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　この4月より所長となりました亀嶋です。セン
ターとの付き合いは1992年のセンター設立10周年
シンポジウムから始まり、その4月から加藤節所長
および関口末夫所長のもとで所員と運営委員を勤め
ました。プロジェクトもいくつかメンバーや責任者
として関わってきました。
　ですからセンターのことはそれなりに知っている
つもりでしたし、それだけではなくセンターへの愛
着も持っています。というのも、これまでプロジェ
クトへの参加や研究会を通じて未知の研究者と出会
い、またアジアの様々な地域へ調査旅行をしました
が、それらは私自身にとって本当に貴重な経験とな
り、自分の研究を方向づける上で予想もしなかった
ほど大きな意味をもったからです。
　しかし、所長になるにあたっては、こうしたこと
をいったん捨てて考え直す必要があるかもしれませ
ん。まずセンターの組織や運営についていうなら
ば、所員をしていた当時と今とではずいぶん変わっ
たはずで、かつての私の経験はあまり当てにならな
いからです。また大学の中でセンターがおかれた立
場についても、予算上の制約や、増大する業務で多
忙な教員が手間ひまのかかる共同研究を敬遠しがち
であるといった傾向など、かつてとは違ってセン
ターの活動が思うようにいかないということもある

でしょう。さらに、
もっと大きく重要な
変化は、センターが
主な研究対象として
いる地域それ自体に
生じた様々な変化で
す。とりわけアジア
は、近年経済的にも
政治的にも、そして
思想的にも大きく変
わってきていますし、
そうした変化は日本
を含むアジアへの方
法的視点のあり方についての再考を促しているよう
に思われるからです。
　したがって、まずはこの際すべて一から始めなけ
ればと自分に言い聞かせている次第です。この6年
間センターのためにご尽力された鈴木健二前所長に
心より感謝申し上げるとともに、これからもプロ
ジェクトへの参加をとおして一人でも多くの同僚や
成蹊以外の研究者が私と同じような経験を享受して
もらえればと願っています。私自身そうなるよう努
めさせていただくつもりですのでどうかよろしくお
願いします。
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文学部 
（新規） 

 
安部　圭介 
法学部 
（新規） 

アジア・政治・アート研究 
題目：「アジア・政治・アート」研究に関する理論的枠組みの構築 
目的：アジアのポストコロニアルな状況、現在新たに進行しているグローバ 
　　　リゼーションのもとで、多様な芸術表現と政治の関係について考察し、

アーティストと研究者のネットワークを作ることを目的とする。 
期間：2006. 4. 1～2009. 3. 31 
 
デモクラシーとナショナリズム研究 
題目：デモクラシーとナショナリズム─アジアと欧米 
目的：アジアと欧米とにおけるデモクラシーとナショナリズムとの関係の諸 
　　　相を歴史的、理論的に解明する。 
期間：2007. 4. 1～2010. 3. 31 
 
社会的不平等の調査研究 
題目：アジア太平洋地域における社会的不平等の調査研究 
目的：アジア太平洋地域において、社会的不平等がどのような構造をもって 
　　　いるのかを、社会調査によって解明する。 
期間：2008. 4. 1～2011. 3. 31 
 
植林・バイオマス研究 
題目：アジア太平洋地域における乾燥地植林による二酸化炭素固定とバイオ 
　　　マス生産・転換 
目的：これまでに豪州で行ってきた炭素固定のための乾燥地植林技術を確立し、 
　　　さらにアジア全域に汎用化することを試みると共に、これから生じる

余剰バイオマスの転換・日本への輸入プロセスの最適化を図る。 
期間：2008. 4. 1～2011. 3. 31 
 
ロマン主義研究 
題目：「ロマン主義研究」日・英・独の比較研究 
目的：日本におけるロマン主義の受容を通してヨーロッパ・ロマン主義に新 
　　　たな光をあてる。 
期間：2008. 4. 1～2011. 3. 31 
 
アメリカの暴力研究 
題目：アメリカの暴力　暴力のアメリカ 
目的：アメリカにおける暴力の意味と、暴力における「アメリカ性」を探る。 
期間：2008. 4. 1～2011. 3. 31 
 
