行います。
　ワーク・ライフ・バランス支援と男女雇用機会均等施策の両者を取り上げるのはつぎのような理由に
よります。

　「ワーク・ライフ・バランス支援」は、出産や育児や介護などライフイベントがあっても仕事を続けるこ
とができる働き方や仕組みがあるかどうかを、「均等」は、性別にかかわらず、意欲や能力に応じて活躍で
きる企業であるかどうかを意味します。企業の人材活用の実態を「均等」と「ワーク・ライフ・バランス支
援」のそれぞれの実現度で測定すると、４つの類型に分かれます。均等法が成立した当初は、男性と同じ
ように意欲や能力のある女性が、男性と同じキャリアを歩めるようにすることにその主たる目的がありま
した。しかし女性の活躍の場を拡大していくためには、「均等」と同時に、「ワーク・ライフ・バランス支援」
を充実することが不可欠なのです。「均等」が実現していても、「ワーク・ライフ・バランス支援」が不十分

な企業では、男女役割分業を前提とした男性の働き方を前提にするのではなく、それを変えて行くこと
が必要となります。「ワーク・ライフ・バランス支援」を実現するためには、実は、男性の働き方を見直すと
いうことが鍵となり、そのためには、仕事の仕方や管理の仕方を変えることが不可欠になります。
　研究方法は、東京大学社会科学研究所のＳＳＪデータアーカイブや海外のデータ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。また、ＷＬＢ支援施策に関する国際比較や産業間研
究なども分析に含めます。

　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年度に中間的な研究成果を取りまとめました。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。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、2010年度）を本プロジェクトと共催で行いま

した。

　なお、本プロジェクトの研究活動は2010年度で終了し、2011年度の前半にその成果を刊行する予

定です。

人材育成
Ⅲ

東京大学社会科学研究所（助教）

東北大学大学院文学研究科（准教授）

日本女子大学人間社会学部（准教授）

家計経済研究所（研究員）

三重大学大人文学部（准教授）

立命館大学産業社会学部（准教授）

富山大学大学院経済学研究科（講師）

東京大学社会科学研究所（特任研究員）

労働政策研究・研修機構（副主任研究員）

東京理科大学（非常勤講師）
生活経済政策研究所（代表研究員）

不破　麻紀子

田中　重人

永井　暁子

田中　慶子

水落　正明

筒井　淳也

中村　真由美

朝井　友紀子

原　ひろみ

坂本　有芳

研究組織
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人材育成 　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）

クロスナショナル・
ドクトラル・コースとは

　東北大学大学院法学研究科と海外パートナー機関
が共同で学生の指導に当たる博士課程です。
　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年間は国外の期間で履修し、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
ディグリーまたはジョイントディグリー）を目指します
＜図１参照＞。CNDCでは、学生が全課程を英語で履
修することも可能なようにカリキュラムが組まれてい
ます。

海外パートナー機関

　現在、＜図2＞にある8つの海外パートナー機関が
東北大学と共同してCNDCを実施しています。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。

実施状況

　2009年度に、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・リヨン校（ENS-Lyon、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、2010年度に、シェフィー
ルド大学、リヨン第2大学、清華大学、中国社会科学院
の博士課程の学生計10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)に受け入れました。
これら19人の学生の中、1名は既に博士論文を完成
させ、他の18名は、博士論文完成を目指して研究に
従事しています。
　今後、2011年4月に3人、10月に7人の海外パート
ナー機関の博士課程の学生が新たに東北大学法学
研究科博士課程に入学する予定で、又、2011年4月
に1名の東北大学博士課程の学生がシェフィールド
大学博士課程に入学する予定です。

学生に対する指導

　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、ポスド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。

学生に対する支援

　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。

　2010年秋に、CNDの学生のポリーヌ・シュリエ（Pauline Cherrier）氏がEntre Japon et Brésil:  
identités décalées（「日本とブラジルのはざまで──拠り所のないアイデンティティ」）と題する博士論文
を完成させ、リヨン第2大学と東北大学に提出しました。これを受けて、リヨン第2大学と東北大学は同論文
を審査するための合同審査委員会を設置して、2010年12月10日にフランス・リヨン市で公開の博士論文
合同審査を実施し、合同審査委員会は最優秀の成績を以ってシュリエ氏に博士学位を授与することを決定
しました。その結果、2011年初めに両大学は同氏に博士学位を授与する見込みとなり、CNDCプログラム
によるダブルディグリー第1号が誕生することになりました。

図 2

CNDCの履修モデル
図 1

3年次2年次1年次

東北大学で履修東北大学で履修
東北大学
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海外パートナー機関
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B ： エコル・ノルマル・シュペリュール（ENS-Lyon）
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D： 清華大学
E ： 中国社会科学科学院
F ： オタワ大学
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＜図１参照＞。CNDCでは、学生が全課程を英語で履
修することも可能なようにカリキュラムが組まれてい
ます。

海外パートナー機関

　現在、＜図2＞にある8つの海外パートナー機関が
東北大学と共同してCNDCを実施しています。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。

実施状況

　2009年度に、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・リヨン校（ENS-Lyon、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、2010年度に、シェフィー
ルド大学、リヨン第2大学、清華大学、中国社会科学院
の博士課程の学生計10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)に受け入れました。
これら19人の学生の中、1名は既に博士論文を完成
させ、他の18名は、博士論文完成を目指して研究に
従事しています。
　今後、2011年4月に3人、10月に7人の海外パート
ナー機関の博士課程の学生が新たに東北大学法学
研究科博士課程に入学する予定で、又、2011年4月
に1名の東北大学博士課程の学生がシェフィールド
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学生に対する指導

　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、ポスド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。

学生に対する支援

　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。

　2010年秋に、CNDの学生のポリーヌ・シュリエ（Pauline Cherrier）氏がEntre Japon et Brésil:  
identités décalées（「日本とブラジルのはざまで──拠り所のないアイデンティティ」）と題する博士論文
を完成させ、リヨン第2大学と東北大学に提出しました。これを受けて、リヨン第2大学と東北大学は同論文
を審査するための合同審査委員会を設置して、2010年12月10日にフランス・リヨン市で公開の博士論文
合同審査を実施し、合同審査委員会は最優秀の成績を以ってシュリエ氏に博士学位を授与することを決定
しました。その結果、2011年初めに両大学は同氏に博士学位を授与する見込みとなり、CNDCプログラム
によるダブルディグリー第1号が誕生することになりました。
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クロスナショナル・
ドクトラル・コース（CNDC）
学生紹介

陳 浩
清華大学（中国）

国籍： 中国
研究テーマ: Confucianism and Modern Politics

Kamila SZCZEPANSKA
シェフィールド大学（英国）
国籍： ポーランド
研究テーマ: Memory, Identity and Civil Society: 
NGOs and "History Issue" in Japan

Pauline CHERRIER
リヨン第2大学（フランス）

国籍： フランス
研究テーマ: Between Japan and Brazil: Identities out of Place

Paola CAVALIERE
シェフィールド大学（英国）
国籍： イタリア
研究テーマ:
Women’s Voluntary Action in Religious Organizations in Japan:
Implications for Social Change

Sven MATTHIESSEN
シェフィールド大学（英国）

国籍： ドイツ
研究テーマ: Japanese Pan-Asianism and the Philippines, 1868-1945

于 福堅
清華大学（中国）
国籍： 中国
研究テーマ: The Social Theory of Modern State-Building: 
the Ethnic Nationalism and State-Building in Globalizing Times

服部 晶
リヨン第2大学（フランス）

国籍： 日本
研究テーマ： Innovation and Clusters: 

The Japanese New Multi-Level Governance

Baptiste KUMALA
エコル・ノルマル・シュペリュール・リヨン校（フランス）
国籍： フランス
研究テーマ: Innovation Policy in Japan : the Case of Service Robotics

劉 超
清華大学（中国）
国籍： 中国
研究テーマ： On the Inchoate Modernization of Chinese Intelligentsia: 
In the Context of Modern FAR EAST-Focus on the 
Transformation of Tsinghua University (1928-1937)
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黄 亮
清華大学（中国）

国籍： 中国
研究テーマ： The Research on the Social Transformation and 

the Civil Society Development in China

王 藝
中国社会科学院（中国）
国籍： 中国
研究テーマ： Result-Selective Theory 
in the International Product Liability Area

周 嘯天
清華大学（中国）

国籍： 中国
研究テーマ： Trafficking in Persons Issues from a
Human Security Perspective: A Cornerstone of
Gender Equality and Multicultural Conviviality

MARCHADOUR Guénolé
リヨン第2大学（フランス）
国籍： フランス
研究テーマ：
The Social Relations of Domination in a Migration Context:
The Case of Brazilian People in Japan from 2000

Ra MASON
シェフィールド大学（英国）

国籍： 英国
研究テーマ： Japan's Recalibration of Risk: 

The Framing of North Korea

Paul O'SHEA
シェフィールド大学（英国）
国籍： アイルランド
研究テーマ： Understanding Japan's Territorial Disputes: 
An Analytical Approach

范 世煒
清華大学（中国）

国籍： 中国
研究テーマ： Risk Governance

繆 愛麗
中国社会科学院（中国）
国籍： 中国
研究テーマ： The Research on Criminal Victims

MORISHITA Nicolas
リヨン第2大学（フランス）
国籍： フランス
研究テーマ： Japan, a Public Works State

清華大学（中国）
国籍： 中国

研究テーマ： The Recognition's Meaning for Right
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　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。

GCOEフェロー

　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。

リサーチ・アシスタント
（RA）

リサーチアシスタント

メンバーリスト

王　藝 東北大学大学院法学研究科

GCOE特任フェロー 

王　冷然 東北大学大学院法学研究科

GCOEフェロー 

中根　一貴 東北大学大学院法学研究科

堀見　裕樹 東北大学大学院法学研究科

Paul O’SHEA 東北大学大学院法学研究科

川村　一義 東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

木村　元 東北大学大学院法学研究科

黄　亮 東北大学大学院法学研究科

周　嘯天 東北大学大学院法学研究科

徐　学柳 東北大学大学院法学研究科

白音吉日嘎拉 東北大学大学院法学研究科

范　世煒 東北大学大学院法学研究科

牧　真理子 東北大学大学院法学研究科

Sebastian MASLOW 東北大学大学院法学研究科

Guénolé MARCHADOUR 東北大学大学院法学研究科

繆　愛麗 東北大学大学院法学研究科

Ra MASON 東北大学大学院法学研究科

MORISHITA Nicolas 東北大学大学院法学研究科

河北　洋介 日本学術振興会特別研究員

博士論文の合同審査委員会の様子

GCOE
2010年度の主な活動
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　本GCOEプログラムは、CNDCの新入生オリエン

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。

　2010年度は、春に初めての桜セミナーを、秋に第2

回の萩セミナーを開きました。

　また、プロジェクトの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。

　「桜セミナー2010」は、4月9日、10日の両日に仙台の東北大学川内キャ

ンパスにて開催されました。

　今回の桜セミナーのプログラムは、3部構成で行われました。

　第1部では、2009年10月にCNDCプログラムに参加するために東北大

学に入学した9人の博士課程の学生の中8人が各自の博士論文の進捗状況

について英語で報告し（一人は産休中）、それぞれについてディスカッション

を行いました。これらの学生は2010年9月に出身大学（海外パートナー機

関）に戻り、それから半年から2年位の間に博士論文を完成させて、海外パー

トナー機関と東北大学に提出し、博士論文の合同審査を経て、両機関から博

士の学位（ダブルディグリー）を取得することが期待されていますが、8人の

学生の中間報告はいずれもかなりの水準に達しており、論文の完成が楽しみ

です。

　第2部では、吉田浩氏（東北大学大学院経済学研究科教授）が「日本におけ

る都道府県別男女平等度指数結果──どの地域が進んでいるか」について

報告し、米澤旦氏（東京大学大学院人文社会科学系研究科博士後期課程）が

「労働統合型社会的企業のケーススタディについて」を報告し、活発な議論

が展開されました。この中、吉田氏の報告は15のGCOE研究プロジェクトの
中の吉田プロジェクトの中間報告も兼ねるものでした。
　第3部では、GCOE研究プロジェクトの中の、上記の吉田プロジェクトを除
く14のプロジェクトが、これまでの2年間弱の研究活動の成果、進捗状況、今
後の計画について報告を行いました。この主目的は、本GCOEの5年間の期
間の折り返し点を控え、それぞれのプロジェクトの中間報告を行うことと、多
分野にわたるプロジェクトの研究成果を持ち寄ることによって、本GCOEの
研究活動全体のこれからの方向性を探ることにありましたが、そのような多
角的視点から、いかにして新たな「男女平等」、「多文化共生」像を形成してい
くことができるかが、今後の新たな大きな研究課題として浮かびあがってき
たと言えるでしょう。

GCOE
2010年度の
主な活動

研
究
会
＆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

●桜セミナー 2010 4月9日（金）

Opening Remarks
TSUJIMURA Miyoko 
(Program Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)

CNDC Students’ Progress Reports Session
YU Fujian (Tsinghua University)
LIU Chao (Tsinghua University)
Pauline CHERRIER (University Lumière Lyon 2)
CHEN Hao (Tsinghua University)
HATTORI Akira (University Lumière Lyon 2)
Sven MATTHIESSEN (The University of Sheffield)
Baptiste KUMALA (ENS-Lyon)
Kamila SZCZEPANSKA (The University of Sheffield)

4月10日（土）

Seminars
Seminar 1 “A Trial Estimation of Gender Equality Index in Japan” 
YOSHIDA Hiroshi
(Professor, Graduate School of Economics and Management,
Tohoku University)
MIZUOCHI Masaaki 
(Associate Professor, Graduate School of Humanities and Social Sciences,
Mie University)

Seminar 2 “Socio-Political Goal or Economic Goal? Conflict Within a Work Integration Social Enterprise”
YONEZAWA Akira 
 (Doctoral Student, Graduate School of Humanities and Sociology,
The University of Tokyo)
TANAKA Sigeto 
(Associate Professor, Graduate School of Arts and Letters, Tohoku University)

15 GCOE Research Projects’ Progress Reports
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関）に戻り、それから半年から2年位の間に博士論文を完成させて、海外パー

トナー機関と東北大学に提出し、博士論文の合同審査を経て、両機関から博

士の学位（ダブルディグリー）を取得することが期待されていますが、8人の

学生の中間報告はいずれもかなりの水準に達しており、論文の完成が楽しみ

です。

　第2部では、吉田浩氏（東北大学大学院経済学研究科教授）が「日本におけ

る都道府県別男女平等度指数結果──どの地域が進んでいるか」について

報告し、米澤旦氏（東京大学大学院人文社会科学系研究科博士後期課程）が

「労働統合型社会的企業のケーススタディについて」を報告し、活発な議論

が展開されました。この中、吉田氏の報告は15のGCOE研究プロジェクトの
中の吉田プロジェクトの中間報告も兼ねるものでした。
　第3部では、GCOE研究プロジェクトの中の、上記の吉田プロジェクトを除
く14のプロジェクトが、これまでの2年間弱の研究活動の成果、進捗状況、今
後の計画について報告を行いました。この主目的は、本GCOEの5年間の期
間の折り返し点を控え、それぞれのプロジェクトの中間報告を行うことと、多
分野にわたるプロジェクトの研究成果を持ち寄ることによって、本GCOEの
研究活動全体のこれからの方向性を探ることにありましたが、そのような多
角的視点から、いかにして新たな「男女平等」、「多文化共生」像を形成してい
くことができるかが、今後の新たな大きな研究課題として浮かびあがってき
たと言えるでしょう。

GCOE
2010年度の
主な活動

研
究
会
＆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

●桜セミナー 2010 4月9日（金）

Opening Remarks
TSUJIMURA Miyoko 
(Program Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)

CNDC Students’ Progress Reports Session
YU Fujian (Tsinghua University)
LIU Chao (Tsinghua University)
Pauline CHERRIER (University Lumière Lyon 2)
CHEN Hao (Tsinghua University)
HATTORI Akira (University Lumière Lyon 2)
Sven MATTHIESSEN (The University of Sheffield)
Baptiste KUMALA (ENS-Lyon)
Kamila SZCZEPANSKA (The University of Sheffield)

4月10日（土）

Seminars
Seminar 1 “A Trial Estimation of Gender Equality Index in Japan” 
YOSHIDA Hiroshi
(Professor, Graduate School of Economics and Management,
Tohoku University)
MIZUOCHI Masaaki 
(Associate Professor, Graduate School of Humanities and Social Sciences,
Mie University)

Seminar 2 “Socio-Political Goal or Economic Goal? Conflict Within a Work Integration Social Enterprise”
YONEZAWA Akira 
 (Doctoral Student, Graduate School of Humanities and Sociology,
The University of Tokyo)
TANAKA Sigeto 
(Associate Professor, Graduate School of Arts and Letters, Tohoku University)

15 GCOE Research Projects’ Progress Reports
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　萩セミナーとしては第2回となる「萩セミナー2010」は、2010年10月14日～17日に、仙台の東北大学キャ

ンパスと松島を会場に開催されました。

　プログラムは6部で構成されています。

　第1部では、CNDCプログラムで2010年10月に東北大学法学研究科博士課程に入学した6人の新入生

が、自己紹介も兼ねて、各自の研究テーマについて報告しました。

　第2部は、特別セミナーに当てられ、韓冬雪氏（中国・清華大学教授）と周暁氏（中国・吉林大学副教授）が

「中国のジェンダー平等をめぐる現在の状況と諸問題」について、ニュケット・カルダム氏（アメリカ・モントレー

国際問題研究所教授）が「グローバルなジェンダー平等レジームとトルコの解釈」について、それぞれ基調報

告を行い、活発な議論が展開されました。

　第3部では、まず、CNDCプログラムに所属する学生としては初めて博士論文をリヨン第2大学と東北大学

に提出することになったポリ－ヌ・シュリエ氏が、博士論文のテーマであるEntre Japon et Brésil: identités 

décalées（「日本とブラジルのはざまで──拠り所のないアイデンティティ」）について報告し、次に2010年9

月まで本GCOEフェローを務めた紀萌氏（現、東京大学東洋文化研究所、学術振興会特別研究員）が2010年

春に英国で出版した著書Phraseology in Corpus-Based Translation Studiesについて報告し、それぞれ

大変に質の高い、充実した成果を披露しました。

　第4部では、本GCOEの15の研究プロジェクトがそれぞれの進捗状況と今後の研究計画について報告しま

した。

　第5部では、2010年4月にCNDCプログラムで東北大学大学院法学研究科博士課程に入学した4人の学

生が各自の博士論文の中間報告を行いました。この4人の学生は、2011年3月に出身の海外パートナー機関

に戻った後、博士論文を完成させ、東北大学と海外パートナー機関に提出して、ダブルディグリー取得を目指

すことになります。

　第6部では、本GCOEの研究プロジェクトである辻村プロジェクトが「現在ムスリム社会におけるジェンダー

政治」について、田中プロジェクトが「計量学的観点から見た家族の変容：近年における不平等・意識・ライフ

コース」について、それぞれのワークショップを開催しました。

●萩セミナー 2010 10月14日（木）

10月15日（金）・16日（土）

New CNDC Students’ Ph.D. Thesis Theme Reports Session
ZHOU Xiao Tian (Tsinghua University)
Paul O’SHEA (The University of Sheffield)
Ra MASON (The University of Sheffield)
MIAO Ai Li (Chinese Academy of Social Sciences)
FAN Shiwei (Tsinghua University)
MORISHITA Nicolas (University Lumière Lyon 2)

