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CONTENTS

は じ め に
――東北大学グローバルCOEプログラム
「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」
FACTBOOK 2011 刊行にあたって――
2011年3月11日の東日本大震災および福島原発事故

いです。そのほか2011年度までの研究成果は、叢書の著

等により被災され、避難された多くの方々に、心よりお見舞

者シリーズ5冊、プロジェクト研究成果シリーズ7冊でも公

いを申し上げます。また、東北大学も多くの被害を受けまし

表しています
（研究活動の詳細は、33頁以下をご参照くだ

たことから、温かいお見舞いや励ましのお言葉をたくさん

さい）
。

頂戴しました。厚くお礼を申し上げます。

人材育成面では、国際連携機関である世界の諸大学との

東北大学グローバルCOE
「グローバル時代の男女共同

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

参画と多文化共生」
（平成20年度・社会科学分野）
拠点およ

としてのクロスナショナル・ドクトラル・コース
（CNDC）
を実

び
「ジェンダー平等と多文化共生研究センター」
では、当初

施して成果を上げてきました。実際に、
シェフィールド大学、

の困難を乗り越えて本年度の活動を続けて参りました。こ

ENS-Lyon、
リヨン第2大学、清華大学、中国社会科学院、延

こに、予定通り、
「FACTBOOK 2011」
をお届けすることが

世大学校から、2011年10月までに29名の大学院博士後

できました。
皆さまのご支援・ご協力に心から感謝いたします。

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

このGCOEプログラムは、東北大学21世紀COEプログ

み、2012年3月までに、9名の学位取得が認められる予定

ラム
「男女共同参画社会の法と政策」
の成果を発展させて、

です（人材育成プログラムの詳細は、それぞれ25-29、

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

57-58頁をご参照ください）
。

参画
（ジェンダー平等）
と多文化共生」
に関する世界的な研

また、東北大学法学研究科
「ジェンダー平等と多文化共

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

生研究センター」
を2010年7月より東北大学片平キャンパ

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

ス、エクステンション教 育 研 究 棟 1 階に移 設し、蔵 書 約

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

8,000冊を擁する資料センター兼若手研究者の研究拠点

際舞台で活躍できる若手研究者・法曹実務家・政策担当者

として機能させています。今後は広く一般の利用に供する

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

ことで、社会貢献の面でも、
また東北大学の男女共同参画

政策に還元することを目的としています。

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

これは、
グローバル化時代の男女共同参画問題へのアプ

躍してゆきたいと思っております
（詳細は68-69頁および

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

http://www.law.tohoku.ac.jp/gemc/をご覧くださ

差にとどまらない人種・文化・年齢・障害の有無など、多元的

い）
。さらに、
東京大学社会科学研究所連携オフィスや海外

な共生社会の実現という課題を展望する、チャレンジング

連携校とのネットワークも強化し、
広報ツールとして6ヶ国語

な試みであるともいえます。
このように、男女共同参画と多文化共生という複合的な
テーマを掲げる本プログラムにとって、東日本大震災と原
発事故は、研究上も教育上も、大きな課題を投げかけまし
た。
「災害・復興とジェンダー」
に関するシンポジウムの後援

のホームページ
（http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe）
や本誌を活用して、
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

や研究会の開催など種々の対応をしてきましたが、今年度

おりますので、今後も、力強いご支援とご協力をお願いい

の研究年報
「GEMC journal」
（6号、7号）
では、
この問題に

たします。
2012年3月

ついての特集を組んでおりますので、
ご参照くだされば幸

グローバルCOEプログラム

「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」
拠点リーダー

辻村みよ子（東北大学大学院法学研究科教授）
拠点サブリーダー

大西仁・水野紀子（東北大学大学院法学研究科教授）
連携拠点リーダー

大沢真理（東京大学社会科学研究所教授）
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Mission Statement

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

1
近年のグローバリゼーションが生み出した
新しい社会問題を分析します

2
ジェンダー及びその他の社会的平等を実現し、
異なる社会集団間の紛争を解決するための社会的条件を探求します

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

3

Ⅰ
概要・組織

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明し、それらの知見を融合し
ながら解決策を提示することを目的としています。さ
らに、
こうした問題への深い理解と有効な対応策を提
示しうる若手研究者を育成することを最終的な目標と
しています。
グローバル化の進展に伴い、一方で地球規模の相
互依存と共通の生活様式・価値体系が生み出されな
がら、他方で社会的亀裂と緊張の深刻化・偏狭な排他
主義が登場しています。
ここでいう偏狭な排他主義と
は、
ジェンダー平等へのバックラッシュ、経済的格差の
進展、民族紛争、移民への暴力、人身取引、福祉に関す
る世代間対立、
ドメスティック・バイオレンスなど様々
です。いかにして、
このような現象を理解し、解決策を
発見できるでしょうか？その鍵は、多文化共生にありま
す。
つまり、偏狭な排他主義に対抗するには、普遍主義
の理念が不可欠ですが、それは画一的なものであっ
てはならず、多様性を含む普遍主義でなければなりま
せん。
ここに多文化共生の重要性があるのです。
以上の観点から、本GCOEでは、
ジェンダー平等と
多文化共生に関する総合的な社会科学の観点から、
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Ⅰ
概 要・組 織

世界規模の研究教育拠点を構築することを目指しま

また、以上の研究活動と並行しつつ、本GCOEの教

す。

育活動では、国際社会で指導的人材となる若手研究

より具体的には、

者を育成するため、東北大学と諸外国の大学との双

◆近年のグローバリゼーションが生み出した新しい社

方で博士号を同時に取得する、いわゆるダブル・ディ

会問題を分析します。

グリーのコースとして、
「クロスナショナル・ドクトラル・

◆ジェンダー及びその他の社会的平等を実現し、異な

コース
（CNDC）」
を設置します。
さらに、研究・教育の

る社会集団間の紛争を解決するための社会的条件を

任務に携わる博士号取得者を念頭においたグローバ

探求します。

ルCOEフェローの任用を通じて、フェローに対する

◆上記の諸分野で研究する博士課程学生とポスドク

「若手研究者育成プログラム」
を推進していきます。

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

以上のような研究教育拠点を形成する一方で、本

ム
「男女共同参画社会の法と政策」
（２００３〜２００８年）

GCOEは、国内外の研究教育機関との連携を強化し、

を継承・発展するものでもあり、
この21世紀COEの

グローバルなネットワーキングを進めます。国内では、

成果である国内外のジェンダー法政策への研究・政

東北大学大学院法学研究科等と東京大学社会科学研

策提言・社会の諸分野における指導的人材の育成の

究所との間で、研究者や大学院生の交流を含む密接

諸実績は、本GCOEが多文化共生の諸問題を分析す

な連携関係を構築します。
また、諸外国では、中国・清

る際の基礎となっています。

華大学、中国社会科学院、英国・シェフィールド大学、
フランス・リヨン第2大学、ENS-Lyon、
カナダ・オタワ

本GCOEの研究活動は、
ジェンダー平等、多文化共

大学、韓国・延世大学校、
ソウル大学校、国立台湾大学

生、少子高齢化の３分野を相互に融合させつつ15の

をはじめとする研究教育機関との連携を進めます。連

プロジェクトを立ち上げ、
これに東北大学と連携拠点

携によって、研究プロジェクトにおける共同研究・国際

大学等の研究者が多数参加し、それぞれ研究会・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

的ワークショップを通じた議論を繰り返し、最終成果を

のダブル・ディグリーを行う協定の締結、学生の派遣・

ブックフォームの形でまとめます。

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

外部評価委員会
国内
海外

GCOE運営委員会
事業推進担当者

学内協力機関
法学研究科
文学研究科

GCOE事務局

教育学研究科

GCOE執行委員会

経済学研究科
国際高等研究教育機構

ジェンダー平等と
多文化共生研究センター

男女共同参画委員会

広報委員会

杜の都ハードリング事業

海外連携機関

法政実務教育
研究センター

研究企画委員会

研究プロジェクト
（15）
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オタワ大学（カナダ）
延世大学校（韓国）
ソウル大学校（韓国）
国立台湾大学

Ⅱ
研

究

研

究

の 研 究 プロジェク ト

15

辻村
みよ子

多文化共生社会に
おける
ジェンダー平等

東北大学大学院
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−

辻村
みよ子
東北大学大学院
法学研究科・教授

大沢
真理
東京大学
社会科学研究所・教授

生田
久美子
東北大学大学院
教育学研究科・教授
（〜2011年3月）

水野
紀子
東北大学大学院
法学研究科・教授

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。
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アジアの
ジェンダー
平等政策と課題

人間の
安全保障と
人身取引問題
−男女共同参画と
多文化共生の試金石−

男女共同参画・
多文化共生社会に
求められる
「リーダーシップ」教育の研究
−中・高等教育における男女別学の
国際比較分析に基づいて−

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−

Ⅱ
研
究

植木
俊哉
東北大学理事
大学院法学研究科・
併任教授

大西
仁

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
グローバリゼーション
とナショナリズム

東北大学大学院
法学研究科・教授

戸澤
英典

多文化共生政策の
国際比較

東北大学大学院
法学研究科・教授

−日米関係を中心に−

グローバル時代の
稲葉 「公共性」
再考
馨
東北大学大学院
法学研究科・教授

吉田 「法の経済分析
（Law and Economics）」の
浩 手法に基づく、多文化交流、
田中
重人
東北大学大学院
文学研究科・准教授

近代日本・
戦後日本の
対外態度

−地域間格差を手がかりに−

少子高齢化を
めぐる
国家と私的領域

東北大学大学院
法学研究科・教授

東北大学大学院
経済学研究科・教授

東北大学大学院
法学研究科・教授

牧原
出

水野
紀子

大沢
真理
東京大学
社会科学研究所・教授

男女共同参画の
政策効果の分析

少子高齢化社会の
家族変動：
ミクロデータ分析による
アプローチ−

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

企業の人材活用における
佐藤 ワーク
・ライフ・バランス
博樹 （WLB）支援と
東京大学
社会科学研究所・教授

男女雇用機会均等施策の
効果に関する実証的研究
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辻村 みよ子

東北大学大学院法学研究科（教授）

多文化共生社会における
ジェンダー平等
ー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ー

Key questions

1
2

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

研究の目的と方法
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。

研究組織
大沢

真理

東京大学社会科学研究所（教授）

吉田

浩

東北大学大学院経済学研究科(教授）

廣渡

清吾

専修大学法学部（教授）

木本

喜美子

一橋大学大学院社会学研究科（教授）

佐々木

弘通

東北大学大学院法学研究科（教授）

Isabelle GIRAUDOU

日仏会館（研究員）

Cornelia VECCHIO

パリ第1大学法学部（講師）

川人

貞史

東京大学大学院法学政治学研究科（教授）

岩本

美砂子

三重大学人文学部（教授）

糠塚

康江

関東学院大学法学部（教授）

早川

のぞみ

桃山学院大学法学部（講師）

Nathalie DES ROSIERS

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。

研究活動
2011年度は、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』
（東北大学出
版会、2010年）、Tsujimura & Osawa(eds.),
2010で公表した共同研究の深化を図りました。
とくに、3月11日の東日本大震災と原発事故をうけ
て、
日本学術会議での「災害復興と男女共同参画」
シンポジウム
（2011年6月11日・東京）、
ジェンダー
法学会プレ企画「災害とジェンダー」
（ 同年12月2日・仙台）、GCOE月例研究会「災害復興における
ジェンダーと多文化共生」
（同年12月9日・仙台）
を共催しました。
また、萩セミナーの機会に、
シドニー大学法学研究科のHelen IRVING教授（憲法学専攻）
と同志社

オタワ大学法学研究科（教授）

大学大学院グローバル・スタディーズ研究科岡野八代教授（政治思想専攻）を招いて、国際ワーク

Caroline ANDREW

ショップ

オタワ大学社会科学研究科（教授）

Alain-G GAGNON

ケベック大学モントリオール校
法学・政治学部（教授）

Frances OLSEN

カリフォルニア大学ロサンゼルス校
法学部（教授）

Jackie F. STEELE

サイモンフレーザー大学政治学部（講師）
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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

を開催しました(2011年10月16日)。
そのほか、ジェンダー法学会との共催研究会「自己決定権とジェンダー」
（ 同年7月31日・東京）、
「ジェンダー・イッシューと地域形成――人身売買に対する地域ガヴァナンスを事例として」
（同年12月
4日・仙台）、
オタワ大学経済学部Caroline Andrew教授らとの共同セミナー（同年9月21日・オタワ）
を行いました。2012年3月20日、辻村・大沢編「ジェンダー社会科学の可能性」
シリーズ全4巻（岩波
書店）
に関する合評会を兼ねたシンポジウムを開催して、
これまでの研究成果を纏めます。

Ⅱ
研

辻村 みよ子

アジアの
ジェンダー平等政策と課題

究

東北大学大学院法学研究科（教授）

Key questions

1
2

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
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。

研究組織
大沢

真理

東京大学社会科学研究所（教授）

田中

重人

東北大学大学院文学研究科（准教授）

木本

喜美子

一橋大学大学院社会学研究科（教授）

橋本 ヒロ子

十文字学園女子大学（副大学長）
人間生活学部（教授）

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。

土佐

弘之

稲

正樹

鮎京

正訓

蘇

恩瑩

澤江

史子

これらの成果を纏めて、2011年3月に東北大学出版会からM.Tsujimura and J. F. Steele eds.

金

善旭

2011.03を出版し、韓国、中国、
インド、
フィリピン、
スリランカなどの最近のジェンダー平等政策の展

全

敬玉

朱

暁青

神戸大学大学院国際協力研究科（教授）
国際基督教大学教養学部（教授）
名古屋大学法学研究科（教授）
韓国憲法裁判所（研究員）

研究活動
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、共同研究を行って成果を
出版することを目的としています。そのため2010年6月・10月に、
インドやアラブ諸国のジェンダー平
等政策をテーマとして国際ワークショップを開催したほか、2009年10月のドイツヒルデスハイム大学
主催シンポジウムで報告し、
アジア諸国の研究者たちと議論しました。
Tohoku University Press

東北大学大学院国際文化研究科（准教授）
梨花女子大学校（総長）、法学部・法科大学院（教授）
淑明女子大学校人文社会科学学科（教授）
中国社会科学院法律研究所
ジェンダー法センター（所長）

Maria Rosario
PIQUERO-BALLESCAS

開について明らかにしました。
これらについて殆ど情報のない日本や世界各国にとって、
この共著は大
変貴重な成果といえます。
さらに、辻村＆スティール編『アジアにおけるジェンダー平等』
を、2012年3月末に東北大学出版会
から刊行しました。
このほか、2011年9月21日にオタワ大学でC.Andrew教授らと開催したセミナーでは、同大学のア
ジア研究者［中国・インド等の専門家］
たちと意見交換を行い、研究交流の必要を確認しあいました。

東洋大学国際地域学部（教授）

Nilima SRIVASTAVA

インディラ・ガンジー国立公開大学ジェンダーと
開発学研究科（准教授）

Jackie F. STEELE

サイモンフレーザー大学政治学部（講師）
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人間の安全保障と
人身取引問題

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−

Key questions

1
2

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

研究の目的と方法
人身取引は、被害女性の人権を著しく侵害するだけでなく、
グローバル組織犯罪の有力な資金源と
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

研究組織
原 ひろ子

城西国際大学国際人文学部（客員教授）

坂東

眞理子

昭和女子大学（大学長）

橋本 ヒロ子

十文字学園女子大学（副大学長）
人間生活学部（教授）

Glenda ROBERTS

早稲田大学アジア太平洋研究センター（教授）

吉田

容子

立命館大学法科大学院（教授）

田中

由美子

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。

国際協力機構（国際協力専門員）

日下部

京子

大槻

奈巳

中野

洋恵

ＡＩ
Ｔ(アジア工科大学院）
（准教授）
聖心女子大学文学部（准教授）
国立女性教育会館（研究国際室長）

青山

薫

神戸大学国際文化学研究科（准教授）

羽田野

慶子

福井大学教育地域科学部（准教授）

渡辺

美穂

国立女性教育会館（研究員）

小森田

秋夫

池上

雅子

高松

香奈

神奈川大学法学部（教授）
ストックホルム大学政治学部（教授）
国際基督教大学教養学部（准教授）

皆川

満寿美

東京大学社会科学研究所（特任研究員）
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研究活動
2011年3月におきた東日本大震災は、人身取引の問題に取り組むプロジェクトメンバーにとって
ジェンダーと人間の安全保障の視点から
「災害」
にアプローチする重要性を再認識する契機となりまし
た。そこで2011年度、
このプロジェクトは
「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム」の開催に
力を入れ、そのシンポジウムの報告書を研究シリーズとして刊行し、広く一般に発信しました。7月1日
にはGCOEセミナー「ジェンダーと災害」
を行い、11月26日には神戸市長田区で第10回「ジェンダー
と災害復興研究会

阪神・淡路大震災 復興まちづくりと女性」
における報告「危機や災害に脆い社会

を再構築するために」
（報告者：大沢真理）
を行いました。
また、旧ソ連・東欧諸国が欧州における人身
取引被害者の送り出し地であることを踏まえ、当該地での女性の政治参加の観点から、10月20日 に
「ポーランドにおけるジェンダーポリティクスの新しい動向―「女性会議」
とクォータ制」
（報告者：小森
田秋夫）
を開催しました。プロジェクトメンバーによる研究成果もまとめられ、①辻村みよ子・大沢真理
編『ジェンダー社会科学の可能性

第四巻

公正なグローバル・コミュニティを』
（岩波書店）②高松

香奈『政府開発援助政策と人間の安全保障』
（日本評論社）が刊行されています。
2012年度は、防止策と支援策に関する調査活動、研究結果をもとに、
（SAGE）への論文発表をはじめ、プロジェクトメンバーによる国内外での成果発表を
予定しています。

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−

究

東北大学大学院法学研究科（教授）

研

水野 紀子

Ⅱ

Key questions

1
2

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
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

研究組織
小名木

明宏

北海道大学大学院法学研究科（教授）

上瀬

由美子

立正大学心理学部（教授）

小島

妙子

後藤

弘子

小西

聖子

仙台弁護士会（弁護士）
千葉大学大学院専門法務研究科（教授）
武蔵野大学人間関係学部（教授）

齋藤

実

東京弁護士会（弁護士）

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。

研究活動
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

髙橋

尚也

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。

水谷

英夫

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

矢野

恵美

立正大学心理学部（講師）
仙台弁護士会（弁護士）
琉球大学大学院法務研究科（准教授）
（前プロジェクト責任者）

吉田 浩

東北大学大学院経済学研究科（教授）

吉野 智

法務省（専門官）

John DUSSICH

カリフォルニア州立大学
フレズノ校犯罪学科（教授）
常磐大学国際被害者学研究所（所長）

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
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年度は調査研究の成果について複数の学会で報告

し、意見交換をし、議論を深めました。
また、
セクシャル・ハラスメントの被害者救済、加害者の刑事責任
を考えるセミナーを沖縄のなは女性センターで、矯正施設職員の職業意識に関する研究会を琉球大
学で開催しました。2012年度は最終年度になりますので、引き続き研究会、学会などで議論を発展さ
せるとともに、研究成果の出版を目指します。
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植木 俊哉

東北大学理事
（大学院法学研究科・併任教授）

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

1
2

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
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。

研究組織
山下

泰子

河崎

祐子

文京学院大学外国語学部（教授）
東北大学大学院法学研究科（准教授）

滝澤

紗矢子

東北大学大学院法学研究科（准教授）

2011年度は、本プロジェクトの研究成果を集大成する著書を刊行することを最大の目標として、各
研究者がそれぞれの研究テーマを総括する論文等の執筆を進めました。
これらの論文を収録する著
書は、予定通り2012年3月に刊行される見込みです。
また、
プロジェクト・リーダーは、東日本大震災をめぐる国際法規範の国内的履行に関して、2011年
7月に論文「東日本大震災と福島原発事故をめぐる国際法上の問題点」
を発表するとともに、2011年
11月に東京の法政大学で開催された国際立法研究会において
「大規模災害と国際法」
と題する研究