比較憲法研究(パイロット研究) 
題目：憲法改正の理念と実際 
目的：アジア太平洋地域を中心とした比較法的考察 
期間：2008. 4. 1～2009. 3. 31

責任者名 研究題目と目的 

☆ 次号以降、順次各研究の紹介をいたします。 

〈 2008年度　研究プロジェクト一覧 〉
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（＊紙面の都合上、主な審議事項のみ記載＊）

 4 月17日（火）第 1 回運営委員会

議題： 1.委員会開催日程とセンター年間事業計画

について

　　　 2. 2006年度予算決算の承認と2007年度予

算報告について

　　　 3.シンポジウムに向けての活動の進捗状況

について

　　　 4.大学院生オリエンテーションについて

 5 月15日（火）第 2 回運営委員会

議題： 1.学術研究員制度とオリエンテーションの

実施について

　　　 2.共同研究プロジェクト中間報告会について

 6 月12日（火）第 3 回運営委員会

議題： 1.学術研究員制度と説明会申請等の日程に

ついて

　　　 2.  6/16シンポジウムのスケジュールと準備

について

3.図書購入について

 7 月10日（火）第 4 回運営委員会

議題： 1. 2007年度学術研究員の採用について

2. 2008年度以降の特別研究員採用について

3.客員研究員の受け入れについて

4.諸規則改正•制定について（図書管理規

則・客員研究員規則・紀要規程）

5.センター招聘外国人客員研究員について

10月 2 日（火）第 5 回運営委員会

議題： 1. 2008年度研究プロジェクトについて

2. 2008年度事業計画と予算案の策定について

3.センター叢書の体裁の変更について

4.研究プロジェクト中間報告会について

10月23日（火）第 6 回運営委員会

議題： 1.  2008年度センター予算について

2. 2008年度特別研究員採用計画について

3. 今後の国際学術交流について

4. 2008年度予算による新規事業について

11月13日（火）第 7 回運営委員会

議題： 1. 外国人客員研究員の招聘について

2. 叢書刊行時に出版社と締結する覚書につ

いて

3. ジャーナル執筆要綱、査読規程と様式等

について

12月11日（火）臨時運営委員会

議題:：1. ジャーナル執筆要綱、査読規程と様式等

について

2. センターホームページのリニューアルに

ついて

3. 国際交流協定の締結について

 1 月22日（火）第 8 回運営委員会

議題： 1. 2008年度客員研究員の受入について

2. 2008年度特別研究員の採用について

3. 学術研究員メンターの受入について

〈2008年度研究センター構成メンバー〉

〈2007年度所員会議開催の記録〉

〈2007年度運営委員会開催の記録〉

 4 月10日（火） 第 1 回所員会議

 5 月 8 日（火） 第 2 回所員会議

 6 月 5 日（火） 第 3 回所員会議

 7 月 3 日（火） 第 4 回所員会議

 9 月21日（火） 第 5 回所員会議

10月16日（火） 第 6 回所員会議

11月 6 日（火） 第 7 回所員会議

12月 4 日（火） 臨時所員会議　

 1 月15日（火） 第 8 回所員会議

所長・運営委員長 亀嶋　庸一　法学部教授

運営　委員 伊藤　克容　経済学部教授

村上　仁己　理工学部教授

新屋　重彦　文学部教授

李　静和　　法学部教授

所　　員 近藤　正　　経済学部教授

里川　重夫　理工学部教授

石　剛　　　文学部教授

飯田　高　　法学部准教授

特別研究員 相澤　真一

重野　純子

山上　亜紀

客員研究員 小宮山　真美子

研究助成課担当課長 神田　昭子

主　　　査 室井　直子

派　　　遣 片岡　恭子

高嶋　八寿子
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Introduction
Women cover about half of the population of

the world; therefore, greater participation of

women in the process of economic development

is a necessary condition to achieve the economic

development of a country. In the transition

from a traditional to modern society, there is a

low status of women. Easter Boserup’s work

on “Women’s Role in Economic Development”

in 1970 illustrated the fact that economic de-

velopment has impoverished the economic sta-

tus of women in both absolute and relative

sense, particularly in less developed countries

like, Nepal. At present, the role of women in

economic development is universally recog-

nized. However, in less developed country, hav-

ing agrarian society, though most of the women

have engaged in agriculture labor-force for

subsistence household production, they remain

invisible and marginal into the integration of

ongoing development process. This paper tries

to highlight direct or indirect roles of women

in economic development with reference to

Nepal.

