
※ホームページ等で公表します。（様式１） 

立教 SFR－国際会議－報告 

 

２００９年度 立教 SFR国際会議助成成果報告書（Ａ，Ｂ，Ｃ） 

 

１． 会議概要 

会  議  名 

和文 東アジアにおけるトランスナショナルな市民社会形成のための政策をめざして─

日中韓 3 国共同研究─ 

欧文 A strategy for the formation of an East Asian transnational civil society as seen 

from  Japanese, Chinese, and Korean perspectives 

主    催 平和・コミュニティ研究機構 

共    催  

後    援  

開催責任者 
所属  法学部         連絡先： （内線）２５５３ 

氏名  五十嵐 暁郎      Tel  048 (825 ) 8524     Fax             

運営事務局 
事務担当者  文学部      連絡先： （内線）３６１９ 

氏名  栗田 和明       Tel             Fax    (     )  

開催期間 ２００９年 ７月 １８日から ２００９年 ７月 １９日まで      

開催場所 太刀川記念館３階ホール 

参加者数※１ 

学内          １０名   

学外 国内から招聘    ３名 

   海外から招聘    ６名   ３ヵ国      合計  １９名   ４ヵ国 

公開講演会等 

参加者数※２ 

① ２００９年 ７月 １８日     ４０名    ヵ国 

② ２００９年 ７月 １９日     ３０名    ヵ国  

開 催 日 程 

 午前 午後 夜 

第１日 

月 

日  

基調報告 

第１セッション 

「東アジアにおける都市空間

の再編（改変）と地域コミュ

ニティ」 

第２セッション 

「途上国の貧困解決に果たす

企業と市民運動の役割」 

レセプション 

第２日 

月 

日   

第３セッション 

「北東アジアにおける人の移

動と多文化共生」 

総括セッション  

第３日 

   月 

 日 

 

 

  

開催経費総額 予算額      1,455,000 円 執行額             1,005,474 円 

 

※ 1 参加者とは、会議において講演、パネラー、コメンテイター等の活動を伴う者をいう。 

※ 2 一般に公開された講演会等に聴講のために参加した者。講演者、パネラー等は除く。所要経費が 

   ６０万円以上の会議で参加者がのべ１００人を超える場合は、参加者名簿を添付すること。      
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２． 開催趣旨概要 

 本国際会議は、立教大学平和・コミュニティ研究機構が中心となり中国の社会科学院および单開大学、

韓国の延世大学および聖公会大学を拠点として行っている日中韓 3国の研究機関による共同研究の中間報

告のために開催される。共同研究のテーマは、「東アジアにおけるトランスナショナルな市民社会形成のた

めの政策をめざして─日中間 3 国共同研究による─」を統一テーマとし、以下の３つのサブテーマからな

っている。①「北東アジアにおける人の移動と多文化共生─ポスト・コロニアルから脱コロニアルへ」②

「東アジアにおける都市空間の再編（改変）と地域コミュニティ」③「途上国の貧困解決に果たす企業と

市民運動の役割─新たな知の創造と協働」以上の 3 つである。 

 統一テーマおよび 3 つのサブテーマは、いずれも現在の北東アジアおよび東アジア全体の地域社会の現

状にとって喫緊の課題であるとともに学術的にも広く社会科学全体にわたる学際的で、かつ学術的に最前

線の課題である。さらに、これまでのワークショップによる研究交流において 3 国それぞれの視点、関心

から各課題を多面的に考察したことによって、研究はより魅力的な新しい切り口を示すことになった。 

①  ①については、歴史的にこのテーマを分析することによって、現在の人の移動がこれまでとは異なる動

機や社会構造によって生じていることを明らかにするものである。②については、巨大資本や政府によっ

て行われることの多い事業に対しての地域の住民を中心とする市民社会の関わりについて、各都市におけ

る経験及び研究成果を共有することによって、市民が都市空間の形成及び再編に主体的に参加しうるよう

な社会形成の端緒を築くことを目的とする。③は、東アジアにおける貧困問題を解決するために多国籍企

業をはじめとする企業や地方自治体、そして大学が、どのような協力関係を構築することができるのかを

考察しようとするものである。 

 