坂本

一也

朴

基甲

張

新軍

洋立国を構想する」
では、
パネル・ディスカッション
「復興における海洋政策的知見の活用」
にパネリスト

田中

清久

行いました。

小野

昇平

猪瀬

貴道

岐阜大学教育学部（准教授）
高麗大学法科大学校（教授）
清華大学法学院（准教授）
愛知大学法学部（助教）
東北大学大学院法学研究科（助教）
東北大学大学院法学研究科（助教）
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研究活動

報 告 を 行 い 、同 月に 中 国・大 連 で 開 催 さ れた 第 5 回 日 中 海 洋 法 ワ ークショップ で は 、 T h e
Earthquake, Tsunami, Nuclear Accident and the Law of the Sea と題する研究報告を行い
ました。
また、2011年12月に東京大学で開催された日本海洋政策学会第3次年次大会「3.11後の海
の一人として参加し、東日本大震災からの復興における国際法と海洋法の知見の役割に関して議論を

グローバリゼーションと
ナショナリズム

研

大西 仁

Ⅱ
究

東北大学大学院法学研究科（教授）

Key questions

研究組織
平田

武

東北大学大学院法学研究科（教授）

横田

正顕

東北大学大学院法学研究科（教授）

1
2

なぜ、近年、各国内において
排他的ナショナリズムが高まっているのか?
近年の排他的ナショナリズムの台頭は
グローバリゼーションとどのように関連しているのか？

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

樺島

博志

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、

戸澤

英典

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

金

淑賢

阿南

友亮

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。

韓

冬雪

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

曹

海軍

東北大学大学院法学研究科（教授）
東北大学大学院法学研究科（教授）
東北大学大学院法学研究科（准教授）
東北大学大学院法学研究科（准教授）
清華大学政治学部（教授）
清華大学政治学部（講師）

朱

安東

何

建宇

常

保国

李

元徳

南

基正

金

碩淵

清華大学政治学部（講師）
清華大学政治学部（講師）
中国政法大学政治・公共管理学院（教授）
国民大学校日本学研究所（所長）
ソウル大学校日本研究所（副教授）
国民大学校国際学部（講師）

Glenn D. HOOK

シェフィールド大学東アジア研究所（教授）

Yveline LECLER

リヨン東アジア研究所−IAO（教授）

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
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
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
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。

研究活動
本研究プロジェクトでは、
日本、中国、韓国、英国、
フランス、
スウェーデンの研究者による国際共同研
究を展開していきます。
すなわち、
調査・研究を各国で展開すると共に、
随時日本の国内外で国際ワークショップを開いて、
そ
れぞれの成果を基に共通理解を深めていく計画であり、
その際、
積極的にポスドクの若手研究者や大学
院博士課程の学生の参加も促すことによって、
若手人材の育成にも力を尽くしたいと考えています。
その一環として、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、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10月の萩セミナーで、池上雅子氏（ストックホルム大学）
と南基正氏（ソウル大学校）
を
報告者に招いて、
「北東アジアにおける国際政治の変容」
をテーマに、国際ワークショップを開催しまし

池上

雅子

た。2012年度にも国際ワークショップを開催する予定です。

徐

禎敏

変容』
（ 明石書店）を、紀萌氏が

孫

基榮

中村

文子

ストックホルム大学政治学部（教授）
延世大学校社会科学研究科（副教授）
高麗大学アジア問題研究所（HK研究教授）

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
（Peter

Lang）
を、それぞれ出版しました。
また、東北大学国際高等研究教育機構、同大学文学研究科GCOEと
も協力して、若手研究者の共同研究の成果を一冊にまとめた『移動の時代を生きる――人・権力・コ
ミュニティ――』
（東信堂）
を2012年3月に出版しました。

東北大学国際高等研究教育機構（助教）

紀

萌

木原

淳

東京大学東洋文化研究所
（学術振興会特別研究員）
福島工業高等専門学校（准教授）
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多文化共生政策の
国際比較

戸澤 英典

東北大学大学院法学研究科（教授）

Key questions

1
2

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？

研究の目的と方法
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

研究組織
助川

泰彦

東北大学国際交流センター（教授）

山脇

啓造

明治大学国際日本学部（教授）

近藤

敦

名城大学法学部（教授）

J.F. MORRIS

宮城学院女子大学国際文化学科（教授）

市瀬

智紀

井柳

美紀

大村

昌枝

宮城教育大学教育学部（教授）
静岡大学人文学部法学科（准教授）
財団法人宮城県国際交流協会
（参事兼企画事業課長）

宮

順子

岩手県国際交流協会（主幹）

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。

研究活動
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

幕田

順子

小原

信一

田村

太郎

協力者とも連携しながら現地調査を進めています。

梁

起豪

日本語版・英語版・韓国語版として出版する予定です。

李

惟眞

李

善姫

福島県国際交流協会（主任主査）
仙台国際交流協会（前企画事業課長）
多文化共生センター大阪（代表理事）
聖公会大学校日本語日本学科（教授）
淑明女子大学校人文社会科学学科（教授）
東北大学国際高等研究教育機構（助教）
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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

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
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

少子高齢化をめぐる
国家と私的領域

研

水野 紀子

Ⅱ
究

東北大学大学院法学研究科（教授）

Key questions

1
2

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
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

研究組織
芹澤

英明

東北大学大学院法学研究科（教授）

坂田

宏

東北大学大学院法学研究科（教授）

久保野

恵美子

東北大学大学院法学研究科（教授）

森田

果

東北大学大学院法学研究科（准教授）

米村

滋人

中林

暁生

東北大学大学院法学研究科（准教授）
東北大学大学院法学研究科（准教授）

嵩 さやか

東北大学大学院法学研究科（准教授）

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

滝澤

紗矢子

調査・研究を進めています。

桑村

裕美子

研究活動

東北大学大学院法学研究科（准教授）
東北大学大学院法学研究科（准教授）

中原

太郎

渡辺

達徳

の相続分・遺留分から信託法まで」
、森田果「A Hedonic Approach to Radiation Contamination

竹下

啓介

テーマで報告を得て議論しました。
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

内海

博俊

阿部

裕介

東北大学大学院法学研究科（准教授）
東北大学大学院法学研究科（教授）
東北大学大学院法学研究科（准教授）
東北大学大学院法学研究科（准教授）
東北大学大学院法学研究科（准教授）

水町

2011年度は、東北大学で合計10回の研究会を開催しました。具体的には、水野紀子「嫡出でないこ
Damages」、大村敦志「『穂積博士の『親族法』
を読む』
を読む」、米村滋人「人格権の譲渡性」などの
領域での活動を続けており、大村敦志著『文学から見た家族法』がミネルヴァ書房から刊行されたのを
はじめ、
メンバーの研究活動の成果は多く活字となって公表されました。
2012年度は、今年度と同様に研究会等の活動を継続し、
さらに、成果出版に向けて共同研究を完成
させる予定です。

勇一郎

東京大学社会科学研究所（教授）

河上

正二

大村

敦志

郭

珉希

東京大学大学院法学政治学研究科（教授）
東京大学大学院法学政治学研究科（教授）
淑明女子大学校法学部（助教授）
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吉田 浩

東北大学大学院経済学研究科・教授

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

1
2

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

研究の目的と方法
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。

研究活動
2011年の研究
昨年度は男女共同参画に焦点を当てて研究を行ったが、本年度は多文化共生の面に焦点をあてて
研究を行った。本年度の研究は、高齢者と若年者という異なる世代が共生する現在の日本において高
齢者福祉（Well-Being）の現況を把握するという観点から、高齢者の心身の健康、経済生活、社会生
活、個人生活、安全・安心5つの分野15種類の統計を用いて高齢者福祉指数を試算し、
日本の全都道
府県別の計算結果にもとづくスコアを求めた。

研究組織
河上

正二

東京大学大学院法学政治学研究科（教授）

森田

果

東北大学大学院法学研究科（准教授）

米村

滋人

東北大学大学院法学研究科（准教授）

貧困や男女平等などの他の政策課題において既に国際的な指数が開発されていることからすると、遅
れていると言わざるを得ない。
また、高齢者の満足度を調査するいわゆるQOLの指数は、
まだWHO
によって試算を行う段階に到達した状況で、かつかなり個人的な満足感による調査で、社会的な政策
のデザインにそのままでは転用しにくい側面を持っていた。
この指標の意義は、今回、都道府県別高齢者福祉指数を測定したことで、高齢社会の公共政策の重

田中

重人

点をどこに置くべきかを地域別に数値ではっきりと把握できる透明性だけでなく、
どの地域のどの指

水落

正明

ないという公平性、の観点からも有効に活用できる統計資料であると言える。

東北大学大学院文学研究科（准教授）
三重大学人文学部（准教授）

水野

由香里

西武文理大学サービス経営学部（専任講師）

根立

俊恵

知識環境研究会（研究員）
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国際的に先進国を中心に社会に高齢者が増加する中で、その高齢者がどのような状況にあるのか
について、多面的に調査した統計を用いて、一覧できる有効な既存指標は見いだせなかった。
これは、

数を優先して改善するべきであるかという政策の効率性、高齢者福祉に地域間の格差があってはなら
多文化共生における意義としては、貧困者と富裕者、男性と女性といった対立的または入れ替わり
のない関係の間での指数と異なり、
すべての国民はやがて高齢者となることを考慮すれば、我々は現
在の高齢者と共に将来の高齢者（自分）
とも共生していく必要があり、その意味でもこの指数を政策
的に有効に活用することが期待できる。

少子高齢化社会の家族変動：
ミクロデータ分析によるアプローチ

研

田中 重人

究

東北大学大学院文学研究科（准教授）

Key questions

1
2
研究組織
久保野

恵美子

東北大学大学院法学研究科（教授）

井田

瑞江

稲葉

昭英

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（教授）

金井

郁

埼玉大学経済学部（講師）

金

貞任

澤口

恵一

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）

施

利平

品田

知美

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）

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
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

嶋崎

尚子

族調査
（National Family Research of Japan: NFRJ）
です。
1998年度、
2001年度、
2003年度に行

島

直子

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

早稲田大学文学学術院（教授）
首都大学東京都市教養学部（特任研究員）

鈴木

富美子

明治大学情報コミュニケーション学部
（非常勤講師）

田中

慶子

田渕

六郎

家計経済研究所（研究員）
上智大学総合人間科学部（准教授）

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
族変動を追跡することができます。

研究活動
2011年も、前年までに引き続き、NFRJデータを利用した計量分析を続けています。特に最新の
NFRJ08データについては、2011年秋までにメンバーそれぞれの設定した課題に基づいた分析結果

土倉

玲子

が出そろい、学術雑誌や学会大会での報告として公表されています。特に、性別役割意識の男女別の

北星学園大学（非常勤講師）

規定要因、学歴再生産の構造に見られる傍系親族の役割、離婚経験者や単親世帯出身者の経済的地

筒井

淳也

位などについて、大規模な家族調査というメリットを生かした新しい知見が出てきています。2011年

永井

暁子

西野

理子

西村

純子

福田

亘孝

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）

後半から2012年にかけては、過去のデータとの比較をふくめ、
より広い視角からの検討を総合して、
現代日本社会における家族変動についての知見と考察をまとめて出版する予定です。

東洋大学社会学部（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）

松信 ひろみ

駒澤大学文学部（准教授）

保田

Ⅱ

時男

大阪商業大学総合経営学部（准教授）

20

生活保障システムの
比較ジェンダー分析

大沢 真理

東京大学社会科学研究所（教授）

−グローバル知識経済と社会的排除の諸相−

Key questions

1
2

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

研究の目的と方法
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

研究組織
Karen SHIRE

デュースブルグ大学比較社会学
日本社会学科（教授）

Karin GOTTSCHALL

ブレーメン大学社会政策研究センター（教授）

Margarita ESTÉVEZ-ABE

シラキューズ大学マックスウェル・スクール（准教授）

宮本

太郎

北海道大学大学院法学研究科（教授）

金

英

釜山大学校社会学部（助教授）

相馬

直子

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科（准教授）

金井

郁

埼玉大学経済学部（講師）

田中

夏子

今井

貴子

都留文科大学文学部（教授）
成蹊大学法学部（准教授）

朴

姫淑

成

垠樹

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

米澤

旦

日本学術振興会（特別研究員）

福田

直人

建井

順子

三橋

真記

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
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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。

研究活動
2011年度は、
このプロジェクトの研究成果が以下の出版物に反映されました。①大沢真理編『社会
的経済が拓く未来―危機の時代に包摂する社会を求めて―』
ミネルヴァ書房、②辻村みよ子・大沢真
理編『ジェンダー社会科学の可能性（全4巻）』
（岩波 書店）、③米澤旦『労働統合型社会的企業の可能
性―障害者就労における社会的包摂へのアプローチ』
ミネルヴァ書房、④エスピン＝アンデルセン著、
大沢真理 監訳『平等と効率の福祉革命―新しい女性の役割』岩波書店。
また昨年度に注力した福井県
における社会的排除／包摂に関するアンケート調査の分析に取り組み、その分析結果を12月に福井
県で報告しました。
「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム」の開催に尽力し、
シンポジウムの
報告集を研究シリーズとして刊行しています。
さらに1月16日には、東京大学学術創成研究「総合社会
科学としての社会・経済における障害の研究」
と共催で、公開シンポジウム
「上野千鶴子とケアの社会
科学をきわめる」
を開催しました。
2012年度は、引き続き定期的に研究会を開催し、
ふくい県民生協と関連組織、NPO、女性団体など
のヒアリング調査を行ない、福井県における社会的排除・包摂に関する実態調査の研究成果を論文集
にまとめるほか、
プロジェクトメンバーによる論文を発表する予定です。

究

東京大学社会科学研究所（教授）

Ⅱ
研

佐藤 博樹

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

1
2

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

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

研究組織
不破

麻紀子

東京大学社会科学研究所（准教授）

田中

重人

永井

暁子

田中

慶子

水落

正明

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）

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。

研究活動
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

淳也

真由美

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

筒井

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

立命館大学産業社会学部（准教授）

中村

富山大学大学院経済学研究科（准教授）

原 ひろみ

労働政策研究・研修機構（副主任研究員）

坂本

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・
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。
研究成果は2012年度の中に刊行する予定です。

有芳

お茶の水女子大学大学院
人間文化創成科学研究科研究院研究員

石黒

久仁子

萩原

久美子

東京大学社会科学研究所（助教）
東京大学社会科学研究所（特任助教）
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成果を公表して活動を終了したプロジェクト
生田 久美子

東北大学大学院教育学研究科（教授）
（〜2011年3月）

男女共同参画・多文化共生社会に
求められる
「リーダーシップ」教育の研究
−中・高等教育における男女別学の国際比較分析に基づいて−

Key questions

1

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？

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

成果の公表準備中のプロジェクト
稲葉 馨

東北大学大学院法学研究科（教授）

グローバル時代の「公共性」再考
−地域間格差を手がかりに−

Key questions
グローバル時代に、地域間格差の軽減は、
1 どのようにすれば可能か？

牧原 出

東北大学大学院法学研究科（教授）

2

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？

近代日本・戦後日本の対外態度
−日米関係を中心に−

Key questions

1
23

近代日本の対外態度の特徴は何か？

2

戦後日本の対外態度の特徴は何か？
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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

海外パートナー機関
現在、
＜図2＞にある9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

から博士の学位を取得すること
（ダブルディグリー取

2009年度に、
シェフィールド大学（英国）、
エコル・ノ

得）
を目指します＜図１参照＞。CNDCでは、学生が全

ルマル・シュペリュール・リヨン校（ENS-Lyon、
フラン

課程を英語で履修することも可能なようにカリキュラ

ス）、
リヨン第2大学（フランス）、清華大学（中国）の博

ムが組まれています。

士課程の学生計9人を、2010年度に、
シェフィールド

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

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、2011年度に、
リヨン第2大
学、清華大学、中国社会科学院、延世大学校の博士課
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。
これら総計
29人の学生の中、4名は既に東北大学と海外パート
ナー機関による合同の博士論文審査に合格してダブ
ルディグリーを取得し、
さらに、5名が2012年3月にダ
ブルディグリーを取得する見込みです。他の20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、2012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す。

されます。

今年度は、8人がダブルディグリー取得
昨年度（2010年度）
には、CNDCのポリーヌ・シュリエ
（Pauline Cherrier）氏が、東北大学とリヨン第2大学
による博士論文合同審査に合格して、両大学より博士学位が授与され、CNDCにおける最初のダブルディグ
リー取得者になりました。
本年度は、2011年8月に北京で、東北大学と清華大学に博士論文を提出した陳浩、于福堅、劉超の3氏に対
して、両大学による博士論文合同審査が実施され、いずれも優秀な成績で合格となりました。その結果、2011
年9月に上記3氏に対して両大学からダブルディグリーが授与されました。
さらに、2011年12月に5名のCNDCの学生が東北大学とシェフィールド大学（英国）
に博士論文を提出し、
いずれも受理されましたので、2012年2月にシェフィールド市で、
この5名に対する、両大学による博士論文
合同審査が行われました。
この5名には、2012年3月に両大学からダブルディグリーが授与されることになり
ます。
以上の結果、2011年度のCNDCにおけるダブルディグリー取得者数は、8名となります。
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図1

CNDCの履修モデル

東北大学で履修

海外パートナー
機関で履修

東北大学で履修

海外パートナー
機関で履修

東北大学で履修

海外パートナー
機関で履修

ダ ブル ディグ リ ー の 取 得

海外パートナー機関
博士課程の学生

3年次

学 位 論 文の合 同 審 査

東北大学
博士課程の学生

2年次

人材育成

1年次

Ⅲ

図2

CNDCの国際共同実施体制

A
B

C

D

F

E

東北大学
G

H

I

A： シェフィールド大学
D： 清華大学
G： 延世大学校
B： エコル・ノルマル・シュペリュール（ENS-Lyon） E： 中国社会科学院 H：ソウル大学校
C：リュミエール・リヨン第2大学
F： オタワ大学
I ： 国立台湾大学
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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（2011年度）

Kamila SZCZEPANSKA

（2012年3月修了）

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

Paola CAVALIERE

（2012年3月修了）

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

陳浩
（2011年9月修了）

清華大学
（中国）
国籍：中国
研究テーマ：Confucianism and
Modern Politics

于 福堅
（2011年9月修了）

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

Baptiste KUMALA

（2012年3月修了）

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

服部 晶

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
（2011年9月修了）

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
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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)

黄亮

同惠

清華大学（中国）
国籍：中国
研究テーマ：The Recognition's
Meaning for Right

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

Ra MASON

（2012年3月修了）

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

范 世煒

清華大学（中国）
国籍：中国
研究テーマ：Risk Governance

人材育成

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

Ⅲ

Guénolé MARCHADOUR

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

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

Paul O'SHEA

（2012年3月修了）

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

繆

麗

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

Nicolas MORISHITA

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
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丁 慧敏

清華大学（中国） 国籍：中国
研究テーマ：A Comparative Study of Sexual
Oﬀences from the Perspective of Gender
Equality and Cultural Display

Ioan TRIFU

リヨン第2大学（フランス）
国籍：フランス
研究テーマ：Socio-History of Local Governors
in Post-War Japan

金賢
延世大学校（韓国） 国籍：韓国
研究テーマ： Civilization and Enlightenment
Contra Independence: Liberalism and its
Discontents in Nineteenth Century

玲玲

何洋

清華大学
（中国） 国籍：中国
研究テーマ：Authority, Power and Legal
Culture: Constitute Gender Equality
through Multicultural Conviviality

武

清華大学
（中国）
国籍：中国
研究テーマ：Finacial Lease Contract's New
Development All around the World

睿
清華大学
（中国）
国籍：中国
研究テーマ：On Jerome Frank's Legal Realism

曲甜

清華大学（中国） 国籍：中国
研究テーマ：The Capital Globalization and
the Contemporary China's Owenership
Transformation: The Logic of Capital and
the Role of Government