Opening Session
Opening Remarks
TSUJIMURA Miyoko (Program Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)
Keynote Lectures 
Lecture 1　 “The Present Situation and Problems of Gender Equality in China” 
HAN Dongxue (Professor, Tsinghua University) 
ZHOU Xiao (Visiting Scholar, Tsinghua University; Assistant Professor, Jilin University)
Lecture 2　 “Global Gender Equality Regime and Turkey’s Interpretations”
Nüket KARDAM (Professor, Monterey Institute of International Studies)
Presentation of Ph.D. Thesis 
Pauline CHERRIER (CNDC Ph.D. Candidate, University Lumière Lyon 2)
Presentation on GCOE Publication
JI Meng (Research Fellow, The University of Tokyo; Postdoctoral Fellow, Japan Society  for the Promotion of Science)
15 GCOE Research Projects’ Progress Reports
CNDC Students’ Progress Reports Session
WANG Yi (Chinese Academy of Social Sciences)
QI Tonghui (Tsinghua University)
HUANG Liang (Tsinghua University)
Guénolé MARCHADOUR (University Lumière Lyon 2)

10月17日（日）

Workshop 1　“Dynamism of Gender Politics in Contemporary Muslim Societies”
Organizer: TSUJIMURA Miyoko (Program Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)
Coordinator: SAWAE Fumiko (Associate Professor, Graduate School of International Cultural Studies, Tohoku University)
Commentator: MINESAKI Hiroko (Research Fellow, Japan Society for the Promotion of Science; Institute for 
 Advanced Studies on Asia, The University of Tokyo)
 Arezoo FAKHREJAHANI (Industry-Academia-Government Collaboration Research Fellow, 
 Graduate School, Tokyo University of Foreign Studies)
Interpreter: Jackie F. STEELE (Postdoctoral Fellow, Japan Society for the Promotion of Science)
Presenter: Nüket KARDAM (Professor, Monterey Institute of International Studies)
 “Turkey’s Response to the Global Gender Regime”
 Heshmat Sadat MOINIFAR (Assistant Professor, University of Tehran)
 “Status of Women in Iran”
 Amira A. EL-AZHARY SONBOL (Professor, Georgetown University)
 “Codifying the Family: The Shari`a and Nineteenth Century Legal Reforms”

Workshop 2　“Family Change in Quantitative Perspective: Inequality, Consciousness, and Lifecourse in Recent Japan”
Organizer: TANAKA Sigeto (Associate Professor, Graduate School of Arts and Letters, Tohoku University)
Presenter: KATO Akihiko (Associate Professor, Meiji University)
 “The Japanese Family System: Change, Continuity, and Regionality”
 NISHINO Michiko (Associate Professor, Toyo University)
 “Changes in Consciousness on Family.”
 SUZUKI Fumiko (Part-time Lecturer, Shukutoku University)
 “Employment Patterns and Work-Life Balance for Married Women”
 INABA Akihide (Associate Professor, Tokyo Metropolitan University)
 “Trends of Unstandard Families in Japan: Distribution and Their Experience”
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　萩セミナーとしては第2回となる「萩セミナー2010」は、2010年10月14日～17日に、仙台の東北大学キャ

ンパスと松島を会場に開催されました。

　プログラムは6部で構成されています。

　第1部では、CNDCプログラムで2010年10月に東北大学法学研究科博士課程に入学した6人の新入生

が、自己紹介も兼ねて、各自の研究テーマについて報告しました。

　第2部は、特別セミナーに当てられ、韓冬雪氏（中国・清華大学教授）と周暁氏（中国・吉林大学副教授）が

「中国のジェンダー平等をめぐる現在の状況と諸問題」について、ニュケット・カルダム氏（アメリカ・モントレー

国際問題研究所教授）が「グローバルなジェンダー平等レジームとトルコの解釈」について、それぞれ基調報

告を行い、活発な議論が展開されました。

　第3部では、まず、CNDCプログラムに所属する学生としては初めて博士論文をリヨン第2大学と東北大学

に提出することになったポリ－ヌ・シュリエ氏が、博士論文のテーマであるEntre Japon et Brésil: identités 

décalées（「日本とブラジルのはざまで──拠り所のないアイデンティティ」）について報告し、次に2010年9

月まで本GCOEフェローを務めた紀萌氏（現、東京大学東洋文化研究所、学術振興会特別研究員）が2010年

春に英国で出版した著書Phraseology in Corpus-Based Translation Studiesについて報告し、それぞれ

大変に質の高い、充実した成果を披露しました。

　第4部では、本GCOEの15の研究プロジェクトがそれぞれの進捗状況と今後の研究計画について報告しま

した。

　第5部では、2010年4月にCNDCプログラムで東北大学大学院法学研究科博士課程に入学した4人の学

生が各自の博士論文の中間報告を行いました。この4人の学生は、2011年3月に出身の海外パートナー機関

に戻った後、博士論文を完成させ、東北大学と海外パートナー機関に提出して、ダブルディグリー取得を目指

すことになります。

　第6部では、本GCOEの研究プロジェクトである辻村プロジェクトが「現在ムスリム社会におけるジェンダー

政治」について、田中プロジェクトが「計量学的観点から見た家族の変容：近年における不平等・意識・ライフ

コース」について、それぞれのワークショップを開催しました。

●萩セミナー 2010 10月14日（木）

10月15日（金）・16日（土）

New CNDC Students’ Ph.D. Thesis Theme Reports Session
ZHOU Xiao Tian (Tsinghua University)
Paul O’SHEA (The University of Sheffield)
Ra MASON (The University of Sheffield)
MIAO Ai Li (Chinese Academy of Social Sciences)
FAN Shiwei (Tsinghua University)
MORISHITA Nicolas (University Lumière Lyon 2)

Opening Session
Opening Remarks
TSUJIMURA Miyoko (Program Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)
Keynote Lectures 
Lecture 1　 “The Present Situation and Problems of Gender Equality in China” 
HAN Dongxue (Professor, Tsinghua University) 
ZHOU Xiao (Visiting Scholar, Tsinghua University; Assistant Professor, Jilin University)
Lecture 2　 “Global Gender Equality Regime and Turkey’s Interpretations”
Nüket KARDAM (Professor, Monterey Institute of International Studies)
Presentation of Ph.D. Thesis 
Pauline CHERRIER (CNDC Ph.D. Candidate, University Lumière Lyon 2)
Presentation on GCOE Publication
JI Meng (Research Fellow, The University of Tokyo; Postdoctoral Fellow, Japan Society  for the Promotion of Science)
15 GCOE Research Projects’ Progress Reports
CNDC Students’ Progress Reports Session
WANG Yi (Chinese Academy of Social Sciences)
QI Tonghui (Tsinghua University)
HUANG Liang (Tsinghua University)
Guénolé MARCHADOUR (University Lumière Lyon 2)

10月17日（日）

Workshop 1　“Dynamism of Gender Politics in Contemporary Muslim Societies”
Organizer: TSUJIMURA Miyoko (Program Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)
Coordinator: SAWAE Fumiko (Associate Professor, Graduate School of International Cultural Studies, Tohoku University)
Commentator: MINESAKI Hiroko (Research Fellow, Japan Society for the Promotion of Science; Institute for 
 Advanced Studies on Asia, The University of Tokyo)
 Arezoo FAKHREJAHANI (Industry-Academia-Government Collaboration Research Fellow, 
 Graduate School, Tokyo University of Foreign Studies)
Interpreter: Jackie F. STEELE (Postdoctoral Fellow, Japan Society for the Promotion of Science)
Presenter: Nüket KARDAM (Professor, Monterey Institute of International Studies)
 “Turkey’s Response to the Global Gender Regime”
 Heshmat Sadat MOINIFAR (Assistant Professor, University of Tehran)
 “Status of Women in Iran”
 Amira A. EL-AZHARY SONBOL (Professor, Georgetown University)
 “Codifying the Family: The Shari`a and Nineteenth Century Legal Reforms”

Workshop 2　“Family Change in Quantitative Perspective: Inequality, Consciousness, and Lifecourse in Recent Japan”
Organizer: TANAKA Sigeto (Associate Professor, Graduate School of Arts and Letters, Tohoku University)
Presenter: KATO Akihiko (Associate Professor, Meiji University)
 “The Japanese Family System: Change, Continuity, and Regionality”
 NISHINO Michiko (Associate Professor, Toyo University)
 “Changes in Consciousness on Family.”
 SUZUKI Fumiko (Part-time Lecturer, Shukutoku University)
 “Employment Patterns and Work-Life Balance for Married Women”
 INABA Akihide (Associate Professor, Tokyo Metropolitan University)
 “Trends of Unstandard Families in Japan: Distribution and Their Experience”
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2010年10月17日●萩セミナー・国際ワークショップ 2010年10月30日●国際共同ワークショップ

「アジアのジェンダー平等政策と課題」

「現代ムスリム社会におけるジェンダー政治」

辻村みよ子プロジェクト、澤江史子（国際文化研究科准教授）・日本学術振興会科学
研究費補助金「イスラームを射程に入れた公共圏概念の研究」共催

“Dynamism of Gender Politics in Contemporary Muslim Societies”
（会場：東北大学片平キャンパス　エクステンション教育研究棟3階）

プロジェクトリーダー　辻村　みよ子（東北大学大学院法学研究科教授）

　本プロジェクトでは、2010年度の萩セミナーでアメリ
カとイランから研究者を招へいし、同年10月17日、「現代
ムスリム社会におけるジェンダー政治」と題する国際ワー
クショップを開催しました（コーディネータ：澤江准教授、
通訳：ジャッキー・スティール日本学術振興会外国人特別
研究員）。
　ここでは、現代ムスリム社会がジェンダーとのかかわり
でどのようにグローバリゼーションに直面しているかを明
らかにすることを目的に、トルコやイランのジェンダー平
等政策を論じて頂きました。（エジプトに関して予定され
ていたジョージタウン大学教授の来日は健康上の都合で
キャンセルになりましたが、フルペーパーを読みあげ、コ
メンテータを交えて議論しました）。
　いずれも、ジェンダー平等と文化・宗教との関わりにつ

いて多くの課題を含んでおり、当日も活発に議論されまし
た（アメリカとイランに関する2報告、Professor Nüket 
KARDAM（モントレー国際問題研究所教授）“Turkey's 
Response to the Global Gender Regime”、
Assistant Professor Heshmat Sadat MOINIFAR（テ
ヘラン大学助教授）“Status of Women in Iran”および
コメンテータの報告内容は、GEMCジャーナル4号に掲
載されていますので、ご覧ください）。
　本プロジェクトの研究成果は、2011年3月刊行の
Gender Equality in Asia: Policies and Political 
Participation、および、同年7月刊行予定の『アジアにお
けるジェンダー平等―政策と政治参画』（東北大学出版
会）によって公表されます。

「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」

「グローバル化時代の東アジアにおける海洋法、
海洋政策と多文化共生」

第4回日中海洋法ワークショップ

植木プロジェクト辻村プロジェクト2

（会場：東北大学片平キャンパス　エクステンション教育研究棟3階）
プロジェクトリーダー　植木　俊哉（東北大学理事・大学院法学研究科教授）

　2010年10月30日（土）に本グローバルCOEプログラ
ムと日本海洋法研究会の共催で第4回日中海洋法ワーク
ショップ「グローバル化時代の東アジアにおける海洋法、
海洋政策と多文化共生」（The 4th Sino-Japanese 
Workshop on the Law of the Sea: “The Law of 
the Sea, Maritime Policy and Multicultural 
Conv i v i a l i t y  i n  Eas t  As i a  i n  t he  Age  o f  
Globalization”）が東北大学片平キャンパスのエクステ
ンション教育研究棟を会場として開催された。この日中海
洋法ワークショップは、東アジアにおける海洋法に関する
学術研究の交流と促進を目的として、日本海洋法研究会
(Japanese Institute of the Law of the Sea)と中国
海洋法学会(China Society of the Law of the Sea)が
共同で交互に開催してきたもので、第1回が中国・北京の
清華大学で、第２回が京都の龍谷大学で、第３回が2008
年に中国の杭州でそれぞれ開催され、今回が第4回目の

開催である。今回のワークショップは、本GCOEプログラ
ムとの共催という形で、中国側は清華大学や国家海洋局
の研究所などから4名、日本側から日本海洋法研究会の
坂元茂樹会長（神戸大学教授）など6名の合計10名の研
究者が、海洋法に関する最先端の研究成果の報告を行
い、それぞれの報告をもとに活発な専門的討論が行われ
た。各報告のテーマは、国際法による海賊問題への対処
や海賊対処関係国内法令の検討、南極区域や北極海航路
問題、絶海孤島の国際法上の地位と環境政策といった個
別の検討課題から、海洋境界画定に関する近時の国際判
例の分析、国際法における「紛争」概念の検討、国際法学
における学問的方法論のあり方といった理論的問題ま
で、極めて多岐にわたった。日中両国から参加した研究者
は、これらの海洋法及び国際法学に関する幅広い専門的
な検討課題について、率直かつ熱のこもった議論を行い、
相互に非常に大きな学問的刺激を得ることができた。

Assistant Professor Heshmat Sadat
MOINIFAR（テヘラン大学）

Professor Nüket KARDAM
（モントレー国際問題研究所）
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2010年10月17日●萩セミナー・国際ワークショップ 2010年10月30日●国際共同ワークショップ

「アジアのジェンダー平等政策と課題」

「現代ムスリム社会におけるジェンダー政治」

辻村みよ子プロジェクト、澤江史子（国際文化研究科准教授）・日本学術振興会科学
研究費補助金「イスラームを射程に入れた公共圏概念の研究」共催

“Dynamism of Gender Politics in Contemporary Muslim Societies”
（会場：東北大学片平キャンパス　エクステンション教育研究棟3階）

プロジェクトリーダー　辻村　みよ子（東北大学大学院法学研究科教授）

　本プロジェクトでは、2010年度の萩セミナーでアメリ
カとイランから研究者を招へいし、同年10月17日、「現代
ムスリム社会におけるジェンダー政治」と題する国際ワー
クショップを開催しました（コーディネータ：澤江准教授、
通訳：ジャッキー・スティール日本学術振興会外国人特別
研究員）。
　ここでは、現代ムスリム社会がジェンダーとのかかわり
でどのようにグローバリゼーションに直面しているかを明
らかにすることを目的に、トルコやイランのジェンダー平
等政策を論じて頂きました。（エジプトに関して予定され
ていたジョージタウン大学教授の来日は健康上の都合で
キャンセルになりましたが、フルペーパーを読みあげ、コ
メンテータを交えて議論しました）。
　いずれも、ジェンダー平等と文化・宗教との関わりにつ

いて多くの課題を含んでおり、当日も活発に議論されまし
た（アメリカとイランに関する2報告、Professor Nüket 
KARDAM（モントレー国際問題研究所教授）“Turkey's 
Response to the Global Gender Regime”、
Assistant Professor Heshmat Sadat MOINIFAR（テ
ヘラン大学助教授）“Status of Women in Iran”および
コメンテータの報告内容は、GEMCジャーナル4号に掲
載されていますので、ご覧ください）。
　本プロジェクトの研究成果は、2011年3月刊行の
Gender Equality in Asia: Policies and Political 
Participation、および、同年6月刊行予定の『アジアにお
けるジェンダー平等―政策と政治参画』（東北大学出版
会）によって公表されます。

「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」

「グローバル化時代の東アジアにおける海洋法、
海洋政策と多文化共生」

第4回日中海洋法ワークショップ

植木プロジェクト辻村プロジェクト2

（会場：東北大学片平キャンパス　エクステンション教育研究棟3階）
プロジェクトリーダー　植木　俊哉（東北大学理事・大学院法学研究科教授）

　2010年10月30日（土）に本グローバルCOEプログラ
ムと日本海洋法研究会の共催で第4回日中海洋法ワーク
ショップ「グローバル化時代の東アジアにおける海洋法、
海洋政策と多文化共生」（The 4th Sino-Japanese 
Workshop on the Law of the Sea: “The Law of 
the Sea, Maritime Policy and Multicultural 
Conv i v i a l i t y  i n  Eas t  As i a  i n  t he  Age  o f  
Globalization”）が東北大学片平キャンパスのエクステ
ンション教育研究棟を会場として開催された。この日中海
洋法ワークショップは、東アジアにおける海洋法に関する
学術研究の交流と促進を目的として、日本海洋法研究会
(Japanese Institute of the Law of the Sea)と中国
海洋法学会(China Society of the Law of the Sea)が
共同で交互に開催してきたもので、第1回が中国・北京の
清華大学で、第２回が京都の龍谷大学で、第３回が2008
年に中国の杭州でそれぞれ開催され、今回が第4回目の

開催である。今回のワークショップは、本GCOEプログラ
ムとの共催という形で、中国側は清華大学や国家海洋局
の研究所などから4名、日本側から日本海洋法研究会の
坂元茂樹会長（神戸大学教授）など6名の合計10名の研
究者が、海洋法に関する最先端の研究成果の報告を行
い、それぞれの報告をもとに活発な専門的討論が行われ
た。各報告のテーマは、国際法による海賊問題への対処
や海賊対処関係国内法令の検討、南極区域や北極海航路
問題、絶海孤島の国際法上の地位と環境政策といった個
別の検討課題から、海洋境界画定に関する近時の国際判
例の分析、国際法における「紛争」概念の検討、国際法学
における学問的方法論のあり方といった理論的問題ま
で、極めて多岐にわたった。日中両国から参加した研究者
は、これらの海洋法及び国際法学に関する幅広い専門的
な検討課題について、率直かつ熱のこもった議論を行い、
相互に非常に大きな学問的刺激を得ることができた。