Nepal is a small developing country, having

diverse physical features, natural resources

and caste and cultures. The total population

of the country is 23.15 million. Of which women

population is slightly more than half. The

Nepalese women have minimum access to re-

sources, information and services in the soci-

ety. Their status in the society is very low com-

pared to their male counterparts mainly due

to lack of economic empowerment. The female

literacy rate is only 42.5%. Majority of the

population (about 85%) live in rural areas hav-

ing agriculture as the major occupation for

subsistence. In rural areas, most of the pro-

duction takes place within the households and

farms and women are involving themselves

actively in production activities. They are in-

volved not only in household activities but also

in farm field activities and micro-enterprises.

In urban areas also majority of employed

women as well as unemployed women are en-

gaged in domestic activities. However, their

household works and farm field activities are

invisible and unaccounted for.

Nepalese Women in Economic Development
Nepalese women are playing important roles

in economic development of the country. The

type of work they do, differ according to eco-

nomic condition of the family, caste, geographic

region, education and skill, and opportunity of

job in the region. In urban areas, willingness

to work and fertility behavior sometimes have

an effect on their work outside home. More-

over, Nepalese women can be classified into five

distinctive categories for their roles in house-

holds and in society.

・ Women, who do not work fully and hire

labour for the household activities

・  Women, who work fully for household  only

・  Women, who work for household and agri-

culture and micro-enterprises as non-wage

earner

・  Women, who work for household and work

outside as a wage earner

・  Women, who only work   outside as a wage

earner

The conventional definition of work puts first

two categories of Nepalese women as non-work-

ers. The third category is considered as unpaid

worker and fourth and fifth as workers directly

contributing to economic development. How-

 〈 センター主催拡大研究会　報告 〉

          “Role of Women in Economic Development: A Case of Nepal”
Mangala Shrestha, Ph. D. Associate Professor, Tribhuvan University, Nepal　
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ever, as recommended by ILO and recently

modified gender sensitized principle, Nepalese

women’s economically productive work and

their roles for economic development can be

classified into three types as below:

1. Production of goods and services for

household consumption

2. Household production from agricultural

activities and micro-enterprises for

household consumption and sale

3. Work outside household for wage earn-

ing

In the first type of work, women do not con-

tribute in terms of money. Moreover, their con-

tribution can be measured in terms of satisfac-

tion that generates real value to the members

of the household only.

In the second type of work, women contrib-

ute both in terms of use value and exchange

value. The third type of work of women can be

measured directly in monetary terms.

Majority of Nepalese rural women are found

in first and second group, who work for the

household domestic activities, agricultural pro-

duction and in some cases as micro-entrepre-

neurs. The rural women are found  involved in

cooking, rearing children, raising domestic

animals, collection and management of fuel-

wood and water, farm field activities, food stor-

age and participating in community-based or-

ganizations, such as; forest user groups, mother

groups, co-operatives, saving and credit groups

and so on.

In the case of urban women the majority is

either in the first group, who only works for

household domestic activities or works inside

house and outside household for earning wage.

It was found by some research studies that

rural women (including household and other

production-related) work on an average 12

hours daily, while urban women (including

those who work inside and outside and who

work inside only) work on an average 8 hours

daily. Despite the fact that household work by

men and women generates real income is in-

visible in economic theory and hence national

income accounting, it can be regarded as ser-

vice sector and incorporated in sectoral analy-

sis and in economic development. Similarly,

household work can be treated on par with self-

employment by the women. This may be a for-

ward step to focus substantial economic role of

Nepalese women.

