
　　辻村みよ子

序文 ―5年間のGCOE活動を終えて―

　

Ⅰ. 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」の目
的と成果

1.	研究面での成果

（1）目的と構成
2008年から2013年までのグローバルCOEプログラム（GCOE）社会科学分野で、東北大学「グローバル

時代の男女共同参画と多文化共生」 1が採択された。これは2003年から2008年までの21世紀COEプログラ
ム「男女共同参画時代の法と政策」拠点の成果 2を発展させたものである。

GCOEでは、21世紀COEよりも視野を拡大し、社会科学を総合する「ジェンダー平等（男女共同参画）
と多文化共生」教育研究拠点を確立することを目的とした。ここでは、ジェンダー平等（男女共同参画）と
多文化共生の複合的な視点から、人身取引や女性の貧困、生殖補助医療など現代の複雑な社会問題に切り込
み、ジェンダーに関連する社会科学の成果を総合して「ジェンダー社会科学」という新たな学問を確立する
ことを課題とした（この成果については、Ⅲで後述）。

GCOEの事業推進担当者は25名で、そのうち連携機関となった東京大学社会科学研究所から大沢真理教
授など5名に加わって頂いた。学内外の研究教育協力者は延べ200名におよび、これらのメンバーで分野横
断的に具体的な課題について研究する15の研究プロジェクトを組織して研究活動を行った。その人的構成
からしても、あたかも一つの国際学会を構築したような勢いであった。

（2）シンポジウム・研究会等の開催
2008年8月7日に東京大学でキックオフ・セミナーを開催し、2009年2月3－4日には東北大学（仙台）
で内外の約120名の研究者や大学院生を集めてキックオフ・シンポジウムを開催して、本拠点の研究・教育
の意義や課題を確認しあった。

2008年10月22－23日には北京で「グローバル化時代における新たな社会的イッシュー」に関する国際
ワークショップを開催したほか、2009年8月3－4日には、東京と仙台で、カナダ・フランス・アメリカ・
イタリア等の研究者を招待して大規模な「国際セミナー2009」を開催し、海外の研究機関や研究者とのネ
ットワークを確立した。シンポジウムの内容は、2010年3月末日に刊行した『ジェンダー平等と多文化共
生―複合差別を超えて―』（辻村・大沢編、東北大学出版会）およびその英語版（下記）にまとめており、
性差のほか階層や宗教、文化など多様な属性によって複雑な差別問題等を生みだしている現代の多文化共生
社会の課題を「複合差別」という視点から明らかにした。
その後も、複数の研究プロジェクトなどを中心に、アジア諸国や欧米諸国の研究者と連携して多くの国

際シンポジウムや国内の研究会を企画し、その数は、共催・後援等も含めると〔約4年半で〕215回に及ん
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だ 3。また、全体企画としては、毎月、合同でGCOE月例研究会を開催し、2012年12月までに40回開催した。
研究と教育を兼ねて、毎年4月には仙台で「桜セミナー」、10月には「萩セミナー」を開催し、すべての研
究プロジェクトの進捗状況や成果を発表しあい、シナジー効果を確保するための合同討議を重ねた。毎年の
萩セミナー、桜セミナーには、国内外の研究者・大学院生等、延べ約100名が参加して、大きな成果を挙げ
ることができた。

（3）成果の公表
GCOEの研究成果は、寄稿論文や若手研究者の査読済論文を掲載した本誌『GEMC journal』［第1－10号］

で公表してきた。ここにはシンポジウム等で報告した内外の教授たちの寄稿論文のほか、GCOEフェロー
やリサーチ・アシスタント（RA）等の論文（約30000字）が、厳重な査読を経て掲載されており、若手研
究者のキャリア形成に役だった。
このほか、GCOEの研究成果を公表するために単行本を出版しており、①研究プロジェクトの共同研究