Assistant Professor Heshmat Sadat
MOINIFAR（テヘラン大学）

Professor Nüket KARDAM
（モントレー国際問題研究所）
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GCOE月例研究会

16
17
18
19
20
21
22
23

2010.5.12

"Can You Live on a Prayer?: An Empirical Analysis of a Marriage 
Market in Japan"

森田 果  准教授（東北大学）

2010.6.2

「環境税の法的問題」
中原 茂樹 教授（東北大学）

2010.7.7

「2000年代の経済社会政策―社会的排除／包摂の視角から検証するEUと日本」
大沢 真理 教授（東京大学）

2010.9.1

「多文化共生の経済利得―国際的人的交流と共存社会の実証分析―」
吉田 浩 教授（東北大学）

2010.11.10

"From A Civilian Power to A Humanitarian Power?: State Identities, 
Constitutive Norms and Japan's Overseas Dispatches of Troops"

孫 基榮 客員准教授（東北大学、シェフィールド大学・名誉講師）

2010.12.1

 
「『同一労働同一賃金原則』は幻想か？―正規・非正規労働者間の格差を是正
する法原則のあり方について」

水町 勇一郎 教授（東京大学）

2011.1.19

“Managing National Diversity in Japan, Canada and Quebec:｠
Citizenship Discourses, Nation-Building Policies｠and Political 
Belonging in Comparative Perspective”

2011.2.16

第16回月例研究会

第17回月例研究会

第18回月例研究会

第19回月例研究会

第20回月例研究会

第21回月例研究会

 

第22回月例研究会

第23回月例研究会

“The Family, Marriage, and Gender Inequality: Quantitative 
Analysis of Economie Situation after Divorce”

田中 重人 准教授（東北大学）

2010年8月15日●国際セミナー

「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－」

「女性と子どもの被害に関する国際セミナー」

（科研費基盤B「犯罪の被害にあった女性・児童への対策に関する総合的研究」（研究代表　矢野恵美）共催）

水野プロジェクト1

（会場：東北大学東京分室）
プロジェクト研究教育協力者　矢野　恵美（琉球大学大学院法務研究科准教授）

　刑事法プロジェクトでは、2010年8月15日に、東北大

学東京分室において「女性と子どもの被害に関する国際

セミナー」を実施しました。女性と子どもが多く被害にあ

う犯罪の中で、DV、性犯罪を取り上げ、他国ではどのよう

な法制度で対応しているのか、アメリカ、インド、インドネ

シア、オーストラリア、韓国から法律、被害者学のエキス

パートを招き、それぞれの国の最新の状況を詳細に報告

してもらい、その後フロアから、また、各パネリスト間で各

国への疑問点を出しあい、議論し、日本の法制度に欠けて

いるものは何かを探りました。婚姻の形態を含む社会に

おける女性の状況は、参加国によってかなり違いがある

部分もありますが、世界的に見て、「女性に対する暴力」に

注目が集まり、その点に配慮した立法も進んでいます。会

場では、法律を整備すれば全てが解決するわけではない

ことも十分に確認されましたが、やはり法制度自体がある

ことは非常に重要であり、多くの国で刑法や刑事訴訟法

のような一般法にかなり細かく例外規定を設けたり、特別

法を立法する等の対策がなされており、日本も法制度を

細かく詰める必要があることが浮き彫りになりました。

＜パネリスト＞

◆CHOCKALINGAM Kumaravelu（インド）：

　元マノンマニアン・スンダラナール大学学長、

　常磐大学国際被害者学研究所次長、

　常磐大学大学院人間科学研究科・被害者学研究科教授 

◆DUSSICH John（アメリカ）：

　前世界被害者学会会長、

　カリフォルニア州立大学フレズノ校教授、

　常磐大学国際被害者学研究所所長 

◆O‘CONNELL Michael（オーストラリア）：

　オーストラリア政府被害者権利委員会委員 

◆SOH Eunyoung（韓国）：韓国憲法裁判所特別研究員 

◆SUSETYO Heru（インドネシア）：

　インドネシア国立大学法学研究科講師 

◆BEY Fachri（インドネシア）：前Esa Unggul 大学法学部長 

＜日本側コメンテーター＞ 

◆前小屋千絵：常磐大学国際被害者学研究所専任研究員 

◆齋藤実：東京弁護士会弁護士

＜コーディネーター＞ 

◆矢野恵美：琉球大学大学院法務研究科准教授 

Jackie F. STEELE 研究員（東北大学大学院、日本学術振興会外国人特別研究員）

マイケル・オコーネル氏

クマラベル・チョカリンガム教授
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GCOE月例研究会

16
17
18
19
20
21
22
23

2010.5.12

"Can You Live on a Prayer?: An Empirical Analysis of a Marriage 
Market in Japan"

森田 果  准教授（東北大学）

2010.6.2

「環境税の法的問題」
中原 茂樹 教授（東北大学）

2010.7.7

「2000年代の経済社会政策―社会的排除／包摂の視角から検証するEUと日本」
大沢 真理 教授（東京大学）

2010.9.1

「多文化共生の経済利得―国際的人的交流と共存社会の実証分析―」
吉田 浩 教授（東北大学）

2010.11.10

"From A Civilian Power to A Humanitarian Power?: State Identities, 
Constitutive Norms and Japan's Overseas Dispatches of Troops"

孫 基榮 客員准教授（東北大学、シェフィールド大学・名誉講師）

2010.12.1

 
「『同一労働同一賃金原則』は幻想か？―正規・非正規労働者間の格差を是正
する法原則のあり方について」

水町 勇一郎 教授（東京大学）

2011.1.19

“Managing National Diversity in Japan, Canada and Quebec:｠
Citizenship Discourses, Nation-Building Policies｠and Political 
Belonging in Comparative Perspective”

2011.2.16

第16回月例研究会

第17回月例研究会

第18回月例研究会

第19回月例研究会

第20回月例研究会

第21回月例研究会

 

第22回月例研究会

第23回月例研究会

“The Family, Marriage, and Gender Inequality: Quantitative 
Analysis of Economie Situation after Divorce”

田中 重人 准教授（東北大学）

2010年8月15日●国際セミナー

「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－」

「女性と子どもの被害に関する国際セミナー」

（科研費基盤B「犯罪の被害にあった女性・児童への対策に関する総合的研究」（研究代表　矢野恵美）共催）

水野プロジェクト1

（会場：東北大学東京分室）
プロジェクト研究教育協力者　矢野　恵美（琉球大学大学院法務研究科准教授）

　刑事法プロジェクトでは、2010年8月15日に、東北大

学東京分室において「女性と子どもの被害に関する国際

セミナー」を実施しました。女性と子どもが多く被害にあ

う犯罪の中で、DV、性犯罪を取り上げ、他国ではどのよう

な法制度で対応しているのか、アメリカ、インド、インドネ

シア、オーストラリア、韓国から法律、被害者学のエキス

パートを招き、それぞれの国の最新の状況を詳細に報告

してもらい、その後フロアから、また、各パネリスト間で各

国への疑問点を出しあい、議論し、日本の法制度に欠けて

いるものは何かを探りました。婚姻の形態を含む社会に

おける女性の状況は、参加国によってかなり違いがある

部分もありますが、世界的に見て、「女性に対する暴力」に

注目が集まり、その点に配慮した立法も進んでいます。会

場では、法律を整備すれば全てが解決するわけではない

ことも十分に確認されましたが、やはり法制度自体がある

ことは非常に重要であり、多くの国で刑法や刑事訴訟法

のような一般法にかなり細かく例外規定を設けたり、特別

法を立法する等の対策がなされており、日本も法制度を

細かく詰める必要があることが浮き彫りになりました。

＜パネリスト＞

◆CHOCKALINGAM Kumaravelu（インド）：

　元マノンマニアン・スンダラナール大学学長、

　常磐大学国際被害者学研究所次長、

　常磐大学大学院人間科学研究科・被害者学研究科教授 

◆DUSSICH John（アメリカ）：

　前世界被害者学会　会長、

　カリフォルニア州立大学フレズノ校教授、

　常磐大学国際被害者学研究所所長 

◆O‘CONNELL Michael（オーストラリア）：

　オーストラリア政府被害者権利委員会委員 

◆SOH Eunyoung（韓国）：韓国憲法裁判所特別研究員 

◆SUSETYO Heru（インドネシア）：

　インドネシア国立大学法学研究科講師 

◆BEY Fachri（インドネシア）：前Esa Unggul 大学法学部長 

＜日本側コメンテーター＞ 

◆前小屋千絵：常磐大学国際被害者学研究所専任研究員 

◆齋藤実：東京弁護士会弁護士

＜コーディネーター＞ 

◆矢野恵美：琉球大学大学院法務研究科准教授 

Jackie F. STEELE 研究員（東北大学大学院、日本学術振興会外国人特別研究員）
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プロジェクト紹介

「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

プロジェクトリーダー　吉田　浩
東北大学大学院経済学研究科教授

　本研究では男女共同参画社会の構築というす
ぐれて制度的な問題を経済学の視点からアプ
ローチするという手法をとっています。このため、
ともすれば「あるべきか」「そうでないか」とう議論
になってしまうこの問題を数量的に「大きいか」
「小さいか」という客観的かつ科学的な論題に還
元する方法を中心に研究を推進しています。
　そこで、本研究パートでは「日本版男女平等度
指標の開発」（GEMCジャーナル第3号掲載）にお
いて、日本の47都道府県の男女平等度の指標を
計算し、ランキングを公表しました。この指標は、日
本よりはるかに高い出生率と女性の就業率を通じ
て男女共同参画社会を実現しているノルウェーの
統計局の手法を踏襲しています。なお、ノルウェー
はGGI指標による男女平等指標国際ランキング
第1位であり、同指標にる日本の地位は世界第98
位であり、この意味でもノルウェーの指標を参考
にするこの研究の意義は大きいと考えられます。
この指標は2010年に新聞各紙を始め、テレビ番
組でも紹介され。全国の自治体や男女共同参画の

運動に従事する人々、この問題を学習したいとい
う人々の関心を呼びました。この研究成果は、仙台
市職員に対する研修会や宮城県（石巻市）におけ
る公開セミナー、そして今回の都道府県ランキン
グ1位となった鳥取県における公開学習会（鳥取
大学・明治大学・鳥取県共催）などを通じて、広く
社会に普及する活動も行ってきました。
　今後の研究の方向は、このような男女共同参画
社会の実現が、女性にとってだけでなく「男性に
とっても現状を改善する利得が得られる」ことを経
済理論的に証明し、かつ統計的に実証することで
す。このような形での研究活動を積み重ねること
で、OBDM（Opin ion  Based Dec is ion  
Making; 権威に基づく意志決定)から「根拠に基
づく意志決定」へとこの分野の政策形成に資する
ことができるように努めています。
　本パートはこのような活動を通じて、ＧＣＯＥの
目標の一つである合理的かつ科学的な思考と行
動のできる人材（研究者）の育成も目指していま
す。

■テレビ局
　日本テレビ「情報番組スッキリ！！」
　日本海テレビ「とっとりＴＲＹ！」 
　札幌テレビ放送「ニュースデスク」

■新聞
　読売新聞、日本経済新聞、河北新報　
　中日新聞、北海道新聞、上毛新聞、
　埼玉新聞、佐賀新聞、日刊ゲンダイ、
　朝日新聞奈良総局

■研究調査機関
　基礎工学研究科数理統計学研究者
　株式会社　サーベイリサーチセンター
　大阪大学大学院

■行政機関
　埼玉県　労働局の雇用均等室　
　宮城県　仙台市 　
　青森県　青少年・男女共同参画課 
　八戸市　総合政策部市民連携推進課
　福岡県　男女共同参画推進課 
　岐阜県　環境生活部男女参画青少年課
　大阪府　府民文化部男女共同参画・NPO課
　福井県　総務部男女参画・県民活動課
　京都府　府民生活部　男女共同参画課 　　
　茨城県　知事公室女性青少年課
　北海道　環境生活部暮らし安全局
　茨城県　守谷市広報にて紹介される
　埼玉県　婦人問題会議
　財団法人　とちぎ男女共同参画財団
　滋賀県　男女共同参画センター
　埼玉県　男女共同参画推進センター　

▲都道府県別の男女平等度指数マッピング

▼日経MJ新聞
　（掲載日：2010年4月26日） ▼読売新聞

　（掲載日：2010年4月10日（左）、2010年4月5日（右））

▼河北新報
　（掲載日：2010年5月10日）

▼マスメディアで
　多々取りあげられ
　自治体からの問い合わせも
　相次ぎました（一部紹介）

吉田プロジェクト
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プロジェクト紹介

「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

プロジェクトリーダー　吉田　浩
東北大学大学院経済学研究科教授

　本研究では男女共同参画社会の構築というす
ぐれて制度的な問題を経済学の視点からアプ
ローチするという手法をとっています。このため、
ともすれば「あるべきか」「そうでないか」とう議論
になってしまうこの問題を数量的に「大きいか」
「小さいか」という客観的かつ科学的な論題に還
元する方法を中心に研究を推進しています。
　そこで、本研究パートでは「日本版男女平等度
指標の開発」（GEMCジャーナル第3号掲載）にお
いて、日本の47都道府県の男女平等度の指標を
計算し、ランキングを公表しました。この指標は、日
本よりはるかに高い出生率と女性の就業率を通じ
て男女共同参画社会を実現しているノルウェーの
統計局の手法を踏襲しています。なお、ノルウェー
はGGI指標による男女平等指標国際ランキング
第1位であり、同指標にる日本の地位は世界第98
位であり、この意味でもノルウェーの指標を参考
にするこの研究の意義は大きいと考えられます。
この指標は2010年に新聞各紙を始め、テレビ番
組でも紹介され。全国の自治体や男女共同参画の

運動に従事する人々、この問題を学習したいとい
う人々の関心を呼びました。この研究成果は、仙台
市職員に対する研修会や宮城県（石巻市）におけ
る公開セミナー、そして今回の都道府県ランキン
グ1位となった鳥取県における公開学習会（鳥取
大学・明治大学・鳥取県共催）などを通じて、広く
社会に普及する活動も行ってきました。
　今後の研究の方向は、このような男女共同参画
社会の実現が、女性にとってだけでなく「男性に
とっても現状を改善する利得が得られる」ことを経
済理論的に証明し、かつ統計的に実証することで
す。このような形での研究活動を積み重ねること
で、OBDM（Opin ion  Based Dec is ion  
Making; 権威に基づく意志決定)から「根拠に基
づく意志決定」へとこの分野の政策形成に資する
ことができるように努めています。
　本パートはこのような活動を通じて、ＧＣＯＥの
目標の一つである合理的かつ科学的な思考と行
動のできる人材（研究者）の育成も目指していま
す。

■テレビ局
　日本テレビ「情報番組スッキリ！！」
　日本海テレビ「とっとりＴＲＹ！」 
　札幌テレビ放送「ニュースデスク」

■新聞
　読売新聞、日本経済新聞、河北新報　
　中日新聞、北海道新聞、上毛新聞、
　埼玉新聞、佐賀新聞、日刊ゲンダイ、
　朝日新聞奈良総局

■研究調査機関
　基礎工学研究科数理統計学研究者
　株式会社　サーベイリサーチセンター
　大阪大学大学院

■行政機関
　埼玉県　労働局の雇用均等室　
　宮城県　仙台市 　
　青森県　青少年・男女共同参画課 
　八戸市　総合政策部市民連携推進課
　福岡県　男女共同参画推進課 
　岐阜県　環境生活部男女参画青少年課
　大阪府　府民文化部男女共同参画・NPO課
　福井県　総務部男女参画・県民活動課
　京都府　府民生活部　男女共同参画課 　　
　茨城県　知事公室女性青少年課
　北海道　環境生活部暮らし安全局
　茨城県　守谷市広報にて紹介される
　埼玉県　婦人問題会議
　財団法人　とちぎ男女共同参画財団
　滋賀県　男女共同参画センター
　埼玉県　男女共同参画推進センター　

▲都道府県別の男女平等度指数マッピング

▼日経MJ新聞
　（掲載日：2010年4月26日） ▼読売新聞

　（掲載日：2010年4月10日（左）、2010年4月5日（右））

▼河北新報
　（掲載日：2010年5月10日）

▼マスメディアで
　多々取りあげられ
　自治体からの問い合わせも
　相次ぎました（一部紹介）
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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、研究成果は、研究成果シリーズや
著者シリーズとして書籍化もされています。

　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

を行っています。 

　2008年度に発刊したGEMCジャーナルは、2009年度以

降は英文ジャーナルと和文ジャーナルを2冊ずつ刊行してい

ます。

　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
2010年度の
主な活動

出
版
活
動

GEMCジャーナルの刊行 ●GEMCジャーナル第4号の目次

Preface ………………………………………… GEMC journal Editorial Board

Part Ⅰ　Special Issue
■Dynamism of Gender Politics in Contemporary Muslim Societies… SAWAE Fumiko
■Turkey's Response to the Global Gender Regime…… Nüket KARDAM
■Participation of Women in Iran's Polity……Heshmat Sadat MOINIFAR
■A Reading of Gender Issues in Muslim Societies for Non-Muslims who 
Live in Developed Countries ………………………… MINESAKI Hiroko

Part Ⅱ　Invitational Papers
■Female and Child Victims: Indian Situation… Kumaravelu CHOCKALINGAM
■Women and Religion in American History: Social Practice and the 
Politics of Gender………………………………………………David D. HALL

■Can You Live on a Prayer? An Empirical Analysis of a Marriage 
Market in Japan ………………………………………… MORITA Hatsuru

■Ten Years' Experience of Gender Quota System in Korean Politics
……………………………………………………………………… SHO Eunyong

■Analysis of the Balance of Intention to Support Parents and Parents-in-law: A Study of 
Intergenerational Support as Seen from Patterns of Support Balance… SUZUKI Fumiko

Part Ⅲ　Submitted Papers
■The Perception of the Philippines in Japanese pan-Asianism from the 
Meiji-Era until the Wake of the Pacific War …… Sven MATTHIESSEN

■Regional Governance against Trafficking in Persons: European Strategies 
towards the Implementation of Global Norms…… NAKAMURA Ayako

