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研究成果の概要（和文）
： 現在の国際関係のなかで児童労働、ストリート・チルドレン、子ど
も兵士、人身取引、国際養子、母子健康、未就学、戦争被害などを検証し、国際政治理論との
関連で問題を整理し、BHN 論、国際レジーム論の積極的意義を明らかにした。
研究成果の概要（英文）
： Focusing on child labor, street children, child soldiers, human
trafficking, transnational adoption, infantile health, non-schooling, and suffering from war
damages, in the international context, this project highlights the significance of BHN and
international regime approaches for the survival of those children and their welfare.
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１．研究開始当初の背景
(1) ｢人間の安全保障｣概念を｢子どもの安全
保障｣に適用することが重要であると判
断された。
(2) グローバル化と国際関係の日常性の視点
から世界の子どもをみる視点が緊要であ
ると思われた。

(3) 子どもの未来を切り開く国際レジームが
形成されつつあった。
２．研究の目的
(1) 途上国における母子健康、人身売買、国
際養子縁組、児童労働、ストリート・チ
ルドレン、子ども兵士、未就学、軍事化

の問題の現状を明らかにすること。
(2) 上記に関する国際的取り組みの枠組みを
学際的に明らかにすること。
(3) 国家安全保障と人間の安全保障の諸議論
をもとに、
「子どもの安全保障」の理論形
成を目指すこと。
(4) 研究成果を学術的な報告書、および一般
的な啓蒙書として公刊すること。
３．研究の方法
（1）関係文献・資料の収集・分析
（2）現地調査と資料の収集・分析
（3）現地インタビューとその分析
（4）理論的整理
４. 研究成果
（1） 途上国における母子健康、人身売買、
国際養子縁組、児童労働、ストリート・
チルドレン、子ども兵士、教育、経済
制裁の問題について実証的事例研究を
行った。
（2） 「子どもの安全保障」概念を使うこと
で、分析概念としての「人間の安全保
障」の有効性増進に貢献した。
（3） BHN 概念と国際レジーム論が「子ど
もの安全保障」にとって理論的支柱に
なることを明らかにした。
（4） 「子どもの安全保障」概念にもとづい
て、パワー・ポリティクス、内戦、世
界システム、グローバル化、近代化な
どの国際関係理論の有効性に一定の
枠をはめたこと。
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