の成果をまとめた「研究成果シリーズ」（共著）7冊、②GCOEメンバーの著作である「著者シリーズ」（単著）
5冊が既に刊行済である。最終年度には、さらに、①「研究成果シリーズ」3冊、②「著者シリーズ」1冊を
加えて、合計16冊の刊行を予定している。
①研究成果シリーズ
ここには、「多文化共生社会のジェンダー平等」研究プロジェクト（PT）（責任者・辻村みよ子）と「人
間の安全保障と人身取引問題」（責任者・大沢真理）が中心になって開催した上記「国際セミナー2009」の
成果をまとめた、前述の辻村＝大沢編『ジェンダー平等と多文化共生―複合差別を超えて―』（東北大学出
版会、2010年）、Miyoko TSUJIMURA & Mari OSAWA（eds.）， Gender Equality in Multicultural Societies: 
Gender, Diversity, and Conviviality in the Age of Globalization, Tohoku University Press, 2010が含まれる。
「アジアにおけるジェンダー平等政策」PT（責任者・辻村みよ子）の成果として、Miyoko TSUJIMURA & 
Jackie F. STEELE, Gender Equality in Asia: Policies and Political Participation, Tohoku University, 2011 辻
村＝J.スティール編『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、スティール若希編、
東北大学出版会、2012年）も刊行した。
このほか、「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」PT（責任者・生田久美子）の研究成果をまとめた『男女共学・
別学を問いなおす―新しい議論のステージへ―』（東洋館出版社、2011年）を刊行して男女共学・別学問題
を主に教育学の視点から明らかにした。また、「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」PT（責任者・植木俊哉）の研究成果である『グローバ
ル化時代の国際法』（植木俊哉編、信山社、2012年）が、グローバル時代の国際法規範の展開と課題を理論
的に解明した。「グローバリゼーションとナショナリズム」PT（責任者・大西仁）の成果である『移動の時
代を生きる―人・権力・コミュニティ―』（大西仁・吉原直樹監修、李善姫・中村文子・菱山宏輔編、東信堂、
2012年）では、国境を超えるヒトの移動の影響について、社会学・政治学・経済学・教育学等の視座から
学際的に分析した。

2012年度の刊行分には、事業推進担当者の多くが参加する最大の研究プロジェクト「少子高齢化をめぐ
る国家と私的領域」（責任者・水野紀子）の成果をまとめた共著『社会法制・家族法制における国家の介入』
（有斐閣、2013年）や、都道府県別の男女共同参画指標などを明らかにして内外に大きな話題を投げかけた
「法の経済分析の手法に基づく、多文化交流、男女共同参画の政策効果の分析」PT（責任者・吉田浩）がお
もに経済学の立場からの分析結果をまとめた『男女共同参画による日本社会の経済・経営・地域活性化戦略』
（河北新報出版センター、2013年）が含まれる。また、多くの社会学者と協力して調査・分析した「少子
高齢化社会の家族変動」PT（責任者・田中重人）の成果は、Sigeto Tanaka ed., Quantitative Picture of Con-
temporary Japanese Families: Tradition and Modernity in the 21st Century （Tohoku University Press, 2013年）
として刊行予定である。
②著者シリーズ
辻村『憲法とジェンダー―男女共同参画と多文化共生への展望』（2009年、有斐閣）が21世紀COE以来
の研究論文を纏めて著者シリーズの第1号として刊行され、第2回昭和女子大女子文化賞を受賞した。この
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ほか、若手研究者の研究成果として、金淑賢『中韓国交正常化と東アジア国際政治の変容』（2010、明石書
店）、王冷然『適合性原則と私法秩序』（2010年、信山社）、Ji, Meng, Phraseology in Corpus-Based Transla-
tion Studies, Peter Lang, 2010、木原淳『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
―』（2012年、成文堂）が刊行され、それぞれ、若手研究者の就職や昇進等につながった。

（4）研究センターの開設・交流
東北大学片平キャンパスに開設した「ジェンダー平等と多文化共生」研究センター 4では、関連する内外

の貴重書やシリーズを含めて約8000冊所蔵しており、2012年度には、蔵書目録も完成した。
2011年度からは、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、お茶ノ水女子大学ジ

