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に 4月，新学期となりました。皆様，ご多

忙の日々をお過ごしのことと存じます。当

国際人権法学会では，昨年11月をもって 3 年間

理事長を務めてこられた申惠丰理事長が退任し，

江島理事長が選出されました。申前理事長および

北村泰三前事務局長におかれましては，ご尽力に

感謝申し上げます。これからも学会の発展のため

に種々のアドバイスをお願いします。本号ではま

ず理事長及び各委員会の主任から，就任に際して

の抱負を語って頂きました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

1   理事長からのご挨拶 

人権の実効的保障という観点から国際と国内

の「境界」を取り払う枠組みを模索してきた自分

にとって，国際人権法学会はインスピレーション

の宝庫として，知的挑戦を受け切磋琢磨する場と

して，そして人権について語りだすと止まらない

魅力的な方々にお会いする場として，言葉に尽く

し難い恩恵を受けてまいりました。このたび理事

長の任をお引き受けすることとなりましたが，非

力ながらも国際人権法学会のさらなる発展のた

めに全力を尽くしたいと存じますので，ご支援く

ださいますよう宜しくお願い申し上げます。 

 今年は，昨年の世界人権宣言 70 周年に続き，

日本が国際人権条約として初めて批准した国際

人権規約が批准 40 周年を迎えます。本学会も，

すでに 30 回に及ぶ研究大会を重ねています。ま

た，今年1月に下された最高裁決定では，補足意

見が欧州人権裁判所（今年で設立 60 周年）の判

決に言及するなど，最高裁さえ新しい様相を見せ

始めています。国際基準を設定・実施する努力は

グローバルに積み重ねられているといえるでし

ょう。そして，基盤を確立した先人の想像力，独

創力，連帯力に改めて敬服します。 

しかし，21世紀は，テロ，経済危機，難民危機，

民主主義の危機，環境破壊などさらなる困難な課

題に直面しています。人々を囲む過酷な現実は，

「自国第一主義」の態度や人権に対する懐疑さえ

も生んでおり，「基準の設定・実施」を積み重ねる

だけで足りるのか問い直す必要があります。混迷

を極める「今」だからこそ，さらなる学際的叡智

の結集と国際的交流が求められているのではな

いでしょうか。 

本学会は，この学際的取組の必要性を強く意識

して設立されました。様々な研究分野の研究者お

よび人権の実現のために奮迅される実務家・NGO

が集う学際的な学術集団として，既存の学問的枠

組みが見落としていた問題を，国際人権法という

既 
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視点から掘り起こしてきました。学会としての真

価が問われる今こそ，学際的な研究と真摯な意見

交換ができる開かれたグローバルな空間であり

続けられるよう，さらに様々な工夫をしていきた

いと考えております。ぜひ，学会活動に積極的に

ご参加いただき，会員の皆様のアイディアや忌憚

のないご意見をお寄せ頂けると幸甚に存じます。 

（江島晶子・理事長） 

 

2  理事の改選・各委員会 

 2018 年 11月から 3年間の任期（第11期）で，

新理事長・理事が就任し，また，各委員会及び事

務局のメンバーも新たになりました。理事の構成

については，ホームページをご覧ください。各委

員の所属は， 2019 年 4 月現在，事務局で把握さ

れているものです。 

＜理事長＞ 

江島 晶子（明治大学） 

＜企画委員会＞ 

主任：寺谷 広司（東京大学） 

副主任：望月 康恵（関西学院大学） 

委員：新井 京（同志社大学） 

鈴木 雅子（弁護士） 

門田 孝（広島大学） 

田中 俊（弁護士） 

南野 森 （九州大学） 

須網 隆夫 （早稲田大学） 

谷口 洋幸 （金沢大学） 

館田 晶子（北海学園大学） 

東澤 靖（明治学院大学） 

＜編集委員会＞ 

主任：齊藤 正彰（北海道大学） 

副主任：西片 聡哉（京都学園大学） 

委員：新井 誠（広島大学） 

石田 真美（弁護士） 

小坂田 裕子（中京大学） 

河合 正雄（弘前大学） 

北田 真理（杏林大学） 

後藤 啓介（亜細亜大学） 

菅原 絵美（大阪経済法科大学） 

菅原 真（南山大学） 

徳川 信治（立命館大学） 

中西 優美子（一橋大学） 

難波 満（弁護士） 

＜HP委員会＞ 

主任：齋藤 民徒（関西学院大学） 

副主任：寺中 誠（東京経済大学） 

委員：佐々木亮（聖心女子大学） 

＜国際交流委員会＞ 

主任：近江 美保（神奈川大学） 

副主任：棟居 徳子（早稲田大学） 

委員：近藤 敦（名城大学） 

竹村 仁美（一橋大学）  

<事務局> 

事務局長：山元 一（慶應義塾大学） 

事務局次長：杉木 明子（慶應義塾大学） 

事務局員：橋爪 英輔 （慶應義塾大学・院）  

 