List of Contributors
GEMC journal Guidelines for Submission
GCOE Program Members and GEMC journal Editorial Board Members

●GEMCジャーナル第5号の目次

はしがき……………………………………………… GEMC journal 編集委員会

第1部　寄稿論文
■韓国における「多文化主義」の背景と地域社会の対応………………… 李　善姫
　The Background of "Korea Multiculturalism" and Tackling the Local 

Communities in Korea…………………………………………… LEE Sunhee

■社会的費用，成長の限界，成長の権利―国際環境法への法哲学的アプローチ― 樺島　博志
　Social Costs, Limits to Growth, Right to Growth: Approaching International 

Environmental Law Oriented to Philosophy of Law… KABASHIMA Hiroshi

■性の商品化と職業スティグマ―キャバクラに対する成人男女の意識調査から―… 上瀬　由美子
　Commercialization of Sex and Occupational Stigma in Japan:

　A Survey Research toward "Kyaba-Cula ……………… KAMISE Yumiko

■日本の衆議院における女性代表―並立制下の「暫定的」措置と機会の拡大―… スティール若希
　Women's Representation in the Japanese Lower House: "Temporary" Measures and 

the Windows of Opportunity in a Parallel Mixed System ……Jackie F. STEELE

第2部　自由投稿論文
■カナダにおける「婚姻」概念の変容：カナダ憲法判例に基づいて …… 河北　洋介
　The Transformation of the Concept on "Marriage" in Canada: On the 

Basis of Canadian Constitutional Precedents…… KAWAKITA Yosuke

■日本の政党制の変容と野党第一党の機能…………………………… 川村　一義
　Transformation of the Party System and the Function of the First 

Opposition Party in Japan……………………… KAWAMURA Kazuyoshi

■生殖補助医療と法的母子関係―ドイツ法での議論を手掛かりにして―… 木村　隆人
　Betrachtung über Künstliche Befruchtung und gesetzliche Mutterschaft

………………………………………………………………… KIMURA Takahito

■国際人権法の視点からみた日本における婚外子相続分差別訴訟に関する一考察… 堀見　裕樹
　Litigation on Discrimination against Children Born out of Wedlock 

Concerning Inheritance in Japan: A Study from the Perspective of 

International Human Rights Law …………………………… HORIMI Hiroki

■ドイツ企業買収法における経営管理者の中立義務と例外規定 …… 牧　真理子
　Duties of the Management Board and Supervisory Board in German 

Takeover Law: the Neutrality Rule and Its Exceptions… MAKI Mariko

執筆者一覧
GEMC journal投稿規定と執筆要領
GCOE事業推進担当者・GEMC journal編集委員会名簿
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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、研究成果は、研究成果シリーズや
著者シリーズとして書籍化もされています。

　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

を行っています。 

　2008年度に発刊したGEMCジャーナルは、2009年度以

降は英文ジャーナルと和文ジャーナルを2冊ずつ刊行してい

ます。

　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
2010年度の
主な活動

出
版
活
動

GEMCジャーナルの刊行 ●GEMCジャーナル第4号の目次

Preface ………………………………………… GEMC journal Editorial Board

Part Ⅰ　Special Issue
■Dynamism of Gender Politics in Contemporary Muslim Societies… SAWAE Fumiko
■Turkey's Response to the Global Gender Regime…… Nüket KARDAM
■Participation of Women in Iran's Polity……Heshmat Sadat MOINIFAR
■A Reading of Gender Issues in Muslim Societies for Non-Muslims who 
Live in Developed Countries ………………………… MINESAKI Hiroko

Part Ⅱ　Invitational Papers
■Female and Child Victims: Indian Situation… Kumaravelu CHOCKALINGAM
■Women and Religion in American History: Social Practice and the 
Politics of Gender………………………………………………David D. HALL

■Can You Live on a Prayer? An Empirical Analysis of a Marriage 
Market in Japan ………………………………………… MORITA Hatsuru

■Ten Years' Experience of Gender Quota System in Korean Politics
…………………………………………………………………… SHO Eunyoung

■Analysis of the Balance of Intention to Support Parents and Parents-in-law: A Study of 
Intergenerational Support as Seen from Patterns of Support Balance… SUZUKI Fumiko

Part Ⅲ　Submitted Papers
■The Perception of the Philippines in Japanese pan-Asianism from the 
Meiji-Era until the Wake of the Pacific War …… Sven MATTHIESSEN

■Regional Governance against Trafficking in Persons: European Strategies 
towards the Implementation of Global Norms…… NAKAMURA Ayako

List of Contributors
GEMC journal Guidelines for Submission
GCOE Program Members and GEMC journal Editorial Board Members

●GEMCジャーナル第5号の目次

はしがき……………………………………………… GEMC journal 編集委員会

第1部　寄稿論文
■韓国における「多文化主義」の背景と地域社会の対応………………… 李　善姫
　The Background of "Korea Multiculturalism" and Tackling the Local 

Communities in Korea…………………………………………… LEE Sunhee

■社会的費用，成長の限界，成長の権利―国際環境法への法哲学的アプローチ― 樺島　博志
　Social Costs, Limits to Growth, Right to Growth: Approaching International 

Environmental Law Oriented to Philosophy of Law… KABASHIMA Hiroshi

■性の商品化と職業スティグマ―キャバクラに対する成人男女の意識調査から―… 上瀬　由美子
　Commercialization of Sex and Its Occupational Stigma in Japan:

　A Research on "Kyaba-Cula"……………………………… KAMISE Yumiko

■日本の衆議院における女性代表―並立制下の「暫定的」措置と機会の拡大―… スティール若希
　Women's Representation in the Japanese Lower House: "Temporary" Measures and 

the Windows of Opportunity in a Parallel Mixed System ……Jackie F. STEELE

第2部　自由投稿論文
■カナダにおける「婚姻」概念の変容：カナダ憲法判例に基づいて …… 河北　洋介
　The Transformation of the Concept on "Marriage" in Canada: On the 

Basis of Canadian Constitutional Precedents…… KAWAKITA Yosuke

■日本の政党制の変容と野党第一党の機能…………………………… 川村　一義
　Transformation of the Party System and the Function of the First 

Opposition Party in Japan……………………… KAWAMURA Kazuyoshi

■生殖補助医療と法的母子関係―ドイツ法での議論を手掛かりにして―… 木村　隆人
　Betrachtung über Künstliche Befruchtung und gesetzliche Mutterschaft

………………………………………………………………… KIMURA Takahito

■国際人権法の視点からみた日本における婚外子相続分差別訴訟に関する一考察… 堀見　裕樹
　Litigation on Discrimination against Children Born out of Wedlock 

Concerning Inheritance in Japan: A Study from the Perspective of 

International Human Rights Law …………………………… HORIMI Hiroki

■ドイツ企業買収法における経営管理者の中立義務と例外規定 …… 牧　真理子
　Duties of the Management Board and Supervisory Board in German 

Takeover Law: the Neutrality Rule and Its Exceptions… MAKI Mariko

執筆者一覧
GEMC journal投稿規定と執筆要領
GCOE事業推進担当者・GEMC journal編集委員会名簿
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　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。（著者シリーズは、

専門家による査読制度を導入し、出版された本の一定数を買い上げてメンバー等が利用します。内容が本プログラム

の趣旨に合致する、水準の高い業績に限られます。 ） 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１冊出版されました。

研究成果シリーズ

Gender Equality in Asia:
Policies and Political Participation
TSUJIMURA Miyoko & Jackie F. STEELE
（東北大学出版会、2011年3月）
ISBN 978-4-86163-161-0

研究成果の出版

　本書は、GCOE「アジアのジェンダー平等政策と課題」研究プロ
ジェクトの成果として、また、国際的研究ネットワーク「アジアにおける
女性と政策」と「現代インド地域研究」からの論文を中心に編集。ジェ
ンダーと民主化、クォータ制、法改正、政策実行等の実態に迫る議論
を展開しながら、民主主義的制度の中にあるアジアにおけるジェン
ダーの主流化へ向けた現代の課題を明らかにする。

著者シリーズ

男女共学・別学を問いなおす―新しい議論のステージへ―
【編著】生田久美子
【著】坂本辰朗、水原克敏、尾崎博美、八木美保子、畠山大、
　　ジェーン・ローランド・マーティン、スーザン・レアード
（東洋館出版社、2011年3月）
ISBN 978-4-491-02673-2

　本書は男女共学・別学という問題を歴史的・政策的・哲学的観点か
ら検討する。その目的は、男女共学・別学の優劣関係を提示する事で
はなく、その比較によって見えてくるジェンダーの観点を中心に考察
を行うことで、既存のジェンダー枠組みに与する所の多い従来の
「リーダーシップ」概念、ひいては伝統的な教育観・人間観を捉えなお
すことにある。

2
Phraseology in Corpus-Based Translation Studies
Meng Ji
（Peter Lang、2010年7月）
ISBN 978-3-03911-550-1

　本書の主たる目的は、翻訳学におけるコーパス資料やコーパスの
方法論を探究することである。本書が行う事例研究では、セルバンテ
ス著『ドン・キホーテ』の現代標準中国語への翻訳に焦点を当てる。こ
の特有なトピックを検討することを通して、本書は、中国における『ド
ン・キホーテ』の人気を説明する一助となることを目指す。

本年度に出版された事業推進担当者の著書の一部
（これらはGCOEの出版助成は行われていない本です）

『生殖医療と法』
町野朔・水野紀子・辰井聡子・
米村滋人　編
（信山社、2010年4月）
ISBN 978-4-7972-8801-8

『労働法』〔第3版〕
水町勇一郎　著
（有斐閣、2010年4月）
ISBN 978-4-641-14394-4

『いまこそ考えたい
生活保障のしくみ』
大沢真理　著
（岩波ブックレット、2010年9月）
ISBN 978-4-00-270790-7

『ジェンダーと法』〔第2版〕
辻村みよ子　著
（不磨書房、2010年10月）
ISBN 978-4-7972-8581-9
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　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。（著者シリーズは、

専門家による査読制度を導入し、出版された本の一定数を買い上げてメンバー等が利用します。内容が本プログラム

の趣旨に合致する、水準の高い業績に限られます。 ） 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１冊出版されました。

研究成果シリーズ

Gender Equality in Asia:
Policies and Political Participation
TSUJIMURA Miyoko & Jackie F. STEELE
（東北大学出版会、2011年3月）
ISBN 978-4-86163-151-0

研究成果の出版

　本書は、GCOE「アジアのジェンダー平等政策と課題」研究プロ
ジェクトの成果として、また、国際的研究ネットワーク「アジアにおける
女性と政策」と「現代インド地域研究」からの論文を中心に編集。ジェ
ンダーと民主化、クォータ制、法改正、政策実行等の実態に迫る議論
を展開しながら、民主主義的制度の中にあるアジアにおけるジェン
ダーの主流化へ向けた現代の課題を明らかにする。

著者シリーズ

男女共学・別学を問いなおす―新しい議論のステージへ―
【編著】生田久美子
【著】坂本辰朗、水原克敏、尾崎博美、八木美保子、畠山大、
　　ジェーン・ローランド・マーティン、スーザン・レアード
（東洋館出版社、2011年3月）
ISBN 978-4-491-02673-2

　本書は男女共学・別学という問題を歴史的・政策的・哲学的観点か
ら検討する。その目的は、男女共学・別学の優劣関係を提示する事で
はなく、その比較によって見えてくるジェンダーの観点を中心に考察
を行うことで、既存のジェンダー枠組みに与する所の多い従来の
「リーダーシップ」概念、ひいては伝統的な教育観・人間観を捉えなお
すことにある。

2
Phraseology in Corpus-Based Translation Studies
Meng Ji
（Peter Lang、2010年7月）
ISBN 978-3-03911-550-1

　本書の主たる目的は、翻訳学におけるコーパス資料やコーパスの
方法論を探究することである。本書が行う事例研究では、セルバンテ
ス著『ドン・キホーテ』の現代標準中国語への翻訳に焦点を当てる。こ
の特有なトピックを検討することを通して、本書は、中国における『ド
ン・キホーテ』の人気を説明する一助となることを目指す。

本年度に出版された事業推進担当者の著書の一部
（これらはGCOEの出版助成は行われていない本です）

『生殖医療と法』
町野朔・水野紀子・辰井聡子・
米村滋人　編
（信山社、2010年4月）
ISBN 978-4-7972-8801-8

『労働法』〔第3版〕
水町勇一郎　著
（有斐閣、2010年4月）
ISBN 978-4-641-14394-4

『いまこそ考えたい
生活保障のしくみ』
大沢真理　著
（岩波ブックレット、2010年9月）
ISBN 978-4-00-270790-7

『ジェンダーと法』〔第2版〕
辻村みよ子　著
（不磨書房、2010年10月）
ISBN 978-4-7972-8581-9
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干　福堅
●Yu, Fujian, Publishes regularly as a columnist for the Chinese daily newspaper Chinese Ethnic News on issues of 

democracy, nationalism and ethnic conflicts in various world regions, 2009.10.30-2010.8.20.
●Yu, Fujian, “The Multi Multiculturalisms: A Comparison Between America and Canada,” presented at Access 

Students Programe (initiated by Academia Sinica), Taiwan University, China, March 14, 2010. 
●Yu, Fujian, “The Social Theories of Modern State-Building: the Constructive Functions of Nationalism in State-

Building,” presented at Sakura Seminar, Tohoku University, April 9, 2010.
 
陳　浩

●Chen, Hao, “On the Predicament of Estranged Labor: The lack of social relations in terms of private property” (in 
Chinese), in Thinking Vol.35, No.6, pp.72-75, 2009.

●Chen, Hao, “Autonomy or Universality: The dilemma of Habermas’ discourse ethics” (in English), in GEMC journal 
No.2, pp.96-104, 2010.

●Chen, Hao, “Autonomy or Universality: The dilemma of Habermas’ discourse ethics”(in Chinese), in Marxism and 
Reality, Vol.107, No.4, pp.113-118, 2010.

●Chen, Hao, “On Vileisis’ understanding of the Source of Historical Materialism”(in Japanese), in Marx・Engels・
Research on Marxism Vol.52, pp.63-74, 2010.

●Chen, Hao, “Confucianism and Modern Politics,” presented at Sakura Seminar, Tohoku University, Sendai, Japan, 
April 9, 2010.

 
劉　超

●Liu, Chao, “Yan Fu versus Liang Qichao: Comparative Studies on Their Historical Philosophy,” in Journal of Zhejiang 
University (Humanities and Social Sciences), Vol.40, No.2, pp.180-191, 2010.

●Liu, Chao, “On the Upspring of Modern University in China: Focus on Tsinghua University (1928-1937),” in Tsinghua 
Journal, No.l, pp.8-27, 2011.

●Liu, Chao, “Xia Ji’an and the Innovation of New Literature in China: Besides his Life and Enterprise,” in Biographical 
Literature, No.1, pp.13-20, 2011. 

●Liu, Chao, “Approach the ‘SOUTH’ and ‘NORTH’ in Modern China Intelligentsia: Focus on Southeast University and 
Tsinghua University,” in Social Science Forum, No.2, pp.118-141, 2011.

●Liu, Chao, “On the Academic Career and Contributions of Professor He Zhaowu,” in Social Science Front, No.3, 
pp.23-38, 2011.

●Liu, Chao, “On Professor Yao Congwu,” in United Southwest University Studies, No.1, pp.112-124, 2011.
●Liu, Chao, “On Professor Mao Zishui: In the Context of China Academia in the 20th Century,” in United Southwest 

Studies, pp.125-137, 2011.
●Liu, Chao, “Historical Interaction between Academy and Society: Case study of Tsinghua University in Modern China 

(1928-1937),” presented at Sakura Seminar, Tohoku University, April 9, 2010.
 
服部　晶

●Hattori, Akira, “Japanese regional innovation policies and the decentralisation reform,” presented at 5th 
International Workshop CNRS-University of Tokyo, Paris, France, December 17-18, 2009.

●Hattori, Akira, “Clusters and Innovation in Japan: The New Relationship Between Central Government and Local 
Powers,” presented at Sakura Seminar, Tohoku University, April 9, 2010.

 
Pauline CHERRIER

●Cherrier, Pauline, “The Japanese response to nikkei-Brazilians’ crisis,” presented at Japan in the World, Tohoku 
University, March 8, 2010.

●Cherrier, Pauline, “The Japanese response to nikkei-Brazilians’ crisis”, presented at Sakura Seminar, Tohoku 
University, April 9, 2010.

●Cherrier, Pauline, “Nikkei Brazilians’ parades: from the Brazilian carnival to the Japanese protests,” presented at 
Hagi Seminar, Tohoku University, October 15, 2010.

 
Baptiste KUMALA

●Kumala, Baptiste, “Innovation Policy in Japan: The case of service robotics,” presented at Workshop on Innovation 
and Cluster Policies, Manufacturing Management Research Center, University of Tokyo, January 30, 2009.

●Kumala, Baptiste, “Innovation Policy in Japan: The case of service robotics,” presented at Gender Equality and 
Multicultural Conviviality in the Age of Globalization Kick-off seminar, Tohoku University, February 3-4, 2009.

●Kumala, Baptiste, “Does Japan dream of mechatronic men?,” presented at Japan in the World, Tohoku University, 
March 10, 2010.

●Kumala, Baptiste, “Innovation Policy in Japan; the Case of Service Robotics,” presented at Sakura Seminar, Tohoku 
University, April 9, 2010.

●Kumala, Baptiste, “Service Robotics in Japan: The Social shaping of its emergence,” presented at LIA-CASSH 
Workshop, Tokyo, September 24, 2010.

CNDC学生
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Kamila SZCZEPANSKA
●Szczepanska, Kamila, “Memory and Civil Society: 'History Issue' and Civil Society Groups in Japan,” presented at 

Hagi Seminar: Political Process of Historical Memories in East Asia, Tohoku University, October 15, 2009.
●Szczepanska, Kamila, “Memory, Identity and Civil Society: NGOs and “History Issue” in Japan,” presented at Sakura 

Seminar, Tohoku University, April 9, 2010.
●Szczepanska, Kamila, “Civil Society and the Politics of War Memory in Japan: How Do You Make Your Voice 

Heard?,” presented at Re-representing the Past: Japan, China and World War Two in the Twenty-First Century, 
Leeds, July 7-8, 2010.

 
Sven MATTHIESSEN

●Matthiessen, Sven, “The Perception of the Philippines in Japanese pan-Asianism from the Meiji-Era until the Wake of 
the Pacific War,” in GEMC journal, No. 4, pp.128-159, 2011.

