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研究成果の概要（和文）：国際平和安全保障政策・平和構築政策へのジェンダー視点の導入やジ
ェンダー正義の確立について、現代の武力紛争下の組織的性暴力に対する国連の政策分析、軍
事性暴力被害者・サバイバーとアドボカシー、トラウマとヒーリング、「和解」、「「バックラッ
シュ」、などをサブテーマとして共同研究を行った。そこから平和構築へのジェンダー視点の導
入は、構造的暴力の克服という平和研究におけるジェンダー平等の確立とは一線を画すもので
あることが明らかになった。 
 
研究成果の概要（英文）：The research project analyzed the integration of gender perspectives 
into international peace and security policies and peace building as well as establishing 
gender justice in the following areas as analysis of the UN policies on current systematic 
sexual violence in armed conflicts, the conditions of victims and survivors of military sexual 
violence and their advocacy, trauma and healing, reconciliation, and backlash. The 
research revealed a gap between current international policies of gender integration to 
peace building and gender equality in peace studies as overcoming structural violence. 
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１．研究開始当初の背景 
 1990 年代以降、戦時性暴力が可視化され
るようになり、国際政治の現場では紛争や平
和関連の政策をジェンダーの視点から分析
する重要性が徐々に認識されてきた。また
2000 年以降には、ポスト紛争社会の政策で
ある平和構築へのジェンダーの視点の導入

も、国連や市民社会運動の中で謳われてきた。
しかし、ジェンダーの視点から平和構築政策
を分析した研究は数少なく、大別して 2 つの
分野、①紛争後の復興における女性の社会参
加、②平和維持部隊による難民・国内避難民
に対する性暴力、しかないといえるだろう。
また、これらの研究も NGO などによる実情
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のレポートが主で理論研究は非常に少ない。
例えば移行期の正義におけるジェンダー正
義も、平和構築研究ではほとんど取り上げら
れていないことなどからも、平和構築研究に
はこれまでのジェンダー研究の知見が活か
されていない。 
 
２．研究の目的 
ジェンダーの視点から平和研究また平

和・安全保障関連政策への正義をめぐる議論
の導入を図る。具体的には、ポスト紛争にお
ける「平和構築」とジェンダー正義の確立を
目指す理論的かつ実践的研究に取り組む。 
 
３．研究の方法 
 平和研究、ナショナリズム研究、ポスト
コロニアル研究、表象文化研究という４つ
の分野を架橋し、法学・歴史学・政治学・
心理学・表象といった各分野の研究者と協
力して、バックラッシュ時代にジェンダー
の視点から平和構築に取り組み、紛争のな
い状態だけではなく、安心・安全・公正な
社会を実現するためには、どのような理論
や営為、また政策が必要なのかについて重
層的・多面的にアプローチする。 
 
４．研究成果 

 本研究は、ジェンダーの視点から、平和
研究や平和・安全保障関連政策への正義をめ
ぐる議論の導入を図り、ポスト紛争社会にお
ける「平和構築」とジェンダー正義の確立を
目指す理論的かつ実践的研究を試みたもの
である。これまでの国際シンポジウムや研究
会では、日本軍性奴隷制度、暴力被害者の語
り・表象、トラウマとヒーリング、和解、平
和教育などについて議論を重ねてきた。最終
年度は国際平和安全保障政策・平和構築政策
へのジェンダー視点の導入について、国連安
全保障理事会での議論や紛争・ポスト紛争地
域での経験、さらにジェンダー正義の確立を
目指すアカデミズムの議論をどのようにか
み合わせることができるのか（あるいは、で
きないのか）を中心に検討した。 まとめと
して国際シンポジウム「ジェンダーと平和・
安全保障」（２０１２年１１月３日）を開催
した。シンポジウムでは、ジェンダーを採り
上げた初めての安保理決議である１３２５
号「女性・平和・安全保障」の採択に安保理
非常任理事国として深く関与したアンワラ
ル・チャウドリー元国連大使の基調講演に加
え、研究者・実践者による「ジェンダーの主
流化政策と平和・安全保障」に関するパネ
ル・ディスカッションを行った。ここで近年、
国際政治の現場で急速に展開している、１３
２５号国内行動計画（加盟国政府による１３
２５号実施計画）や、ジェンダーの主流化政
策とポスト紛争社会での開発政策との関連、

また武力紛争と組織的性暴力が繰り返され
る地域での 1325 号の意義などに関する議論
を行った。これらを通して、国際平和安全保
障政策におけるジェンダー正義の確立のた
めに、現在のジェンダーの主流化政策におけ
るジェンダー平等と平和の連関性をより強
める必要性、また市民社会の役割が明らかに
された。 
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