ェンダー研究センターなど、全国の研究センターとの交流会を11回実施し、今後のネットワーク化と交流
の継続が期待されている。また、海外連携機関であるオタワ大学との研究交流（2008年、2009年、2011年）
のほか中国社会科学院との交流事業を実施（2012年7月）した。
とくに、本GCOEの連携機関である東京大学社会科学研究所との共同セミナーの実施は19回に及び、連
携拠点シリーズの刊行No.1－5刊行（no.4 「震災復興と男女共同参画」、no.5 岩波シリーズ「ジェンダー社
会科学の可能性」［全4巻、2011年］批評）など、5冊を刊行して連携拠点との交流についても十分な成果
を出すことができた。
また、この研究センターは、若手研究者の研究拠点であるとともに、東北大学法科大学院や教養課程の

「ジェンダー論」「ジェンダーと法」科目等の資料検索の場としても教育上重要な役割を担っている。さらに、
シンポジウム等で来校された内外の多くの研究者たちが集える交流の場としても機能した。今後は東北大学
の男女共同参画施策の総合施設としての役割が期待されている。

2.	人材育成面、教育面での成果

人材育成面では、ポスドクをGCOEフェロー、助教として採用し研究支援を行い、大学院博士後期課程
学生をRAとして採用して若手研究者育成に努めると共に、海外の連携機関との間で共同博士課程（ダブル・
ディグリー）をめざすクロス・ナショナル・ドクトラル・コース（CNDC）を実施し、毎年4月・10月入学
の留学生を受け入れた。同時にこれらCNDC学生の学位取得を促進し、2012年9月までに10名が学位を取
得している。
①教育：CNDCでは、多くの大学10校13機関（シェフィールド大学、ENS－Lyon、リヨン第2大学、清
華大学、中国社会科学院、オタワ大学、延世大学校、ソウル大学校、国立台湾大学、ハイデルベルク大学）
との連携が実現した。留学生34名（2009年度9名、2010年4月入学生4名、10月入学生6名、2011年度4
月入学生3名、10月入学生7名、2012年4月入学生3名、10月入学生2名）、学位取得者数（10名、シェフ
ィールド大学2011年度5名、清華大学2010年度3名、リヨン第2大学2010年1名、リヨン第2大学2012年
度1名）も順調と評価できる。これまで日本人学生が3名にとどまっていたが、東北大学側から1名の博士
後期課程の学生が、海外パートナー大学（シェフィールド大学）への来年度の入学をめざし準備を進めている。
②人材育成：若手研究者育成プログラム」として、東大連携拠点は、特任助教2名、特任研究員1名、東
北大本拠点は、GCOE特任フェロー2名、GCOEフェロー11名、国際展開マネージャー2名、研究企画マネ
ージャー1名、RA50名（うちCNDC34名）を採用し、事業推進担当者が研究指導にあたった。フェロー・
RAの雇用は延べ69名になった。中間評価で指摘されたとおり、若手研究者の海外での報告支援を30回、
出版支援を4回実施して、支援を一層強化してきた。自由な発想の下に研究課題を設定し、創造性に富んだ
研究を行うため、若手研究奨励費による研究奨励もフェロー・RAの全員に対して行った。その結果多くの
若手研究者が専任の教員ポストを得るなどして巣立ってゆくことができた。

3.	社会貢献

日本学術会議とのシンポジウムや、日本女性会議の後援など、社会的な影響力を持つ多くのシンポジウム
を企画してきた。とくに日本学術会議主催のシンポジウムには、「災害・復興と男女共同参画（6・11シン
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ポジウム～災害・復興に男女共同参画の視点を～）」が含まれ、共催も4回におよぶ。
このほか、2012年10月には、復興からの発信と女性のエンパワーメントを目指して仙台で2200人の参加

者を集めて開催された「日本女性会議2012仙台」の後援も行った 5。そのほか、東北大学が毎年市民を対象
に行っているイヴェントにも出品し、フェローなど若手研究者等が「せんだい男女共同参画推進財団」主催
の講演会等の講師をつとめる機会もあった。

4.	運営面

運営面では、初年度に構築したGCOE運営委員会・執行委員会を毎月（3年次からは隔月）に開催した（2012
年12月までに運営委員会30回、執行委員会49回開催）ほか、CNDC運営委員会、研究企画委員会を頻繁
に開催し、連携機関である東京大学社会科学研究所を含めた運営体制も強化した。
また、広報ツールとして6ケ国語のHPを充実させるとともに『FACTBOOK』、『GEMC journal』を英文・
和文版を毎年刊行し、活動内容等を国内外に発信した。