●Matthiessen, Sven, "Japanese pan-Asianism: Varying Perspectives," presented at Japan in the World, Tohoku 
University, March 10, 2010.

●Matthiessen, Sven, “The Japanese Greater East Asia Co-Prosperity Sphere and the Philippines,” Ateneo de Manila 
University, Philippines, March 20, 2010.

●Matthiessen, Sven, “Japanese pan-Asianism: Varying Perspectives," presented at Sakura Seminar, Tohoku University, 
April 9, 2010.

●Matthiessen, Sven, “The Perception of the Philippines in Japanese Greater Asianism 1886-1941,” Ateneo de Manila 
University, Philippines, August 3, 2010.

 
王　藝

●Wang, Yi, “Result-Oriented Theory in International Product Liability Area,” presented at Hagi Seminar, Tohoku 
University, April 16, 2010.

 
　同恵

●Qi, Tonghui, “The Recognition’s Meaning for the Right of Law,” presented at Hagi Seminar, Tohoku University, 
Sendai, Japan, April 16, 2010.

 
黄　亮

●Huang, Liang, “The Research on the Social Transformation and the Civil Society Development in China,” presented 
at Hagi Seminar, Tohoku University, April 16, 2010.

 
Guénolé MARCHADOUR

●Marchadour, Guénolé, “The social relations of domination in a migration context: The case of Brazilian people in 
Japan from 2000,” presented at Hagi Seminar, Tohoku University, April 16, 2010.

●Marchadour, Guénolé, "Demande Public d'éducation ou demande de care? Les écoles brésiliennes au Japon," 
presented at International Symposium “Egalité hommes/femmes et articulation travail/famille: vers un nouveau 
modèle?,” Paris, October 1, 2010.

王　冷然
●王冷然『適合性原則と私法秩序』（信山社、2010年）
●王冷然「消費者保護と適合性原則」佐藤祐介・松岡勝美編『消費者市民社会の制度論』（第7章）（成文堂、2010年）
●王冷然「外国人に対する先物取引の勧誘行為と不法行為」ジュリスト消費者法判例百選 No. 200（2010年）22-23頁
●王冷然「投資者保護について」中国法学会商法学研究会2010年年会（大連海事大学法学院、2010年7月3日）
●王冷然「履行期前の契約違反の認定基準」国際物品売買契約に関する国連条約成立30周年―回顧と展望：国際学術研究会（上海対外

貿易学院法学院、2010年11月6日）
 
紀　萌

●Ji, Meng, Phraseology in Corpus-Based Translation Studies, Oxford and Bern: Peter Lang International International 
Academic Publisher, 2010.

●Ji, Meng, “A Corpus-Based Study of Lexical Periodization in Historical Chinese”, in Literary and Linguistic Computing, 
Oxford University Press, Vol.25, No.2, pp.199-213, 2010.

●Ji, Meng, “A Corpus-Based Study of Linguistic Variation in Modern Chinese Scientific Writing,” in GEMC journal, 
No.2, pp.106-115, 2010.

●Ji, Meng, “Using corpora in contrastive and translation studies,” in R. Xiao (ed.) Invited Review for Target: 
International Journal of Translation Studies.

●Ji, Meng, “A corpus-based study of clausal conjunctions in modern Chinese science writing”, presented at 
Linguistic Society of Korea and KASELL 2010 International Winter Conference on Linguistics, Seoul, South Korea, 
January 2010.

●Ji, Meng, “Text-based research in the era of digital humanities,” presented at International Journal of Arts & 

GCOEフェロー
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Sciences Mediterranean Conference for Academic Disciplines, Malta, February 2010.
●Ji, Meng, “Empirical Methodologies in Text-Based Cross-Cultural Studies,” invited talk at Department of Humanities, 

Imperial College, UK, February 2010.
●Ji, Meng, “Corpus-based approaches to translation teaching,” invited talk at School of Foreign Studies, An Hui 

University, China, March 2010.
●Ji, Meng, “A corpus-based cognitive study of nominalization in English and Chinese Scientific Writing”, presented at 

the 7th International Conference on Cognitive Science, China, August 2010.
●Ji, Meng, “Introducing corpus methodology to Chinese comparative literature”, invited talk at the Institute of 

Foreign Literary Studies, Chinese Academy of the Social Sciences, China, September 2010.
 
中根　一貴

●中根一貴「19世紀後半から20世紀初頭までの国民的一体性とチェコ政党政治」GEMC journal（東北大学 GCOE）No. 1（2009
年）106-121頁

●Nakane, Kazutaka, “National Unity and Czech Party Politics form the Late 19th Century to the Beginning of 20th 
Century,” Gender Equality and Multicultural Conviviality in the Age of Globalization Kick-off seminar, Tohoku 
University, February 4, 2009.

 
堀見　裕樹

●堀見裕樹「国際人権法の視点からみた日本における婚外子相続分差別訴訟に関する一考察」GEMC journal（東北大学 GCOE）
No. 5（2011年）118-141頁

河北　洋介
●河北洋介「第11章　身体の自由（被疑者・被告人の権利、裁判を受ける権利）」辻村みよ子編著『基本憲法』（悠々社、2009年）

179-200頁
●河北洋介「カナダ憲法における平等権と性的指向問題の連関性」GEMC journal（東北大学 GCOE）No. 1（2009年）52－65頁
●河北洋介「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―」GEMC journal（東北大学 GCOE）No. 3（2010年）

94－109頁 
●河北洋介「カナダにおける『婚姻』概念の変容：カナダ憲法判例に基づいて」GEMC journal（東北大学 GCOE）No. 5（2011年）

64-79頁

川村　一義
●川村一義「日本の政党制の変容と野党第一党の機能」GEMC journal（東北大学 GCOE）No. 5（2011年）80-103頁

 
竹田　香織

●竹田香織「性同一性障害者特例法をめぐる現代的状況―政治学の視点から―」GEMC journal（東北大学 GCOE）No.1（2009年）
94-105頁

●竹田香織「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」GEMC journal（東北大学 GCOE）No.3（2010年）
148-157頁

●竹田香織「（書評）北村亘著『地方財政の行政学的分析』」選挙研究（日本選挙学会年報）第25巻第2号（2009年）154-156頁
●竹田香織「議員立法とセクシュアル・マイノリティ」日本公益学会（東北公益文科大学、2009年9月12日）

 
牧　真理子

●牧真理子「ドイツ企業買収法における経営管理者の中立義務と例外規定」GEMC journal（東北大学 GCOE）No. 5（2011年）
142-155頁

●牧真理子「会社支配権争奪と権限分配」東北大学商法研究会（東北大学、2009年5月9日）
●牧真理子「農業協同組合における監事の任務懈怠」東北大学民法研究会（東北大学、2010年3月11日）

 
木村　元

●木村元「グアンタナモの拷問被害者による損害賠償請求事件―『対テロ戦争』における『他者』の排斥と国際人権法の枠組―」
GEMC journal（東北大学 GCOE）No. 1（2009年）66-81頁

●木村元「グアンタナモの被拘禁者をめぐる訴訟と『法の支配』」法学（東北大学）第73巻2号（2009年）74-129頁
●木村元「『対テロ戦争』におけるアラブ・ムスリムに対する差別－米国連邦最高裁判所 Ashcroft v. Iqbal 判決の意味するところ－」

GEMC journal（東北大学 GCOE）No. 3（2010年）110-125頁
 
Sebastian MASLOW

●Maslow, Sebastian, “News Coverage in Perspective: A Review of ‘NewsOnJapan’,” in Asian Politics & Policy, Vol.2, 
No.4, pp.679-681, 2010.

●Maslow, Sebastian, “How to Deal with North Korea,” in North Korean Review.

GCOE日本学術振興会特別研究員

RA
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●Maslow, Sebastian, “Nationalism 2.0 in Japan,” in Asian Politics & Policy. 
●マスロー　セバスティアン「日本における社会的動員の政治学とその東北アジアの地域主義に対する影響」日本政治社会学会第二

回研究会（早稲田大学、2010年10月23日）
●マスロー　セバスティアン「東アジア共同体形成における地域主義と地域化の関係―挑戦・進歩・機会」Building an East 

Asian Community: Issues and Prospects. 2010 International Conference of the Establishment of the Peace and 
Development Forum of Chungnam National University, Tsinghua University, and Tohoku University（Chungnam 
National University 大田・韓国、2010年11月26日）

●Maslow, Sebastian, “The Dynamics of Regionalism in Northeast Asia: Seeking New Pathways towards Regional 
Cooperation,” presented at the International Conference Towards Multi-lineal International Order of East Asia, 
Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University, January 29, 2011 

 
徐　学柳

●XueLiu, Xu, “Exhaustible Natural Resources and Garbage Dump: What is Sustainable Development? A Dynamic 
model,” presented at APPEEC2011, Wuhan, China, March 25-28, 2011.

●XueLiu, Xu, "Exhaustible Natural Resources and Garbage Dump: What is Sustainable Development? A Dynamic 
model," in IEEE Xplore, Ei Compendex and ISTP.

●徐学柳「国際的環境汚染問題と環境経済政策」Journal of Tohoku Economic Association（東北福祉大学）(2010年12月11日）

李　善姫
●李 善姫「韓国社会の「共同体論」とジェンダー―女性の巫俗儀礼からのアプローチ」、「女性百年」東北大学創立百周年記念国際シン

ポジウム「女性百年―教育・結婚・職業」≪いかに生きたか、いかに生きるか≫（刊行委員会編）（2009年）115 ～ 137頁
●李 善姫「韓国における多文化主義の背景と地域社会の対応」GEMC Journal（東北大学 GCOE）No.5（2011年）6-19頁
●李 善姫「（書評）宇田川妙子・中谷文美編『ジェンダー人類学を読む』」文化人類学（日本文化人類学会編）Vol.73, No.3（2008年）

463 ～ 468頁
●李 善姫「地域社会における日韓女性のコミュニティ活動と多文化共生」国際シンポジウム「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」（東北大学、2009年8月4日）
●李 善姫「韓国の多文化共生施策と地域社会の取り組み」仙台国際交流協会・ダイバーシティ研究所主催「多文化共生セミナー 2010」
（仙台国際センター、2010年9月9日）

● 李 善 姫「Multicultural Symbiotic Political Measures in Japan and Current Situation of Women Marriage Migrant in 
Tohoku Region」東アジア日本学会（韓国釜京大学、2010年10月23日）（韓国語発表）

●李 善姫「急変する韓国社会のパラダイムと『多文化社会』への動向―地域社会での取り組みとその明暗―」日本韓国語教育学会・創
立記念国際学術大会（岩手県立大学、2010年11月4日）

●李 善姫「アジアのジェンダー構造と格差―彼女らはなぜ結婚移民を選択するのか」仙台市男女共同参画推進センター／ジェンダー
論公開講座（エル・ソーラ仙台、2010年11月6日）

●Lee, Sunhee, “Current Situation of Women Marriage Migrant in Tohoku Region,” presented at The 7th ISS-GCOE 
Seminar Frontiers of Gender Studies, Tohoku University, Tokyo Office, February 25, 2011.

 
中村　文子

●Nakamura, Ayako, and Hiraku Yamamoto, “Protecting Human Rights in a ‘Post-Unilateral’ International Society: The 
Localization of Global Norms and the Limits and Prospects of Global Governance,” in Interdisciplinary Information 
Sciences, Vol.15, No.2, pp. 147-162, 2009. 

●Nakamura, Ayako and Sebastian MASLOW, “Networking Against Human Trafficking in Japan: The Japan Network 
Against Trafficking in Persons (JNATIP) and the Polaris Project Japan,” in Asian Politics & Policy, Vol. 2, No. 3, pp. 
491-494, 2010.

●Nakamura, Ayako, “Regional Governance against Trafficking in Persons: European Strategies towards the 
Implementation of Global Norms,” in GEMC journal, No.4, 160-181, 2010.

●Frances Olsen 著・中村文子 訳「フェミニズムから見た多文化共生―それはいかにジェンダー平等と関連するか―」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）35-48頁

●中村文子「性的搾取の人身売買―その原因と今後の試み」ECPAT/ ストップ子ども買春の会ユース合宿招待講演（オリンピック記
念青少年総合センター、2010年9月1日）

●中村文子「レトリックからプラクティスへ―反人身売買規範の履行に向けたEUの取り組み」日本公益学会（成城大学、2010年9月12日）
●中村文子「人身売買をめぐる地域的ガヴァナンス―EU の地域的対策に関する分析」社会・経済システム学会（同志社大学、2010年

10月30日）
●Nakamura, Ayako, “Modern Slavery in the Age of Globalization: Exploring the Causes behind Trafficking in Persons 

and Seeking Global Strategies against Transnational Human Rights Abuses,” invited lecture at Social Science 
Research Institute of the International Christian University, January 26, 2011.

●Nakamura, Ayako, “Regional Governance against Trafficking in Persons: A Comparative Analysis of European and 
East Asian Approaches towards the Implementation of Global Norms,” presented at International Conference 
Towards Multi-lineal International Order of East Asia, Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka 
University, January 29, 2011.

●Nakamura, Ayako, “Regional Governance against Trafficking in Persons: A Comparative Analysis of European and 
East Asian Approaches towards the Implementation of Global Norms,” presented at The 7th ISS-GCOE Seminar 
Frontiers of Gender Studies, Tohoku University, Tokyo Office, February 25, 2011.

研究教育協力者（国際高等研究教育機構）
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中根　一貴
国民的一体性の幻想―1907年から1914年までの
チェコ政党政治における政党間競争の誕生

（2010年3月学位取得）

　男子普通選挙権の実現と大衆政党の伸長を経験していた20世紀初頭のハプ
スブルク君主国のチェコ諸領邦において、名望家政党型の自由主義政党が追求
した、チェコ人政党・政治家による統一的な政治行動の展開を分析した。この
統一的な政治行動の崩壊により、政党間競争がチェコ政党政治において初めて
誕生したのである。さらに、このことが戦間期チェコスロヴァキアの議会制民
主主義の安定に寄与したことを明らかにした。

堀見　裕樹
条約解釈における「国際法の関連規則」に関する一考察

（2010年3月学位取得）

　本論文では国際裁判所等での条約解釈の際に頻繁に援用される条約法条約
の解釈規則の中でも近年活発に議論が行なわれている、条約解釈の際に「当事
国の間の関係において適用される国際法の関連規則」を「考慮する」ことを求め
る第31条3項（c）について、同条文に関する裁判例の分析を中心に、国際法委
員会の作業、学説及び起草過程を踏まえてその意味内容を明らかにし、関連す
る国際法上の具体的な問題点を検討する考察を行った。

博士論文の紹介
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茂木　洋平
Affirmative Action の正当化法理
〜アメリカの判例と学説を中心に〜

（2010年9月学位取得）

　人種に基づく Affirmative Action（AA）は過去の差別の救済、将来の利益の
達成のいずれの理由により正当化したとしても、AA の直接の受益者が社会・
経済的に不利な状況にないことに変わりはなく、真に救済の必要な者を救済し
ていない、という批判を受ける。その批判を回避するためには、人種に基づく
AA の対象者を判断する際には、不当な理由から、地位の獲得に不利な状況に
おかれている者を明確にせねばならないことを明らかにした。

Pauline CHERRIER
Entre Japon et Brésil: identités décalées

（日本とブラジルのはざまで―拠り所のないアイデンティティ）
（2010年12月学位取得）

　本研究は、日系ブラジル人の事例研究に基づいて、移民の政治的アイデン
ティティの記号論的分析を提案する。日系ブラジル人は1908年にブラジルへ
移住した日本人とその子孫で構成されている。後者の3分の1は現在日本に在
住しており、1990年以来、その大半は主に単純労働に従事している。本稿では、
公式とエスニックメディアの言説分析を通して、移民が日本とブラジル両社会
の公共空間でどのように表わされるのかを明らかにする。現在では多文化共生
の言説も人種混合や国家アイデンティティの形成過程に光を当てている。それ
により本稿は、現代のグローバル化時代における空間や世代という枠を超える
移民の意味を明確にしている。

河北　洋介
カナダ憲法における多様性―性的指向・同性婚を素材にして―

（2011年3月学位取得）

　本稿は、カナダ憲法における多様性について、性的指向・同性婚を基に考察
するものである。そのために、カナダ憲法における平等権と性的指向問題との
関係、カナダにおける司法積極主義、カナダの裁判所における「婚姻」概念の変
容、さらに、カナダにおける同性婚承認の過程について概観した。そして最後
に、性的指向・同性婚に関する分析を基にカナダ憲法における多様性に関する
実践的局面と理論的局面を考察した。
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辻村　みよ子
●辻村みよ子『フランス憲法と現代立憲主義の挑戦』（有信堂、2010年）
●辻村みよ子『ジェンダーと法 ( 第二版 )』（不磨書房、2010年）
●辻村みよ子『比較憲法（新版）』（岩波書店、2011年）
●初宿正典・辻村みよ子編『新解説　世界憲法集（第二版）』（三省堂、

2010年）
●山下泰子・辻村みよ子・浅倉むつ子・二宮周平・戒能民江（編集委員）
『ジェンダー六法』（信山社、2011年）

●樋口陽一・山内敏弘・辻村みよ子・蟻川恒正『新版　憲法判例を読みな
おす』（日本評論社、2011年）

●辻村みよ子・長谷部恭男編『憲法理論の再創造』（日本評論社、2011年）
●Miyoko, Tsujimura and Jackie Steel (eds.), Gender Equality 

in Asia: Policies and Political Participation, Tohoku University 
Press, 2011.

