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COVID-19 と人権フォーラム 

不可視の人権侵害を可視化する 

Collaboration for Visualising the Invisible Decay of Human Rights 

 (COVID-HR Project) 

ユニット３：日本社会  

フォーラム開催特別号 No.３ 

1. 第 3 回フォーラム実施報告 

(1) 当日テーマとプログラム 

……事務局 土屋仁美 

(2) パンデミック下の日本社会の「法治」の現状  

     ――実務からの問題提起  

(3) 日本社会をめぐる「法治」／「法の支配」 

     ――研究者からの問題提起

(4) 総括・全体討論 

……コーディネーター  山元一 

(5) 若手研究紹介 

2. 第 3 回フォーラムを終えて 

 ……コーディネーター 斎藤民徒（幹事） 

3. 今後のフォーラムの企画について 

(1) 第 4 回（通算 9 回）のフォーラムについて 

……コーディネーター 秋山肇（幹事） 

(2) 第 5 回（通算 10 回）のフォーラムについて  

……コーディネーター 中西優美子（幹事） 

(3) 第 6 回（通算 11 回）のフォーラムについて  

  ……コーディネーター 建石真公子（幹事） 

4. 事務局からのお知らせ 

 

1. 第 3 回フォーラムの実施報告 

(1) 当日テーマとプログラム 

事務局 土屋仁美 

2021年6月16日(水)に、「COVID-19と人権」フ

ォーラム運営委員会のユニット 3 による第 3 回フ

ォーラム（通算第 8回）「日本社会」が Zoom会議

形式で開催されました。 

江島晶子理事長による開会のあいさつと企画趣

旨の説明の後に、第1部「パンデミック下の日本社

会の『法治』の現状――実務からの問題提起」およ 

び第２部「日本社会をめぐる「法治」／「法の支配」

――研究者からの問題提起」について個別報告があ

り、総括・全体討論が行われました。 

 また、第１部から第 2 部の間には、ＲＯＯＭⅠ

［ディスカッション］、ＲＯＯＭⅡ［会員交流］、Ｒ

ＯＯＭⅢ［若手研究紹介］に分かれて、Zoomのブ

レイクアウトルーム機能を用いた中間セッション

が行われました。 

 

日時：2021年6月16日（水）17:00-19:20 

対象：国際人権法学会会員 

形式：Zoom 会議 
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プログラム： 

 1 開会のあいさつ・企画趣旨：江島晶子理事長 

2 パンデミック下の日本社会の「法治」の現状 

          ――実務からの問題提起 

        司会：浦山聖子（成城大学） 

3 中間セッション 

 ＲＯＯＭ Ⅰ［ディスカッション］  

 ＲＯＯＭ Ⅱ［会員交流］  

 ＲＯＯＭ Ⅲ［若手研究紹介］ 

4 日本社会をめぐる「法治」／「法の支配」 

         ――研究者からの問題提起 

        司会：山元一（慶応義塾大学） 

5 総括・全体討論 

 

(2) パンデミック下の日本社会の「法治」の現状      

           ――実務からの問題提起 

① パンデミックのなかで、法と権利、行政、外国人の生活  

        古屋哲（大谷大学非常勤講師） 

 国家行政の外国人向けコロナ感染拡大対策につ

いて、△ 生活を支える社会政策が日本国籍住民と

平等に適用されているか。△ 監視と退去強制にも

とづく入管規制がどこまで緩和されているか。との

観点から、検討した。 

 結論として、就労規制が一部緩和されたが、移住

労働者の大幅な減収と失業が生じている。支援金や

生活保護などの社会政策は、在留資格を理由に適用

されない外国人もある。移住者の賃金労働は、平時

においてすでに、労働者とその家族の生活を支えて

いないのである。 

 

② COVID-19と司法アクセスの問題について 

            北村聡子（弁護士） 

 昨年春の緊急事態宣言発出の際、全国のほとんど

の裁判所で期日が一斉に取り消され、裁判を受ける

権利が制約された。 

 裁判は不要不急なのか。裁判官はエッセンシャル

ワーカーではないのか。 

 予算配分0．3％、裁判官の不足、IT化の遅れ等、

日本の司法の脆弱性と裁判を受ける権利の周縁化

という問題を、改めて浮き彫りにした事象であった。 

 