曹 冬媛

中国社会科学院
（中国）
国籍：中国
研究テーマ：Comparative Study in
Sino-Japanese Corporate Law
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中国社会科学院
（中国） 国籍：中国
研究テーマ：China's Public Service Mechanism
under the Background of Government
Transformation

樊健

清華大学
（中国）
国籍：中国
研究テーマ：Law and Economics of Executives'
Stock Options in Chinese Public Corporations
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成

果

これまでのGCOEフェロー・RA等、若手メンバーの就職先
蘇

恩瑩

矢野
王

恵美
冷然

韓国憲法裁判所・研究員
琉球大学大学院法務研究科・准教授
徳島大学総合科学部・准教授

高松

香奈

国際基督教大学教養学部・准教授

安藤

純子

韓国国民大学校国際学部・講師

猪瀬

貴道

東北大学法学研究科・助教

河北

洋介

東北大学法学研究科・助教

堀見

裕樹

東北大学法学研究科・助教

茂木

洋平

熊本学園大学経済学部・特任助教

中根

一貴

東北大学法学研究科・GCOEフェロー

Pauline CHERRIER

リヨン東アジア研究所（IAO）
・ポスドクリサーチフェロー

于

福堅

中国広西省賀州市八歩区信都鎮党委・副書記

陳

浩

中国人民大学マルクス主義学院・講師

劉

超

清華大学教育研究院・ポスドクフェロー

竹田

香織

政策研究大学院大学比較議会情報プロジェクト・スタッフ

Sebastian MASLOW 日本学術振興会・特別研究員
木村
徐

元
学柳

日本学術振興会・特別研究員
日本学術振興会・海外派遣研究員
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GCOEフェロー

優秀で意欲的なポスドク、又は、それに相当す

る若手研究者を、世界から公募して、半年から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。

リサーチ・アシスタント
（RA）
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。

メンバーリスト
（2011年度）
GCOE特任フェロー
王

冷然

東北大学大学院法学研究科
（〜2011.09）

薛

軼群

東北大学大学院法学研究科
（2011.10〜）

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
（〜2011.06）

リサーチアシスタント
武

東北大学大学院法学研究科

Paul O'SHEA（〜2011.09）

東北大学大学院法学研究科

何

東北大学大学院法学研究科

洋

川村

一義

東北大学大学院法学研究科

金

賢

東北大学大学院法学研究科

周

嘯天（〜2011.09）

東北大学大学院法学研究科

玲玲

東北大学大学院法学研究科

甜

東北大学大学院法学研究科

睿

東北大学大学院法学研究科

曹

冬媛

東北大学大学院法学研究科

丁

慧敏

東北大学大学院法学研究科

曲

Ioan TRIFU

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

樊

健

東北大学大学院法学研究科

范

世

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

繆

麗（〜2011.09）

Ra MASON（〜2011.09）

東北大学大学院法学研究科
東北大学大学院法学研究科

Nicolas MORISHITA（〜2011.09） 東北大学大学院法学研究科
木村

博士論文の合同審査委員会の様子
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元

日本学術振興会特別研究員
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GCOE
2011年度の主な活動

研 究 会 ＆ ワ ー ク ショップ

GCOE
2011年度の
主な活動

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、
春に桜セミナーを、
秋に萩
セミナーを開催することにしています。
2011年度は、2011年6月に第2回桜セミナーを、
10月に第3回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。
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●桜セミナー 2011
2回目となる
「桜セミナー2011」
は、当初、2011年4月に2日間にわたっ
て行う予定でしたが、3月に大震災が発生したため日程を変更し、6月8日、
15日、29日と不連続の3日間にわたる変則的な形で、東北大学川内キャン
パスにおいて開催しました。
今回の桜セミナーは、CNDCの新入学生を紹介するセッションと、2010
年10月にCNDCに入学した学生の博士論文中間報告会との2部で構成さ
れました。
新入学生の紹介セッションでは、2011年4月にCNDCに参加するために
東北大学に入学した3人の博士課程の学生（震災のために、いずれも来日
は5月になりました。）が、各自の博士論文について英語で報告しました。
博士論文の中間報告会では、2010年10月にCNDCに参加するために
東北大学に入学した6人の博士課程の学生の中、震災のために本国に帰国
中であった1名を除く5名が、各自の博士論文の進捗状況について英語で
報告し、それぞれについてディスカッションを行いました。
今回の桜セミナーでは、当初、GCOE研究プロジェクトの研究成果や今
後の計画について討議するセッションも設ける予定でしたが、震災のため
に条件が整わず、CNDCの学生の博士論文に関する事柄だけに絞ってセミ
ナーを行わざるを得ませんでした。
このように困難な状況であったにもかかわらず、海外パートナー機関か
ら新たに3人の博士課程学生が到着して意欲あふれる報告をし、又、震災
の苦難に遭いながらもたゆまずに着実に研究を進める学生たちの博士論
文の中間報告もあり、正に勇気づけられるセミナーとなりました。

6月8日
（水）桜セミナー 2011セッション1 兼 第25回月例研究会

Opening Remarks
MIZUNO Noriko (Program Sub Leader; Dean, Professor, School of Law, Tohoku University)

Ⅳ

CNDC Students Progress Reports Session

GCOE 2011年度の主な活動

Chair: KABASHIMA Hiroshi (Professor, School of Law, Tohoku University)
ZHOU Xiao Tian (Tsinghua University)
MIAO Ai Li (Chinese Academy of Social Sciences)

6月15日
（水）桜セミナー 2011セッション2 兼 第26回月例研究会

CNDC Students Progress Reports Session
Chair: TSUJIMURA Miyoko (Program Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)
Paul O'SHEA (The University of Sheﬃeld)
Ra MASON (The University of Sheﬃeld)

6月29日
（水）桜セミナー 2011セッション3 兼 第27回月例研究会

CNDC Students Progress Reports Session
Chair: OHNISHI Hitoshi (Program Sub Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)
Nicolas MORISHITA (University Lumière Lyon 2)

New CNDC Students Ph.D. Thesis Theme Reports Session
Chair: OHNISHI Hitoshi (Program Sub Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)
DING Huimin (Tsinghua University)
HE Yang (Tsinghua University)
Ioan TRIFU (University Lumière Lyon 2)

Closing Remarks
OHNISHI Hitoshi (Professor, School of Law, Tohoku University)
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●萩セミナー 2011
萩セミナーとしては第3回となる
「萩セミナー2011」
は、2011年10月13日〜16日に、仙台の東北大学片平キャンパスと秋保を会
場に開催されました。
プログラムは7部で構成されています。
第1部では、CNDCプログラムで2011年10月に東北大学法学研究科博士課程に入学した7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部では、ヘレン・アーヴィング氏（オーストラリア・シドニー大学）
と韓冬雪氏（中国・清華大学）が招待講演を行いました。
第3部は、Nature Catastrophe（自然的大災害）
をテーマとする特別ワークショップに当てられ、ルーク・ノテジ氏（シドニー大
学）、樺島博志氏（東北大学）、森田果氏（東北大学）の基調講演に基づき、活発な議論が展開されました。
第4部では、2011年9月にCNDCの課程を修了して東北大学と清華大学から博士のダブルディグリーを授与された3名の中の2名
（1名は公務のため、今回のセミナーに出席できませんでした）である陳浩氏（中国人民大学講師）
と劉超氏（清華大学ポスドク・フェ
ロー）が、それぞれの学位論文についての報告を行いました。
第5部では、本GCOEプログラムの研究・教育両面での海外パートナー機関である韓国・延世大学の政治外交学部長のキム・サン
ジュン氏と同大学の4人の博士課程学生が、近年の世界的経済危機下における韓国政治や東アジア国際政治の行方を中心とする報
告を行いました。
第6部では、2011年5月にCNDCプロ
グラムで東北大学に入学した3人の学生
が、作成中の博士論文について、それぞれ
中間報告を行いました。
第7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、大西プロジェ
クト、吉田プロジェクトがそれぞれのワー
クショップを開催しました。
なお、今回の萩セミナーは、第7部の1
つのワークショップを除き、すべて英語で
行われました。

10月13日
（木）

New CNDC Students Ph.D. Thesis Introduction Reports

Chair: MORITA Hatsuru (Associate Professor, School of Law, Tohoku University)
KIM Hyun (Yonsei University)
QU Tian (Chinese Academy of Social Sciences)
ZHANG Lingling (Tsinghua University)
CHEN Rui (Tsinghua University)

CAO Dongyuan (Chinese Academy of Social Sciences)
FAN Jian (Tsinghua University)
WU Teng (Tsinghua University)

GCOE Research Projects Progress Reports

Chair: YONEMURA Shigeto (Associate Professor, School of Law, Tohoku University)

10月14日
（金）

Opening Session
Opening Remarks

OHNISHI Hitoshi (Program Sub Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)

Keynote Lectures

Chair: OHNISHI Hitoshi (Program Sub Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)
Lecture 1 Gender and Constitutional Citizenship
Helen IRVING (Professor, Law School, The University of Sydney)
Lecture 2 The Development and Future Progress of Civil Society in China
HAN Dong Xue (Professor, Department of Political Science, Tsinghua University)
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Workshop: Nature Catastrophe

Chair: IKEGAMI Masako (Professor, Department of Political Science Stockholm University)

Luke NOTTAGE (Associate Professor, Faculty of Law, The University of Sydney)
KABASHIMA Hiroshi (Professor, School of Law, Tohoku University)
MORITA Hatsuru (Associate Professor, School of Law, Tohoku University)

Presentations of CNDC Ph.D. Degree Recipients

Ⅳ

Chair: OHNISHI Hitoshi (Program Sub Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)

GCOE 2011年度の主な活動

CHEN Hao (Lecturer, School of Marxism Studies, Renmin University of China)
LIU Chao (Postdoctoral Fellow, Institute of Education, Tsinghua University)

Organizer: MORITA Hatsuru (Associate Professor, School of Law, Tohoku University)

10月15日
（土）

Presentations from our Overseas Partner Institution, Yonsei University

Chair and Presenter: KIM Sangjoon (Dean; Professor, Department of Political Science and International Studies)
KIM Ok (Graduate Student)
YOON Dae-Yeop (Doctoral Student)
KIM Jeong Yeon (Doctoral Student)
PARK Sangwon (Doctoral Student)

CNDC Students Progress Reports

Chair: KABASHIMA Hiroshi (Professor, School of Law, Tohoku University)
Ioan TRIFU (University Lumière Lyon 2)
HE Yang (Tsinghua University)
DING Huimin (Tsinghua University)

Closing Remarks

OHNISHI Hitoshi (Program Sub Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)

10月16日
（日）

Workshop 1

Gender and Constitutional Citizenship: Combining Historical, Theoretical and Doctrinal Perspectives
Organizer:TSUJIMURA Miyoko (Program Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)
MC: Jon MORRIS (Doctoral Student, Graduate School of Arts and Letters, Tohoku University),
NAKAMURA Ayako (Assistant Professor, International Advanced Research and Education Organization)
Presenter: Helen IRVING (Professor, Law School, The University of Sydney)
Commentator: OKANO Yayo (Professor, Graduate School of Global Studies, Doshisha University)

Workshop 2 The Transformation of International Politics in Northeast Asia
Chair: OHNISHI Hitoshi (Program Sub Leader; Professor, School of Law, Tohoku University)
Presenter: IKEGAMI Masako (Professor, Stockholm University)
Agenda and Potential of East Asian Community: A Critical Historical Sociological Analysis of Imperialism in Asia
Presenter: NAM Ki-Jeong (Associate Professor, Seoul National University)
Domestic and International Politics in Relations Between Japan and South Korea

Workshop 3 [in Japanese] Public Policy for the Multi-generational Co-living Society
Chair: MIZUNO Yukari (Assistant Professor, Faculty of Service Management, Bunri University of Hospitality)
Presenter: YOSHIDA Hiroshi (Professor, Graduate School of Economics and Management, Tohoku University)
Elder's Welfare Index in Japan
Presenter: OSAWA Risa (Doctoral Student, Graduate School of Economics and Management,Tohoku University)
Supply of Long Term Nursing Care in Japan
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2011年10月16日●萩セミナー・国際ワークショップ1
辻村プロジェクト1

「多文化共生におけるジェンダー平等」
“Gender and Constitutional Citizenship:
Combining Historical, Theoretical and
Doctrinal Perspectives”

（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）
本プロジェクトでは、2011年度の萩セミナーで、オー

マであるジェンダー平等と多文化共生をクロスさせる視

ストラリアのジェンダー法学研究をリードしてこられたシ

点から、広く世界のジェンダー問題を憲法や法学の観点

ドニー大学のヘレン・アーヴィング（Helen IRVING）教授

から研究してこられました。この点で、本プロジェクトに

と、
日本におけるシティズンシップ研究の第一人者である

とっても最適の講演者といえます。

同志社大学大学院岡野八代教授を招いて、国際ワーク

彼女は、萩セミナー2日目のセッション
（於・秋保温泉）

ショップ"Gender and Constitutional Citizenship:

でも概要を講演し、参加者と活発な議論をしました。2日

Combining Historical, Theoretical and Doctrinal

後の国際ワークショップ当日も、オーストラリアにおける

Perspectives"を開催しました（同年10月16日）。プロ

移民のシティズンシップ問題、その過程でのジェンダー格

ジェクト責任者（辻村）の開会挨拶・閉会挨拶のほか、総合

差や差別問題を明らかにし、日本を含む諸国の法的課題

司会および質疑通訳を、ジョン・モリス（Jon MORRIS）

について論じました。

文学研究科博士課程後期学生および中村文子国際高等
教育研究機構助教が務めました。

また、
コメンテータの岡野教授も『シティズンシップの
政治学［増補版］――国民・国家主義批判』白澤社、2009

この企画は、同年2月初旬に学術交流推進のために本

年等の研究をもとに、
リベラリズムを批判する視点から、

GCOE拠点リーダーがシドニー大学を訪問した際に計画

フェミニズムやシティズンシップ論の展望について、多く

したものです。アーヴィング教授は、

の問題提起を行いました。

：

（ 上 記 の 講 演 およびコメンテ ー タ の 報 告 内 容 は 、
Cambridge University

Press,2008,の著者であり、本GCOEプログラムのテー

GEMCジャーナル6号に掲載されていますので、
ご覧くだ
さい）。

1列目右から、辻村教授、Irving教授、岡野教授
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2011年10月16日●萩セミナー・国際ワークショップ2
大西プロジェクト

Ⅳ
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「グローバリゼーションとナショナリズム」
“The Transformation of International
Politics in Northeast Asia”

（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）
本プロジェクトは、2011年10月16日に「萩セミナー

見解を提示するものでした。すなわち、従来の支配的見

2011」の一部として、
「北東アジアにおける国際政治の変

解は、冷戦期においては、日韓両国が安全保障と経済上

容」
をテーマとするワークショップを開催しました。

の利益の共有を基礎に協力関係を維持していたが、冷戦

このワークショップでは、池上雅子氏（ストックホルム大

終結後は、歴史問題が前面に浮上し、日韓関係は協力関

学）が、
「東アジア共同体の課題と可能性――アジアにお

係の弛緩と葛藤の反復を特徴とする新しい関係に変容し

ける帝国主義の批判的歴史社会学分析――」
という題で、

たというものですが、氏は、
これに対して、日韓の国内政

南基正氏（ソウル大学校）が「日韓関係における国内政治

治と東アジア国際政治の分析に基づいて、いくつかの大

と国際政治」
という題で報告を行いました。

きな疑問を提起しました。例えば、韓国のナショナリズム

池上氏の報告は、一方で、近年、
「東アジア共同体」
と呼

は必ずしも歴史問題の追及をもたらすものでなく、近代

ばれるような地域統合の必要性が高まっているが、他方

化を求めるナショナリズムは経済を中心とする日韓の緊

において、その実現を阻む2つの主要な困難があると主

密化を求める働きにつながる、
また、
日本国内の日米安保

張するものでした。そこで、困難の第一は、米国に代わっ

をめぐる対立も、
日本の国内政治ばかりでなく、対韓政策

てこの地域で圧倒的存在になりつつある中国が、ややも

の動向にも影響を与えていることなどを指摘し、そのよう

すると、中国の覇権主義の下での地域秩序建設を進める

な観点からの日韓関係史の見直しの必要性を明らかにし

傾向があることであり、氏は、
この現象を
「新帝国主義」の

ました。

概念を用いて分析しました。困難の第二として、氏は、
日本

両氏の報告とも極めて知的刺激に充ちたものであった

の戦前・戦中における負の「歴史遺産」の問題が依然とし

ため、本ワークショップでは、両報告の後、非常に活発な

て解消されていないことを指摘しました。

ディスカッションが展開されました。

南基正氏の報告は、戦後の日韓関係について、新たな

1列目右から、南副教授、大西教授、池上教授
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GCOE月例研究会

25
26
27
28
29
30
31

2011.6.8

第25回月例研究会

桜セミナー2011
（33、34ページ参照）

2011.6.15

第26回月例研究会

桜セミナー2011
（33、34ページ参照）

2011.6.29

第27回月例研究会

桜セミナー2011
（33、34ページ参照）

2011.7.6
森田 果

第28回月例研究会

准教授（東北大学）

Debiasing Law Making Process

2011.9.13
木原 淳

第29回月例研究会

准教授（福島工業高校専門学校）

「埋め込まれた『政治性』―カント理性法論における自由と境界、
もしくは国民主権の生成について―」

2011.11.30 第30回月例研究会
薛 軼群

GCOE特任フェロー（東北大学）

「20世紀初期中国における電気通信事業の展開（1900-1937）
」

2011.12.9
李 善姫

第31回月例研究会

助教（東北大学）

「災害地域における外国人女性の現況と
『文化媒介力』の必要性」

牧野 友紀

助教（東北大学）

「陸前高田市における被災者支援と女性会の役割」

山地 久美子

研究員
（関西学院大学災害復興制度研究所）

「災害復興とエンパワーメントを日本・台湾の経験から考える」

金 千秋

32
33
34
39

総合プロデューサー（FMわぃわぃ）

「阪神・淡路大震災から東日本大震災へ多文化共生の経験をつなぐ
〜母語で語るラジオ番組が生み出すもの〜」
（46ページ参照）

2011.1.25

第32回月例研究会

阿南 友亮 准教授（東北大学）

Perceptions and Misperceptions Regarding the Chinese
Military One Aspect of the Fragile Superpower

2011.2.24
遠藤 誠治

第33回月例研究会

教授（成蹊大学）

「国際秩序の変動とヘゲモニー―最近の研究動向から」

2011.3.28
平田 武

第34回月例研究会

教授（東北大学）

「ハンガリーにおける近代社会史研究の状況と社会科学
―ケヴェール著『身分社会と市民社会』の訳出をてがかりに」

プロジェクト紹介
水野プロジェクト2
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少子高齢化をめぐる国家と私的領域

――日本社会がかかえる諸問題に対処するにあたり、
国家が私的領域にどのように関与すべきかを探る
プロジェクトリーダー

水野

紀子

東北大学大学院法学研究科長・教授

GCOE研究会（民法研究会共催）
A Hedonic Approach to Radiation Contamination Damages
報告：森田 果（東北大学・准教授）
日時：2011年9月8日
（木）15：00〜
会場：東北大学法学部研究棟 3階大会議室
GCOE研究会（民法研究会共催）
「人格権の譲渡性―著作者人格権・パブリシティ権・ヒト試料提供の法律構成」
報告：米村 滋人（東北大学・准教授）
日時：2011年11月17日
（木）15：00〜
会場：東北大学法学部研究棟 3階大会議室
ジェンダー法学会・第9回学術大会（水野PT2共催）
プレ企画II「年金とジェンダー」
講演：嵩 さやか
（東北大学・准教授）
日時：2011年12月3日
（土）10：00〜12：00
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2階201
本プロジェクト
「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」研究においては、少子高齢化が急速に進行する日本社会がかか
えるさまざまな問題において、国家の機能・介入・規制のあり方と私的当事者の機能・役割・権利義務について研究をして
います。
すでに論文になっている研究の成果も少なくありませんが、
ここでは最近の研究会の例をいくつか挙げることにし
ます。
東北地方をおそった東日本大震災と福島の原発の問題は、
もちろん今年の研究対象となっています。9月8日には、森田
果氏が A Hedonic Approach to Radiation Contamination Damages と題した英語の研究会を行いました。計量
経済学においては、
大気汚染・騒音・土壌汚染などの環境要因に対する住民の評価が住宅価格に反映されることを活用して、

