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国際人権法学会 
 
 
 

第 28 回（2016 年度）研究大会プログラム 
 

 日時 2016 年 11 月 12 日（土）・13 日（日） 

 会場 法政大学・市ヶ谷キャンパス 

〒102-8160 東京都千代田区富士見２−１７−１ 

12 日(土) 富士見ゲート棟(G 棟） 601 

13 日(日) ボアソナードタワー(BT)26 階 スカイホール 

 開催校幹事：建石真公子教授 
 

 交通アクセス 
【JR 線】 中央・総武線・各駅停車：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10 分 

【地下鉄線】 都営新宿線：市ヶ谷駅下車徒歩 10 分 

【地下鉄線】 東京メトロ有楽町線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10 分 

【地下鉄線】 東京メトロ東西線：飯田橋駅下車徒歩 10 分 

【地下鉄線】 東京メトロ南北線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10 分 

【地下鉄線】 都営大江戸線：飯田橋駅下車徒歩 10 分 

 
 

大学へのアクセスの詳細につきましては、別紙のアクセスガイド又は

下記をご参照ください。 

http://www.hosei.ac.jp/campus/index.html 
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＜11 月 12 日（土）第１日目＞（富士見ゲート棟 6 階で受付） 
 

テーマ：多様化する家族的結合と国際人権 
座長 大津 浩（成城大学・憲法），川眞田 嘉壽子（立正大学・国際法） 

 

＜1 日目＞ 会場 富士見ゲート G601 

【午前の部】10:00－12:10 
企画趣旨説明 山元 一（慶應義塾大学・学会企画委員会主任） 

1 家族的結合とは何か？ 
(1)「社会学から見た家族」 江原 由美子（首都大学東京） 
(2)「国際人権法における家族の位置づけ」 大谷 美紀子（弁護士） 
(3)「憲法における家族の位置づけ」 武田 万里子（津田塾大学） 
(4)「民法・法律婚・家族的結合」 吉田 克己（早稲田大学） 

 

＜昼食＞ 12:10－14：00 富士見ゲート棟 6 階 G602 

第 10 期理事会 12：10－14:00 
ボワソナードタワー（BT）22F 現代法研究所会議室 

【午後の部】14:10－17:30 

2 具体的に何が問題となっているか？ 
(1)「LGBT と家族」 谷口 洋幸（高岡法科大学） 
(2)「『文化の衝突』と国際人権」 西谷 祐子（京都大学） 
(3)「子どもと家族の保護－欧州人権裁判所の裁判例を中心に－」 

 早川 眞一郎（東京大学） 
(4) 「血統主義と無国籍児問題（仮）」 付 月（茨城大学） 
  

3 パネル・ディスカッション（質疑応答）（15:40-17:30） 
 上記報告者 
 

 総会 （17：30～18：00） 

 懇親会 （18：30）ボワソナードタワー25 階スタッフクラブ 
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＜第 2 日目＞11 月 13 日（日） 

会場 ボワソナードタワー(BT)26 階スカイホール 
（スカイホール前にて受付） 

【午前の部】10:00－12:00 

＜家族関係にかかわる最新判例研究＞ 
座長 阿部 浩己（神奈川大学），鈴木 雅子（弁護士） 

 (1)夫婦同姓訴訟 
竹下 博將（弁護士），橘高 真佐美（弁護士） 
「最高裁判決から生じるパラレルワールド」渡辺泰彦（京都産業大学） 
「夫婦同氏制の合憲性」中島 宏（山形大学） 

 (2)再婚禁止期間訴訟 
「再婚禁止期間訴訟」作花 知志（弁護士） 
「民法の立場から見た再婚禁止期間訴訟」西 希代子（慶應義塾大学） 
「憲法の立場から見た再婚禁止期間訴訟」稲葉 実香（金沢大学） 
「二つの判決に対する国際人権法からのコメント」堀見 裕樹（東北大学） 

＜昼食＞ 12：00－14：00 （BT26 階会議室 A） 

＜インタレストグループ報告＞ 12:00－14：00 

 （1）国際刑事裁判所インタレストグループ（BT25 階会議室 B） 

 （2）人権指標に関するインタレストグループ（BT25 階会議室 C） 

 （3）外国人の出入国と在留インタレストグループ（BT19 階会議室 D） 

 