Factors Hindering Involvement of Women in
Economic Activities

There are many factors that are hindering

women’s direct involvement in economic activi-

ties; some of which are mentioned below:

・ Traditional culture and heavy household

workload

・  Lack of education and skill

・  Lack of empowerment and mobility

・  Lack of employment opportunity in the

    region

・ Lack of access to assets and control over

resources

Conclusion
It can be concluded that role of Nepalese

women in economic development cannot be

minimized in anyway. They are contributing

to economic development in real term and in

monetary term. Majority of women, however

are contributing only in real term though they

are highly involved in household sector, agri-

cultural sector and even as small entrepre-

neurs. Moreover, economic empowerment is

very much necessary for raising their existing

status in society. To involve women in paid job,

it is necessary to increase their educational

status, provide opportunity for job, gender sen-

sitization in occupation and workplace, so that

women can  easily get involved in white-collar

jobs and hence can directly in economic devel-

opment.
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　2008年 1月 8日（火）にCAPS主催拡大研究会

が開催されました。講師はネパールのTribhuvan大

学准教授のMangala Shresthaさんです。Shrestha

さんは、アジア大平洋研究センター客員研究員とし

て 2007年 12月 15日から 2008年 1月 17日まで滞

在され、ネパールにおける「コミュニティ開発」に

ついての研究調査に従事されました。講演のタイト

ルは「ネパールにおけるコミュニティ開発の動向と

戦略」（Trends and Strategies of Community De-

velopment in Nepal）で、休み明けの慌しい時期で

あったにも関わらず、約30名の参加者がありまし

た。他大学の大学院で開発経済を研究しているネ

パールからの留学生も参加してくれました。

　まず、ネパールを5つの地域に分け、それぞれの

地勢的な特徴と開発の程度についての説明がありま

した。ネパールでは多くの人々がいまだ貧困状態に

あります。資源へのアクセスや開発活動への参加機

会には、都市と農村、上層カーストと下層カース

ト、男性と女性などによって、違いがあります。

　貧困の克服のための開発のあり方として、1990

年代以降、「コミュニティ開発」が注目されていま

す。これには、二つのモデルがあります。ひとつは、

行政型（Village Development Model）で、地方自

治体がコミュニティ成員、NGOやINGOの援助を

得て、住民中心の開発を目指すものです。もうひと

つは、民間型（Rural Development Model）で、国

内NGOや国際NGOが資金提供し、同じく住民中

心の開発を目指すものです。

　どちらの場合も、住民たちは、開発プログラムの

作成・実行に参加し、それによりコミュニティや

個々の住民がエンパワメント、生活の質の向上が達

成されます。住民の参加に関しては、下層カースト

や女性など通　常はコミュニティの意思決定から排

除されがちなグループに対し、ポジティブ・アク

ションなどの手段も考慮されます。生活の質の向上

については、単に経済面での改善のみではなく、環

境にやさしい開発を目指すことで、きれいな空気や

水が確保され、安心して暮らせる、といった生活の

質の保証というものも重視されています。　

Sirubari村とGhale村のコミュニティ開発につい

てのShresthaさん自身のフィールド調査の結果も

紹介されました。

　現在のところ、政府の資金に限界があるため、行

政型より民間型の方が成功例が多いようです。しか

し、NGOやINGOの援助は、最も支援を必要とし

ている最貧地域や交通が極めて不便な地域には及ん

でいません。民間型の場合は、先方の都合で、資金

の引き上げが起こる可能性があり、長期的な開発計

画が立て難いという問題点があります。信用制度が

不十分なため、開発資金の調達が難しいことも自立

的な開発を難しくしています。また、住民参加の

際、女性や最貧層の意思決定への参加は、まだまだ

不十分なケースが多くなっています。今後は、中央

政府、地方政府、企業、NGOや INPO、コミュニ

ティ住民などのパートナーシップに基づく安定的な

開発が期待されます。

　講演後、INGOの関与による伝統的価値の破壊の

悪影響や女性の参加の実態など様々な問題について

質疑応答があり、充実した研究会となりました。

 〈 センター主催拡大研究会　報告 〉

                   「ネパールにおけるコミュニティ開発の動向と戦略」

文学部教授　 竹内　敬子　
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 〈学術研究員メンターによる講演会 〉