●辻村みよ子「日本の男女共同参画社会基本法と諸政策」天野正子ほか編
集委員、大沢真理解説『新版　日本のフェミニズム4　権力と労働』（岩
波書店、2009年）235-244頁

●辻村みよ子監訳・解説［オリヴィエ・ブラン著］『オランプ・ドゥ・グー
ジュ―フランス革命と女性の権利宣言』（信山社、2010年）

●辻村みよ子「政治的・公的分野における女性の参画」国際女性の地位協
会編、編集委員山下泰子・辻村みよ子・浅倉むつ子・戒能民江『コンメ
ンタール　女性差別撤廃条約』（尚学社、2010年）19−32頁

●辻村みよ子「東北大学の男女共同参画−現状と課題」平成21年度東北
大学男女共同参画委員会報告書（東北大学、2010年）89−104頁

●辻村みよ子「フランス共和国」初宿・辻村編『新解説　世界憲法集（第二
版）』（三省堂、2010年）223-272頁

●辻村みよ子「憲法問題としてのジェンダー平等と多文化共生―『憲法
とジェンダー』刊行によせて」書斎の窓2010年5月号（2010年）2-6
頁

●辻村みよ子「『人権としての平和』論の再構築―平和主義の『ジェンダー
化戦略』を契機として」浦田一郎他編 [ 山内敏弘先生古稀記念論文集 ]

『立憲平和主義と憲法理論』（法律文化社、2010年）85−103頁
●辻村みよ子「主権論・代表制論」法学教室2010年6月号（2010年）
●辻村みよ子「あとがき」『学術の動向』特集「日本のジェンダー平等の達

成と課題を総点検する」（日本学術会議編）2010年9月号（学術協力財
団、2010年）

●Tsujimura, Miyoko, "A Gendering Strategy for Peace as a 
Human Right: Toward the Construction of an Anti-Military 
Theory" in Iwatake Mikako (ed.), New Perspective from Japan 
and China, Renvall Institute Publications 27 (University of 
Helsinki), pp.51-73, 2011.

●辻村みよ子「『男女共同参画と多文化共生』への法学的アプローチ―『憲
法とジェンダー』の課題をめぐって」昭和女子大学女性文化研究所紀要
38号（2011年）

大西　仁
●Ohnishi, Hitoshi, "Towards Peace and Security in East Asia: 

Focusing on the Transformation of the US-Japan Security 
Treaty Regime after the Change of Power in Japan," Invited 
Lecture, Graduate School of Peace and Security Studies, 
Chungnam National University, Korea, April 22, 2010.

●Ohnishi, Hitoshi, "Opening lecture: The Past, Present and 
Future of Japan," ELyT School Sendai, Japan, October 25, 
2010.

●Ohnishi, Hitoshi, "Beyond the Nation State: Can Japan 
Overcome the Third Major Difficulty in its Modern History?," 
Invited Lecture, Department of Political Science, Yonsei 
University, Korea, November 24, 2010.

水野　紀子
●町野朔・水野紀子・辰井聡子・米村滋人編著『生殖医療と法』（信山社、

2010年）
●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1392号 

（2010年）162-167頁
●水野紀子「非嫡出子の相続分格差をめぐる憲法論の対立」法学セミナー

2010年2月号（2010年）4-5頁
●Mizuno, Noriko, "Parent and Child Relationship in the Japanese 

Civil Code: Regarding Medical Technology for Reproductive 
Treatment," in Japanese Year Book of International Law, 
No.52, pp.387-412, 2010.

●Mizuno, Noriko, "A Comparative Perspective on Japanese 
Family Law," in Journal of Intimate and Public Spheres, Pilot 
Issue, pp.101-107, 2010. 

●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

●水野紀子「児童虐待、配偶者間暴力、離婚」町野朔編『児童虐待の予防と
対応・科学研究費補助金・基盤研究（B）「児童虐待の予防と対応」報告書』

（2010年）184-192頁
●水野紀子「第Ⅴ章　親子関係を巡る裁判例・解題」町野朔・水野紀子・辰

井聡子・米村滋人編著『生殖医療と法』（信山社、2010年）231-234頁
●水野紀子「代理出産による子と卵子および精子の提供者との特別養子

の成立」神戸家裁姫路支部平成20年12月26日審判評釈、私法判例リ
マークス41号（2010年）70-73頁

●水野紀子「離婚の撤回」最高裁昭和34年8月7日判決、松本恒雄・潮見
佳男編『判例プラクティス・民法Ⅲ親族・相続』（2010年）16頁

●水野紀子「仮装離婚の効果」最高裁昭和38年11月28日判決、松本恒雄・
潮見佳男編『判例プラクティス・民法Ⅲ親族・相続』（2010年）17頁

●水野紀子「親権法」中田裕康編『家族法改正―婚姻・親子関係を中心に』
（有斐閣、2010年）

●水野紀子「医療における意思決定と家族の役割―精神障害者の保護者
制度を契機に、民法から考える―」法学（東北大学）74巻6号（2011）
204-236頁

植木　俊哉
●中谷和弘・植木俊哉・河野真理子・森田章夫・山本良『国際法（第2版）』
（有斐閣、2011年）

●植木俊哉「第7章　国際組織法」小寺彰・岩沢雄司・森田章夫編『講義国
際法（第2版）』（有斐閣、2010年）181-206頁

●植木俊哉「国際法協会第74回（2010年）ハーグ（オランダ）大会報告 
18.『国際組織の責任』に関するスタディ・グループ」国際法外交雑誌（国
際法学会）第109巻4号（2010年）

●植木俊哉「国際組織の権限―武力紛争時の核兵器使用の合法性事件
（WHO 諮問）」別冊ジュリスト・国際法判例百選（第2版）（有斐閣、
2011年）

●Ueki, Toshiya, "Japan's Diplomatic Reactions towards the 
Kosovo's Declaration of Independence," in Japanese Annual of 
International Law, Vol. 53, 2011.

芹澤　英明
●芹澤英明・浅香吉幹・田中利彦・小杉丈夫・松本哲治「合衆国裁判所

2008−2009年開廷期重要判例概観（座談会）」アメリカ法2009-no.2
（2010年）223-277頁

●芹澤英明「アーキテクチャ時代のアメリカ情報法の課題」アメリカ法
2010-no.1（2010年）35-52頁

坪野　吉孝
●Kuwahara A, Tsubono Y, et al., "Socioeconomic Status and 

Gastric Cancer Survival in Japan," in Gastric Cancer, Vol.13, 
No.4, pp.222-30, 2010.

●Takachi R, Tsubono Y, et al., "Fruits and Vegetables in Relation 
to Prostate Cancer in Japanese Men: The Japan Public Health 
Center-Based Prospective Study," in Nutr Cancer, Vol.62, No.1, 
pp.30-9, 2010.
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平田　武
●平田武「政治発展と政治体制」東欧史研究（東欧史研究会）32号（2010

年）48-61頁

久保野　恵美子
●久保野恵美子「親子の養育関係」中田裕康編『家族法改正』（有斐閣、

2010年）173-192頁

森田　果
●Morita, Hatsuru, "Can You Live on a Prayer?: An Empirical 

Analysis of a Marriage Market in Japan", in GEMC journal, No. 
4, pp. 86-97, March 2011.

米村　滋人
●米村滋人「『相当程度の可能性』法理の理論と展開」法学（東北大学）74

巻6号（2011年）237-264頁
●米村滋人「ヒトゲノム指針・臨床研究倫理指針・疫学研究倫理指針―基

本概念から見た倫理指針の問題点」青木清＝町野朔編『医科学研究の自
由と規制』（上智大学出版、2011年）

●米村滋人「医科学研究におけるインフォームド・コンセントの意義と
役割」青木清＝町野朔編『医科学研究の自由と規制』（上智大学出版、
2011年）

嵩　さやか
●嵩さやか「フランスの高齢者所得保障制度と日本への示唆」年金と経済
（年金シニアプラン総合研究機構）29巻3号（通号115号）（2010年）
11-17頁

滝澤　紗矢子
●滝澤紗矢子「専売制における公正競争阻害性」経済法判例・審決百選（別

冊ジュリスト）199号（2010年）142-143頁

生田　久美子
●生田久美子「『ケアリング』としての『学び』」佐伯胖監修　渡部信一編
『「学び」の認知科学事典』（大修館書店、2010年）81-94頁

●生田久美子「わざの習得」、海保博之・松原望（監修）、竹村和久・北
村英哉・住吉チカ編『感情と思考の科学事典』（朝倉書店、2010年）
264-265頁

吉田　浩
●吉田浩「玩具福祉プログラムの効果について」『玩具福祉の理論と実践』
（玩具福祉協会10周年記念誌）（2010年）15-23頁

●吉田浩「社会保障の選択のために国民に示すべき情報 - 世代会計の視
点から -」生活経済学研究、第32巻

●吉田浩「検査報告などに関する財務上の是正改善効果（21年度試算）に
対するコメント」会計検査研究、第43号（2010年）125-131頁

●Yoshida, Hiroshi, "An Economic Analysis of Japanese Aging," 
Workshop at the National Cheng Kung University, Taiwan, 17 
November, 2010.

田中　重人
●田中重人「親と死別したとき : 子ども役割の喪失」現代日本人の家族（有

斐閣、2009年）93-102頁 
●田中重人「NFRJ08 標本抽出と調査実施」家族社会学研究 （日本家族社

会学会）21巻（2009年）208-213頁
●田中重人「女性の経済的不利益と家族 : 分配的正義におけるミクロ・マ

クロ問題」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）99-118頁

●Tanaka, S igeto, "The family and women's economic 
disadvantage: a micro-macro problem for distributive justice," 
in Tsujimura Miyoko and Mari Osawa eds., Gender Equality in 
Multicultural Societies: Gender, Diversity, and Conviviality in 
the Age of Globalization (GCOE Project Research Book Series) 
Tohoku University Press, pp.215-234, 2010.

大沢　真理
●大沢真理『いまこそ考えたい　生活保障のしくみ』岩波ブックレット

No. 790（2010年）71頁
●神野直彦・大沢真理「まえがき」，現代生協論編集委員会編『現代生協論

の探求　新たなステップをめざして』（コープ出版、2010年）3-11頁
●大沢真理「生活保障システムの再構築と生活の協同」，現代生協論編集

委員会編『現代生協論の探求　新たなステップをめざして』（コープ出
版、2010年）19-43頁

●Osawa, Mari, "Introduction: Income Inequality, Social Exclusion 
and Redistribution," Social Science Japan Journal, Vol. 13, No. 
1, pp. 1-3, 2010.

●Osawa, Mari, "Reconstructing the Livelihood Security System 
through Co-operation," The Consumer Co-operative Institute 
of Japan (ed.), Toward Contemporary Co-operative Studies: 
Perspectives from Japan's Consumer Co-ops, Tokyo: Consumer 
Co-operative Institute of Japan, pp. 184-206, 2010.

佐藤　博樹
●佐藤博樹・武石恵美子『職場のワーク・ライフ・バランス』（日本経済新

聞出版社、2010年）
●佐藤博樹・永井暁子・三輪哲編著『結婚の壁：非婚・晩婚の構造』（勁草

書房、2010年）
●佐藤博樹・武石恵美子編著『ワーク・ライフ・バランスと働き方改革』（勁

草書房、2011年）

不破　麻紀子
●Fuwa, Makiko, "Child-related Employment Intermittence and 

Housework: USA, Sweden, and Japan," in Social Science Japan 
Newsletter 44, 2011.

●不破麻紀子「第4章：同棲経験者の結婚意欲」佐藤博樹・永井暁子・三輪
哲編『結婚の壁―非婚・晩婚の構造』（勁草書房、2010年）77-96頁

●不破麻紀子・筒井淳也「家事分担に対する不公平感の国際比較分析」『家
族社会学研究』22巻1号（2010年）52-63頁

水町　勇一郎
●鶴光太郎・樋口美雄・水町勇一郎編著『労働時間改革―日本の働き方を

いかに変えるか』（日本評論社、2010年）
●水町勇一郎『労働法〔第3版〕』（有斐閣、2010年）
●水町勇一郎「『上からの命令』『多数者による決定』から『現場・少数者の

意見の反映・尊重』へ―『労働法改革』のための議論のポイント」労働法
律旬報（旬報社）1724号（2010年）54-59頁

●Mizumachi, Yuichiro, "Jurisprudence sur le licenciement pour 
raison économique: prudence des juges ou des acteurs?," in 
Revue de droit du travail, Dalloz, No.10, pp.607-609, 2010.

●水町勇一郎「うつ病により休職している労働者の解雇と使用者の責任
―東芝（うつ病・解雇）事件・東京地判平成20・4・22労判965号5頁」
季刊労働法（労働開発研究会）229号（2010年）124-130頁

●水町勇一郎「労働者のうつ病自殺と業務起因性判断―国・福岡東労基
署長（粕屋農協）事件・福岡高裁平成21年5月19日判決」ジュリスト
1413号（2010年）123-126頁
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　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

学生の募集などを適宜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。

また、来年度からはより利用しやすいホームページへとリ

ニューアルします。URLは上記の通りです。

ホームページ http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/5
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　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

学生の募集などを適宜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。

また、来年度からはより利用しやすいホームページへとリ

ニューアルします。URLは上記の通りです。

ホームページ http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/5
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連　携

国際連携

清華大学

　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。これまで清華大学からは共同博士課
程に参加する7人の博士課程の学生を東北大学
に受け入れており、2011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。

2010年10月荻セミナーで発表する清華大学のCNDC学生

シェフィールド大学

　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、これまで5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2011年度には、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。

2009年10月荻セミナーで発表するシェフィールド大学のCNDC学生

エコル・ノルマル・シュペリュール・
リヨン校（ENS-Lyon）

　ENS-Lyon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-Lyon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。

　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
校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。

オタワ大学

　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）も開始し
ています。

国民大学校

コロンビア大学
「女性とジェンダー」研究所

　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。

リュミエール・リヨン第2大学

　リュミエール・リヨン第2 大学は、フランスを代表する
人文・社会科学系の大学で、フランスにおける東アジア
研究の中心的存在でもあります。本GCOEは、リュミ
エール・リヨン第2大学との間で2009年度から「共同博
士課程」（CNDC）を開始し、これまで3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2011年4
月に、さらに1名が加わることになっています。 2010年10月荻セミナーで発表するリュミエール・リヨン第2大学

のCNDC学生

2009年12月大西仁教授（中央右）と戸澤英典教授（右）が国民大学
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

2008 年 3 月 ENS-LSH（現 ENS-Lyon）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8月GOCE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
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連　携

国際連携

清華大学

　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。これまで清華大学からは共同博士課
程に参加する7人の博士課程の学生を東北大学
に受け入れており、2011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。

2010年10月荻セミナーで発表する清華大学のCNDC学生

シェフィールド大学

　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、これまで5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2011年度には、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。

2009年10月荻セミナーで発表するシェフィールド大学のCNDC学生

エコル・ノルマル・シュペリュール・
リヨン校（ENS-Lyon）

　ENS-Lyon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-Lyon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。

　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
校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。

オタワ大学

　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）も開始し
ています。

国民大学校

コロンビア大学
「女性とジェンダー」研究所

　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。

リュミエール・リヨン第2大学

　リュミエール・リヨン第2 大学は、フランスを代表する
人文・社会科学系の大学で、フランスにおける東アジア
研究の中心的存在でもあります。本GCOEは、リュミ
エール・リヨン第2大学との間で2009年度から「共同博
士課程」（CNDC）を開始し、これまで3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2011年4
月に、さらに1名が加わることになっています。 2010年10月荻セミナーで発表するリュミエール・リヨン第2大学

のCNDC学生

2009年12月大西仁教授（中央右）と戸澤英典教授（右）が国民大学
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

2008年3月ENS-LSH（現ENS-Lyon）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8月GOCE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
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連　携

延世（ヨンセイ）大学校

　延世大学校は韓国随一の名門私立大学です。
本GCOEは、2010年11月に同大学校政治学科
で共同セミナーを開催したのを皮切りに共同研
究を展開しています。又、2010年度に「共同博
士課程」（CNDC）の協定も締結し、2011年度
から同課程への学生の入学が見込まれます。

ソウル大学校

　ソウル大学校は韓国を代表する国立大学で
す。本GCOEは、これまで同大学校国際大学院
と研究協力を進めてきましたが、2010年度には
共同博士課程（CNDC）の協定も結び、2011年
度から学生の入学が予定されています。

2011年1月ソウル大学校国際大学院院長白珍鉉教授（左）と
芹澤英明研究科長（右）が、「共同博士課程」の協定を締結

　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。

　社研の研究活動の柱は次の3つです。
（１）全所的プロジェクト研究をはじめとする学際

的な共同研究の推進
（２）データアーカイブと図書室を中心とした研究

インフラの構築
（３）社会や国民と共に「知の共創」を目指す調査

の実施

（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。近年のテー
マは、「地域主義比較」、「希望学」（希望の社会科
学）などです。2010年4月から「ガバナンスを問
い直す」（研究リーダー：大沢真理教授）を発足さ
せました。このプロジェクトは、①市場・企業（企業
ガバナンス）、②生活保障システム（福祉ガバナン
ス）、③地方自治（ローカル・ガバナンス）の3つの
研究分科会からなり、所内の教員、9名の非常勤

講師、そして多数の外部の研究協力者から構成
されています。
　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、グ
ローバルCOEはじめ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。
（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、
2010年度には1300のデータセットを公開して
います。
（３）社研は、研究成果を単に社会還元するにとど
まらず、社会や国民と共に「知の共創」を目指すよ
うな＜調査の実施＞をおこなっています。特定の
課題を掲げた企業調査や工場調査が、社研の発

東京大学社会科学研究所との連携

中国社会科学院

　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。同院の法学研究所と政治学研究所
との間で本GCOEは、「共同博士課程」（CNDC）
を行っており、これまで2名の博士課程の学生が
東北大学に派遣されています。

　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
花女子大学での講演など、研究・教育上の交流を行いました。

2010年10月荻セミナーで発表する中国社会科学院のCNDC学生

梨花女子大学校法科大学
ジェンダー法学研究所

2009年11月梨花大学に招かれて、講演を行う辻村みよ子教授
（中央）（左は金善旭教授）

2010年11月延世大学校政治外交学科研究科長李年鎬教授（左２
人目）と大西仁教授（左3人目）が、「共同博士課程」の協定を締結
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延世（ヨンセイ）大学校

　延世大学校は韓国随一の名門私立大学です。
本GCOEは、2010年11月に同大学校政治学科
で共同セミナーを開催したのを皮切りに共同研
究を展開しています。又、2010年度に「共同博
士課程」（CNDC）の協定も締結し、2011年度
から同課程への学生の入学が見込まれます。

ソウル大学校

　ソウル大学校は韓国を代表する国立大学で
す。本GCOEは、これまで同大学校国際大学院
と研究協力を進めてきましたが、2010年度には
共同博士課程（CNDC）の協定も結び、2011年
度から学生の入学が予定されています。