【午後の部】14:00-17:00 
座長 岩井 信（弁護士），望月 康恵（関西学院大学）  

＜海外研究者招待講演＞ 
Professeur François Vialla モンペリエ大学〔フランス〕 

 (Université de Montpellier) 
«Famille contemporaine et procréation médicalement assistée en France » 
（現代の家族と生殖補助医療一フランスの場合） 

＜国際・国内人権機関の現在＞ 

(1)「日本の人権外交」 
中川 周（外務省総合外交政策局人権人道課長） 

(2)「自由権規約委員会の活動―最近の展開」 
岩沢 雄司（自由権規約委員会委員，東京大学） 

(3)「持続可能な開発目標（SDGs）と国際労働基準」 
吾郷 眞一(ILO 条約・勧告適用専門家委員、立命館大学） 
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お知らせ 
 

 一般会員の皆様へ 
・両日とも、開催校にて昼食を 1000 円で用意いたします。ご希望の方は、返信用葉書でご注文

のうえ、学会会場受付で名札と引換えにお支払い下さい。なお、第 1 日目(土曜）、第 2 日目（日

曜）ともに付近のレストランもご利用できます。 
・懇親会は、第 1 日目 18 時 30 分からキャンパス内、ボワソナードタワー25 階のスタッフ・ク

ラブにて開催されます（一般会員 6,000 円、学生会員 4,000 円）。出欠を返信用葉書でお知らせ

下さい。懇親会費は、学会会場受付で名札と引換えにお支払い下さい。 
・2016 年度学会費（2016 年 10 月～2017 年 9 月）を同封の振込用紙でお支払い下さい。会費

は、一般会員 8,000 円、院生会員 5,000 円、法人会員 30,000 円、名誉会員 4,000 円です。 
・学会費の未納分がある方には、該当年次と金額を封筒宛名の下に記入しておりますので、今

年度分に加算してお支払い下さい。学会へのご寄付にも振込用紙をご利用いただけましたら幸

いです。 
・大会出欠のご回答は、同封の返信用葉書で 10 月 22 日（土）必着でお願いいたします（厳守）。 
 

 理事・各種委員会委員の皆様へ 
・11 月 12 日（土）昼の理事会（現代法会議室）の昼食はお弁当を用意いたします。お弁当代

1000 円を会場で申し受けます。 
・出欠を、返信用葉書の理事会・合同委員会欄にご記入ください。 
・11 月 11 日（金）の各委員会の会場は、法政大学市ヶ谷キャンパスの下記の場所です。 
15：00－17：00 企画委員会（新見附校舎[大学院棟右隣] A305）、編集委員会（大学院棟 602）、
国際交流（大学院棟 603）、HP 委員会（大学院棟 604） 
・17：00－19：00 合同委員会（新見附校舎[大学院棟右隣]A305） 
 

 報告者の皆様へ 
・報告レジュメ及び資料は、印刷及び開催校での参加者配布用袋詰め作業に間に合うように、

10 月 29 日（土）必着で下記の事務局へ郵送又はメール（word ファイル）でお送り下さい。 
〔事務局宛先〕〒162-8473  東京都新宿区市谷本村町 42-8 中央大学法科大学院 北村泰三 
                    yasuzo.kitamura@gmail.com  
・この期日を過ぎる場合には、ご自身で 150 部印刷し、11 月 7 日（月）必着で開催校にお送り

下さい。 
〔開催校宛先〕〒102-8160 東京都千代田区富士見 2-17-1   

法政大学法学部 建石 真公子教授 
 

 若手人権問題研究会のお知らせ 
学会前日の 11 月 11 日（金）14：00－17：00 に、若手人権問題研究会による第４回合同セミナ

ーが次の通り開催されます。会場は、法政大学市ヶ谷キャンパス、ボワソナードタワー22 階、

現代法研究所会議室です。ご関心のある方はふるってご参加下さい。 
第 1 報告 中村敏久（内閣府国際平和協力本部事務局） 
「国際人道法履行強化メカニズムの考察 ―国際人権法との比較から―」 
第 2 報告 ルブルトン・カロリーヌ（法政大学大学院） 
「フランスにおける個人情報の保護の変遷」 

詳細は HP（https://sites.google.com/site/jinkenwakate/home）をご覧になるか、又は代表幹事 
（菅原絵美：e-sugawara@keiho-u.ac.jp）までお問い合わせ下さい。 