            「中世における動物の図像と説話　　甲南大学教授　田中  貴子」

学術研究員　 三浦   億人　

　2008年1月21日、アジア太平洋研究センター学

術研究員制度の一環である、研究員の専門分野に関

する有力研究者を外部よりお招きしてご指導いただ

くという「短期メンター制度」に基づき、講演会が

おこなわれた（於：10号館2階大会議室）。講師に

は、かねてよりぜひ一度お話をうかがいたいと強

く念じていた、甲南大学の田中貴子先生においで

いただくことができた。講演の冒頭、司会進行をお

務めいただいた指導教授の浅見和彦先生からもご紹

介があったが、田中先生は、ご著作多数、その主な

ものだけでも、『性愛の日本中世』『室町お坊さん物

語』『百鬼夜行の見える都市』『渓嵐拾葉集の世界』

『あやかし考』など、単著だけですでに二〇冊を超

えておられる。そこで論じられるテーマもまた、中

世説話や物語文学にとどまることなく、仏教文学、

女性史、天台教学、妖怪学などきわめて多領域に及

んでいる。そのような幅広い先生のご関心の中か

ら、今回のご講演では、私の研究テーマが「お伽草子

の異類物」であることから、『中世における動物の図

像と説話』という内容でお話いただくこととなった。

　「動物の図像」の中でも、今回は、主として「猫」

と「虎」が分析の中心に取り上げられた。まず前半

では、お伽草子の異類物についての簡単な定義や紹

介がなされた後、中世文学における動物図像の問題

点として、①絵画と文学伝統との交渉、②描かれた

動物を生物学的にみるとどうなるか、③絵画史や技

法における特色はあるか、という三点が指摘され

た。この三つの問題点の中で、田中先生が特に強い

関心をお持ちになり、かつ「文科系の研究と理系の

研究とをつなぐ視点として有効」という観点から、

繰り返しその重要性を強調されていたのが、② 「お

伽草子の絵巻や絵本に描かれた動物を生物学的にみ

るとどうか」という視点であったことは、特記すべ

きことと思われる。

　後半からは、主として映像資料を用いながら、説

話や物語に限ることなく、古代から中世に至るまで

の、様々な「虎」の図像が紹介された。そこでは、

牧谿をはじめ、狩野永徳、長谷川等伯、尾形光琳、

長沢蘆雪、狩野探幽、円山応挙、伊藤若冲、葛飾北

斎らの描いた「虎図」が比較・考証された。「虎図」

の中でも、田中先生が特に注目されたのは、「虎の

目」、とりわけ、その「虹彩」であった。無類の愛

猫家でもある田中先生の日常の観察から、本来、円

い形であるはずの「虎」の虹彩が、「猫」と同じタ

テ長の虹彩として描かれている点に着目され、中世

から近世にかけての「虎」の図像の大部分は、「虎

皮」（上杉本「洛中洛外図」にも見える）を基にし

て、そこに「猫」のしぐさや姿態を模して描いたも

のなのではないか、という全く新しい見解を提示さ

れた。

　田中先生のご講演は、終始先生ご自身の「猫への

愛」を感じさせるもので、和やかな雰囲気の中で進

められたが、それは先生の学問に対する厳しさや貪

欲な探究心に裏打ちされたものとして感じられた。

すなわち、狭い研究方法に囚われがちな古典文学研

究の現状に対する批判が込められていたと思われる

一方、後進の者には、お伽草子の絵巻・絵本の中に

描かれた動物の図像を分析するにあたっても、例え

ば生物学や動物解剖学のような理科系の学問の知見

を取り入れるなど、学際的なアプローチを導入する

ことで、まだまだ新しい問題を掘り起こすことが十

分に可能であるという示唆を与えていただいたよう

に思う。
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　2008年度よりアジア太平洋研究センターのホームページが新しく生まれ変わりました。各種イベント
情報のお知らせに加え、これまでCAPSが行ってきたプロジェクトや発行した叢書のご案内、また施設の
紹介や研究員の個人ページなど情報が盛りだくさん。今回は新生CAPSのホームページの特徴を少しだけ
ご紹介させていただきます。

■まずはトップページにアクセス！
「CAPSって何をしてるところなの？」 「資料室があるみたいだけど・・・」 「研究会に参加してみたい」
など、知りたい欲がむくむくと頭をもたげたら、まずはトップページにアクセス！  （URL: http://

www.seikei.ac.jp/university/caps/index.html「成蹊大学」のトップページにもリンクがあります。）コン
テンツ内のすべての項目は、トップページのメニューに表示されています。「最新情報」は随時更新され
ているので、研究会などのイベント情報はこちらからご覧ください。また「プロジェクト」、「刊行物案内」、
「イベント情報」からは、過去から現在までの足跡をご覧いただくことができます。