森田准教授

米村准教授
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Key questions

1
2

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？

これらの環境要因に対する評価額を算定しようとするヘドニック・アプローチが知られており、
これまでに広く利用されてき
ています。
この研究は、福島原発の事故にともなう各地の放射能汚染についての損害賠償について、ヘドニック・アプロー
チを活用して賠償額の適切な算定の可能性を分析するものです。算定された損害額は、地価下落という財産的損害として
のみならず、人格的利益の侵害という非財産的損害の代理変数としても活用できるでしょう。特に、ヘドニック・アプローチ
の非財産的損害への活用は、従来裁判所の裁量に委ねられてきた損害額の認定について、
より客観的な基準をもたらすも
のとして、
さまざまな環境要因に対する評価において活用することが期待されます。
11月17日には、米村滋人氏による報告「人格権の譲渡性―著作者人格権・パブリシティ権・ヒト試料提供の法律構成」
を
受けて研究会を行いました。
日本では、人格権は一切譲渡・相続の対象とならないと解されていますが、
日本の人格権法の
母法たるドイツ法においては、19世紀には人格権の譲渡性を認める見解が存在し、その後これを完全に否定する立場が通
説化したものの、人格権の「財産価値的構成要素」の相続性を認める1999年の連邦通常裁判所判決以来、学説上も譲渡
性・相続性を認める見解が有力化しています。
日本でも、
「死者の人格権」の保護や著作者人格権に関する実務など、人格
権の譲渡性・相続性がないとされるために問題が複雑化したと見られる局面が存在します。譲渡性・相続性を否定すること
がかえって権利保護に反する結果とならないか、
また、人格権の私法的保護に公益保護の趣旨が混入していないか等につ
き、私法の国家法的意義を踏まえつつさらに検討する必要性が指摘されました。
12月3日には、東北大学でジェンダー法学会が行われた機会に、学会と共催して嵩さやか氏の「年金とジェンダー」
につ
いて報告が行われました。遺族年金の男女格差について、憲法に照らした検討ではなく、遺族年金が保険の原理に従ったも
のなのか、扶助の原理に従ったものなのか、
という社会保障法学的な観点から、男女格差の不合理性や遺族年金の性格の
不明確さを指摘するものでした。年金についての制度的な意義と構造を熟知した視点からの議論は、
ジェンダー論の学問
的な深みを示すものとなり、学会でも高い評価を得ました。
以上のように、若手ながらすでにそれぞれの領域の第一人者であるプロジェクトメンバーの研究は最先端の成果をあげ
ており、研究会によってメンバー相互に共有されて、刺激的なプロジェクト活動となっています。

嵩准教授
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東日本大震災に対応した活動●2011年6月11日・7月1日など

日本学術会議フォーラム
「災害・復興と男女共同参画」6・11シンポジウム
―災害・復興に男女共同参画の視点を―

Ⅳ
GCOE 2011年度の主な活動

（会場：日本学術会議講堂）

共催：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム実行委員会、当GCOE
日本学術会議人間の安全保障とジェンダー委員会、
「ジェンダーと災害復興」
平成22〜24年度科学研究費補助金［基盤研究（B）］
後援：ジェンダー法学会
東日本大震災から3か月たった6月11日、日本学術会

ら取り組みを進めることは急務でした。

議講堂にて、
「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジ

6.11シンポは、準備段階から、政府及び国会関係者を

ウム〜災害・復興に男女共同参画の視点を〜」
（日本学術

始めとして全国の心ある人々に大きな関心を呼び、当日

会議主催学術フォーラム）が開催され、当GCOEが実質

は、被災地を含む全国から、行政、民間、研究者等の幅広

的に共催しました。連携拠点もこのシンポ開催に種々の

い人々が参加しました（約350人）。開会に続く基調講演

形で尽力し、シンポの報告書を連携拠点研究シリーズ

では、
自然災害としての東日本大震災の特徴と被害状況、

No. 4として9月30日に発行しました（日本学術会議編

災害・復興の国際的な取り組みにおける共通認識などが

『学術の動向』2011年8月号にも、
「 特集：災害・紛争・復

報告され、続いて被災地からのレポート、午後のパネル

興とジェンダー─人間の安全保障の新地平─」が収録さ

ディスカッションと提言のまとめ、辻村みよ子・拠点リー

れています）。

ダーによる閉会挨拶まで、熱心な議論が交わされました。

災害・復興に男女共同参画および多文化共生の視点が

シンポはマスメディアの注目も集め、同日NHK夜の10

必要なことは、1995年の阪神・淡路大震災および2004

時台のニュースで取り上げられた他、時事通信配信の記

年の新潟県中越大震災において、女性、障がい者、高齢

事が、
『静岡新聞』、
『信濃毎日新聞』他に掲載されました。

者、外国籍者などが格段の困難を経験したことから、認識

この後、同趣旨の企画が、日本弁護士連合会など民間団

されていました。にもかかわらず、マスメディアが伝える

体によるシンポジウムや、都道府県、市町村主催の市民向

東日本大震災被災者の状況において、改善されていない

け講座としてさかんに開催されています。シンポ報告書

ことが見て取れました。
さらに、4月14日に招集された
「復

は、行政を含め広く関係者に提供され、災害・復興に男女

興構想会議」でも、女性の委員は1名にとどまり、
「人間の

共同参画の視点を、
という趣旨が浸透しつつあります。

安全保障」、
「 男女共同参画／ジェンダー平等」の視点か

日本学術会議事務局の手作りの看板。
開場前から参加者が並んだ。

午後2時46分を期して黙とうした。

42

被災地からの訴え

田端八重子
もりおか女性
センター長

6.11シンポジウム会場の様子
提言に向けてのまとめ
堂本暁子実行委員長と
大沢連携拠点リーダー

辻村拠点リーダーによる
閉会の辞

第8回

社研GCOEセミナー（7月1日）

「災害・復興とジェンダー」

（会場：東京大学赤門総合研究棟5F）
司会：大沢 真理（東京大学社会科学研究所教授・連携拠点リーダー）
報告：池田 恵子（静岡大学教育学部教授）
「災害脆弱性のジェンダー格差の克服:地域防災の可能性」
山地 久美子（関西学院大学災害復興制度研究所研究員）
「『ジェンダーと災害復興』国際調査の再検討―日本・台湾・米国を中心に」
「6.11シンポジウム」終了後、報告書の編集作業と平行
して、GCOEセミナー「災害・復興とジェンダー」
を開催し

害復興研究会

阪神・淡路大震災 復興まちづくりと女

ました。6.11シンポジウムでも登壇された報告者に、
より

性」
における報告「危機や災害に脆い社会を再構築するた

学術的な報告をいただき、意見交換しました。
「災害脆弱

めに」
（報告者：大沢真理）、12月3日には日本女子大学現

性／復元＝回復力（レジリエンス）」
という枠組みを踏まえ

代女性キャリア研究所における講演会「災害復興と女性

つつ、防災、災害復興における
「ジェンダー主流化」
につい

の自立」
にて、報告「防災・災害復興になぜ女性の参画が

て、約30名の参加者とともに、議論を深めました。

必要なのか―「災害復興と男女共同参画6.11シンポ」の

6.11シンポや7.1セミナーを契機として、連携拠点の研
究者による災害・復興関係の研究・交流活動がひろがり、
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11月26日には神戸市長田区で第10回「ジェンダーと災

活動を通して」
（報告者：皆川満寿美）
を行いました。

東日本大震災震災に対応した活動●2011年10月14日
萩セミナー2011 Workshop：

Ⅳ
GCOE 2011年度の主な活動

“Nature Catastrophe”
（会場：秋保岩沼屋 多目的ホール）
司会：池上 雅子
（ストックホルム大学政治学部教授）
報告：Luke NOTTAGE（シドニー大学法学部准教授）
樺島 博志（東北大学法学研究科教授）
森田 果（東北大学法学研究科准教授）
今年度の萩セミナーにおいては、2011年3月11日の

済のために最適な東京電力の支援のあり方はどのような

東日本大震災にともなって発生した法的問題について多

ものであったのかを提示した上で、それと実際に行われた

様な視点からの分析を行う国際ワークショップが開催さ

東京電力に対する支援策とを対比し、現実の支援策がな

れた。
まず、Luke Nottageシドニー大学准教授から、東

ぜ最適な支援策とは異なったものとなったのかについて、

日本大震災に対する対応が浮かび上がらせた日本法・日

政治学的な説明仮説を提示した。

本社会の特質についての基調報告がなされた。まず、

最後に、樺島博志東北大学教授から、原発事故による

Nottage報告は、日本法については大別して「お上への

放射能汚染の被害者救済における紛争解決手続のあり

信頼」
「官僚支配」
「経済合理性」
という3つのとらえ方があ

方についての報告がなされた。樺島報告は、日本の過去

ることを指摘した上で、いずれが東日本大震災への対応

の環境汚染事件における和解・訴訟・立法などの紛争解

により適合的なのかという問題提起がなされた。さらに、

決手続と、原発事故における紛争解決案とを比較した上

天災と人災とで最適な法的対応（市場に委ねる・私法的解

で、環境汚染問題における日本の紛争解決手続の問題点

決・公法的規制）がどのように変わりうるのかについても、

について分析を行った。

問題提起がなされた。

これらの報告に続いて、報告者間およびさまざまな国

続いて、森田果東北大学准教授から、東日本大震災に

の参加者からなるフロアにおいて、東日本大震災と原発

伴う福島第一原子力発電所事故によって、原発事故の被

事故についての活発な議論が展開され、各国と比較した

害者の救済と東京電力の支援のあり方についての法的・

日本の法・社会の特徴も浮き彫りにされるなど、有意義な

政治学的な分析が提示された。森田報告は、被害者の救

国際ワークショップとなった。

Nottage教授

樺島教授

森田准教授
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東日本大震災震災に対応した活動●2011年12月2日
ジェンダー法学会第9回学術大会プレ企画I

「災害とジェンダー」
ジェンダー法学会東北支部、GCOE辻村プロジェクト1共催

（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）
司会：安藤 ヨイ子（福島県弁護士会）
講演：遠藤 恵子（米沢女子短期大学学長 せんだい男女共同参画財団理事長）
報告：伊藤 和子（東京弁護士会 NPO法人ヒューマンライツ・ナウ事務局長）
小島 妙子（仙台弁護士会 ジェンダー法学会東北支部長）
2011年3月11日の東日本大震災と福島原発事故に

士会安藤ヨイ子弁護士の司会のもとで、遠藤恵子学長の

よって多くの住民が生命や生活の基盤を失いました。そこ

講演「災害とジェンダー」、伊藤和子弁護士の報告「人権

では個人の人権のみならず民主主義や地域コミュニティ

の視点から見た被災地」、小島弁護士の報告「震災とジェ

の観点からも重大な問題が露呈されました。ジェンダー

ンダーのリアリティ」が行われました。遠藤学長からは、震

の視点からも、意思決定過程における女性の不在、避難

災以降の女性支援団体等の活動が紹介され、支援者・意

所等でのジェンダー視点の欠如（女性のプライヴァシ―

思決定者として女性の役割とエンパワーメントの必要性

侵害等）、避難生活での性別役割分業、外国人女性・障が

が強調されました。伊藤報告では、被災地で多発する人権

い者への差別、復興における男女共同参画の必要性な

侵害や避難所生活の状況が世界的にみても極めて貧弱

ど、多くの問題が明らかになりました。

であることなどが指摘されました。小島報告では、物質的

このため、本GCOE・本プロジェクトでは、種々のシンポ

基盤が崩壊するなかで、男性中心の法制度や考え方は残

ジウム等を企画・共催してきましたが、
ジェンダー法学会

存していることが指摘され、女性のシティズンシップ確立

プレ企画「災害とジェンダー」
（同年12月2日）
もその一つ

によるコミュニティ再生について問題が提起されました。

です。

会場には40名以上が出席し、福島や山形での避難者・

このシンポジウムは、同年12月3・4日にジェンダー法

被災者の発言が大きな感動を呼びました。津波の被災者

学会第9回学術大会が東北大学で開催され100名以上が

と福島原発事故の避難者等を区別して論ずべきことな

来仙する機会を活用して開かれたものです。福島県弁護

ど、学ぶべきことの多い機会となりました。

遠藤学長

安藤弁護士

伊藤弁護士（右）

45

東日本大震災震災に対応した活動●2011年12月9日
GCOE研究会 兼 第31回月例研究会

Ⅳ
GCOE 2011年度の主な活動

「災害復興におけるジェンダーと多文化共生」
文部科学省科学研究費補助金基盤研究（B）
「ジェンダーと災害復興―制度設計と生活再建をめぐる課題に関する
国際比較研究」
プロジェクト
（研究代表：山地久美子）共催

（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6階）
司会：水野 紀子（東北大学大学院法学研究科教授）
報告：李 善姫（東北大学国際高等研究教育機構助教）
牧野 友紀（東北大学大学院情報科学研究科助教）
山地 久美子（関西学院大学災害復興制度研究所研究員）
金 千秋（FMわぃわぃ総合プロデューサー）
本研究会は、東日本大震災に関連する研究を行ってい
る東北大学の社会科学系の若手研究者と、科研費基盤
研究（B）
「ジェンダーと災害復興―制度設計と生活再建
をめぐる課題に関する国際比較研究」
（研究代表：山地久
美子）
によって、東日本大震災に関する災害研究の進展と
復興への提言を目的として企画されました。報告者とし
て、同科研費の研究代表を務めている山地久美子氏（関
西大学）、阪神・淡路大震災の時から定住外国人向けの
多国語放送を行っている金千秋氏（FMわいわい）、農村
社会学の立場から岩手県陸前高田市をフィールドワーク
している牧 野 友 紀 氏（ 東 北 大 学 情 報 科 学 研 究 科 ）、本
GCOEの連携研究員であり、結婚移住女性に関する研究
を進めている李善姫氏が、
ジェンダーと多文化共生の観
点から東日本大震災の被災地における復興のあり方を
議論しました。
李氏は、災害地域における外国人女性の被災前後の状
況と、NPO団体などによる外国人支援が外国人女性と地
域に与える影響を述べ、
「文化媒介力」の望ましい形を提

案しました。牧野氏は、陸前高田市において唯一浸水被害
がなかった横田町で支援活動の中心的役割を担った婦人
会の活躍を紹介し、女性会によるイニシアティブの背景と
して震災以前の普段の活躍が基盤となっていることを指
摘しました。山地氏は、今回の震災の復旧・復興には阪神・
淡路大震災の教訓が生かされている部分が多いと論じな
がらも、政策の決定過程における女性の不在や地域内で
の女性リーダーの不足が依然として課題になっているこ
とを指摘しました。
また、台湾の震災と水害の事例から、先
住民や外国人花嫁にそれぞれ特化した支援プログラムや
その成功事例などを紹介しました。金氏は、阪神・淡路大
震災に際して多国語放送を行うFMわいわいが結成され
た経緯を紹介し、現在東日本震災の被災地においても多
国語放送の試みが広がっていることを示しました。
本研究会では、仙台市の男女共同参画事業の担当者や
学内の研究者らが参加し、今度の震災復興にジェンダー
平等と多文化共生をどのように生かすべきかについての
活発な議論がされただけでなく、報告者同士が災害研究
において、
とりわけ災害とジェンダー・多文化共生に関す
る研究と政策提言において今後も連携を深めていくこと
も確認されました。
（山地氏と金氏の報告に関連した両氏の論文はGEMC
ジャーナル7号に掲載されていますので、
ご覧ください。）

牧野助教（中央）

山地研究員
（左）
と
金プロデューサー
（右）
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出版活動

GCOE
2011年度の
主な活動

1

GEMCジャーナルの刊行

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、原則として第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毎年度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。

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。
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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。

●GEMCジャーナル第6号の目次

Ⅳ

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

GCOE 2011年度の主な活動

Part I Special Issue: The Disaster-Related
■Gender Issues in Disaster Prevention, Disaster Relief and
Reconstruction Processes in Japan …………………………………………… HARA Hiroko
■Settlement in Pollution Cases: Contribution to the Dispute Resolution of
the Fukushima Nuclear Power Plant's Melt Down ………………… KABASHIMA Hiroshi
■A Hedonic Approach to Radiation Contamination Damages …………MORITA Hatsuru
Special Issue II: Gender and Constitutional Citizenship
Part II Special Issue: Gender and Constitutional Citizenship
■Explanation of the Workshop, Gender and Constitutional Citizenship …… Jon MORRIS
■Gender and Constitutional Citizenship:
Combining Historical, Theoretical and Doctrinal Perspectives ………… Helen IRVING
■A Comment on Professor Irving s Paper, Gender and Constitutional Citizenship:
Combining Historical, Theoretical and Doctrinal Perspectives ……… OKANO Yayo
Part III Invitational Papers
■The Agenda and Potential of the East Asian Community:
A Critical Historical Sociological Analysis of Imperialism in Asia ……IKEGAMI Masako
■Who Wanted the Public Child Care Support?: Organization of Work of Female Weavers, Mill
Managers and Families in Northern Fukushima during High Growth Era …… HAGIWARA Kumiko
■Strategic Contribution of Gender Equality and Diversity in a Company ………MIZUNO Yukari
■The Eﬀect of Wives Contributions to Family Income on Husbands Gender Role Attitudes:
Analyzing Data of the National Family Research of Japan 2003 and 2008 ………SHIMA Naoko
Part IV Submitted Paper
■An Uneasy but Durable Brotherhood?:
Revisiting China s Alliance Strategy and North Korea …………………… LEE Dongjun
List of Contributors
GEMC journal Guidelines for Submission
GCOE Program Members and GEMC journal Editorial Board Members

●GEMCジャーナル第7号の目次
はしがき ………………………………………………………………………GEMC journal 編集委員会
第一部 特集：災害復興における男女共同参画
■災害とジェンダーをめぐる諸問題 ………………………………………………………… 遠藤 恵子
Issues over Disaster and Gender ………………………………………………… ENDO Keiko
■女性を防災・復興の主体とするための施策検討〜防災会議、幹事会そして復興計画策定委員会に
男女共同参画を実現するために〜 ……………………………………………………… 山地 久美子
Discussion the Measures for Empowerment of Women in Disaster Reduction and
Recovery: Gender Mainstreaming in Disaster Prevention Council, Board Meeting and
Committee of Post-Disaster Restoration Planning ……………………… YAMAJI Kumiko
［実践報告］阪神・淡路大震災から東日本大震災へ多文化共生の経験なぐ〜地域における多言語放
送が多文化共生社会構築に果たせる可能性〜 ……………………………………………… 金 千秋
［Practical Report］Pass the Making Multicultural Conviviality onto the Great East Japan
Earthquake from the Great Hanshin-Awaji Earthquake: the Potency of Multi-Lingual
Broadcasting in a Local Community …………………………………………………… KIM Chiaki
■
「人権としての平和」
と生存権̶憲法の先駆性から震災復興を考える ……………… 辻村 みよ子
Peace as a Human Right and the Right to Live: Consider the Disaster Reconstruction
from a Leading Nature of the Japanese Constitution ……………… TSUJIMURA Miyoko
第二部 寄稿論文
■戦後日韓関係の展開̶冷戦、ナショナリズム、
リーダーシップの相互作用 ……………… 南 基正
The Development of Postwar Relations Between Japan and South Korea: Interaction
among the Cold War, Nationalism and Leadership………………………… NAM Ki-Jeong
■都道府県別の高齢者福祉指数に関する研究多世代が共生する高齢社会における政策指標…… 吉田 浩
Study on Elders Welfare Index in Japan: Policy Index in the Multi-Generational Society…YOSHIDA Hiroshi