(3) 日本社会をめぐる「法治」／「法の支配」 

          ――研究者からの問題提起 

① 日本社会における国家裁量――国際社会からの逸脱 

      福島涼史（長崎県立大学准教授） 

 「法治」の過少を克服するためには、マクリーン

事件判決のいうような、国家の自由な裁量を極小化

しなければならない。まず、各省庁の準則に至るま

で、国際基準を参照しつつ、法を段階化する必要が

ある―措置の合理性の確証。加えて、入国・上陸の

局面から始まって外国人の人権を細目化すること

も有益である―裁量余地の縮減。 

 

②「ゆるふわ立憲主義」と「法の支配」 

     曽我部真裕（京都大学大学院教授） 

 強制力を伴った人権制限に対して議会や裁判所

による統制で対抗するというオーソドックスな立

憲主義の構図（「硬質な立憲主義」）に対して、日本

では、自粛要請という緩やかな制限に対して緩やか

に統制をする「ゆるふわ立憲主義」とでも呼ぶべき

アプローチがとられている。この点について、「硬

質な立憲主義」の観点から批判する向きもあり、傾

聴に値はするものの、権力統制の制度に心許ない現

状では、「ゆるふわ立憲主義」で行くしかない。し

かし、中長期的には「硬質な立憲主義」への移行が

望ましく、そのための制度改革の道筋を論じた。 

 

(4) 総括・全体討論 

 コーディネーター  山元一 

 坂元茂樹会員から福島報告について、無害通航権
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にについて最近は人に着目した行動が見られるよ

うになってきている、とした。福島氏は、安全に対

する差し迫った危険や逼迫の度合いを考える必要

がある、と回答した。次に、小畑会員から比例原則

に関連して、事例によってはその適用が難しいので

はないか。また国家の積極的義務を視野に入れる必

要があるのではないか、とした。福島氏は、前者は

確かに比例原則の問題だとはいいがたい場合があ

り、後者については賛成だと回答した。 

 江島晶子会員は曽我部報告について、移動の自由

の憲法的位置づけと、憲法と国際人権による保障の

相互補完性について問うた。曽我部氏は、現在では

精神的自由としても捉えている傾向にあり、また場

面ごとに切り分ける必要がある、とした。国内人権

の観点からマクリーン事件の大前提を動かすこと

はできないが、その上で国境を超える移動について

は、国際人権による規律を考えるべきではないか、

とした。 

 

(5) 若手研究紹介 

「COVID-19と教育を受ける権利―スペインの状況から―」 

有江 ディアナ（世界人権問題研究センター研究員）  

 COVID-19 の猛威により、スペインは 2020 年 3

月から長期の学校閉鎖を強いられ、様々な感染予防

対策を採り、学校の再開と継続を図ってきた。また、

就学義務を課すため、保護者の感染への恐怖を理由

とした欠席には厳しく対応し、司法判断が求められ

た決定では、教育を受ける権利が子どもに帰属し、

学校に通う意義としての子どもの社会化に言及し

ている。 

 