■見て触れて使いやすい
　新生HPではユーザーの視点に立って、次のような配慮がなされています。

・右上の［大］［中］（初期設定）［小］のボタンをクリックすると文字のサイズが 3段階に変更可能
・ブラウザ音声読み上げソフト対応（*OSのヴァージョンによる）
・ 各ページの右側にコンテンツが一覧表示
・ 印刷時にすっきり納まるページサイズ
・ Googleでサイト内検索が可能
・ CAPSのプロジェクトで刊行された書籍がamazonからそのままご購入いただけます

CAPS ホームページ　リニューアルのお知らせ
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どのページも右側にコンテンツが表示されます。
叢書を購入するには、ボタンをクリックするだけ
でアマゾンのサイトに飛ぶことができます。

アクセス情報、サイトマップも見やすい構成です。
また、グーグル検索は画面右上に表示されます。

■英語サイトもリニューアル！
　日本語サイトよりコンパクトな構成
ですが、プロジェクトや叢書の英語リ
ストもご覧いただけます。

■CAPSの世界写真館
　トップページのフラッシュ画像や各
ページに使われている画像のほとんど
は、CAPSの所員や研究員が訪れた世界
各地の写真が使われています。アジア
地域は中国、タイ、チベット、ネパール、
インドなど。またヨーロッパやオース
トラリア、アメリカの写真もあります。

　新生ホームページでは今後各プロ
ジェクト紹介ページや、研究員（特別研
究員・客員研究員・学術研究員）の個人
ページを追加してゆく予定です。

　新しくなったCAPSのホームページをご利用の上、ぜひ資料室や公開講座、研究会などに参加してみて
ください。スタッフ一同心よりお待ちしております。

CAPS Web（日本語）http://www.seikei.ac.jp/university/caps/index.html

（英　語）http://www.seikei.ac.jp/university/caps/eindex.html

　
文責　小宮山真美子（客員研究員）
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 〈学術研究員メンターによる研究会報告 〉

 「英語の移動表現について  語彙意味論研究の見地から　東京経済大学准教授  中村 嗣郎」
学術研究員　 高草   雄士　

　平成20年2月21日に東京経済大学の中村嗣郎先

生をお招き致しまして、「移動構文をめぐるいくつ

かの問題」について講演会をしていただきましたの

で、ここにご報告申し上げます。

　講演では、主に、Jackendoff（1983, 1990）のGO

関数はどこまで普遍的かということについて、お話

ししていただきました。Talmy（1985）の類型論に

よると、自然言語が空間移動を表現する場合、二つ

のパターンがあります。ひとつは動詞枠言語と呼ば

れるもので、ロマンス諸語・日本語・韓国語などが

相当し、もうひとつは衛星枠言語と呼ばれ、英語・

ドイツ語・中国語などが相当します。

 （1）a. ジョンは｛家へ入った／家を出た｝。

【動詞枠言語】

b. John went { into the house / out of the

house}.

【衛星枠言語】

動詞枠言語の場合、動詞を変えることによって移動

を表しますが、衛星型言語の場合、動詞以外（英語

の場合は前置詞）を変えることによって、移動を表

します。例えば、

 （2）a. John entered the room.

b. John went into the room.

 （3）a.［GO（［ ］, （TO（［IN（x）］）））］

b.［GO（［ ］,［ ］）］

（2）の語彙概念構造は（3）のようになりますが、（3a）

のenterという動詞の場合、（TO（［ IN（x）］）））］ま

でが動詞によって指定されていることになります。

つまり、動詞がどこまで語彙情報をカバーしている

のかという語彙化の問題が含まれてくるということ

です。

　中村先生は、ひとつの節の中でどこまで経路を組

み込めるかという視点から言語を分析したBohne-

meyer et al（2007）の分類を挙げられ、

（4）第 1グループ：Dutch, Ewe, Lao, Marquesan,

 Tiriyo, English

‘Floyd went Nijmengen across the river to

Elst.’