３． 国際会議の成果概要・今後の展望等 

 第一セッション「東アジアにおける都市空間の再編と地域コミュニティ」では、金相準・延世大学教授

が「ソウルにおける都市再生：大通りから広場へ」で、ソウルの都市再生事業が金融・不動産業による投資

活動が重要な点で東京など世界の大都市と共通するものの、政治家が権力を可視化するために行われる側面

が大きいことを指摘した。張光・厦門大学教授「政治・行政要因が中国におけるサービス業の発展に与える

影響：都市間比較分析による」は、中国においては都市の政治的ランクがサービス経済の水準を決定し、都

市の再開発の動因になるとする分析を報告した。 

 第二セッション「途上国の貧困解決に果たす企業と市民運動（NGO）の役割」では、林倬史・本学教授

「第 2 セッションの理論的課題」が貧困創出と解決の国際的メカニズムのゆえにNGO が市民社会的な機能

を果たさざるを得ないことを論じた。Fernando T. Aldaba アテネオ・デ・マニラ大学教授 ”New 

Collaboration Among NGOs, Social Enterprises and University in Poverty Alleviation” は、フィリピン

における貧困層の増大に対してNGO がステークホルダー間の調整を担っていることを紹介した。李起豪・

ハンシン大学教授「新しい貧困問題を解決するための企業と市民団体の役割」は、国家と市場の調整機能が

有効に機能しないので、市民サイドからの新たな社会的機能が不可欠であると論じた。 

 第三セッション「北東アジアにおける人の移動と多文化共生」では、栗田和明・本学教授「中国広州へ

のアフリカ人の流入」、小ケ谷千穂・横浜国立大学准教授「フィリピンにおける日比国際児・若者の運動」、

李卓・单開大学教授「計画育成と中国家族変動」、梁起豪・聖公会大学教授「転換期に立った韓国の移民政

策」、田嶋淳子「東アジアにおける国際人口移動の現状と移民政策」など広範で多彩な報告と討論が行われ

た。 

 本プロジェクトは、今後も日中韓 3 国の研究者による共同研究を発展させ、北東アジア３国の共同研究

ならではの成果を上げるべく努力したい。 
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４．会議の構成 

（１） 学内参加者 

氏      名 所属・職名 会議における活動 内      訳 

五十嵐 暁郎 

郭 洋春 

松本 康 

田島 夏与 

伊藤 道雄 

 

林 倬史 

石坂 浩一 

CAPRIO, Mark 

栗田 和明 

小長井 賀與 

法学部・教授 

経済学部・教授 

社会学部・教授 

経済学部・准教授 

21世紀社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ研

究科・教授 

経営学部・教授 

異コミ学部・准教授 

異コミ学部・教授 

文学部・教授 

コミ福学部・准教授 

基調報告・総括セッション 

総合司会 

第１セッション・司会 

第１セッション・報告 

第２セッション・司会 

 

第２セッション・報告 

第２セッション・コメント 

第３セッション・司会 

第３セッション・報告 

第３セッション・報告 

 

文学              2名 

経済学        2名 

理学          0名 

社会学        1名 

法学         1名 

経営学       1名 

ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉学    1名 

現代心理学     0名 

21世紀社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ  1名 

異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ  1名 

                  

その他（      ） 

           

計     10名 

変更内容（氏名、不参加／追加の別） 

 

 

（２） 学外参加者（国内、国外） 

氏      名 国名・所属・職名 会議における活動 内       訳 

高原 明生 

 

小ヶ谷 千穂 

 

田嶋 淳子 

 

金 相準 

 

李 起豪 

 

梁 起豪 

 

張 光 

 

李 卓 

 

Fernando T. Aldaba 

東京大学大学院法学政

治学研究科教授 

横浜国立大学教育人間

科学部准教授 

法政大学社会学部・教

授 

韓国・延世大学・政治

外交学科・教授 

韓国・ハンシン大学・

日本学科・教授 

韓国・聖公会大学・日

本学科・教授 

中国・单開大学・日本

研究院・教授 

中国・单開大学・日本

研究院・教授 

フィリピン・アテネ大

学・経済学部学部長 

第１セッション・コメント 

 

第３セッション・報告 

 

第３セッション・報告 

 

第１セッション・報告 

 

第２セッション・報告 

 

第３セッション・報告 

 

第１セッション・報告 

 

第３セッション・報告 

 

第２セッション・報告 

国名        

日本       ３名 

韓国             ３名 

中国             ２名 

フィリピン       １名 

 

 

 

 

           

計  ４ヵ国   ９名 

変更内容（氏名、不参加／追加の別） 

 

 

 

 

 

http://www.rikkyo.ne.jp/grp/cri/ken/vin/konagai_k.html