第三部 自由投稿論文
■ジェンダーと多文化の狭間で̶東北農村の結婚移民女性をめぐる諸問題 ……………… 李 善姫
In the Middle of Gender and Multiculturalism: Issues over Married Immigrant Women
in Tohoku Agricultural Areas ……………………………………………………… LEE Sunhee
■女性管理職のキャリア形成̶事例からの考察 ………………………………………… 石黒 久仁子
Case Studies on Female Managers Career Development ………… ISHIGURO Kuniko
■短時間訪問介護員の労働供給関数の推定̶労働条件の改善は短時間訪問介護員の労働時間数を
増加させるか ………………………………………………………………………………… 大澤 理沙
Estimating the Labor Supply Function of Part-Time Home Visiting Care Workers: Does the
Improvement in Working Condition Increase Their Hours Worked? …………OSAWA Risa
■擬似連立政権下の国会運営：自民党派閥と委員会制度 ………………………………… 川村 一義
Managing the Diet under Quasi-Coalition Governments: LDP Factions and the
Committee System …………………………………………………… KAWAMURA Kazuyoshi
「和解」
の試み…… 中根 一貴
■19世紀後半のハプスブルク君主国領ボヘミアにおけるチェコ人とドイツ人の
The Attempts for Compromise between Czechs and Germans in Bohemia under the
Habsburg Rule in the Late 19th Century ………………………………… NAKANE Kazutaka
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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研究成果の出版

本プログラムの研究成果の一部は、単行本として出版されます。本プログラムのプロジェクトの共同研究成果からな
る
「研究成果シリーズ」
と、事業推進当者やフェロー等の研究論文をまとめた
「著者シリーズ」
です。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3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

『アジアにおけるジェンダー平等―政策と政治参画』
辻村みよ子・スティ―ル若希

編

（東北大学出版会、2012年3月）
ISBN978-4-86163-185-6

「アジアのジェンダー平等政策」研究プロジェクトの成果として、2009年・
2010年のGCOE萩セミナー、
ドイツ・ヒルデスハイム大学主催シンポジウム、東
京外国語大学現代インド地域研究拠点共催国際ワークショップでの報告をもとに
編集。M.Tsujimura＆J.F. Steele（eds.）,
Tohoku University Press, 2011掲載論文のほ
か、新たな論文の翻訳も掲載。韓国、中国、
インド、
フィリピン等のジェンダー平等
政策の現状と課題を紹介した貴重な共著である。

『グローバル化時代の国際法』
植木俊哉

編

（信山社、2012年3月）
ISBN978-4-7972-5461-7

本書は、東北大学グローバルCOEプログラム
「グローバル時代の男女共同参
画と多文化共生」
における編者をリーダーとする研究プロジェクト
「他文化共生と
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」の研究成果として、
グローバル化時代の国際法規範の理論的発
展と新たな展開を国内法秩序との相互作用を視野に入れながら分析した諸論稿
を収録したものである。
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『移動の時代を生きる―人・権力・コミュニティ』

Ⅳ

大西仁・吉原直樹監修

李善姫・中村文子・菱山宏輔

編
GCOE 2011年度の主な活動

（東信堂、2012年3月）
ISBN978-4-7989-0109-1

本書は、
グローバリゼーションが進む現代の世界で、国境を越えるヒトの移動が
人間と社会にどのような変化をもたらしているかについて、社会学・政治学・経済
学・教育学などの多角的観点から考察するもので、特に、大量のヒトの越境移動に
よって、移動した人間、受け入れ社会、送り出し社会のそれぞれについて、
ひとりひ
とりの人間が人間として発展する条件がどのように変化したかに注目するところ
に最大の特徴がある。

著者シリーズ

『境界と自由―カント理性法論における主権の成立と政治的なるもの』
木原淳

著

（成文堂、2012年3月）
ISBN978-4-7923-0529-1

グローバル化が進展する現代において、国民主権理念は自明の正当性を失い、
新たな法秩序空間の模索が課題となっているが、
この課題は、国際法まで包含し
た法秩序のグランドデザインを模索した18世紀の啓蒙主義理性法論と同様のも
のといえる。
このような観点から本書はカント理性法論の読み直しを進め、主権的
な国民国家が果たしてきた意義を正当に評価・継承しつつ、
グローバル化時代に
ふさわしい法秩序の展望を試みる。

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）
●ジェンダー社会科学の可能性

全4巻（岩波書店、2011年） 辻村みよ子・大沢真理

第1巻 『かけがえのない個から―人権と家族をめぐる法と制度』 辻村みよ子
第2巻 『承認と包摂へ―労働と生活の保障』 大沢真理

編

編

編

第3巻 『壁を超える―政治と行政のジェンダー主流化』 辻村みよ子

編

第4巻 『公正なグローバル・コミュニティを―地球的視野の政治経済』 大沢真理

編
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若手研究者の研究成果（主な研究業績一覧）
●：著書・論文

◆：口頭発表・報告

CNDC 学生
于

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, October
30, 2009-August 8, 2010.
◆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, April 9, 2010.
◆Chen, Hao, "Research on Young Marx in terms of the Relation between Individual and Society,"
presented at Hagi Seminar, Global COE Program on Gender Equality and Multicultural
Conviviality in the Age of Globalization, School of law, Tohoku University, October 14, 2011.

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 (19281937),”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.112124, 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.
◆Liu, Chao, "A Study of the Growth Mechanism of Tsinghua University: From the Angle of the
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Interaction of Politics with Learning, 1928-1935," presented at Hagi Seminar, Tohoku University,
October 14, 2011.
]

晶

●Hattori, Akira,“Innovation and Clusters: The Japanese Government Policy Framework”, in The
Journal of Social Science, Vol.60, No1, Institute of Social Science of Tokyo, 2009, p.117-139.
●Hattori, Akira,“Public Policies in Japan: Industrial Revitalization, Knowledge Creation and
Clustering”, in Ganne, B. and Lecler, Y., Asian Industrial Clusters, Global Competitiveness and
New Policy Initiatives, World Scientific Publishing, pp.72-105, 2009.
◆Hattori, Akira, “Japanese regional innovation policies and the decentralisation reform,”
presented at 5th International Workshop CNRS-University of Tokyo, Paris, France, December 1718, 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.

Baptiste KUMALA
◆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.

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.
◆Szczepanska, Kamila, Progressive Civil Society Groups and Contestation of War Memory in
Japan (1990-2010), presented at Sino-Japanese Relations Postgraduate Network Conference,
University of Leeds, United Kingdom, June 2-3, 2011.
◆Szczepanska, Kamila,“Bringing the Legacy of Ienaga Saburo's Struggle to Next Generations:
Children and Textbooks Japan Network 21,”presented at Generation Workshop, White Rose
East Asia Centre, University of Leeds, United Kingdom, June 21, 2011.

Paola CAVALIERE
●Wakakuwa, Midori; Shinbo, Kiyono; Cavaliere Paola,“2006nen Azuchichō byōbue tansaku
purojekuto: gakujutsu chōsa hokokusho,”Azuchi Town Board of Education, 2009.
◆Cavaliere, Paola,“Women's engagement in faith based volunteering: Trajectories of self and
change in contemporary Japan,”presented at European Association for Japanese Studies, 7th
EAJS Ph.D Workshop, Käsmu, Estonia, August 22, 2011.
◆Cavaliere, Paola,“Women's action in Japanese faith-based volunteer groups: a generational
approach,”presented at White Rose Research Centre Generation Workshop, University of
Leeds, June 21, 2011.
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◆Cavaliere, Paola, “Women's Voluntary Action in Religious Organizations in Japan: from
Conformity to Innovation,”presented at PhD Knowledge Exchange Workshop, White Rose
Research Centre with the University of Tokyo, March 3, 2011.

Sven MATTHIESSEN
●Matthiessen, Sven,“The Perception of the Philippines in Japanese pan-Asianism from the MeijiEra 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,”
presented at 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 18861941,”Ateneo de Manila University, Philippines, August 3, 2010.

王

藝
●Wang, Yi,“Symeonides' Development of Governmental Interests Analysis Theory,”in XiaMen
International Law Review, Vol.1, pp.103-113, 2010.
◆Wang, Yi,“Result-Oriented Theory in International Product Liability Area,”presented at Hagi
Seminar, Tohoku University, April 16, 2010.

同恵
●Qi, Tonghui, "The Origins and Final Settling Places of Rights: Fichte and Hegel in the Context of
Recognition", in Tsinghua Law Journal, Vol.5, No.6, pp.5-27, 2011.
◆Qi, Tonghui,“The Recognition's Meaning for the Right of Law,”presented at Hagi Seminar,
Tohoku University, 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.

Ra MASON
◆Mason, Ra,“Japan's Recalibration of Risk: The Framing of North Korea,”presented at Sakura
Seminar, Tohoku University, June 15, 2011.

繆

麗
●Miao, Aili,“Study of victim Promise System,”in people's procuratorial monthly, Vol.11, pp72-76,
2011.
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◆Miao, Aili,“Research on Victim participation at Sentencing and Parole,”presented at Sakura
Seminar, Tohoku University, June 8, 2011.

嘯天
●Zhou, Xiaotian,“Crime of Forced Transaction,“ in Politics and Law, No.8, pp.51-59, 2011.
●Zhou, Xiaotian,“On Crime of Theft with Weapon,”in Science of Law, No.4, pp.102-108, 2011.
●Zhou, Xiaotian,“On the Criteria in Number of Crimes,”in Journal of ShanXi Normal University,
Vol.38, No.5, pp.32-35. 2011.
◆Zhou, Xiaotian,“On the Criteria in Number of Crimes," presented at Sakura Seminar, Tohoku
University, June 8, 2011.

Paul O'SHEA
◆O'shea, Paul,“Understanding Japan's Territorial Disputes in the post-Cold War period,”
presented at Sakura Seminar, Tohoku University, June 15, 2011.

Nicolas MORISHITA
◆Morishita, Nicolas,“The Japanese Public Works State,”presented at Sakura Seminar, Tohoku
University, June 29, 2011.

Ioan TRIFU
◆Trifu, Ioan,“Prefectural governors and local democracy in post-war Japan,”presented at
European Association for Japanese Studies 13th International Conference, Tallinn, Estonia,
August 24-27, 2011.
◆Trifu, Ioan,“Socio-history of prefectural governors in post-war Japan,”presented at Hagi
Seminar, Tohoku University, October 15, 2011.

何

洋
●He, Yang,“The Theory of Dealing with Method Mistake—The Rationality of Specific Compliance,”
in Hebei Law Science, No.1, 2012.
●He, Yang,“Discussing the Implication of Public Security in Criminal Law,”in Hebei Law Science,
No.3, 2012.
◆He, Yang,“Research on Rape Issues,”presented at Hagi Seminar, Tohoku University, October
15, 2011.

丁

慧敏
●Ding, Huimin,“Research on Committing the Crime of Illegally Absorbing Deposits from the Public
in Three Disguised Forms in China,”in Political Science and Law, No.4, 2011.
●Ding, Huimin,“On the Relation between the Dangerous Driving Crime and Art. 114 in Penal
Code in China,”in People's Procuratorial Semimonthly, No.13, 2011.
◆Ding, Huimin, "Research on concurrence of the statutory provisions in criminal law," presented at
Hagi Seminar, Tohoku University, October 15, 2011.

54

GCOE フェロー
中根

一貴

●中根一貴「19 世紀後半のハプスブルク君主国領ボヘミアにおけるチェコ人とドイツ人の「和解」の試み」
GEMC journal（東北大学 GCOE）no.7（2012 年）164-177 頁
◆中根一貴「19 世紀後半から 20 世紀初頭におけるチェコのナショナルな政治の誕生と変容」
（川内萩ホール企
画展示、2011 年 7 月 27 日 -9 月 30 日）

堀見

裕樹

●堀見裕樹「国際法における「災害」の概念に関する序論的考察―国連国際法委員会の作業を中心に―」植木俊
哉編『グローバル化時代の国際法』
（GCOE 研究成果シリーズ）
（信山社、2012 年）159-200 頁
◆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・補遺」GCOE 研
究会（民法研究会共催）
（東北大学、2011 年 8 月 11 日）

薛

軼群
◆薛軼群「20 世紀初期中国における電気通信事業の展開」東北大学法学研究科 GCOE 第 30 回月例報告会（東
北大学、2011 年 11 月 30 日）

安藤

純子

●全敬玉著、安藤純子訳「韓国における女性の政治参画とクオータ制の影響―クオータ制 10 年の成果」辻村み
よ子・スティール若希編『アジアにおけるジェンダー平等―政策と政治参画』
（GCOE 研究成果シリーズ）
（東
北大学出版会、2012 年）55-79 頁
●Maria Rosario Piquero-Ballescas 著、カルロ・エマニュエル・ピケロ‐バレスカス、安藤純子訳「フィリピン
におけるジェンダー平等と女性のマグナカルタに関する試論」辻村みよ子・スティール若希編『アジアにおけ
るジェンダー平等―政策と政治参画』
（GCOE 研究成果シリーズ）
（東北大学出版会、2012 年）247-257 頁

RA
川村

一義

●川村一義「擬似連立政権下の国会運営：自民党派閥と委員会制度」GEMC journal（東北大学 GCOE）no. 7
（2012 年）144-163 頁

牧

真理子
●牧真理子・高橋英治「ドイツ企業買収法上の労働者利益」法学雑誌（大阪市立大学）58 巻1号（2011年）1-34 頁
◆牧真理子「企業買収の局面における労働者利益の保護」日独交流 150 周年記念事業、日独法律学シンポジウム
『法の継受と法整備支援』
「若手研究者フォーラム」
（慶応大学、2011 年 11 月 5 日）

研究教育協力者（国際高等研究教育機構）
李

善姫
●大西仁・吉原直樹監修、李善姫・中村文子・菱山宏輔編『移動の時代を生きる―人・権力・コミュニティ』
（GCOE
研究成果シリーズ）
（東信堂、2012 年）
●李善姫「グローバル化時代の仲介型結婚移民―東北農村の結婚移民女性達におけるトランスナショナル・アイ
デンティティ」大西仁・吉原直樹監修、李善姫・中村文子・菱山宏輔編『移動の時代を生きる―人・権力・コミュ
ニティ』
（GCOE 研究成果シリーズ）
（東信堂、2012 年）
●李善姫「『多文化ファミリー』における震災経験と新たな課題―結婚移民女性のトランスナショナル性をどう
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捉えるか」鈴木恵理子編、駒井洋監修『移民ディアスポラ年報 2 東日本大震災と外国人移住者たち』
（明石書
店、2012 年）56-74 頁
●李善姫「ジェンダーと多文化の狭間で—東北農村の結婚移民女性をめぐる諸問題」GEMC journal（東北大
学 GCOE）no.7（2012 年）88-103 頁
◆Lee, Sunhee,“A Vision of‘Japanese Multiculturalism' in the Aftermath of the Great Disaster of‘3/11’
,”
presented at The SEAA 2011 Conference, Chonbuk National University, Korea, August 4, 2011.
◆李善姫「国際結婚家族の震災経験からみる東北の多文化共生の課題」多文化関係学会震災ワーキンググループ
（青山学院大学、2011 年 9 月 11 日）
◆李善姫（コメンテータ）結婚移民研究会・京都大学文学部社会学・京都大学 GCOE 共催「地域の担い手として
の結婚移民」
（ウィングス京都、2011 年 10 月 16 日）
◆李善姫「災害地域における外国人女性の現況と『文化媒介力』
の必要性」GCOE 研究会・第 31 回月例研究会「災
害復興におけるジェンダーと多文化共生」
（東北大学、2011 年 12 月 9 日）
◆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」青山学院大学国際交流共同研究センター
研究会「多文化状況の最前線では何が起こっているのか（欧州、韓国の動向から）
」
（青山学院大学、2012 年 2
月 3 日）
◆李善姫「被災外国人支援の『媒介力』と結婚移民女性のエンパワーメント」国際円卓会議シリーズ「東日本大震
災とその後―災害・復興・防災の日中比較を通じた新しい社会の模索」日中社会学会・北京日本学研究中心共
済（東北学院大学、2012 年 2 月 18 日）
◆李善姫「東日本大震災と定住外国人―その時我々はどんな情報が欲しかったのか」NPO 法人地球ことば村・
世界言語博物館主催、地球ことば村シンポジウム「災害情報はどのように伝えられたか―多文化社会日本のメ
ディア環境と課題―」
（パネルディスカッション）
（国際協力基金 JFIC ホール、2012 年 2 月 25 日）
◆李善姫「アジアのジェンダー構造と格差―東アジアの結婚移民を考える」
（川内萩ホール企画展示、2011 年 7
月 27 日 -9 月 30 日）

中村 文子
●大西仁・吉原直樹監修、李善姫・中村文子・菱山宏輔編『移動の時代を生きる―人・権力・コミュニティ』
（GCOE
研究成果シリーズ）
（東信堂、2012 年）
●中村文子「地域的な人権ガヴァナンスの一考察―国際人身売買の問題を中心に―」
、大西仁・吉原直樹監修、李
善姫・中村文子・菱山宏輔編『移動の時代を生きる―人・権力・コミュニティ』
（GCOE 研究成果シリーズ）
（東
信堂、2012 年）
●中村文子「ジェンダー・イッシューをめぐる地域ガヴァナンスの可能性―規範企業家としての EU と ASEAN のト
ラフィッキングに対する地域的対策を比較して―」公益学研究（日本公益学会）第11巻第1号（2011年）51-62頁
●Lourdes Veneracion-Rallonza 著、中村文子訳「トランスナショナルな領域におけるシンボリック・ポ
リティクス―日本軍性奴隷に対する女性国際戦犯法廷の規範的な影響」辻村みよ子・スティール若希編『ア
ジアにおけるジェンダー平等―政策と政治参画』
（GCOE 研究成果シリーズ）
（東北大学出版会、2012 年）
281-322 頁
◆中村文子「ジェンダー・イッシューをめぐる地域ガヴァナンスの可能性―規範企業家としての EU と ASEAN
のトラフィッキングに対する地域的対策を比較して―」日本比較政治学会（北海道大学、2011 年 6 月 18 日）
◆中村文子「人身売買の構造的要因と反人身売買の履行に向けた地域機構の取り組み」関西政治社会学会第 1 回
研究会（同志社大学、2011 年 6 月 26 日）
◆中村文子「規範インタープリターとしての地域機構と人権規範の普及―ASEAN と EU の人身売買対策を事例
として―」国際政治学会（つくば国際会議場、2011 年 11 月 12 日）
◆中村文子「ジェンダー・イッシューと地域形成―ヨーロッパと東南アジアにおける人身売買に対する地域ガ
ヴァナンスを事例として」ジェンダー法学会（東北大学、2011 年 12 月 4 日）
◆中村文子「人身売買とジェンダー―女性・女児への性的搾取と差別の構造」仙台市男女共同参画推進センター、
ジェンダー論講座⑥（エルソーラ仙台、2011 年 12 月 10 日）
◆中村文子「ジェンダー・イッシューをめぐる地域ガヴァナンスの可能性―EU の人身売買に対する地域的対策
を例として―」
（川内萩ホール企画展示、2011 年 7 月 27 日 -9 月 30 日）
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博士論文の紹介
陳

浩

「個人と社会の関係から見た初期マルクスの研究」（2011 年 9 月学位取得）
個人と社会との関係に関して、特に『フォイエルバッハに関する概要』の「第 6 条」における
人間の本質に関する叙述によると、マルクスが個人に対して社会を優先させる立場を取って
いることに幅広いコンセンサスが得られている。しかし、マルクスの市民社会論に基づいて、
初期マルクスに特有な個人と社会の関係についての問題意識を考えることで、本論文では、従
来とは逆の解釈を主張する。すなわち、初期マルクスにとって、少なくとも市民社会の段階に
おいて、社会関係の出発点であり根拠となるのは、社会よりはむしろ個人なのである。