2. 第3 回フォーラムを終えて 

 コーディネーター  斎藤民徒（幹事） 

 昨年来のパンデミック禍にある日本社会を対象

とするにあたり、本学会の性格上、実務と理論のど

ちらもないがしろにはできず、双方に目配りできる

２部構成で対応を試みた。フォーラムの中身として

も、会員のすぐれた報告をシェアするのみならず、

司会も含めて非会員にも多く登壇いただき（司会を

含め登壇者 6名中 4名が非会員）、今回のフォーラ

ムが組まれた重要テーマについて学会内外の交流

を将来にわたり広げていく一助とできたことも特

筆しておきたい。なお、このフォーラムを契機に、

すぐれた専門家である非会員の登壇者から学会へ

の入会申込を得られたことも学会の将来的発展に

つながる一コマとして記しておく。 

 また、第1部と第2部のあいだに中間セッション

を設け、フォーラム進行にメリハリを持たせ、分科

会的に 3 つのセッションを同時並行で進めること

も新たに試みた。議論・討論を目的とするセッショ

ンでは、第１部の司会者・報告者も参加のうえ、延

長戦として質疑応答を充実させることができた。若

手研究報告のために設けたセッションでは、少人数

ながらすぐれた専門家の参加のもと若手研究者が

報告し、質疑応答を通して研鑽を積める機会が実現

された。さらに、会員の交流を目的とするセッショ

ンも設置し、付随的な効果ながら、同じくオンライ

ン形式で開催される今年度の研究大会の懇親会運

営にも貴重な知見を得られた。 

 最後に、各地に緊急事態宣言が継続し、あわただ

しくもあった平日夕方に御参加・御登壇いただいた

皆様に――そして当日まで準備・運営にあたった皆

様にも――、心からの御礼を申し上げる。 

 

3. 今後のフォーラムの企画について 

(1) 第4回（通算9回）のフォーラムについて 

  ユニット5「次世代・将来世代の人権」 

（8月23日（月）開催予定） 

      コーディネーター 秋山肇（幹事） 

 コロナ禍は高校生や若者にもさまざまな影響を
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与えている。学校が休校され、各種大会やコンテ