Ⅱ. GCOE総括研究会「ジェンダー平等と多文化共生」

上記のような多様な研究活動の成果、とくにそのシナジー効果を検証するため、2012年8月2日、仙台国
際センターで総括研究会を開催した。本誌の第10号特集号は、GCOEの5年間の総決算として開催された
GCOE総括研究会「ジェンダー平等と多文化共生」の成果を問うことを企図している。当日は、人身取引、
ワークライフバランス、生殖補助医療、大震災復興問題などをめぐって4本の報告と討論を行った。本誌に
掲載したのは、その報告とコメントである。このこれらは、いずれも、男女共同参画（ジェンダー平等）と
多文化共生問題研究のシナジー効果が明確に示された分野であり、グローバル時代における問題の多面的側
面と課題の深刻さが明らかになった。フロアには、教育研究協力者でもある橋本ヒロ子国連婦人の地位委員
会日本代表、原ひろ子 JAICOWS（女性研究者の環境改善に関する懇談会）代表、山下泰子女性の地位協会
常務理事など、日本の男女共同参画を担ってきた多数のキーパーソンが参加して発言した。これにより、対
外的にも、対内的にも、非常に充実した総括の機会を得ることができた。内容については、本誌掲載の報告
とコメントに委ねるが、いずれも現代のグローバル化のなかでのジェンダー問題と共生の課題が明らかにさ
れており、適切なコメントによって、その学問的成果と学際的研究の展望も示されることになったと思う。
なお、当日のプログラムは下記のとおりである。

［GCOE総括研究会］
日　　時： 2012年8月2日（木）13：00～17：45
会　　場： 仙台国際センター3階「小会議室8」
開会挨拶　 辻村みよ子（プログラム拠点リーダー、東北大学大学院法学研究科教授）
【報告1】
報　　告　 「人間の安全保障と男女共同参画」
　　　　　高松香奈（国際基督教大学教養学部准教授）
コメンテータ　 大沢真理（プログラム連携拠点リーダー、東京大学社会科学研究所教授）
司　　会　 萩原久美子（東京大学社会科学研究所特任助教、事業推進担当者）
【報告2】
報　　告　 「『利他的医療』の法原理と国家法」
　　　　　米村滋人（東北大学大学院法学研究科准教授、事業推進担当者）
コメンテータ　 水野紀子（プログラム拠点サブリーダー、東北大学大学院法学研究科長・教授）
司　　会　 久保野恵美子（東北大学大学院法学研究科教授、事業推進担当者）
【報告3】
報　　告　 「現代日本の社会・経済戦略としての男女共同参画―社会制度に対する経済・経営・統計学的アプ
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ローチ―」
　　　　　吉田浩（東北大学大学院経済学研究科教授、事業推進担当者）
　　　　　大澤理沙（東北大学大学院経済学研究科研究員）
コメンテータ　 佐藤博樹（東京大学大学院情報学環教授、事業推進担当者）
司　　会　 森田果（東北大学大学院法学研究科准教授、事業推進担当者）
【報告4】
報　　告　 “Mainstreaming Gender and Diversity into Tohoku Reconstruction: Theoretical and Practical Hurdles”
　　　　　スティール若希（東京大学社会科学研究所准教授）
コメンテータ　 大沢真理（プログラム連携拠点リーダー、東京大学社会科学研所教授）
　　　　　「災害と外国人移住女性達―ジェンダー平等と多文化共生の主流化をめざして―」
　　　　　李善姫（東北大学法学研究科GCOEフェロー）〔原稿参加〕
コメンテータ、司会　 樺島博志（東北大学大学院法学研究科教授、事業推進担当者）
――――――――――
質疑討論　 辻村みよ子、水野紀子、大沢真理 ほか、参加者全員
閉会挨拶　 水野紀子（プログラム拠点サブリーダー、東北大学大学院法学研究科長・教授）