干

福堅

「現代の国家建設に関する社会理論—国家建設におけるナショナリズムの建設的な機
能について」（2011 年 9 月学位取得）
本論文は発展途上国の民族型ナショナリズム運動を研究対象とし、ナショナリズム理論の
発展史を整理したうえで、ナショナリズム理論研究の分類図式を提示した。それを理論的な
基礎として、本論文は、1990 年代以降に発展途上国で現れてきた数多くのエスニック・ナショ
ナリズム事件を説明する構造的な分析枠組みを提案した。初めに、グローバル化が発展途上
国におけるエスニック・ナショナリズムの出現を促進し、特にインターネットに代表される技
術の進歩がもっとも便利なコミュニケーション手段を提供した。第二に、ソ連及び東欧諸国
の急激な変化ののちに、発展途上国が早急に行った民主化改革がエスニック・ナショナリズム
事件の制度的要因の一つであることを論じ、最後に、少数エスニック・グループに関連する数
多くの国際レジームの形成が、エスニック・ナショナリズム事件のもう一つの重要な制度的要
因であることを論じる。

劉

超

「清華大学発展メカニズムの研究―政治と学術相互作用の視角から」
（2011 年 9 月学位取得）
清華大学は近代中国において、広く影響力を持つ大学である。北京政府期には平均的なレ
ベルにあったが、南京国民政府初期においては国内学術環境の改善に伴って急速な発展を遂
げてきた。特に 1931 年の満州事変後、中国が日本の侵略に直面するなか、国内の各界は内部
の矛盾を緩和し、危機への対応に重点を置いた。清華大学の学者も当局に対する批判的立場
から一転し、大学と政府は密接に協力していた。このような状況において、清華大学は自然科
学、テクノロジー、人文科学などの分野で著しい発展を遂げた。このようなケースからみれば、
近代中国において、学術は常に政治と密接に相互作用し、外部の諸要素から切り離すことはで
きない。

Kamila SZCZEPANSKA

「日本における戦争の記憶の論議 1990-2010：進歩的な市民グループとアジア・太平
洋戦争の記憶の論争」（2012 年 3 月学位取得）
本研究の目的は、日本での過去 20 年間において、市民社会団体が太平洋戦争をめぐる記憶
の論争にどのように参加していたのか、また、どのような貢献をしていたのかについて分析す
ることである。研究の結果に基づいて、前述のプロセスにおいて、市民社会団体はどのような
役割を担い、その団体の重要性はどうであったのかについて解明している。この研究の事例
として、1）
「日本の戦争責任資料センター」
、2）
「子どもと教科書全国ネット 21」
、3）
「戦争と
女性への暴力日本ネットワーク」
、
「アクテイブ・ミュージアム女たちと戦争資料館」
、4）
「POW
研究会」の団体を取り上げた。
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「現代日本における女性のアイデンティティの形成と変化 : ジェンダー的視点から見た
宗教の社会貢献活動」（2012 年 3 月学位取得）
博士論文の主題は、宗教団体に所属する女性による草の根の社会貢献活動に焦点をあてな
がら女性の社会的自己実現へ及ぼす影響やアイデンティティ変容を扱うものである。2009
年から 2010 年においてサーベイ調査の対象事例となった団体は真如苑、立正佼成会、日本カ
トリック教会である。実践論やパフォーマティヴィティの概念を用いてどのように宗教団体
所属の女性が日常的な社会貢献活動の行為によって構造の再生産およびアイデンティティ形
成を行うのかを考察する。

Ra MASON

「日本の北朝鮮の位置づけにおけるリスクの再評価」（2012 年 3 月学位取得）
冷戦後の東アジアにおける国際関係は、冷戦中の固定されたパワーバランス（ソ連対米国）
の時代に比べ、非常に活発で複雑になりつつある。そんな中、
日本からみた北朝鮮における（ミ
サイル・核・拉致等による）リスクが拡大し、そのリスクのレベルが高く評価されている。そ
こで、この研究を通して、日本（その政治・マスコミ・社会など）はどのような政治的・社会的
プロセスを経てそれぞれのリスクを再評価しているのかを解いていく。

Paul O'SHEA

「主権ゲーム―領土問題に対する日本の姿勢に関する考察」（2012 年 3 月学位取得）
本稿は、日本とロシア、韓国、中国とのあいだの領土問題に関するコンストラクティヴィズ
ム・アプローチ研究である。本研究の主眼は、紛争の激化や緩和ではなく、関係国による主権
の行使にある。領土紛争において、
国家は係争地に主権を行使するために様々な手段を用いる。
そして、国家はこのような主権の行使を国際的に正統なものであると主張する。本研究は、国
家による主権の行使に着目することで、日本の「主権ゲーム」に対するアプローチが個々の紛
争において多様であり、領域の相対的価値とその価値から生ずる政策目標によって変化する
ことを明らかにする。

Sven MATTHIESSEN

「フィリピンへ行くことは故郷に帰るようなものである―明治時代から大東亜共栄圏
までの日本の汎アジア主義とフィリピン群島」（2012 年 3 月学位取得）
博士論文の目的は、19 世紀後半から太平洋戦争の終わりまでの、日本の汎アジア主義の発
展を調査することにあり、この思想に対するフィリピンの見方を調査するものである。フィ
リピンは、戦時下において、日本占領下の領域の中で、特殊な事例であった。それは、フィリ
ピン群島の文化的・歴史的な特殊性によるものである。とくに、フィリピン人に受け入れられ
た新アメリカ主義によって、アジアへの価値への回帰を中心に置く汎アジア主義を履行する
ことは、日本当局にとって、実質的に不可能であった。故に、フィリピンへ行くことは、故郷
に帰るようなものであるという日本人の新アジア主義共同体の一前提は、満たされることは
なかった。

川村

一義

「現代日本の政党制と議会政治―自民党政権から民主党政権まで―」（2012年3月学位取得）
本稿の目的は、1956 年から 2011 年までの政府立法データを分析することによって、日本の
国会審議過程を動態的に把握することにある。近年の国会研究が、洗練された理論的研究を志向
してきたのとは対照的に、筆者は、与党の分権性や野党の多党化、政治改革の進展や二院制の外
生的制約等、具体的な文脈に即した政治現象の因果関係分析を志向している。議会は国内政治の
縮図であるという関係は日本でも同じであり、本研究によって、国会は魅力的な研究対象である
と再認識されることが期待される。
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辻村

事業推進担当者の主な研究業績一覧
●：著書・論文

みよ子

●辻村みよ子『憲法から世界を診る―人権・平和・ジェンダー〈講演録〉
』
（法律文化社、2011 年）
●辻村みよ子『ポジティヴ・アクション―「法による平等」の技法』
（岩
波書店、2011 年）
●辻村みよ子『憲法（第 4 版）』
（日本評論社、2012 年）
●辻村みよ子・糠塚康江『フランス憲法入門』
（三省堂、2012 年）
●辻村みよ子編『ジェンダー社会科学の可能性 第 3 巻 壁を超える―
政治と行政のジェンダー主流化』
（岩波書店、2011 年）
●辻村みよ子編『ジェンダー社会科学の可能性 第 1 巻 かけがえのな
い個から―人権と家族をめぐる法と制度』
（岩波書店、2011 年）
●辻村みよ子「序論：男女共同参画型の多元的ガヴァナンスへ」辻村みよ
子編『ジェンダー社会科学の可能性 第 3 巻 壁を超える―政治と行
政のジェンダー主流化』
（岩波書店、2011 年）1-17 頁
●辻村みよ子「政治参画と代表制論の再構築―ポジティヴ・アクション導
入の課題」辻村みよ子編『ジェンダー社会科学の可能性 第3巻 壁を
超える―政治と行政のジェンダー主流化』
（岩波書店、2011年）21-63頁
●辻村みよ子「序論：個人・家族・国家と法」辻村みよ子編『ジェンダー
社会科学の可能性 第 1 巻 かけがえのない個から―人権と家族をめ
ぐる法と制度』
（岩波書店、2011 年）1-19 頁
●樋口陽一・森英樹・高見勝利・辻村みよ子・長谷部恭男編著
『国家と自由・
再論』
（日本評論社、2012 年）
●辻村みよ子「リプロダクティヴ・ライツと国家の関与」樋口陽一・森英
樹・高見勝利・辻村みよ子・長谷部恭男編著『国家と自由・再論』
（日本
評論社、2012 年）189-211 頁
●辻村みよ子・スティール若希編著『アジアにおけるジェンダー平等
―政策と政治参画』
（GCOE 研究成果シリーズ）
（東北大学出版会、
2012 年）
●辻村みよ子「序論」辻村・スティール若希編『アジアにおけるジェンダー
平等―政策と政治参画』
（GCOE 研究成果シリーズ）
（東北大学出版会、
2012 年）3-22 頁
●辻村みよ子「『人権としての平和』と生存権―憲法の先駆性から震災
復興を考える」GEMC Journal（東北大学 GCOE）no.7（2012 年）
48-59 頁
●辻村みよ子「ダイバーシティとポジティブ・アクション」
首都大学東京・
ダイバーシティを理念とする女性研究者支援事業 平成 23 年度報告
書（2012 年）
●辻村みよ子「オランプ・ドゥ・グージュと女性の権利の展開」日仏女性
資料センター編『女性空間 28 号』
（2011 年 6 月）8-15 頁
●辻村みよ子「学術分野の男女共同参画『加速』の課題」学術の動向（日本
学術会議編）Vol.16, No. 8（2011 年）64-66 頁
◆辻村みよ子「ポジティヴ・アクション：世界女性差別撤廃条約勧告を
めぐって」日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会主催講演会（東
京、2011 年 5 月 27 日）
◆辻村みよ子「第三次男女共同参画基本計画を実施するために」世界女
性会議ネットワーク関西・大阪府男女共同参画推進財団共催シンポジ
ウム基調講演（ドーンセンター、2011 年 7 月 30 日）
◆辻村みよ子「『人権としての平和』と生存権――日本国憲法の先駆性か
ら震災復興を考える」仙台弁護士会女性弁護士 9 条の会主催講演会（仙
台弁護士会館、2011 年 11 月 15 日）

大西

仁

●大西仁・吉原直樹監修、李善姫・中村文子・菱山宏輔編『移動の時代を
生きる―人・権力・コミュニティ―』
（GCOE 研究成果シリーズ）
（東
信堂、2012 年）
●大西仁「はじめに」
、大西仁・吉原直樹監修、李善姫・中村文子・菱山宏
輔編『移動の時代を生きる―人・権力・コミュニティ―』
（GCOE 研究
成果シリーズ）
（東信堂、2012 年）

水野

紀子

●水野紀子「改正臓器移植法の問題点と今後の展開」医学のあゆみ 237
巻 5 号（2011 年）353-361 頁
●水野紀子「改正臓器移植法を考える」日本移植・再生医療看護学会誌 6
巻 2 号（2011 年）15-28 頁
●水野紀子「『相続させる』旨の遺言の功罪」久貴忠彦編集代表『遺言と遺
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◆：口頭発表・報告

留分・第 1 巻遺言〔第 2 版〕
』
（日本評論社、2011 年）199 頁 -228 頁
●水野紀子「家族法の本来的機能の実現―男女共同参画社会へ向けて」
ジュリスト 1424 号（2011 年）46-53 頁
●水野紀子「改正臓器移植法の議論の背景と立法的問題点」肝胆膵 63 巻
1 号（2011 年）9-20 頁
●水野紀子「生涯婚姻したことのない被相続人の実子から養子に対して
遺留分減殺請求をした事案において、民法一〇四四条、九〇〇条四号
ただし書前段の準用を違憲とした事例」東京高裁平成 22 年 3 月 10 日
判決評釈私法判例リマークス 43 号（2011 年）74-77 頁
●水野紀子「遺体の法的地位」加藤一郎先生追悼・森島昭夫・塩野宏編『変
動する日本社会と法』
（有斐閣、2011 年）689-721 頁
●水野紀子「学問的世界と基礎教育の融合窪田充見著『家族法—民法を
学ぶ』
」法学セミナー 683 号（2011 年）132 頁
●水野紀子「多様化する家族と法」都市問題 102 号（2011 年）62-69 頁
●水野紀子「民法から信託を考える：日本における民法の意義」信託法研
究 36 号（2011 年）107-117 頁
●水野紀子「児童虐待、配偶者間暴力、離婚」町野朔・岩瀬徹編『児童虐
待の防止―児童と家庭、児童裁判所と家庭裁判所』
（有斐閣、2012 年）
118-133 頁
◆水野紀子「法律家からみた非配偶者間の生殖医療」第 29 回日本受精着
床学会（京王プラザホテル東京、2011 年 9 月 10 日）
◆水野紀子「日本の戸籍制度の沿革と家族法のあり方」新・アジア家族法
三国会議（早稲田大学、2011 年 11 月 27 日）
◆水野紀子「日本家族法―フランス法の視点から」比較法研究所連続講
演会（早稲田大学、2012 年 1 月 21 日）

植木

俊哉

●植木俊哉編『グローバル化時代の国際法』
（GCOE 研究成果シリーズ）
（信山社、2012 年）
●植木俊哉「国際法の主体と関与者」大沼保昭編『21 世紀の国際法―多
極化する世界の力と法』
（日本評論社、2011 年）97-111 頁
●植木俊哉「東日本大震災と福島原発事故をめぐる国際法上の問題点」
ジュリスト 1427 号（2011 年）107-117 頁
◆植木俊哉「大規模災害と国際法」第 161 回国際立法研究会（法政大学、
2011 年 11 月 4 日）
◆ Ueki, Toshiya, "The Earthquake, Tsunami and Nuclear
Accident and the Law of the Sea", presented at The 5th SinoJapanese Workshop on the Law of the Sea, Dalian, China,
November 19, 2011.

平田

武

●平田武「『歴史の遺産』とその影響―旧東欧諸国における政治発展と
制度選択 ･ デモクラシー―」仙石学 ･ 林忠行編『ポスト社会主義期の
政治と経済―旧ソ連 ･ 中東欧の比較』
（北海道大学出版会、2011 年）
19-48 頁
◆平田武「ハンガリー史における二つの象徴体系―『国民の祝日』を手
がかりに―」科学研究費補助金研究会「ヨーロッパ境界地域の歴史
的経験とパトリア意識／市民権」
（東京外国語大学本郷サテライト、
2011 年 7 月 9 日）
◆平田武「民主化・市民社会・中欧論から 20 年―東中欧比較政治研究の
認識枠組み―」ロシア・東欧学会 2011 年度（第 40 回）研究大会・共通
論題「ソ連崩壊 20 年とその後の世界」第 2 セッション：パネル・ディ
スカッション（東京国際大学、2011 年 10 月 22 日）

久保野

恵美子

●久保野恵美子「シンポジアム「成年後見の現状と課題―能力の定義と判
定について」民法学の立場から」法と精神医療26号（2011年）94-104頁
●久保野恵美子「成年後見における「居所指定」
」実践成年後見 39 号
（2011 年）88-96 頁
●久保野恵美子「精神保健福祉法と民法 714 条（責任無能力者の監督義
務、責任）
」精神医学 54 巻第 2 号（2012 年）137-143 頁
●久保野恵美子「日本の親権制度と児童の保護」町野朔・岩瀬徹編『児童
虐待の防止―児童と家庭、児童裁判所と家庭裁判所』
（有斐閣、2012
年）102-117 頁

森田

果

● Morita, Hatsuru, "A Hedonic Approach to Radiation Contamination
Damages", in GEMC journal, no. 6, pp.26-37, 2012.
◆ Morita, Hatsuru, "Rescuing Victims and Rescuing TEPCO",
Presentation at Hagi Seminar, Tohoku University, October 14, 2011.

米村

滋人

嵩

さやか

◆嵩さやか「年金とジェンダー―遺族年金の男女格差を考える」ジェン
ダー法学会・プレ企画（東北大学、2011 年 12 月 3 日）

滝澤

紗矢子

●滝澤紗矢子「〈判例紹介〉Bertelsmann v.IMPALA.」白石忠志・中野雄
介編『判例 米国・EU 競争法』商事法務（2011 年）252-262 頁
●滝澤紗矢子「審決・判決評釈］旧日本道路公団発注高速道路情報表示設
備工事談合損害賠償請求事件」公正取引（公正取引協会）729 号（2011
年）90-95 頁
●滝澤紗矢子「
（評釈）自動読取区分機類談合事件課徴金審決」平成 22 年
度重要判例解説、ジュリスト 1420 号（2011 年）290-292 頁

桑村

裕美子

●山川隆一・森戸英幸編著（桑村裕美子ほか）
『判例サムアップ労働法』
（弘文堂、2011 年）
◆桑村裕美子「日本における労働法の柔軟化と労働者代表」独日労働法
協会講演（ドイツ・ルール大学ボーフム、2012 年 1 月 19 日）

内海

博俊

●内海博俊「開札期日において入札を無効と判断されたため最高価買受
申出人とされなかった入札人からの売却許可決定に対する執行抗告の
可否と当該入札の効力」判例評論 629 号（2011 年）20-28 頁
●内海博俊「定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴え」
判例セレクトⅡ（2012 年）31 頁

吉田

浩

●吉田浩「日本はスウェーデンに社会福祉を二度学べ」学際 第 23 号
（2011 年）25-34 頁
●吉田浩「少子・高齢化と遺産・相続の意義と役割」個人金融 夏号（2011
年）8-18 頁
●吉田浩（2012）
「都道府県別の高齢者福祉指数に関する研究」GEMC
Journal（東北大学 GCOE）no.7（2012 年）62-73 頁
◆ Yoshida, Hiroshi,“Population Aging and Economic Growth,”
presented at The 2011 International Conference in Business
and Information, Shih Chien University, Taiwan, May 31, 2011.
◆ Yoshida, Hiroshi, “A Comparative Study on the Fertility
Difference between Scandinavian Countries and East Asian
Countries,”presented at Workshop at the EIJS, Stockholm
School of Economics, August 6, 2011.
◆ Yoshida, Hiroshi,“Japanese aging and its effect on economy,”
presented at Japan Taiwan Joint Seminar on Population Aging
and Economic Growth, Tohoku University, December 16, 2011.

田中

大沢

真理

● Osawa, Mari, Social Security in Contemporary Japan, A
comparative analysis, London and New York: Routledge/
University of Tokyo Series, 2011.
●大沢真理編著『社会的経済が拓く未来―危機の時代に「包摂する社会」
を求めて―』
（ミネルヴァ書房、2011 年）
●大沢真理編『ジェンダー社会科学の可能性 第 2 巻 承認と包摂へ―
労働と生活の保障』
（岩波書店、2011 年）
●大沢真理・堂本暁子・山地久美子共編著『「災害・復興と男女共同参画」
6.11 シンポジウム〜災害・復興に男女共同参画の視点を〜』
（GCOE
東京大学社会科学研究所連携拠点研究成果シリーズ No.4）
（2011 年）
●大沢真理編「危機や災害に脆い社会を再構築するために―「男性稼ぎ
主」型からの脱却を―」女性と労働 21 No.78（2011 年）29-41 頁
●大沢真理監訳『平等と効率の福祉革命―新しい女性の役割―』
（岩波書
店、2011 年）
●大沢真理編『ジェンダー社会科学の可能性 第 4 巻 公正なグローバ
ル・コミュニティを―地球的視野の政治経済』
（岩波書店、2011 年）
◆大沢真理「戦後日本型の経済開発が災害に脆い社会をつくった」日本
弁護士連合会シンポジウム「女性こそ主役に ! 災害復興〜東日本大震
災後の日本社会の在り方を問う〜」
（弁護士会館、2011 年 9 月 8 日）
◆ Osawa, Mari,“Revenue-raising side is more problematic
than spending; The case of Japan's societal crisis,”presented
at the Conference on“Two Political Economies in Crisis:
Historical and Comparative Perspectives on the Fiscal
Dilemmas Facing Japan and the United States?” Keio
University, December 10-11, 2011.