ストは中止を余儀なくされた。また感染者等をタ

ーゲットとしたSNS上の誹謗中傷などが深刻な問

題となっている。その一方で、オンライン化が進

む中、若者がオンラインを使いこなして生活して

いる側面もある。 

 高校生は、日常生活で当事者として様々な経験

をしているものの、自らの経験を社会問題・人権

問題とリンクさせて議論・検討することは少ない

と思われる。コロナ禍において抱えている疑問

を、国際人権法学会員である研究者、弁護士と議

論することは有益であると考え、高校生が議論を

行うフォーラムを企画した。こうした機会を整備

することは、高校生に国際人権法（憲法を含む）

の視点を提供し、国際人権法の研究者育成、国際

人権法の社会的な普及のために有益である。さら

に国際人権法学会の社会貢献の一環としても位置

付けることができる。 

 本フォーラムは二部構成である。第一部は少人

数のグループでディスカッションを実施する。各

グループはアドバイザー役となる学会員1人、フ

ァシリテーター役の大学生1人、高校生複数名か

ら構成され、10グループで議論を行う。高校生の

問題意識を大学生がまとめつつ、専門家が国際人

権法の視点を紹介する。第二部では、全体ディス

カッションを実施する。各グループでの議論を共

有し、学会員が論点を整理することで、他の高校

生の問題意識を基盤として、高校生同士が人権に

ついて学び合う機会を提供する。 

 高校生を対象とした企画は、本学会において初

めての試みと思われる。様々な人権問題が指摘さ

れる中、高校生が人権について考える場を学会と

して提供することで、将来の人権保障、国際人権

法研究の基盤を構築したい。8月9日を登録期限

として、フォーラムウェブサイトに詳細を掲載し

ており、学会員の皆さんには、全国の高校への広

報へのご協力をお願いできれば幸いである。 

 (2) 第5回（通算10回）のフォーラムについて 

  ユニット４「自国優先主義と国際協調主義」 

（8月26日（木）開催予定） 

  コーディネーター  

中西優美子（幹事）、江島晶子、山元一、 

    杉木明子、根岸陽太 

 国際人権法学会の企画として、これまで様々な

角度からCOVID−19問題が取り扱われてきた。今

回は、自国優先主義と国際協調主義の観点からこ

の問題を取り扱うことにする。現在、議論となっ

ている一つがワクチンである。ワクチン接種の速

度が遅いとか、ワクチンの接種しないことによる

差別待遇、ワクチンの副反応など、ワクチンの話

題に事欠かない。例えば、アストラゼネカワクチ

ンの供給が遅れていることから、EUの欧州委員

会は、ベルギーのブリュッセル裁判所に訴訟を起

こした。また、ワクチンは国際政治の対象にもな

っている。６月にイギリスのコーンウェルでG７

サミットが開催されたが、アフリカなどワクチン

を必要とする国にワクチンを供給することが合意

された。これは、ワクチンを自国で開発できてい

る国とそうでない国、また、ワクチンを持つ国と

持たざる国により差異がでてきており、ワクチン

が重要な外交の手段となってきていることが背景

にある。実際、その政治的な影響が危惧されてい

る。たとえば、中国が、アフリカ、アジア、ラテ

ンアメリカに「Health Silk Road」と呼ばれる展開

を見せており、自国だけではなく他国に対しても

人権（健康権）を保障する名目のもとに、人間の

生にかかわる政治性(bio-politics)を行使する危険性

が存在する。一見、ワクチン外交は、国際協調主

義に見えるが、実際のところ、覇権拡大の手段に

利用される可能性もある。 

今回のフォーラムでは、国際人権法の枠組を超

え、グローバル・ガバナンスの文脈でCOVID-19

を検討する機会を設ける。フォーラムでは、ま
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ず、基調講演によって、グローバル・ヘルス問

題、特に感染症やワクチン等について、基本的な

問題提示がなされる。それを受けて、個別報告が

2つなされる。地域としては、アフリカ（ルワン

ダ）およびアジア（中国）のコロナ状況やワクチ

ン等にかかわる対外政策について報告がなされ

る。さらに、これらの3人の報告者を受け、1人

のコメンテーターにより国際政治における国際人

権法の可能性を検討するための問題提起を行う。 

(3) 第6回（通算11回）のフォーラムについて 

ユニット２「グローバル・ヘルス」 

（9月19日（日）開催予定） 

コーディネーター  

建石真公子（幹事）杉木明子、棟居徳子 

本フォーラムでは、COVID-19パンデミックにお

ける「重症者トリアージ」について、「医療」と「患

者の権利」の両面から課題を明らかにし、今後に向

けての解決を考える。 

一般的に感染症は、「患者＝ベクター（感染を媒

介する）」という特徴を持っているため、治療にお

いては、患者本人だけでなく、感染症の広がりを阻

止する、という社会防衛の観点からの取り組みも必

要となる。したがって、患者の種々の権利が保護さ

れない場合が生じる。 

なかでもCOVID-19の場合、重症者のうちの高齢

者の割合が圧倒的に高いことから、ICUの利用につ

いて患者全体の治療との関係でどう判断するかと

いう問題が提起された。医療資源が不足した場合、

医療機関間の連携や患者の移送、医療者の移送など

考えられるが、それらが十分に機能しない場合にト

リアージが想定される。しかし、治療を受けられな

い患者は死に至る場合があり、法的には、治療停止、

人工呼吸器の再配分等が要件によっては消極的安

楽死と見なされる。患者の権利と医療的判断の抵触

する場面である。 

実際、2020 年 3 月以降、欧米諸国では医療資源

の逼迫に直面し、トリアージの基準を示す「ガイド

ライン」が公表されている。憲法上の平等原則遵守

を明記するもの、また国の倫理委員会のこれまでの

判断に基づく基準を示すものなど国によって多様

であるが、その是非および基準等について、生命倫

理や人権の関連から批判も提起されている。日本に

おいては、「COVID-19 の感染爆発時における人工

呼吸器の配分を判断するプロセスについての提言」

（代表：竹下啓・東海大学教授）（3月30日、生命・

医療倫理研究会有志）が公表されている。 

本フォーラムでは、医学の立場で同『提言』の趣

旨と現在での提言のあり方の検討（竹下啓氏）、提

言に対する医学および医療社会学の観点からの検

討（美馬達哉氏）を行う。その上で、健康権（棟居

徳子氏）および生命権（建石真公子）の観点から、

感染症パンデミック下の患者の権利保障について

考える。 

4. 事務局からのお知らせ

 フォーラム運営委員会としては、今後、当学会

ならではのテーマやアプローチを模索しながら、

フォーラムを継続的に開催していきます。とりあ

げるべきトピック等についてもご意見がございま

したら、ぜひ事務局までお寄せください。 
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