2011年1月ソウル大学校国際大学院院長白珍鉉教授（左）と
芹澤英明研究科長（右）が、「共同博士課程」の協定を締結

　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。

　社研の研究活動の柱は次の3つです。
（１）全所的プロジェクト研究をはじめとする学際

的な共同研究の推進
（２）データアーカイブと図書室を中心とした研究

インフラの構築
（３）社会や国民と共に「知の共創」を目指す調査

の実施

（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。近年のテー
マは、「地域主義比較」、「希望学」（希望の社会科
学）などです。2010年4月から「ガバナンスを問
い直す」（研究リーダー：大沢真理教授）を発足さ
せました。このプロジェクトは、①市場・企業（企業
ガバナンス）、②生活保障システム（福祉ガバナン
ス）、③地方自治（ローカル・ガバナンス）の3つの
研究分科会からなり、所内の教員、9名の非常勤

講師、そして多数の外部の研究協力者から構成
されています。
　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、グ
ローバルCOEはじめ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。
（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、
2010年度には1300のデータセットを公開して
います。
（３）社研は、研究成果を単に社会還元するにとど
まらず、社会や国民と共に「知の共創」を目指すよ
うな＜調査の実施＞をおこなっています。特定の
課題を掲げた企業調査や工場調査が、社研の発

東京大学社会科学研究所との連携

中国社会科学院

　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。同院の法学研究所と政治学研究所
との間で本GCOEは、「共同博士課程」（CNDC）
を行っており、これまで2名の博士課程の学生が
東北大学に派遣されています。

　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
花女子大学での講演など、研究・教育上の交流を行いました。

2010年10月荻セミナーで発表する中国社会科学院のCNDC学生

梨花女子大学校法科大学
ジェンダー法学研究所

2009年11月梨花大学に招かれて、講演を行う辻村みよ子教授
（中央）（左は金善旭教授）

2010年11月延世大学校政治外交学科研究科長李年鎬教授（左２
人目）と大西仁教授（左3人目）が、「共同博士課程」の協定を締結
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研究センター
（片平）との
連携

　本センターは、2010年７月片平キャンパス内エクステンション教育研究棟竣工に伴い、その1階に移設さ
れました。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」プログラムの研究教
育活動拠点であるとともに、図書・資料センター、国際連携推進室、若手研究者の研究室等として機能して
います。今後は、東北大学の男女共同参画施策
のシンクタンクとしても重要な役割を果たすと
ともに、学生や市民のみなさんにも広く公開す
ることで社会貢献の一翼を担えることを期待し
ています。
　なお、本センターはグローバルCOE採択に伴
い、東北大学法学研究科「ジェンダー法・政策研
究センター」（21世紀COE研究センター）を改
称したもので、旧センター（片平5号棟1階）は本
センターの分室となっています。

　事業推進担当者、研究教育協力者、COEフェ
ロー、RA（COE）、学内教員、院生・学生、その他セ
ンターが認めた者

足以来現在に至るまで切れ目なく続いており、現
在は、大きく3つの調査を並行して実施していま
す。具体的には、①釜石市（全所的プロジェクトの
希望学）、福井県（近未来課題解決型事業）に代
表される＜地域密着の調査＞、②若者と壮年の
「働き方とライフスタイルの変化」に関する大規
模な＜パネル調査＞、③中国、韓国、東南アジアな
どで実施している＜現地調査＞（農村調査、産業
集積調査、大メコン圏開発など）の3 つが、主な
活動となっています。
　以上の３つの柱にくわえて、社研は研究・教育
活動の国際化の推進と、若手研究者のキャリア
確立の10年間支援を、重要なミッションとしてい
ます。国際化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
月から社会科学学術文献引用索引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１年に５人から７人を招
聘しています。客員教授は個人の研究だけでな
く、グローバルCOE事業などに協力しています。
社研はまた、海外の研究機関の博士課程以上に
在籍する研究者を「客員研究員」として受け入れ
ています。グローバルのCNDC(クロス・ナショナ
ル・ドクトラル・コース)の学生も、客員研究員に
準ずる待遇のGCOE研究員として受け入れ、東
京大学をはじめ首都圏での研究活動の拠点とし
て共同研究室を提供しています。
　いっぽうキャリア10年間というのは、若手の研
究職志望者が大学院をへて恒久的な研究職につ
くまでの期間をさし、25歳から34歳くらいまで
の10年間と重なります。社研では、各種の活動単
位ごとに積極的に若手研究者を採用し、仕事に必
要なノウハウや知識を身に付けてもらっていま
す。若手を単なる「知的労働者」として扱うのでは
なく、次世代の研究を担う人材と位置づけ、研究
報告の機会を作ると同時に、彼らの研究テーマや
業績をホームページに積極的にアップロードし
て、就職活動の支援を行っています。

ジェンダー平等と多文化共生研究センター

センターの利用規定

利用資格について

　ジェンダー平等と多文化共生に関する図書を
約7,500冊所蔵しております。

蔵書冊数

　センター内の図書は開架方式となっておりま
すので、自由に閲覧できます。貸出については、セ
ンターの担当者にご相談下さい。

閲覧・貸出について

月曜日～金曜日：9:00～17:00
利用できない日：
（1）土・日曜日、国民の祝日・休日
（2）年末年始
（3）労使協定（法学研究科等事業場）による
　　計画的年休期間

利用時間について

社会科学研究所の「３つの柱」と２つのミッション

全所的プロジェクト
近未来事業・新しい雇用
グローバルCOE連携事業
ワークライフバランス
現代中国研究拠点

①地域密着の調査
（釜石市調査、福井県調査）

②継続的なパネル調査
（働き方とライフスタイルの
変化に関する調査）

①日本で最大規模の
データアーカイブの運営
②現代日本社会、世界に
関する社会科学的文献の
収集

学際的な
共同研究

研究
インフラの構築

＊社会科学の
総合知の追求

＊知の基盤強化

調査の実施
＊知の社会還元から
知の共創へ

研究活動の
国際化の推進

①発信機能：英文による情報発信
　（SSJJ, SSJ Newsletter, SSJ Forum）
②受入れ機能：ネットワーク化
　（外国人客員教授、客員研究員）

キャリア確立の
１０年間支援

①法学政治学、経済学、教育学、
　ロースクール、公共政策大学院
②全所的プロジェクト、
　二次分析研究会などを通じた
　若手研究者の育成 センターが入っている建物

センターの入口

センターの内部
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研究センター
（片平）との
連携

　本センターは、2010年７月片平キャンパス内エクステンション教育研究棟竣工に伴い、その1階に移設さ
れました。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」プログラムの研究教
育活動拠点であるとともに、図書・資料センター、国際連携推進室、若手研究者の研究室等として機能して
います。今後は、東北大学の男女共同参画施策
のシンクタンクとしても重要な役割を果たすと
ともに、学生や市民のみなさんにも広く公開す
ることで社会貢献の一翼を担えることを期待し
ています。
　なお、本センターはグローバルCOE採択に伴
い、東北大学法学研究科「ジェンダー法・政策研
究センター」（21世紀COE研究センター）を改
称したもので、旧センター（片平5号棟1階）は本
センターの分室となっています。

　事業推進担当者、研究教育協力者、COEフェ
ロー、RA（COE）、学内教員、院生・学生、その他セ
ンターが認めた者

足以来現在に至るまで切れ目なく続いており、現
在は、大きく3つの調査を並行して実施していま
す。具体的には、①釜石市（全所的プロジェクトの
希望学）、福井県（近未来課題解決型事業）に代
表される＜地域密着の調査＞、②若者と壮年の
「働き方とライフスタイルの変化」に関する大規
模な＜パネル調査＞、③中国、韓国、東南アジアな
どで実施している＜現地調査＞（農村調査、産業
集積調査、大メコン圏開発など）の3 つが、主な
活動となっています。
　以上の３つの柱にくわえて、社研は研究・教育
活動の国際化の推進と、若手研究者のキャリア
確立の10年間支援を、重要なミッションとしてい
ます。国際化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
月から社会科学学術文献引用索引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１年に５人から７人を招
聘しています。客員教授は個人の研究だけでな
く、グローバルCOE事業などに協力しています。
社研はまた、海外の研究機関の博士課程以上に
在籍する研究者を「客員研究員」として受け入れ
ています。グローバルのCNDC(クロス・ナショナ
ル・ドクトラル・コース)の学生も、客員研究員に
準ずる待遇のGCOE研究員として受け入れ、東
京大学をはじめ首都圏での研究活動の拠点とし
て共同研究室を提供しています。
　いっぽうキャリア10年間というのは、若手の研
究職志望者が大学院をへて恒久的な研究職につ
くまでの期間をさし、25歳から34歳くらいまで
の10年間と重なります。社研では、各種の活動単
位ごとに積極的に若手研究者を採用し、仕事に必
要なノウハウや知識を身に付けてもらっていま
す。若手を単なる「知的労働者」として扱うのでは
なく、次世代の研究を担う人材と位置づけ、研究
報告の機会を作ると同時に、彼らの研究テーマや
業績をホームページに積極的にアップロードし
て、就職活動の支援を行っています。

ジェンダー平等と多文化共生研究センター

センターの利用規定

利用資格について

　ジェンダー平等と多文化共生に関する図書を
約7,500冊所蔵しております。

蔵書冊数

　センター内の図書は開架方式となっておりま
すので、自由に閲覧できます。貸出については、セ
ンターの担当者にご相談下さい。

閲覧・貸出について

月曜日～金曜日：9:00～17:00
利用できない日：
（1）土・日曜日、国民の祝日・休日
（2）年末年始
（3）労使協定（法学研究科等事業場）による
　　計画的年休期間

利用時間について

社会科学研究所の「３つの柱」と２つのミッション

全所的プロジェクト
近未来事業・新しい雇用
グローバルCOE連携事業
ワークライフバランス
現代中国研究拠点

①地域密着の調査
（釜石市調査、福井県調査）

②継続的なパネル調査
（働き方とライフスタイルの
変化に関する調査）

①日本で最大規模の
データアーカイブの運営
②現代日本社会、世界に
関する社会科学的文献の
収集

学際的な
共同研究

研究
インフラの構築

＊社会科学の
総合知の追求

＊知の基盤強化

調査の実施
＊知の社会還元から
知の共創へ

研究活動の
国際化の推進

①発信機能：英文による情報発信
　（SSJJ, SSJ Newsletter, SSJ Forum）
②受入れ機能：ネットワーク化
　（外国人客員教授、客員研究員）

キャリア確立の
１０年間支援

①法学政治学、経済学、教育学、
　ロースクール、公共政策大学院
②全所的プロジェクト、
　二次分析研究会などを通じた
　若手研究者の育成 センターが入っている建物

センターの入口

センターの内部
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藤田宙靖：元最高裁判所判事、東北大学名誉教授（2010年7月27日来訪）
尾崎久仁子：国際刑事裁判所裁判官、外務省参与（同上）
N.KARDAM：米国モントレー国際問題研究所教授（2010年10月17日来訪）
H.S.MOINIFAR：テヘラン大学助教授（同上）
残間里江子：評論家、コメンテーター、ライフデザイン、文芸作家（2010年11月15日来訪）
岡島敦子：内閣府男女共同参画局局長（2010年12月19日来訪）
江原由美子：首都大学東京理事・副学長、日本学術会議会員（同上）

センター長：辻村みよ子（ＧＣＯＥ拠点リーダー・東北大学大学院法学研究科教授）
副センター長：大西仁・水野紀子（ＧＣＯE拠点サブリーダー・東北大学大学院法学研究科教授）
マネージャー：三隅多恵子（研究企画マネージャー）・石川暁子（国際展開マネージャー）
図 書 担 当：横山志香（ＧＣＯＥ事務員）
研 究 員：李善姫・中村文子（東北大学国際高等研究教育機構助教）
　　　　　　王冷然（特任フェロー）、中根一貴・堀見裕樹（フェロー）

住所：〒980－8577　宮城県仙台市青葉区片平2－1－1　東北大学片平キャンパス内　エクステンション教育研究棟1階
電話：022－217－6251（54）　FAX：022－217－6252
E-mail：gemc@law.tohoku.ac.jp　ホームページ：http://www.law.tohoku.ac.jp/gemc/

主な来訪者

センター員・連絡先

活動日誌
Ⅵ井上総長（左）、植木理事（左2人目）視察 右から甲野理事、岡島局長、江原教授、辻村センター長

残間里江子氏（左）

尾崎国際刑事裁判所裁判官
（左2人目）

藤田元最高裁判事（右）
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センターの内部センターの全景

藤田宙靖：元最高裁判所判事、東北大学名誉教授（2010年7月27日来訪）
尾崎久仁子：国際刑事裁判所裁判官、外務省参与（同上）
N.KARDAM：米国モントレー国際問題研究所教授（2010年10月17日来訪）
H.S.MOINIFAR：テヘラン大学助教授（同上）
残間里江子：評論家、コメンテーター、ライフデザイン、文芸作家（2010年11月15日来訪）
岡島敦子：内閣府男女共同参画局局長（2010年12月19日来訪）
江原由美子：首都大学東京理事・副学長、日本学術会議会員（同上）

センター長：辻村みよ子（ＧＣＯＥ拠点リーダー・東北大学法学研究科教授）
副センター長：大西仁・水野紀子（ＧＣＯE拠点サブリーダー・東北大学法学研究科教授）
マネージャー：三隅多恵子（研究企画マネージャー）・石川暁子（国際展開マネージャー）
図 書 担 当：横山志香（ＧＣＯＥ事務員）
研 究 員：李善姫・中村文子（東北大学国際高等研究教育機構助教）
　　　　　　王冷然（特任フェロー）、中根貴文・堀見裕樹（フェロー）

住所：〒980－8577　宮城県仙台市青葉区片平2－1－1　東北大学片平キャンパス内　エクステンション教育研究棟1階
電話：022－217－6251（54）　FAX：022－217－6252
E-mail：gemc@law.tohoku.ac.jp　ホームページ：http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe

主な来訪者

センター員・連絡先

活動日誌
Ⅵ井上総長（左）、植木理事（左2人目）視察 右から甲野理事、岡島局長、江原教授、辻村センター長

残間里江子氏（左）

尾崎国際裁判官（左2人目）、
植木理事

藤田元最高裁判事（右）
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G C O E 研 究 会・行 事 日 程 一 覧
日　程 セ ミ ナ ー ・ 研 究 会 等

2010

1 4/8（木） 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

2 4/9（金）
〜4/10（土）

桜セミナー 2010
（35〜36ページ参照）

3 4/15（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「機会の喪失論の現状と課題」
報告者：中原 太郎（東北大学・准教授）

4 5/12（水） GCOE第16回月例研究会
"Can You Live on a Prayer?: An Empirical Analysis of a Marriage Market in Japan"
報告者：森田 果（東北大学・准教授）

5 5/20（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「無償貸借契約の債務不履行事例」
報告者：山崎 暁彦（福島大学・准教授）

6 5/25（火） 第2回昭和女子大学女性文化研究賞贈呈式・受賞者記念講演会
受賞本：「憲法とジェンダー―男女共同参画と多文化共生への展望―」
受賞者：辻村 みよ子（東北大学・教授）

7 5/27（木） 東北大学GCOE後援　公開講演会
「第五共和制下におけるフランスのライシテ（非宗教性）の変遷（1958年〜2010年）」
報告者：Jean BAUBÉROT（フランス国立高等研究院［EPHE］名誉院長）

8 6/2（水） GCOE第17回月例研究会
「環境税の法的問題」
報告者：中原 茂樹（東北大学・教授）

9 6/5（土）
〜6/6（日）

国際ワークショップ
“Power, Political Participation and Gender: Quota System and Its Meaning”
（人間文化研究機構プログラム　東京外国語大学　現代インド地域研究拠点（現代インド研究
センター）主催）

10 6/17（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「親権法の課題―比較法的スケッチ―」
報告者：久保野 恵美子（東北大学・准教授）

11 7/3（土）
〜7/4（日）

GCOE研究会（日本家族社会学会全国家族調査委員会共催）
「全国家族調査」分析結果報告会
全国家族調査データによる計量分析研究成果報告とディスカッション

12 7/7（水） GCOE第18回月例研究会
「2000年代の経済社会政策―社会的排除／包摂の視角から検証するEUと日本」
報告者：大沢 真理（東京大学・教授）

13 7/8（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「訴訟における損害賠償額の確定に関する一考察―ドイツ民事訴訟法287条を手がかりとして」
報告者：内海 博俊（東北大学・准教授）
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日　程 セ ミ ナ ー ・ 研 究 会 等

14 7/18（日） GCOE研究会（ジェンダー法学会共催）
「労働とジェンダー」
1. 「同一価値労働同一賃金原則」
2. 「男女雇用均等法・総論」
3. 「雇用形態と均等処遇」
4. 「労働政治とジェンダー・ポリティックス」
報告者：
1. 林 弘子（福岡大学・教授）
2. 今野 久子（弁護士、早稲田大学・教授）
3. 川田 知子（亜細亜大学・教授）
4. 三浦 まり（上智大学・准教授）

15 7/25（日） 日本学術会議・東北大学主催市民公開シンポジウム
「市民社会のなかの人文・社会科学―市民との対話―PART2」
（日本学術会議第１部･東北大学主催､文学研究科GCOE共催、（財）日本学術協力財団後援）

16 8/15（日） 女性と子どもの被害に関する国際ミニセミナー
（科研費基盤（B）「女性と子どもの被害に関する総合的研究」主催）
（41ページ参照）

17 8/20（金） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「マクニール関係契約理論の背景、意義、社会的実践と日本民法学」
報告者：吉田 邦彦（北海道大学・教授）

18 9/1（水） GCOE第19回月例研究会
「多文化共生の経済利得―国際的人的交流と共存社会の実証分析―」
報告者：吉田 浩（東北大学・教授）

19 9/18（土） GCOE研究会「多文化共生社会におけるジェンダー平等」プロジェクト研究会
（日本アメリカ文学会東北支部・東北アメリカ学会後援）
「宗教における活動主体と服従主体としての女性――プロテスタント・アメリカ、1650年〜1850年」
報告者：David D. Hall（ハーヴァード大学・教授）

20 10/5（火） 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

21 10/14（木）
〜10/17（日）

萩セミナー 2010
（37〜39ページ参照）

22 10/18（月） 「東北大学イノベーションフェア2010 in 仙台」

23 10/28（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「民法ガクガクガク・・・」
報告者：小粥 太郎（東北大学・教授）

24 10/30（土） 国際共同ワークショップ（第4回日中海洋法ワークショップ）
「グローバル化時代の東アジアにおける海洋法、海洋政策と多文化共生」
（40ページ参照）
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日　程 セ ミ ナ ー ・ 研 究 会 等