第 2グループ：Arrernte, Baspue, Hindi,

 Japanese, Trumai, Spanish

‘Floyd went from Nijmengen to Elst, cross-

ing the river.’

第 3グループ： Jalonke, Kilvila, Saliva,

 Tidore, Tzeltal, Yeli Dyne,

 Yukatek, Zapotec

‘Floyd left Nijmengen, crossed the river, and

arrived in Elst.’

　この中のひとつの節にひとつの経路情報しか持た

ない第3グループにおいては、そもそもGO関数自

体があるのかどうかということをご指摘され、GO

関数自体にもかなりゆとりを持たせる必要性がある

のではと示唆されました。

　この他にも、経路が線的であることと事象の関係

や動詞の分類をするときの注意点等を、具体的にご

教授いただきました。とても有意義な講演をしてい

ただいた中村先生に研究員一同心より感謝申し上げ

ます。
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　今回は、オーストラリアについて学びたいという
学生のために、CAPS資料室所蔵の紀要や雑誌とそ
こに掲載されている論文を紹介します。オーストラ
リアに留学や旅行の予定がある人も、渡豪前に関心
をもってもらえたら幸いです。

オーストラリア研究紀要　第27号
「オーストラリアの移民政策改革」

陶山  宣明

　オーストラリア研究紀要 は、専門的なオーストラ
リア研究機関である追手門学院大学オーストラリア
研究所の紀要で、オーストラリアをテーマとした多
様な研究領域の論文が掲載されている。
　本論文のテーマは、白豪政策とは何だったのか、
そしてそれはどのように撤廃されたのかについてで
ある。白豪政策撤廃までの戦後オーストラリアの移
民政策を、それに影響を与えた国際社会の変化、国
内世論や経済の動向などの要因から分析しており、
アメリカやカナダ、ニュージーランドなどとの比較
も行われている。豪政府が、人種差別撤廃へと向か
う国際社会の風潮と非白人移民の受入れを望まない
世論の板挟みにあったことは、移民政策が「国際社
会と国内社会のまさしく境目」にあることを良くあ
らわしている。本論文では、その後のオーストラリ
ア社会のアジア人に対する意識の変化や多文化主義
採用までの流れがわかりやすく述べられており、多
文化社会オーストラリアの成り立ちに関心がある人
には参考になるだろう。

アメリカ太平洋研究Vol.7 March 2007
“Nationalist Posturing and the Demise of
Australian Multiculturalism in a Time of  Turbulence”

Les Terry

　アメリカ太平洋研究 は、東京大学アメリカ太平洋
地域研究センターの紀要で、アメリカ研究が中心だ
が、同センターが招聘したオーストラリア研究者の
論文が掲載されることも多い。
　本論文は、オーストラリアの多文化主義政策を、
フレイザー政権による、移民に対する福祉を行いつ
つも文化的多様性を賞賛した文化主義的視点にたっ
た多文化主義と、その後のホーク-キーティング労

 〈特集テーマ 〉 　     
 　　　オーストラリアを知ろう

 2007年度特別研究員　 川上  代里子　

働党政権による、政策により国民のアクセスと公正
を保障し、一方で経済合理主義的側面をもってアジ
ア太平洋国家化を志向した公正の多文化主義、およ
びハワード政権の多文化主義に分類している。この
論文発表当時政権の座にあったハワードの多文化主
義では、公正を保障するために社会の制度を改革す
るという視点は失われ、コミュニティの調和を強調
している。そして、民主主義や自由といった曖昧な
「オーストラリア的価値」のもとに国民は団結すべ
きであると主張した。このように、多文化主義政策
は、その時の国家や社会の状況に対応する政策であ
り、変化し続けてきた。そして著者は多文化主義が
オーストラリアのナショナルアイデンティティを再想像
（re-imaging）する可能性を持っていると主張する。