水町

Ⅳ
GCOE 2011年度の主な活動

● Ynemura, Shigeto,“The Rules on Catastrophic Harms in
Japan. -- Liability and Insurance;”in ICCLP Publications, No.11,
pp. 50-64, 2011.
◆米村滋人「人格権の譲渡性・相続性―ドイツ人格権理論の展開を契機
として」東北法学会大会（東北大学、2011 年 10 月 22 日）
◆米村滋人「人格権の譲渡性―著作者人格権・パブリシティ権・ヒト試
料提供の法律構成」東北大学 GCOE 研究会・民法研究会（東北大学、
2011 年 11 月 17 日）
◆米村滋人「医学研究における情報の法律関係―ドイツ遺伝子診断法の規
律を手がかりに」医科学政策研究会（明治学院大学、2012 年 2 月 18 日）

◆ Tanaka, Sigeto,“A Quantitative Analysis of the Economic
Situation of Those Who Have Undergone Divorce,”presented
at Kyoto Seminar by International Sociological Association,
Research Committee 06 , Kyoto, September 12, 2011.

勇一郎

●荒木尚志・奥田香子・島田陽一・土田道夫・中窪裕也・水町勇一郎・村
中孝史・森戸英幸著『ケースブック労働法〔第 3 版〕
』
（有斐閣、
2011 年）
●水町勇一郎『労働法入門』
（岩波書店、2011 年）
●水町勇一郎「『同一労働同一賃金』は幻想か ?―正規・非正規労働者間
の格差是正のための法原則のあり方」鶴光太郎・樋口美雄・水町勇一
郎編著『非正規雇用改革―日本の働き方をいかに変えるか』
（日本評論
社、2011 年）271-297 頁
●水町勇一郎「労働組合法上の労働者性」ジュリスト 1426 号（2011 年）
10-22 頁

不破

麻紀子

●イエスタ・エスピン = アンデルセン著・不破麻紀子訳「女性の役割の
革命と家族」大沢真理監訳『平等と効率の福祉革命―新しい女性の役
割―』
（岩波書店、2011 年）21-56 頁
◆ Fuwa, Makiko,“Cohabitation and Marital Relationship in
Japan”presented at the Annual Meeting of the American
Sociological Association, Las Vegas, NV, August 22, 2011.
◆不破麻紀子「同棲経験と家事分担」家族社会学会第 21 回大会（甲南大
学、2011 年 9 月 10 日）

石黒

久仁子

● Ishiguro, Kuniko, “Changes in Japanese Companies’
Personnel Management Practices Relating to Female
Employees: From the Early 1980s to the Early 2000s,”in
Sierk A. Horn（ed.）Emerging Perspectives in Japanese Human
Resource Management, Peter Lang, pp.129-163, 2011.
● Ishiguro, Kuniko,“Japanese Employment in Transformation:
The Growing Number of Non-regular Workers”, in Iles,
Timothy（eds.）The ejcjs Omnibus: Ten Years of Investigation,
Analysis, and Scholarship on Japan, Lexington Books, 2012.
●石黒久仁子「女性管理職のキャリア形成―事例からの考察」GEMC
Journal（東北大学 GCOE）no.7（2012 年）104-129 頁

重人

●田中重人・永井暁子編『第 3 回家族についての全国調査（NFRJ08）第 2
次報告書 1: 家族と仕事』
（日本社会学会全国家族調査委員会、2011 年）
● Tanaka, Sigeto,“The Economic Situation of Those Who Have
Experienced Divorce,”田中重人・永井暁子編『第 3 回家族について
の全国調査（NFRJ08）第 2 次報告書 1: 家族と仕事』
（日本社会学会
全国家族調査委員会、2011 年）143-163 頁
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5

ホームページ

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

本プログラムでは、6ヶ国語（日本語、英語、
フランス語、
韓国・朝鮮語、中国語、
ドイツ語）
によるホームページを展
開し、研究・教育全般にわたる情報を発信しています。研究
プロジェクトの紹介・進捗状況、CNDCプログラムの説明
や学生の募集などを適宜アップロードしています。
さらに、
研究会やシンポジウム等のイベントや成果・出版物の紹
介、国際連携大学の紹介など、世界のどこからでも本プロ
グラムの全貌を身近に感じられるようにしています。URL
は上記の通りです。
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Ⅴ
連

携

連

携

国際連携

※役職は当時のもの

清華大学

シェフィールド大学

清華大学は「躍進する中国」を象徴する大学

シェフィールド大学は、英国を代表する大学の

で、中国随一の大学であるにとどまらず、世界の

一つで、英国における日本研究の中心的存在と

「トップ」の大学の一つに飛躍しつつあります。本

しても知られています。本GCOEは、東アジア研

GCOEはその政治学部及び法学院と多文化共

究所とジェンダー及び多文化共生をテーマに共

生をテーマに国際ワークショップを共催するなど

同研究を行うのに加えて、2009年度から
「共同

共 同 研 究を進めていますが 、これに加えて、

博士課程」
（CNDC）
を開始し、
これまで5人の博

2009年度からは
「共同博士課程」
（CNDC）
を開

士課程の学生を東北大学に受け入れています。

始しました。
これまで清華大学からは共同博士課

そして2012年度には、
さらに1人の学生を受け

程に参加する7人の博士課程の学生を東北大学

入れる予定です。

に受け入れており、
2011年度には、
さらに6人の
博士課程の学生を受け入れました。

荻セミナーで発表するシェフィールド大学のCNDC学生

荻セミナーで発表する清華大学のCNDC学生

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4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名が加わりました。
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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

Ⅴ
携

ENS-Lyonはフランスきっての名門グランゼ

国民大学校

連

エコル・ノルマル・シュペリュール・
リヨン校（ENS-Lyon）

国民大学校は、解放後最初に創設され、2006年に開校60

コルの一つです。本GCOEは、ENS-Lyonとの間

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

で、2009年度から
「共同博士課程」
（CNDC）
を

る日本学研究所が設置されています。本GCOEは、国民大学

開始しており、2009年10月から1名の博士課

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

程の学生が参加しています。

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。

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

オタワ大学

中国社会科学院

本GCOEは、
これまでオタワ大学とジェンダー

中国社会科学院は中国を代表する社会科学分

及び多文化共生をテーマにした国際セミナーを

野の研究機関・シンクタンクであり、大学院も擁

2009年2月および8月に開催した外、オタワ大

しています。同院の法学研究所と政治学研究所

学にGCOE海外連携拠点を設立しました。
2010

との間で本GCOEは、
「共同博士課程」
（CNDC）

年度からは、
「共同博士課程」
（CNDC）
も開始し

を行っており、
これまで4名の博士課程の学生が

ています。

東北大学に派遣されています。

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

荻セミナーで発表する中国社会科学院のCNDC学生
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梨花女子大学校法科大学
ジェンダー法学研究所
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

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。

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

本GCOEは、2010年11月に同大学校政治学科

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

で共同セミナーを開催したのを皮切りに共同研

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

究を展開しています。又、2010年度に
「共同博

係を確立しており、本GCOEでも連携協力を進めています。

士課程」
（ CNDC）の協定も締結し、2011年度

とくに2009年10月の萩セミナーでの講演や、同年11月の梨

から1名の学生が指導を受けています。

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。

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

ソウル大学校

国立台湾大学

ソウル大学校は韓国を代表する国立大学で

国立台湾大学は台湾を代表する名門校で、
日

す。本GCOEは、
これまで同大学校国際大学院

本統治時代の台北帝国大学を前身としていま

と研究協力を進めてきましたが、2010年度には

す。東北大学とは古くから密接な学術交流を続

共同博士課程（CNDC）の協定も結び、2012年

けてきましたが、本GCOEは、2011年から、国

度から学生の入学が予定されています。

立台湾大学法律学院との間で「共同博士課程」
（CNDC）
を開始しました。

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

65

2011年8月国立台湾大学法律学院院長・蔡明誠教授（左）
と
水野紀子研究科長（右）
が、
「共同博士課程」
の協定を締結

連

携

東京大学社会科学研究所との連携

Ⅴ
連
携

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

して多数の外部の研究協力者から構成されてい
ます。

本および東アジア・欧米に広がる対象地域とを組

共同研究としては、社研のスタッフが中心と

み合わせ、
歴史と国際比較の観点から、
日本と世

なって所内外の研究者を結集し、
日常的にグルー

界が解明を求めている重要問題を総合的に研究

プ共同研究を行っています。また近年では、グ

することです。東京大学は15の大学院研究科と

ローバルCOEはじめ時限的な性格をもつ研究拠

11の附置研究所で構成されており、社研は附置

点や委託研究・共同研究が、
所外の機関等と連携

研究所の１つですが、社研のスタッフは大学院・

する形で組織され、
これらが研究所全体の研究

学部の教育活動にも参加しています。
スタッフの

活動において大きな比重を占めるようになって

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。

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

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

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

（１）
全所的プロジェクト研究では、
スタッフの自由

分析の客観性を保障しています。同時に、多くの

な討論を通じて、
日本と世界が解明を求めている

資金を投入して行われた社会調査の結果を、社

重要課題をテーマとして設定します。
社会科学の

会の共有財産
（公共財）
として、
より有効に利用す

ディシプリンを横断する複合的アプローチにもと

る道を開きます。
社研は、
附属の日本社会研究情

づき、国内外に広がる開かれた研究ネットワーク

報センターで1998年に、
日本最初の本格的なＳＳ

を築きながら、数年にわたって研究を深め、厚み

Ｊ
（Social Science Japan）
データアーカイブを

のある研究成果を発表しています。近年のテー

設置しました
（2010年4月より共同利用・共同研

マは、
「地域主義比較」、
「希望学」
（希望の社会科

究拠点である附属社会調査・データアーカイブ

学）などです。2010年4月から
「ガバナンスを問

研究センター）
。
SSJデータアーカイブは2010年

い直す」
（研究リーダー：大沢真理教授）
を発足さ

度末には1348のデータセットを公開しています。

せました。
このプロジェクトは、
①市場・企業
（企業

（３）
社研は、
研究成果を単に社会還元するにとど

ガバナンス）
、
②生活保障システム
（福祉ガバナン

まらず、
社会や国民と共に
「知の共創」
を目指すよ

ス）
、
③地方自治
（ローカル・ガバナンス）
の3つの

うな＜調査の実施＞をおこなっています。特定の

研究分科会からなり、所内の教員、客員教員、そ

課題を掲げた企業調査や工場調査が、社研の発
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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

学際的な
共同研究

＊社会科学の
総合知の追求

調査の実施

＊知の社会還元から
知の共創へ

研究
インフラの構築
＊知の基盤強化

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）

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）

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

足以来現在に至るまで切れ目なく続いており、
現

社研には外国人客員教授のポストがあり、
制度

在は、大きく3つの調査を並行して実施していま

が発足した1992年度から１年に５人から７人を招

す。
具体的には、
①釜石市
（全所的プロジェクトの

聘しています。客員教授は個人の研究だけでな

希望学）、福井県（近未来課題解決型事業）
に代

く、
グローバルCOE事業などに協力しています。

表される＜地域密着の調査＞、②若者と壮年の

社研はまた、海外の研究機関の博士課程以上に

「働き方とライフスタイルの変化」
に関する大規

在籍する研究者を
「客員研究員」
として受け入れ

模な＜パネル調査＞、
③中国、
韓国、
東南アジアな

ています。
グローバルのCNDC(クロス・ナショナ

どで実施している＜現地調査＞
（農村調査、産業

ル・ドクトラル・コース)の学生も、客員研究員に

集積調査、大メコン圏開発など）の3 つが、主な

準ずる待遇のGCOE研究員として受け入れ、東

活動となっています。

京大学をはじめ首都圏での研究活動の拠点とし

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
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キャリア確立の
１０年間支援

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

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

確立の10年間支援を、
重要なミッションとしてい

究職志望者が大学院をへて恒久的な研究職につ

ます。
国際化の面での社研の代表的な活動は、
専

くまでの期間をさし、25歳から34歳くらいまで

門的英文レフリー雑誌 Social Science Japan

の10年間と重なります。
社研では、
各種の活動単

Journal (SSJJ)です。
SSJJは、
1998年4月の創

位ごとに積極的に若手研究者を採用し、
仕事に必

刊以来、
オックスフォード大学出版局
（OUP）
から

要なノウハウや知識を身に付けてもらっていま

年2回発行されています。社会科学系の国際

す。
若手を単なる
「知的労働者」
として扱うのでは

ジャーナルとして高い評価を得ており、
2009年1

なく、次世代の研究を担う人材と位置づけ、研究

月から社会科学学術文献引用索引SSCI (Social

報告の機会を作ると同時に、
彼らの研究テーマや

Science Citation Index）
に掲載され、
世界的な

業績をホームページに積極的にアップロードし

地位を確立しています。

て、
就職活動の支援を行っています。

研究センター
（片平）の
活動

ジェンダー平等と多文化共生研究センター

Ⅴ

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

連

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

携

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。

センターが入っている建物

センターの利用規定
蔵書冊数
ジェンダー平等と多文化共生に関する図書を約8,000
冊所蔵しております。

利用資格について
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

センターの入口

利用時間について
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

センターの内部

閲覧・貸出について
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。

蔵書目録完成
詳細は、http://www.law.tohoku.ac.jp/gemc/
内の「蔵書目録」
をご覧ください。

完成した蔵書目録（抄）
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主な来訪者
山地久美子：関西学院大学災害復興制度研究所研
究員（2011年7月22日・12月9日来訪）
金千秋：神戸FMわいわい総合プロデューサー（同上）
島野智之：宮城教育大学環境教育実践研究セン
ター准教授（2011年9月13日来訪）
足立千佳子：特定非営利活動法人まちづくり政策
フォーラム理事、RQ被災地女性支援
センタープロジェクトリーダー（同上）
石本めぐみ：RQ被災地女性支援センタープロジェ
クトスタッフ（同上）
Helen IRVING：シドニー大学教授（2011年10月16日来訪）
岡野八代：同志社大学教授（同上）
池上雅子：ストックホルム大学教授（同上）
南基正：ソウル大学校日本研究所副教授（同上）
橋本ヒロ子：十文字学園女子大学副学長、教授

山下泰子：文京学院大学名誉教授（同上）
松本克美：立命館大学教授（同上）
二宮周平：立命館大学教授（同上）
林弘子：福岡大学教授（同上）
後藤弘子：千葉大学大学院教授（同上）
安藤ヨイ子：福島県弁護士会弁護士（同上）
伊藤和子：東京弁護士会弁護士（同上）
水谷英夫：仙台弁護士会弁護士（同上）
小島妙子：仙台弁護士会弁護士（同上）
坂元ひろ子：一橋大学大学院社会学研究科
ジェンダー社会科学研究センター・
代表、教授（2012年1月26日来訪）
貴堂嘉之：一橋大学大学院社会学研究科
ジェンダー社会科学研究センター・教
授（同上）

2011年12月9日 左から、金プロデューサー、山地研究員、
牧野助教、李助教

2012年1月26日 一列目右から、貴堂教授、坂元教授、辻村教授、
二列目真中、RA嶽本氏、
その他センター員

（2011年12月3日来訪）

国内の大学との連携
2012年1月26日、一橋大学大学院社会学研究科ジェンダー社会科学研究センターとの交流会を行いま
した。今後も、全国のジェンダー研究センター等との交流も図って行く予定です。

センター員・連絡先
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）
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 〜2011年9月）
・
薛軼群（特任フェロー 2011年10月〜） 中根一貴・堀見裕樹（フェロー 〜2011年6月）
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/
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Ⅵ
活動日誌

G C O E 研 究 会・行 事 日 程 一 覧
日

程

セ ミ ナ ー・研 究 会 等

2011

71

1

5/9
（月）

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

6/8
（水）
6/15
（水）
6/29
（水）

桜セミナー2011＋GCOE月例研究会

3

6/9
（木）

4

6/11
（土）

5

7/1
（金）

6

7/6
（水）

GCOE第28回月例研究会

7

7/7
（木）

GCOE研究会
（民法研究会共催）

8

7/31
（日）

（33-34ページ参照）

GCOE研究会
（民法研究会共催）

「
『抵当不動産の第三取得者』の法的地位―フランス法学説史を中心として―」
報告者：阿部 裕介（東北大学・准教授）

日本学術会議学術フォーラム

「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム
～災害・復興に男女共同参画の視点を～
（
「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム実行委員会、東北大学GCOE、日
本学術会議人間の安全保障とジェンダー委員会、平成22〜24年度科学研究費補助
金
［基盤研究
（B）］
「ジェンダーと災害復興」共催、ジェンダー法学会後援）
（42-43ページ参照）

第8回GCOE社研セミナー

「災害・復興とジェンダー」
1.「災害脆弱性のジェンダー格差の克服：地域防災の可能性」
2.「
『ジェンダーと災害復興』国際調査の再検討―日本・台湾・米国を中心に」
報告者：
1. 池田 恵子
（静岡大学・教授）
2. 山地 久美子（関西学院大学災害復興制度研究所・研究員）
（43ページ参照）

"Debiasing Law Making Process"
報告者：森田 果（東北大学・准教授）

「嫡子でない子の相続分・遺留分から信託法まで〜相続法の意義を考える〜」
報告者：水野 紀子（東北大学・教授）

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）
「刑事司法とジェンダー」
「ジェンダー化された刑事司法」
報告者：後藤 弘子（千葉大学・教授）

日

程

セ ミ ナ ー・研 究 会 等

9

8/11（木）

GCOE研究会
（民法研究会共催）

10

8/23（火）

11

9/8（木）

12

9/13（火）

13

9/29（木）

14

10/7（金）

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

15

10/13（木）
〜10/16（日）

萩セミナー2011

16

10/20（木）

17

10/27（木）

18

11/17（木）

「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・
補遺」
報告者：堀見 裕樹
（東北大学・助教）
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博士論文共同審査会

活動日誌

発表者：
于 福堅
（東北大学・清華大学 博士課程後期CNDC学生）
劉超
（東北大学・清華大学 博士課程後期CNDC学生）
陳浩
（東北大学・清華大学 博士課程後期CNDC学生）

GCOE研究会
（民法研究会共催）

"A Hedonic Approach to Radiation Contamination Damages"
報告者：森田 果
（東北大学・准教授）
（40-41ページ参照）

GCOE第29回月例研究会

「埋め込まれた
『政治性』―カント理性法論における自由と境界、もしくは国民主権
の生成について―」
報告者：木原 淳
（福島工業高等専門学校・准教授）

GCOE研究会
（民法研究会共催）

「
『穂積博士の
『親族法』を読む』を読む」
報告者：大村 敦志
（東京大学・教授）

（35-38、
44ページ参照）

第9回社研GCOEセミナー

「ポーランドにおけるジェンダー・ポリティクスの新しい動向 ―『女性会議』とク
ウォータ制の導入」
報告者：小森田 秋夫
（神奈川大学・教授、前東京大学社会科学研究所長）

GCOE研究会
（民法研究会共催）

修士論文中間報告
「面接交渉と子供の立場」
報告者：Roots MAIA（東北大学・博士課程前期）

GCOE研究会
（民法研究会共催）

「人格権の譲渡性―著作者人格権・パブリシティ権・ヒト試料提供の法律構成」
報告者：米村 滋人
（東北大学・准教授）
（40-41ページ参照）
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日

73

程

19

11/21
（月）

20

11/30
（水）

21

12/1
（木）

22

12/2
（金）
〜12/4
（日）

23

12/9
（金）

セ ミ ナ ー・研 究 会 等
公開講演会
（那覇市平和交流・男女参画課共催）

「
『セクシュアル・ハラスメント』とは？―加害者の責任・雇用者の責任―」
講師：小島 妙子（仙台弁護士会）、水谷 英夫（仙台弁護士会）

GCOE第30回月例研究会

「20世紀初期中国における電気通信事業の展開（1900-1937）」
報告者：薛 軼群（東北大学GCOE・特任フェロー）

GCOE研究会
（民法研究会共催）

判例評釈
「契約締結過程における説明義務違反の法的性質」
報告者：小笠原 奈菜（山形大学・講師）

ジェンダー法学会第9回学術大会
（東北大学法学研究科GCOE共催）

12/2 プレ企画I「災害とジェンダー」
12/3 プレ企画II「年金とジェンダー」
12/4 個別報告B：
「ジェンダー・イッシューと地域形成―ヨーロッパと東南アジアにおける人身売買
に対する地域ガヴァナンスを事例として」
「矯正施設における処遇とジェンダー」
報告者：
12/2 遠藤 恵子（米沢女子短期大学・学長、せんだい男女共同参画財団・理事長）
12/3 嵩 さやか（東北大学・准教授）
12/4 中村 文子（東北大学・助教）、矢野 恵美（琉球大学・准教授）
（40-41、
45ページ参照）