25 10/31（日） GCOE研究会（ジェンダー法学会共催）
「男女共同参画政策の現状と課題」
1. 「男女共同参画政策の総括的検討」
2. 「女性に対する暴力」
3. 「男女共同参画政策とCEDAW勧告」
4. 「ポジティブ･アクション」
報告者：
1. 伊藤 公雄（京都大学・教授）
2. 柳本 祐加子（中京大学・教授）
3. 伊藤 和子（弁護士）
4. 彼谷 環（富山国際大学・准教授）

26 11/10（水） GCOE第20回月例研究会
"From A Civilian Power to A Humanitarian Power?: State Identities, Constitutive 
Norms and Japan’s Overseas Dispatches of Troops"
報告者：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）

27 11/13（土） Eva KITTAY講演会（ジェンダー法学会・比較家族史学会共催）
「ケアの倫理からグローバルな正義論へ」
報告者：Eva KITTAY（ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校・教授）

28 11/16（火） GCOE研究会（ジェンダー法学会東北支部共催）
「日本における同一価値労働同一賃金原則の実施システム」
報告者：森 ます美（昭和女子大学・教授）

29 11/18（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「中国の新しい不法行為について」
報告者：王 冷然（東北大学・GCOE特任フェロー）

30 12/1（水） GCOE第21回月例研究会
「『同一労働同一賃金原則』は幻想か?―正規・非正規労働者間の格差を是正する法原則のあり方
について」
報告者：水町 勇一郎（東京大学・教授）

31 12/2（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「フランスにおける信託的な贈与・遺贈の現代的展開」
報告者：足立 公志朗（福島大学・准教授）

32 12/5（日） 常磐大学国際被害者学研究所第5回国際シンポジウム
「性犯罪被害者のために法制度はどうあるべきか」

33 12/10（金） 博士論文共同審査会
発表者：Pauline CHERRIER（東北大学・CNDC学生、リヨン第2大学・博士後期課程）

34 12/19（日） 第9回東北大学男女共同参画シンポジウム
（東北大学・東北大学男女共同参画委員会主催）
「男女共同参画政策と大学の使命」
「男女共同参画への学術的アプローチ（日本学術会議のアンケートより）」
報告者：江原 由美子（首都大学東京・教授） 他
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日　程 セ ミ ナ ー ・ 研 究 会 等

2011

35 1/19（水） GCOE第22回月例研究会
"Managing National Diversity in Japan, Canada and Quebec:Citizenship Discourses, 
Nation-Building Policies and Political Belonging in Comparative Perspective"
報告者：Jackie F. STEELE（東北大学・日本学術振興会外国人特別研究員）

36 1/27（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「ABLにおける現状と課題」
報告者：丹羽 浩之（東北大学・大学院修士）

37 1/31（月）
〜2/1（火）

シドニー大学・ニューサウスウェールズ大学での連携打合せ
（1/31・2/1）シドニー大学国際交流室、法学研究科
（1/31）ニューサウスウェールズ大学
出席者：辻村 みよ子（東北大学・教授）

38 2/16（水） GCOE第23回月例研究会
"The Family, Marriage, and Gender Inequality: Quantitative Analysis of Economic 
Situation after Divorce"
報告者：田中 重人（東北大学・准教授）

39 2/17（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「私立学校の教育内容の変更と不法行為の成否」
報告者：小笠原 奈菜（山形大学・講師）

40 2/21（月） GCOE研究会
「トラウマ、記憶、そして市民社会について」
報告者：徐 禎敏（延世大学校・副教授）

41 3/1（火） GCOE研究会
「犯罪被害者の心理と刑事手続」
報告者：小西 聖子（武蔵野大学・教授）

42 3/2（水） 日本学術会議講演会（日本学術会議主催、文部科学省後援）
「学術における男女共同参画推進の加速化に向けて－アンケート調査結果の分析をてがかりに－」
報告者：
鹿島 敬（実践女子大学・教授）
江原 由美子（首都大学東京・教授） 他

43 3/2（水） GCOE第24回月例研究会
「北欧の刑事政策―フィンランドと日本の比較―」
報告者：齋藤 実（東京弁護士会・弁護士、國學院大學・兼任講師）

44 3/3（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「契約の成立とコーズ」
報告者：竹中 悟人（学習院大学・准教授）

45 3/5（土） 国際女性記念デーシンポジウム
（GDRE-MAGE-CNRS、国際移動とジェンダー研究会［IMAGE］、日仏会館フランス事務所、研
究センターUMIFRE 19、日仏女性研究学会共催、科学研究費補助金［基盤研究A］「仏伊独にお
ける移住家事・介護労働者」、フランス大学学院［IUF］協賛）

「ケア、国際移民、ジェンダー――日仏対話」
報告者：伊藤 るり（一橋大学・教授） 他
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委員会スケジュール

2010.  4/  7（水）第31回執行委員会

2010.  5/19（水）第32回執行委員会

2010.  6/16（水）第33回執行委員会

2010.  7/21（水）第34回執行委員会

2010.  9/  8（水）第35回執行委員会

2010. 11/17（水）第36回執行委員会

2011.  1/19（水）第37回執行委員会

2011.  3/  4（金）第38回執行委員会

執行委員会

2010.  4/  7（水）第14回運営委員会

2010.  6/16（水）第15回運営委員会

2010.  9/  8（水）第16回運営委員会

2010. 11/17（水）第17回運営委員会

2011.  1/19（水）第18回運営委員会

2011.  3/ 4（金）第19回運営委員会

運営委員会
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日　程 セ ミ ナ ー ・ 研 究 会 等

46 3/8（火） 国際女性デー記念シンポジウム
（上智大学グローバル・コンサーン主催、お茶の水女子大学ジェンダー研究センター協賛）
「世界118位の現実：クオータ制は突破口となるか」
基調講演
「国際女性デー記念の講演と討論クオータ制をめぐって」
報告者：辻村 みよ子（東北大学・教授）
発言者：橋本 ヒロ子（十文字学園女子大学・教授） 他

47 3/10（木） GCOE研究会（民法研究会と共催）
「衛星ナビゲーションシステムの不具合に伴う民事責任」
報告者：小塚 荘一郎（学習院大学・教授）

48 3/14（月） 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）
「北東アジア国際政治の変容」
報告者：
1. 池上 雅子（ストックホルム大学・教授、アジア太平洋研究所[CPAS]前所長）
2. 南 基正（ソウル大学校・副教授）

49 3/14（月） GCOE研究会
（民法研究会、法学研究科附属法政実務教育研究センター共催）
"Development of Chinese Contract Law from a Historical
and Comparative Perspective"
報告者：韓 世遠（清華大学・教授）

50 3/20（日） GCOE研究会（ジェンダー法学会共催）
「自己決定権とジェンダー」
1. 「自己決定・自己決定権の考え方について」
2. 「同性カップルと親密圏の制度化」
報告者：
1. 廣渡 清吾（専修大学・教授）
2. 齊藤 笑美子（茨城大学・准教授）

FACTBOOK日本文-六.indd   71 11.3.8   9:36:32 PM



日　程

0/0（0） □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□00
「□□□□□□□□□□」
報告者：□□□□□□□□□□（□□□□□□□□□□センター・教授）

セ ミ ナ ー ・ 研 究 会 等

委員会スケジュール

2010.  4/  7（水）第31回執行委員会

2010.  5/19（水）第32回執行委員会

2010.  6/16（水）第33回執行委員会

2010.  7/21（水）第34回執行委員会

2010.  9/  8（水）第35回執行委員会

2010. 11/17（水）第36回執行委員会

2011.  1/19（水）第37回執行委員会

2011.  3/  4（金）第38回執行委員会

執行委員会

2010.  4/  7（水）第14回運営委員会

2010.  6/16（水）第15回運営委員会

2010.  9/  8（水）第16回運営委員会

2010. 11/17（水）第17回運営委員会

2011.  1/19（水）第18回運営委員会

2011.  3/ 4（金）第19回運営委員会

運営委員会
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東北大学の
基本データ

　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。

歴史的背景
（Historical Background）

機構図
(2010年4月 現在)

　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。

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

　東北大学は、建学以来の伝統である「研究第一」

「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。

東北大学の使命
（Mission Statement）

国立大学法人
東北大学

学部（１０）

大学院（１８）

附置研究所（５）

専門職大学院（３）

学内共同教育研究施設等（1２）

特定事業組織（１４）

本部事務機構 

附属図書館（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 

薬学研究科附属
薬用植物園 

工学研究科附属
災害制御研究センター 

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 

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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東北大学の
基本データ

　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。

歴史的背景
（Historical Background）

機構図
(2010年4月 現在)

　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。

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

　東北大学は、建学以来の伝統である「研究第一」

「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。

東北大学の使命
（Mission Statement）

国立大学法人
東北大学

学部（１０）

大学院（１８）

附置研究所（５）

専門職大学院（３）

学内共同教育研究施設等（1２）

特定事業組織（１４）

本部事務機構 

附属図書館（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 

薬学研究科附属
薬用植物園 

工学研究科附属
災害制御研究センター 

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 

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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学術交流協定締結等
（2010年5月現在）

28ヶ国・地域　　144機関

＊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）

大学間協定

＊テヘラン大学  （1999. 8.25）

＊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）

＊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）

＊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）
＊ボゴール農科大学 （2010. 3.23）

＊オークランド大学  （2002.11.15）

ニュージーランド

＊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）

＊シモン・ボリバル大学  （2008. 1. 8）

＊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）

＊シンガポール国立大学
  （2000. 9.16）

＊ウーメオ大学  （1997. 8.18）
＊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）

＊アアルト大学 （2001.11. 5） 
＊オウル大学  （2004. 8. 9）
＊タンペレ工科大学  （2006. 1.31）

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

＊ペンシルバニア州立大学  （1988.11.29）
＊カリフォルニア大学  （1990. 3.15）
　　　バークレー校
　　　デイビス校
　　　アーヴィン校
　　　ロサンゼルス校
　　　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）

＊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）
＊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）

＊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）
＊慶熙大学校  （2010. 3. 5）

＊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）

モンゴル

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

カナダ

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

ロシア

  ベルギー原子力研究センター  （2005. 6.16）

＊スイス連邦工科大学ローザンヌ校 （2000.11.20）
スイス

＊ムハンマド5世大学－アグダル  （2001. 4.30）
モロッコ

＊ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学)  （2004. 6. 2）

ウクライナ

  ローマ大学「ラ・サピエンツァ」  （1990. 9.27）
＊フィレンツェ大学 （2009. 8.21）

イタリア

  ロンドン大学"Imperial College London"  （1988. 5. 4）
  ロンドン大学"The London School of Economics 
  and Political Science"  （1989. 1. 3）
  ロンドン大学"The School of Oriental 
  and African Studies"  （1989. 4.10）
＊ノッチンガム大学  （2001. 5.15）
　ヨーク大学  （2004. 6. 7）
＊シェフィールド大学  （2009. 8.21） 

＊ピエール・マリー・キュリー大学  （1999. 8.19）
＊レンヌ第2大学  （1999.12. 3）
＊グルノーブルコンソーシアム （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）
＊ストラスブール大学　（2000. 3.31）
＊レンヌ第1大学  （2000.12.20）
＊The Global Education for European Engineers 
  and Entrepreneurs （GE4) （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）
＊リヨン第２大学（2009.10.20）
＊コンピエンヌ工科大学（2010. 3.15）

スウェーデン

フィンランド

ベルギー

イギリス

シンガポール

タイ

インド

イラン

  ＊ウィーン大学
    （2010. 2.24）

オーストリア

＊ベトナム国立大学ハノイ校  （2009.7.6）　

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。

ベトナム

ドイツ

フランス

オーストラリア

インドネシア

台湾

ベネズエラ 韓国

中国

アメリカ
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学術交流協定締結等
（2010年5月現在）

28ヶ国・地域　　144機関

＊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）

大学間協定

＊テヘラン大学  （1999. 8.25）

＊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）

＊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）

＊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）
＊ボゴール農科大学 （2010. 3.23）

＊オークランド大学  （2002.11.15）

ニュージーランド

＊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）

＊シモン・ボリバル大学  （2008. 1. 8）

＊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）

＊シンガポール国立大学
  （2000. 9.16）

＊ウーメオ大学  （1997. 8.18）
＊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）

＊アアルト大学 （2001.11. 5） 
＊オウル大学  （2004. 8. 9）
＊タンペレ工科大学  （2006. 1.31）

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

＊ペンシルバニア州立大学  （1988.11.29）
＊カリフォルニア大学  （1990. 3.15）
　　　バークレー校
　　　デイビス校
　　　アーヴィン校
　　　ロサンゼルス校
　　　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）

＊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）
＊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）

＊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）
＊慶熙大学校  （2010. 3. 5）

＊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）

モンゴル

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

カナダ

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

ロシア

  ベルギー原子力研究センター  （2005. 6.16）

＊スイス連邦工科大学ローザンヌ校 （2000.11.20）
スイス

＊ムハンマド5世大学－アグダル  （2001. 4.30）
モロッコ

＊ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学)  （2004. 6. 2）

ウクライナ

  ローマ大学「ラ・サピエンツァ」  （1990. 9.27）
＊フィレンツェ大学 （2009. 8.21）

イタリア

  ロンドン大学"Imperial College London"  （1988. 5. 4）
  ロンドン大学"The London School of Economics 
  and Political Science"  （1989. 1. 3）
  ロンドン大学"The School of Oriental 
  and African Studies"  （1989. 4.10）
＊ノッチンガム大学  （2001. 5.15）
　ヨーク大学  （2004. 6. 7）
＊シェフィールド大学  （2009. 8.21） 

＊ピエール・マリー・キュリー大学  （1999. 8.19）
＊レンヌ第2大学  （1999.12. 3）
＊グルノーブルコンソーシアム （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）
＊ストラスブール大学　（2000. 3.31）
＊レンヌ第1大学  （2000.12.20）
＊The Global Education for European Engineers 
  and Entrepreneurs （GE4) （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）
＊リヨン第２大学（2009.10.20）
＊コンピエンヌ工科大学（2010. 3.15）

スウェーデン

フィンランド

ベルギー

イギリス

シンガポール

タイ

インド

イラン

  ＊ウィーン大学
    （2010. 2.24）

オーストリア

＊ベトナム国立大学ハノイ校  （2009.7.6）　

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

総長

理事

監事

1

5

非常勤 （1）

非常勤 （1）

1

２，８９２

２，９２７

５，８２８

教員

教授（８３２）

准教授（６９２）

講師（１４９）

助教（１，０９３）

助手（１２６）

事務・技術職員　

合計

（２０１０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（博士・後期）

10,967

4,402

2,734

18,133合計

（2010年5月1日現在／単位：人）

（2010年5月1日現在／単位：人）

学部・大学院学生数

学部学生

大学院学生

研究生等

133

965

413

1,511合計

（2010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

合計 1,511人

オセアニア1 0.1%

アフリカ31 2.1％中南米38 2.5%
北米
35 2.3%

ヨーロッパ
101 6.7%

中近東32 2.1%

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

中国
744

韓国
220

その他
309

世界から
見た割合

アジア
での割合

アジア
1,274 84.2％

地　図
Ⅷ
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●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
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大阪大学 12

東京工業大学 9
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合計 1,511人
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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
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厚生施設（川内北キャンパス厚生会館）⑬
川内体育館 ⑮
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【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

センター分室

〒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

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

★
★

★

センター分室

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
キャンパスバス停

北門

東大赤門前バス停
東京大学
本郷

東大赤門前

長泉寺

本郷小

本郷四
郵便局

桜木神社

わだつみのこえ
記念館

旧加賀屋敷
御守殿門（赤門）

本
郷
通
り

本
富
士
警
察
署

本
郷
消
防
署

真砂中央
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）

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

〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1
 東北大学片平キャンパス内
 「エクステンション教育研究棟」１階
TEL 022-217-6251，6254　   FAX 022-217-6252
E-mail：gemc@law.tohoku.ac.jp
http://www.law.tohoku.ac.jp/gemc/

　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。
　東北大学国際交流会館は、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。
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　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20年度・社会科学分野）の

「FACTBOOK 2010」をお届けいたします。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、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研究を進めてきました。その成果は、

2010年度までに、叢書の著者シリーズ4冊、プロジェクト研

究成果シリーズ4冊、GEMC journal 2008、2009、2010な

どによって公表しています。人材育成面では、国際連携機関

である世界の諸大学との間でダブル（ジョイント）・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（CNDC）を実施して成果を上げています。実際

に、シェフィールド大学、ENS-Lyon、リヨン第2大学、清華大

学、中国社会科学院から、2010年10月までに19名の大学

院博士後期課程の学生が入学して、学位論文の執筆や共同

研究に励んでいます。2011年4月には新たに3名のCNDC

学生が入学する予定です。本年度この提携機関に、延世大

学校、ソウル大学校が加わりました（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、東北大学法学研究科「ジェンダー平等と多文化共生

研究センター」（Research Center for Gender Equality and 

Multicultural　Conviviality： 略称GEMC＜ジェムシー＞）は、

2010年7月より東北大学片平キャンパス、エクステンション教

育研究棟1階に移設し、蔵書7,500冊以上を擁する資料セン

ター兼若手研究者の研究拠点として機能しています。今後は

広く一般の利用に供することで、社会貢献の面でも、また東北

大学の男女共同参画施策のシンクタンクとしても重要な研究

センターとして飛躍してゆきたいと念じております（詳細は

64-65頁およびhttp://www.law.tohoku.ac.jp/gemc/を

ご覧ください）。さらに、東京には東京大学連携オフィス、海外

（例えばカナダのオタワ大学）にも海外連携オフィスを設置し

てネットワークを拡大しています。広報ツールも、6ヶ国語の

ホームページ（http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe）を開

設するほか、本誌を活用して、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。
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【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

センター分室

〒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

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

★
★

★

センター分室

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
キャンパスバス停

北門

東大赤門前バス停
東京大学
本郷

東大赤門前

長泉寺

本郷小

本郷四
郵便局

桜木神社

わだつみのこえ
記念館

旧加賀屋敷
御守殿門（赤門）

本
郷
通
り

本
富
士
警
察
署

本
郷
消
防
署

真砂中央
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）

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

〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1
 東北大学片平キャンパス内
 「エクステンション教育研究棟」１階
TEL 022-217-6251，6254　   FAX 022-217-6252
E-mail：gemc@law.tohoku.ac.jp
http://www.law.tohoku.ac.jp/gemc/

　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。
　東北大学国際交流会館は、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。
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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/

http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/
詳細はホームページをご覧ください
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