アジア太平洋レビュー　第2号　2005
「ネオ・リベラリズムの時代の多文化主義」への視座
―オーストラリア多文化主義言説の変容に関する序
論的考察―

塩原　良和
　
　本論文は、前述の二つの論文でも取り上げた、多
文化主義の、政策（言説）の 1990年代以降の変容
を、ネオ・リベラリズムとの関係から述べている。
多文化主義政策は、当初「エスニック集団向け社会
福祉・社会保障の拡大による、国民統合の維持・強
化のための政策」を志向していた。しかし、エス
ニック集団がオーストラリア国民社会の分裂を招く
との批判とネオ・リベラリズムの影響により、多文
化主義の社会福祉政策の要素は希薄化していった。
そしてエスニック「集団」としてではなく、「個人」
として社会に包摂されるべきという理念が強調され
るようになった。この個人化により、集団が国家に
対して要求を行う権利は失われ、また包摂という理
念は、同時に国益に反する者（難民など）を排除す
るというナショナリズム化に根拠を与えることと
なった。こうしてオーストラリアの多文化主義は、
「包摂」と「排除」の二重の意味でナショナリズム
化したと述べられている。
　なお、この問題について興味がある人は、本論文
の著者である塩原氏の翻訳による、CAPS資料室所
蔵の、ハージ著『ホワイト・ネイション』平凡社、
2003年も参照して欲しい。
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2008年 4 月 15日発行

◇ 3月4日（火）上海交通大学（中華人民共和国）教
授・長国良と同大学准教授・張 帆が
「日本の保守」に関する研究のため
来日（3月6日まで滞在）

◇ 1月22日（火）デモクラシー研究会開催18:30-21:00

テーマ：敗戦前後における丸山真男の中国像の変容
報告者：東京大学名誉教授・平石 直昭
場　所：10号館第二会議室
出席者：23名

◇ 2月6日（水） デモクラシー研究海外出張（2月21日帰国）
出張者：二松学舎大学講師・愛甲 雄一
調査地：ブライトン、ケンブリッジ、ロンドン（英国）

フランクフルト（ドイツ）
目　的：研究資料収集と滞英プロジェクトメンバー

との打ち合わせのため
◇ 2月16日（土） デモクラシー研究会開催15:30-18:30

テーマ：現代日本の「ナショナリズム」論
報告者：東京大学名誉教授・平石 直昭
場　所：10号館大会議室
出席者：25名

◇ 2月21日（木）権田パイロットプロジェクト海外出張
（2月25日帰国）

出張者：成蹊大学文学部専任講師・権田 建二
調査地：ニューヨーク（アメリカ合衆国）
目　的：研究資料調査

◇ 2月21日（木）学術研究員メンターによる研究会開催
14:00-18:00

テーマ：英語の移動表現について・語彙意味論
研究の見地から

講　師：東京経済大学准教授・中村 嗣郎
場　所：1号館3階センター会議室

◇ 3月4日（火） デモクラシー研究海外出張（ 4月4日帰国）
出張者：成蹊大学文学部教授・松浦 義弘
調査地：パリ（フランス）
目　的：プロジェクト資料調査および個人研究用資

料収集のため
◇ 3月4日（火） デモクラシー研究海外出張（3月18日帰国）
出張者：成蹊大学法学部講師・平石 耕
調査地：ロンドン（英国）
目　的：資料調査

◇ 3月18日（火）学術研究員メンターによる研究会開催
16:00-18:30

テーマ：反米：その歴史を考える
講　師：東京大学大学院総合文化研究科教授・

遠藤 泰生 氏
場　所：1号館3階301室
出席者：11名

◇ 3月21日（金）アジアのオリンピック研究海外出張
（3月25日帰国）

出張者：成蹊大学経済学部教授・鈴木 滋
調査地：北京（中華人民共和国）

○2007年11月30日（金）センター叢書『教育の政
治経済分析／日本・韓国における学校選択と教
育財政の課題』中神康博／ Taejong Kim 編が発
行されました。

第1章　日韓における教育の課題 ..................中神康博
第1部　日韓教育の現状分析

第2章　政治体制と政党―集団関係 ： 日韓比較
...................... 飯尾潤・大西裕・増山幹高

第3章　教育の地方分権と政府間財政関係 ....青木栄一
第4章　韓国の教育財政とその改革について .. Young Lee

第2部　教育需要と学校選択
第5章　教育需要と競争：良い学校に入学するために

.............................................. Yoon Ha Yoo

第6章　日本の法科大学院の経済分析 ....... 平尾由紀子
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