［2012年度萩セミナー・報告会］
このほか、この研究会で報告されなかった分野を含め、総括的な研究成果の報告会を、2012年の萩セミ

ナー（10月18－21日）の第1日に開催し、すべての研究プロジェクトの成果と課題を論じあった。

Ⅲ. ジェンダー平等からジェンダー社会科学への展開

GCOEでは、社会科学に属する学際的な学問分野を統合し、ジェンダー平等（男女共同参画）と多文化
共生の複合的な視点からジェンダーに関連する研究成果を総合して「ジェンダー社会科学」という新たな学
問を確立することを課題とした。幸いにも、GCOE拠点リーダー辻村と連携拠点リーダー大沢が共同編集
した4巻シリーズ『ジェンダー社会科学の可能性』（岩波書店、2011年）が刊行されたことで、この課題に
大きく接近することができた。法学のみならず、政治学、経済学、社会学など広範な分野の研究者が連携し
て共通の目標に向かうことができ、学際的交流やネットワーキングの面でも有意義な機会となった。
この成果を確認するため、最終年度を目前にした2012年3月20日に、「集中討議・ジェンダー社会科学の
可能性」を東京大学（伊藤国際学術研究センター・伊藤謝恩ホール）で開催し、執筆者約30名のほか、約
200名が参加して議論を重ねた。ここでは、これまで日本のフェミニズム・ジェンダー論を牽引してきた上
野千鶴子東京大学名誉教授、江原由美子首都大学東京副学長など社会学者を始め、ジェンダー法学から浅倉
むつ子早稲田大学教授、広渡清吾専修大学教授、紙谷雅子学習院大学教授、政治学から宇野重規東京大学教
授、岩本美砂子三重大学教授、経済学から金子勝慶応義塾大学教授、足立真理子お茶の水女子大学教授など、
日本を代表する論客たちが参加して討論した。シリーズの4巻（辻村編『かけがえのない個から』、大沢編
『承認と包摂へ』、辻村編『壁を超える』、大沢編『公正なグローバルコミュニティを』）のそれぞれについて、
ジェンダー分析の学的インパクトと、課題・可能性を明らかにし、学際的な共通のタ―ムを構築して今後も
論じあってゆく必要を確認しあった。
その内容は、東京大学社会科学研究所、連携拠点研究シリーズ第5号『集中討議・ジェンダー社会科学の

可能性』（大沢真理＝辻村みよ子監修、萩原久美子・皆川満寿美・李善姫・中根一貴・中村文子・西山千絵編、
2012年8月）で公表されているので、参照されたい。
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Ⅳ. 5年間のGCOE活動の総合的評価

以上のように、GCOE「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」拠点の5年間の活動は、質量とも
に非常に充実したものとなった。
その量的成果は、勿論、上記のようなシンポジウム・研究会の開催回数や、出版物の数、若手研究者の育
成状況等に示されている。質的にも、「グローバル時代におけるジェンダー平等と多文化共生に関わる様々
な社会問題を抽出して理論的に分析し、問題克服の糸口を解明して社会に還元する」という大きな課題に対
して、それぞれの分野で、大きな成果を得たと評することができる。これらのことは、刊行した多数の著書・
論文の内容に示されており、日本国内での受賞や法律雑誌等の書評等に、その評価が示されている。
研究成果を一言で総括することは困難であるが、これらの刊行物が、日本国内はもとより、世界各国のい
くつかの図書館（上記連携拠点のある主要大学の図書館のほか、コロンビア大学日本法図書館やパリ市立
マーガレット・デュラン図書館、パリ日本文化会館図書館等）に所蔵されていることからして、今後も本
GCOE活動の科学的・歴史的意義が後世にわたり学際的・国際的に評価されることになると確信している。
また、2010年の中間評価時にも指摘され、とくに後半の活動において注意を払った15の研究プロジェク