3 企画委員会より 

  江島晶子理事長の拝命により，山元一先生の後

を継いで，第 11 期の企画委員会主任を務めるこ

とになりました寺谷広司です。どうぞ宜しくお願

い致します。また，私の他に１０名の先生達にご

協力を仰ぐことになりました。委員にご就任の先

生にはこの場を借りて改めて御礼申し上げます。

企画委員会の主たる管轄事項は，学会最大の行事

である研究大会の企画立案・実施です。人権問題
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への諸先生の思いは様々かと思いますが，研究大

会が諸先生の研究や実践にとって少しでも実り

あるものになればと思っております。 

同時に，就任時にこんなことを申し上げるのも

どうかと思うのですが，研究大会が面白いかどう

かは企画委員会の尽力が重要である一方，詰まる

ところ，個々の学会員の参加のあり方自体に係っ

ているかとも思います。私自身，企画や報告が一

見つまらなくても，個別会員の鋭い質問・見識に

触れ，研究大会に来て良かったと思ったことはあ

りますし，他方，限られた討議の時間内でなぜそ

んな質問・意見に付き合っているのだろう，なぜ

ずれた質問をしているのだろうと思ったことも

あります。そして，最も詰まらないのは，やはり

沈黙の時間が長いことでしょうか。 

2019 年大会は，「人道法・刑事法と国際人権」

（仮題）をテーマとして取り上げます。報告の公

募についてはニューズレターの当該箇所をご覧

下さい。また，今年より報告者のレジュメを事前

にダウンロードできるように調整中です。できる

だけ多くの会員がこれを参照し（これは運営コス

トの面からも有り難いことです），失礼ながら大

学にお務めの先生が学生に求めるのと同様に予

習してきて頂けると，仮に実際に質疑応答に参加

しないとしても，会場の議論をより自分のものと

して体感できるのではないかと思っております。 

３年間，どうぞ宜しくお願い致します。 

（寺谷 広司・企画主任） 

 

2019年研究大会テーマ 

「人道法・刑事法と国際人権」（仮題） 

2019年研究大会は「人道法・刑事法と国際人権」

（仮題）をテーマとして取り上げる予定です。こ

のトピックは当学会ではここしばらく採り上げ

られていませんでした（直近で大きく採り上げた

のは，ＩＣＣを中心とする 2007 年大会「刑事法

と国際法の対話」に遡ります）。 

近時，人道法分野における国際刑事法廷の実践，

各種条約における国内刑事法による規律の要求

など人権・人道をめぐる刑事的規律には顕著なも

のがあります。また，グローバリゼーションの進

展の中で，国際社会の緊密な刑事的協力が実現す

る一方で，そうした手法が逆に人権を侵害する恐

れも指摘されております（テロ対策，マネーロン

ダリング等）。また，従来から日本の刑事司法の実

践が国際基準に合致していないとの批判があり，

時節的にはカルロス・ゴーン氏の事件をめぐって

「人質司法」の在り方が問われています。 

2019年は，人道法に関して言えばジュネーヴ条

約採択 70 周年，刑事法との関係では拷問等禁止

条約が日本につき発効 20 周年という節目の年で

す。また，2020年 4月には第14回国連犯罪防止

刑事司法会議（京都コングレス）が開催され，日

本での開催は実に半世紀ぶりとなります。 

このメモリアルな状況の中，基調報告として国

際人権法分野で著名なManfred Nowak教授をお迎

えすることが決まっており，研究大会には多くの

研究者・実務家が集うことを期待しております。 

 

＊＊＊＊＊ 

公募報告（Call for papers）のご案内 

1. 趣旨 

学会の活性化およびEarly Career Researcher（ECR）

支援という二つの目的から研究大会における報

告を公募します。 

2. 実施要領 

(1) 実施時期 

2019年 11月 16日（土）：2019年度国際人権法学

会第31回研究大会1日目 

会場：明治学院大学   〒108-0071 東京都港区白

金台１丁目２−３７ 

(2) 応募資格 
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応募時及び報告時に国際人権法学会会員である