GCOE研究会 兼 第31回月例研究会

（東北大学法学研究科GCOE主催、日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究
［B］
［海外学術調査］
「ジェンダーと災害復興―制度設計と生活再建をめぐる課題に
関する国際比較研究」
［研究代表：山地久美子］共催）
「災害復興におけるジェンダーと多文化共生」
1.「災害地域における外国人女性の現況と『文化媒介力』の必要性」
2.「陸前高田市における被災者支援と女性会の役割」
3.「災害復興とエンパワーメントを日本・台湾の経験から考える」
4.「阪神・淡路大震災から東日本大震災へ多文化共生の経験をつなぐ〜母語で語
るラジオ番組が生み出すもの〜」
報告者：
1. 李 善姫
（東北大学・助教）
2. 牧野 友紀
（東北大学・助教）
3. 山地 久美子（関西学院大学災害復興制度研究所・研究員）
4. 金 千秋
（FMわぃわぃ・総合プロデューサー）
（46ページ参照）

日

程

セ ミ ナ ー・研 究 会 等

2012
24

1/16（月）

東大社研公開シンポジウム

（東京大学GCOE連携拠点、東京大学READ共催）
新著
『ケアの社会学』を手がかりに「上野千鶴子とケアの社会科学をきわめる」

1/18（水）

第10回社研セミナー

26

1/25（水）

27

1/26（木）

一橋大学CGRaSS-東北大学GEMC交流会

28

2/7（火）
〜2/10（金）

博士論文共同審査会

29

2/16（木）

30

2/24（金）

31

2/25（土）

32

3/1（木）

33

3/19（月）

活動日誌

25
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「タンザニアにおけるジェンダーに対する灌漑稲作導入インパクト―予備調査結
果を中心に」
報告者：田中 由美子
（国際協力機構・国際協力専門員）

GCOE第32回月例研究会

Perceptions and Misperceptions Regarding the Chinese Military
"One Aspect of the 'Fragile Superpower'"
報告者：阿南 友亮
（東北大学・准教授）

発表者：
Paola CAVALIERE, Paul O'SHEA, Ra MASON, Kamila SZCZEPANSKA,
Sven MATTHIESSEN
（東北大学・シェフィールド大学 博士課程後期CNDC学生）

GCOE研究会
（民法研究会共催）

判例評釈
「更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう『民法第1条第2
項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの』該当性」
報告者：中田 英幸
（駒澤大学・講師）

第33回月例研究会
（政治学研究会共催）

「国際秩序の変動とヘゲモニー―最近の研究の動向から」
報告者：遠藤 誠治
（成蹊大学・教授）

GCOE国際ワークショップ
「中国における法治の現状と展望について」

報告者：賀 衛方
（北京大学・教授）

GCOE研究会
（民法研究会共催）

「複数加害者の不法行為と因果関係」
報告者：米村 滋人
（東北大学・准教授）

3月20日シンポジウム・プレイベント
（東京大学GCOE連携拠点主催）

プロジェクトメンバー新著合評会およびセミナー報告会

74

日

程

34

3/20
（火）

35

3/22
（木）

36

3/23
（金）

37

3/24
（土）

38

3/27
（火）

39

3/28
（水）

セ ミ ナ ー・研 究 会 等
GCOE公開シンポジウム
「ジェンダー社会科学の可能性」

（東北大学法学研究科GCOE・東京大学GCOE連携拠点共催、岩波書店後援）

GCOE研究会

「ユーロ危機と欧州統合の未来」
報告者：Paolo M. PIACENTINI（ローマ・サピエンツァ大学・教授）
討論者：小川 有美（立教大学・教授）、八十田 博人（共立女子大学・准教授）

GCOE研究会
（経済法研究会共催）

1.
「新日鉄・住金合併事件公取委の審査結果の検討―八幡・富士合併事件との比較
において」
2.
「実務家から見た経済法学説―今村説と正田説」
3.
「多摩談合最高裁判決評釈：最判平成24年2月20日（平成22年（行ヒ）第278号」
報告者：
1.2. 平林 英勝（中央大学・客員教授）
3. 滝澤 紗矢子（東北大学・准教授）

GCOE研究会

「矯正施設における職員の職業意識」
報告者：上瀬 由美子（立正大学・教授）

講演会
（法学研究科、
GCOE共催）

「原子力法における脱原発立法をめぐる手続的問題」
報告者：Michael KLOEPFER（フンボルト大学ベルリン・教授）

GCOE第34回月例研究会

「ハンガリーにおける近代社会史研究の状況と社会科学――ケヴェール著『身分社
会と市民社会』の訳出をてがかりに」
報告者：平田 武（東北大学・教授）

委員会スケジュール
合同委員会

75

第39回執行委員会・
第20回運営委員会

2011年4月20日
（水）

第43回執行委員会・
第24回運営委員会

2011年11月30日
（水）

第40回執行委員会・
第21回運営委員会

2011年6月15日
（水）

第44回執行委員会・
第25回運営委員会

2012年1月25日
（水）

第41回執行委員会・
第22回運営委員会

2011年7月20日
（水）

第45回執行委員会・
第26回運営委員会

2012年3月21日
（水）

第42回執行委員会・
第23回運営委員会

2011年9月14日
（水）
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資料編

東北大学の
基本データ

歴史的背景
（Historical Background）
東北大学は、1907年（明治40年）
に、東京帝国大
学、京都帝国大学に続く3番目の帝国大学として創

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

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

〈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

て初めて、3名の女子の入学を許可し、
「門戸開放」

分野において、世界をリードする研究成果を恒

が本学の不動の理念であることを世に示しました。

常的に創造する。

東北帝国大学は、創立に当たって、世界の学界で

●知識の加速度的集積と知識基盤型社会の要請

トレーニングを積んだ若き俊秀が教授として集まっ

に応えるために、たえず最適の研究組織の編成

たこともあって、研究者が独創的な研究成果を次々

を図る。

と生み出しながら、それを学生に対する教育にも生

●国内外の主要研究機関との研究ネットワーク連

かすという
「研究第一主義」の精神が確立されまし

携を整備すると共に、世界的総合研究拠点とし

た。
さらに、東北大学は、戦前からいち早く大学発の

ての声望・評価を確立する。

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

〈社会の発展と新たな知の創造を担う指導的人材

研究の日本の中心になるなど、世界最先端の研究

の養成〉

成果を社会や人々の日常生活に役立てる
「実学尊

●教員は、最先端の研究に従事しながら、その成果

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。

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

東北大学の使命
（Mission Statement）
東北大学は、建学以来の伝統である
「研究第一」
「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。

77

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

機構図

(2011年4月 現在)

国立大学法人

東北大学

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

文学研究科

附属図書館（5）

教育学研究科

病院

法学研究科
理学研究科

文学部

医学系研究科

相談サービス等の提供を、質・量ともに飛躍的に

教育学部

歯学研究科

充実させる。

法学部

薬学研究科附属
薬用植物園

●市民を対象にした教育や、専門知識を活用する

●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。

経済学部

工学研究科附属
災害制御研究センター

理学部
医学部

農学研究科

歯学部

国際文化研究科

薬学部

情報科学研究科

工学部

生命科学研究科

農学部

環境科学研究科
医工学研究科

●キャンパスの景観の美的統一と自然環境との調

教育情報学教育部

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
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経済学研究科

学部（１０）

資料編

し、
サイエンスパークを整備する。

本部事務機構

教育情報学研究部

大学院（１８）

東北大学インターネット
スクール(ISTU)

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。

専門職大学院（３）
法科大学院
公共政策大学院

附置研究所（５）

会計大学院

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
学内共同教育研究施設等（2２）
特定事業組織（１４）
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学術交流協定締結等
大学間協定

29ヶ国・地域

155機関

ドイツ
＊アーヘン工科大学 （1998. 5.19）
＊ドルトムント大学 （1999. 3. 2）
＊ザールラント大学 （1999.10. 5）
＊ダルムシュタット工科大学 （2003. 4.30）
＊ゲッティンゲン大学 （2003.10.23）
＊ドレスデン工科大学 （2006. 6.26）
＊ベルリン工科大学 （2009. 8.26）
＊ミュンヘン工科大学 （2010. 8.3）

ベルギー
ベルギー原子力研究センター （2005. 6.16）

スウェーデン
＊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）

フィンランド
＊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）

オーストリア

イギリス

イラン
＊テヘラン大学
（1999. 8.25）

＊ウィーン大学
（2010. 2.24）

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）

フランス
＊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）

スイス
＊スイス連邦工科大学ローザンヌ校（2000.11.20）
＊スイス連邦工科大学チューリッヒ校（2010.7.21）

イタリア
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）
＊トリノエ工科大学（2010.11.24）

モロッコ
＊ムハンマド5世大学−アグダル （2001. 4.30）

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

＊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）
＊チュラロンコーン大学 （2011.2.3）

インド

＊シンガポール国立大学
（2000. 9.16）

ベトナム
＊ベトナム国立大学
ハノイ校 （2009.7.6）

＊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）

南アフリカ
＊クワズールー・ナタール大学 （2010.12.20）

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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シンガポール

タイ

（2011年5月現在）

ポーランド

アメリカ
＊ペンシルバニア州立大学 （1988.11.29）
＊カリフォルニア大学 （1990. 3.15）
バークレー校
デイビス校
アーヴィン校
ロサンゼルス校
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）
＊テンプル大学（2010.6.7）
ハーバード大学（2010.7.22）

ポーランド科学アカデミー・触媒表面化学研究所 （1999. 8. 4）

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

ロシア

＊オタワ大学 （2009. 6.26）

Ⅶ
資料編

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）
カナダ
＊チュラロンコーン大学（2011.2.3）
＊ウォータールー大学 （2006.10.30）

中国
＊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）
＊北京工業大学（2010.10.16）
＊北京郵電大学（2010.10.17）
＊香港科技大学（2011.2.1）

ニュージーランド
＊オークランド大学 （2002.11.15）

オーストラリア

ベネズエラ
＊シモン・ボリバル大学 （2008. 1. 8）

台湾

＊シドニー大学 （1993. 1. 8）
＊国立台湾大学 （2000.11.18））
＊ニューサウスウェールズ大学
＊国立台湾海洋大学 （2002. 3. 8）
（2001. 4. 7）
＊国立中正大学 （2003.11.14）
＊オーストラリア国立大学 （2002. 7.16）
＊国立成功大学 （2005. 8. 9）
＊国立交通大学 （2005.12.15）
インドネシア
＊国立中興大学 （2009.3.30）
＊インドネシア大学 （2004. 3.19）
＊国立清華大学 （2009.12. 2）
＊ガジャマダ大学 （2006.12.16）
＊国立政治大学 （2011. 4.22）
＊バンドン工科大学 （2008. 6. 4）
＊ボゴール農科大学（2010. 3.23）

韓国
＊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.
＊高麗大学校 （2004.
＊国立昌原大学校
（2005.10. 2）
＊西江大学校 （2007.
＊延世大学校 （2007.
＊釜山大学校 （2007.
＊公州国立大学校
（2007. 7.29）
＊中央大学校 （2008.
＊慶熙大学校 （2010.

3.18）
3.31）
2.2）
5.29）
7.26）
3.27）
3. 5）
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役員・職員数

学部・大学院学生数
（２０１1年５月１日現在／単位：人）

1

総長

6

理事

非常勤
（1）

（2011年5月1日現在／単位：人）

学部学生

9,921

大学院学生（修士・前期・専門職）

3,956

大学院学生（博士・後期）

2,678

合計

16,555

1

監事

非常勤
（1）

教授（８52）
准教授（716）
教員

講師（153）

２，
969

外国人留学生数
（2011年5月1日現在／単位：人）

助教（１，
117）

学部学生

助手（１31）

大学院学生

事務・技術職員

２，
９71

研究生等

合計

５，
950

合計

グローバルCOE採択数

135
1,109
254
1,498

外国人留学生数：国、地域別
（2011年5月1日現在／単位：人）

東京大学

17

中南米37 2.5%

京都大学

13

北米
18 1.2%

東北大学

12

大阪大学

12

東京工業大学

9

早稲田大学

8

慶応義塾大学

7

北海道大学

7

名古屋大学

7

九州大学

5

熊本大学

3

立命館大学

3

神戸大学

3

アフリカ28 1.9％
中近東39 2.6%
オセアニア4 0.3%

ヨーロッパ
78 5.2%

世界から
見た割合
アジア
1,294 86.3％

合計 1,498人

主な研究活動

その他
298
アジア
韓国 での割合
中国
191
805

●東北大学を拠点とするグローバルCOEプログラム

81

脳神経科学を社会へ還流する教育研究拠点

新世紀世界の成長焦点に築くナノ医工学拠点

材料インテグレーション国際教育研究拠点

情報エレクトロニクスシステム教育研究拠点

分子系高次構造体化学国際教育研究拠点

Network Medicine創生拠点

社会階層と不平等教育研究拠点の世界的展開

変動地球惑星学の統合教育研究拠点

流動ダイナミクス知の融合教育研究世界拠点

物質階層を紡ぐ科学フロンティアの新展開

グローバル時代の男女共同参画と多文化共生

環境激変への生態系適応に向けた教育研究

Ⅷ
地

図

施設所在地一覧
主要地区

1 片平キャンパス

2 川内キャンパス

3 青葉山キャンパス

4 星陵キャンパス

北山駅

仙台高

5 雨宮キャンパス

荒巻小

仙
東北福祉大

山
線

台
原
駅

輪王寺

北
仙
台
北
駅
仙
台
駅

青葉神社

国見駅

仙
台
市
営
地
下
雨宮
鉄
5
南
北
線 北

三条

葛岡駅
大崎八幡神社

星陵 4

牛越橋

聖ドミニコ
学院高

仙台西道路
宮城教育大学

宮城教育大附属
特別支援学校

尚絅学院高・中

橋
瀬
の

仙台
国際センター

西
公
園
西公園通

青葉通

仙台城跡 青葉山公園

競技場 評定
河原橋

東北放送

藤崎 あおば通駅 さくら野

仙

アエル

仙
台

仙

台
駅

河北
新報社

片平

霊屋
橋
瑞鳳殿

八木山ベニー
ランド

駅

台
南町通 東
駅 駅
高等裁判所
二
五
番
橋
通
丁 SS30
通

野球場

東北工大

愛
宕
上
杉
広瀬通 通

三越

番
町
通

市立博物館

八木山動物公園

勾
当
台
公
園
駅

広瀬通 一

大橋

青葉山新キャンパス用地

宮城県庁

仙台市役所

東京エレクトロンホール宮城
（県民会館）
市民会館
仙台二高
定禅寺通

川内 2

3

青葉区役所

澱橋

中

青葉山

青葉の森

県美術館

四
番
丁
駅

国道48号線

宮城第一高

宮城教育大附属小
宮城教育大附属中

1

五
橋
駅

県立工高
東北学院大

東北工大高

広瀬川

愛

宕
橋
駅

向山高

N

83

1：35,000

0
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900 m

建物配置図
●土地：818,641m2

川内キャンパス

●建物：128,991m2 （平成23年4月1日現在）

川内北キャンパス
川内南キャンパス

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

人文社会科学学部、全学教育

N

川内運動場
川内亀岡
北裏丁

14
11

17

10
1

プール

9

2

3

4
5
21

図

至理・薬・工学部

ト

Ⅷ

7

6

地

川内亀岡町

運動場
18

13

8

テ
ニ
ス
コ

16

15

12

20

19

23

22
26

25

27

29

28
32

24

30
33

至天守台

31

植物園

0

50

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 ⑥
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 ③

東北アジア研究センター分室 ⑲
高等教育開発推進センター ③⑪
保健管理センター、学生相談所、ハラスメント全学学生相談窓口 ④
入試センター ⑲

100 m

キャリア支援センター ⑦
植物園本館 ㉛
植物園記念館 ㉜
国際交流センター ①
教養教育院 ⑦
教育情報基盤センター ⑪
学生実験棟 ②
川北合同研究棟 ③
講義棟 A棟 ⑧、B棟 ⑨、C棟 ⑩
マルチメディア教育研究棟 ⑪
サークル部室 ⑤⑫
厚生施設
（川内北キャンパス厚生会館）⑬
川内体育館 ⑮
川内ホール ⑯
課外活動室A棟 ⑰
川内サークル会館 ⑱
川内サブアリーナ棟（ビーアリーナカフェ）⑭
百周年記念会館
（川内萩ホール）㉑
中講義棟 ㉖
大講義棟 ㉗
文科系合同研究棟 ㉘
厚生施設
（文系食堂）㉝
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宿舎のご紹介

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

東北大学国際交流会館
【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）】

東北大学ユニバーシティ・
ハウス三条の概要

区分

種類

室数

面積（㎡）

寄宿料（月額）

A棟

C タイプ

93

18

5,900 円

A タイプ

11

48

9,500 円

B タイプ

22

46

9,500 円

D棟

C タイプ

54

18

5,900 円

F棟

A タイプ

8

56

11,900 円

A タイプ

6

48

9,500 円

B タイプ

12

46

9,500 円

B棟

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

G棟

【居室数】
416室（留学生：130室 日本人学生：286室）

（㎡）

A棟

【居室等一覧（外国人留学生）】

（B棟）

種類

室数

（㎡）

面積

寄宿料（月額）

A タイプ

26

10

9,700 円

B タイプ

58

13

10,000 円

C棟

西棟

A タイプ

26

10

9,700 円

東棟

A タイプ

20

10

9,700 円

D棟

区分
北棟

Ａタイプ → シャワー・
トイレはユニット内共用

※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。

1 18

月額

日額

日額

5,300 円 180 円 190 円

Aタイプ 11 48 15,000 円 500 円 530 円
Bタイプ 22 46 12,600 円 420 円 440 円
Aタイプ

4 60 22,100 円 740 円 780 円

Bタイプ

8 49 14,800 円 490 円 510 円

Cタイプ 11 18

6,200 円 210 円 220 円

6 48 18,600 円 620 円 650 円

Bタイプ

8 46 17,700 円 590 円 620 円

Aタイプ

4 60 26,700 円 890 円 930 円

Bタイプ

6 48 18,200 円 610 円 640 円

（F棟） Aタイプ

8 56 18,400 円 610 円 640 円

Aタイプ

6 48 18,600 円 620 円 650 円

F棟

※寄宿料は2011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。

Cタイプ

使用料
申込期間が1月以上の 申込期間が
1月未満の
場合
場合

Aタイプ

（E棟）

Bタイプ → シャワー・
トイレは各居室に装備
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面積

6階建1棟、5階建1棟、管理棟

室数

10階建1棟、

種類

構造：鉄筋コンクリート造

区分

【建築概要】

【居室等一覧（研究者）】

（G棟）

Bタイプ 12 46 17,700 円 590 円 620 円

Aタイプ→家族室 Bタイプ→夫婦室 Cタイプ→単身室

ACCESS
東北大学大学院法学研究科
グローバルCOE事務局

東北大学付近マップ（仙台市内）

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

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

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

〒980-8577

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/

北門
センター分室 ★

正門

★ 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
〒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

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

東京大学付近マップ（文京区本郷）

〒113-0033

わだつみのこえ
記念館

東大赤門前
旧加賀屋敷
御守殿門（赤門）

長泉寺

東京大学社会科学研究所
GCOE プログラム連携拠点 ★

東大赤門前バス停

東京大学
本郷

本
郷
通
り

真砂中央
図書館
本郷小

桜木神社

本郷四
郵便局

都営大江戸線

本郷 丁目

本郷 3 丁目

本
郷
消
防
署

本
富
士
警
察
署

春日通り

86

東北大学大学院

法学研究科 グローバルCOE事務局

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

詳細はホームページをご覧ください

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