トの成果の「シナジー効果」の確保や、ジェンダー平等と多文化共生問題の相互連関については、とくに、
2012年8月の総括研究会と10月の萩セミナーで確認したところである。前者の成果は本誌に掲載され、ま
た、後者で検討したジェンダー問題と多文化共生の問題の緊張と交錯問題については、内外の専門家によ
る2本の報告（Baden OFFORD “Gender, Sexuality and Cosmopolitanism in Multicultural Australia : A Case 
Study”、志田陽子“Multiculturalism and Gender Issues”）が、それぞれ本誌8号と9号に掲載されているので、
参照願えれば幸いである。
さらに、本GCOEでは、上記連携大学・教育機関（1－（2）記載の10校13機関）と東北大学の両方から博
士号（ダブル・ディグリー）を授与されることができるクロス・ナショナル・ドクトラル・コースの取り組
みが大きな成果をもたらした。海外の大学における学生の面接試験から、東北大学での英語による講義・学
位論文の指導、海外の大学での学位論文審査まで、大変な労力を割いて、大西仁CNDC運営委員会委員長・
拠点サブリーダーを中心に多くの教職員が参加して成し遂げたその成果は、他の何物にも代えられない賜物
であるといえる。
このような5年間の教育と研究の成果は、シェフィールド大学・リヨン第2大学・清華大学と東北大学法

学研究科の両方からダブル・ディグリーを取得し、2012年4月の桜セミナーと同年10月の萩セミナーに参
加した、CNDC学生1－2期生たちの感謝の言葉に示されている。そこには、イギリスのシェフィールド大
学のWhite Rose East Asia Centreの名誉フェロー（Honorary Fellow）となったRa MASON氏、中国の中国
人民大学の講師となった陳浩氏も含まれる。
また、2011年度にリヨン大学と東北大学の学位を得て、今年からフランスのプロヴァンス大学の准教授
となった、Pauline CHERRIER氏は、「この東北大学のGCOEとCNDCがなければ、私の将来はなかった。
私の一生にとってかけがえのない機会を与えてもらったことに、心から感謝している」と涙ぐんだ…。過労
死を恐れるほどのハードな活動日程や仕事量にもめげず、何とか5年間を乗り切ってきた疲れが、一度に吹
き飛んだ瞬間であった。

本誌第1号から第10号までに寄稿して下さった多くの皆さまや、200名に及ぶ各分野の研究教育協力者の
皆さまに心より感謝したい。そして、我々の5年間の活動が、世界のジェンダー平等（男女共同参画）と多
文化共生の進展、諸課題の解決のために寄与し続けることができることを、一同、心より願っている。
（本号では、本研究拠点の出版物のほか、各研究プロジェクトの主な成果、各事業推進担当者の研究成果、
若手研究者の学位取得状況や研究成果などを一覧にしているため、巻末を参照されたい）。

2012年12月末日 拠点リーダー　辻村みよ子（文責）
 サブリーダー　大西仁・水野紀子
 連携拠点リーダー　大沢真理
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註
  1 Tohoku University Global COE Program “Gender Equality and Multicultural Conviviality in the Age of Globalization,” http://www.law.tohoku.

ac.jp/gcoe/
  2 http://www.law.tohoku.ac.jp/gelapoc/その研究成果は、東北大学21世紀COEジェンダー法・政策研究叢書［全12巻・辻村監修、2004-2008］、

Miyoko TSUJIMURA（ed.）International Perspectives on Gender Equality, Tohoku University Press, 2008, Miyoko TSUJIMURA et Daniel 
Löchæk, (dir), Egalité des sexes: la discrimination positive en question, Société de Législation Comparée, 2006, など15冊の著書と、研究年法（日・
英各5巻）、News Letter 1-18号などに示されている。国際女性の地位協会編『国際女性』21号（2008年）、法律時報『学会展望』各年12月号（日
本評論社）「ジェンダーと法」の項目に書評や紹介が掲載されている。

  3 本稿で記した研究会等の回数は2012年12月末現在。数字には、相互に重複があるものも含まれる。
  4 http://www.law.tohoku.ac.jp/gemc/で蔵書の検索も可能。市民や学生にも公開して社会貢献に役立つとともに、GCOE終了後は、東北大学の
男女共同参画総合センターの機能を持った組織としての存続が予定されている。

  5 日本女性会議2012仙台（「きめる、うごく、東北（ここ）から」）の詳細は、http://joseikaigi2012sendai.jp/参照。大会実行委員会委員長を本
GCOE拠点サブリーダー水野紀子が務め、全体会シンポジウムのコーディネ―ターを拠点リーダー辻村みよ子が務めた。
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