こと。 

(3) 報告テーマ・形式 

上記 2019 年大会テーマに関連した報告。一人当

たりの報告時間は 15～20 分程度（全体の質疑応

答にも参加）。英語による報告も可（通訳はつきま

せん）。 

(4) 応募手続 

応募者は，下記の内容を記載した応募書類（書式

自由）を後掲（5）の電子メールアドレスに，2019

年 6月9日（日）（必着）までに送付して下さい。 

① 氏名・所属・地位 

② 連絡先（住所，電話・ファックス番号およ

び電子メールアドレス） 

③ 研究分野 

④ 職歴・研究歴 

⑤ 主要業績一覧（3点以内） 

⑥ 国際人権法学会での報告歴の有無 

⑦ 公募報告のタイトル（20字以内） 

⑧ 公募報告の趣旨・概要（1500字程度。英

語での報告の場合は500ワード程度） 

(5) 応募書類の宛先 

callforpapers@ihrla.org 

受領を確認次第，受領確認メールを送ります。数

日たっても受領確認メールが届かない場合には，

恐れ入りますが後掲(8)の連絡先にメールを送っ

て下さい。 

(6) 審査手続 

企画委員会は，公募報告審査委員会を設置して，

応募者から提出された応募書類に基づく審査を

依頼し，その結果を踏まえて報告者を決定します。

採用に際しては，報告内容に関する付帯意見を付

すことがあります。採用の結果は，事務局から応

募者に連絡します。 

(7) 採用後の手続 

採用された報告者は，研究大会3週間前までに報

告原稿(Word ファイル又は PDF ファイル)を上記

の電子メールアドレス（callforpapers@ihrla.org）に

送って下さい。提出された報告原稿は学会ホーム

ページに研究大会の2週間前に掲載します。研究

大会終了後，希望に基づきホームページから外す

ことができます。 

(8) 連絡先 

山元 一・事務局長：info＠ihrla.org 

寺谷 広司・企画主任：teraya@j.u-tokyo.ac.jp 

 

4 編集委員会より 

2018年11月の研究大会当日の名古屋は青天で，

思いがけず編集主任を仰せつかりました。多様な

領域の研究者および実務家に参加いただき，第11

期編集委員会を発足させることができました。早

速，次号の『国際人権』には，30号の記念企画が

あります。その他，以下のような取り組みを行っ

ております。会員の皆様には，ご高配とご指導を

賜りますようお願い申し上げます。 

① 公募論文規程を改正し，応募方法は，原稿フ

ァイルのメール添付による提出のみといたしま

す。 

② 公募論文の応募締切は，28号・29号では5月

の連休明けとしていましたが，その後の査読等の

日程が厳しいため，旧来の 3 月末に復しました。

なお，31号（2020年10月刊行予定）および32号

（2021年 10月刊行予定）も，刊行年の3月 31日

を応募締切として論文を公募いたします。なお，

過去に応募された会員（掲載の可否を問わず）も，

繰り返しご応募いただけます。 

③ 書誌情報が，TKC「LEX/DB」，D1-Law「法律

判例文献情報」，日本評論社「法律文献総合INDEX」

および『法律時報』誌の「文献月報」に安定的に

採録されるよう，各編集部に連絡をとるとともに，

今後は学会誌を送付します。 
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④ 原稿依頼時に提示する原稿の分量について，

200 字詰め原稿用紙の枚数での表示から，頁に組

んだ場合の字数での表示に変更し，それに伴って，

字数を増量しております。執筆される会員の皆様

には，制限字数の厳守をお願いいたします。 

⑤ 「国際人権法主要文献目録」の収録範囲，と

りわけ外国語文献の扱いについて明確化し，次の

⒜および⒝のように整理しました。 

⒜ 網羅的な収集に努めるもの 

1. 日本国内で出版された書籍（日本語） 

2. 日本国内で出版された書籍に収録された

論文等（日本語） 

3. 日本国内公刊雑誌に掲載された論文等

（日本語） 

⒝ 目録担当者が知り得た範囲で掲載するもの 

1. 日本・海外で外国語で出版された会員の

著作（書籍） 

2. 日本・海外で出版された書籍に収録され

た会員の外国語論文等 

3. 海外公刊雑誌に掲載された会員の論文等 

4. 日本国内公刊物に掲載された外国語論文

等 

大まかには，国内で刊行された日本語文献はすべ

て収録，（国内・海外を問わず）外国語文献は目録

担当者が知り得た範囲で収録，ということになり

ます。 

⑥ 「国際人権法主要文献目録」について，会員

の皆様からの情報提供をお願いいたします。目録

担当者は，主に一般的な日本の法律文献の書誌情

報およびデータベースから情報を収集します。し

たがって，それらの情報源に収録されない可能性

のある文献について，情報を求めます。 

 2019年 5月 15日までに，次の事項を，文献目

録情報連絡用メールアドレス mokrok@ihrla.org 

宛にご連絡ください。 

・ 執筆者名（共著の場合は，すべての執筆者名を

お書きください） 

・ 論文等の題名 

・ 掲載誌等（雑誌論文について誌名・巻・号，著

書については出版社，記念論文集・共編著の図

書等については編著者・書名・出版社） 

・ 論文等の本文のPDFファイル（必ずメールに

添付してください） 

なお，以下の点にもご留意ください。 

・ この文献目録情報提供は，上記⑤の収録対象

⒜および⒝について，目録担当者による情報

収集の補完・遺漏防止のためにお願いするも

のです。 

・ 上記情報提供があった文献だけを目録に掲載

するということではありません。また，情報提

供があった文献についても，目録に掲載しな

い場合があります（掲載の判断は編集委員会

の責任で行います）。 

・ 『国際人権』30 号の「国際人権法主要文献目

録」は，原則として，2018年１月から12月ま

でに公刊された文献を対象とします。 

（齊藤 正彰・編集主任） 

 

5 HP委員会より 

 主任を務めます齋藤民徒です。学会ホームペー

ジは，年次研究大会や年刊の学会誌とはまた違っ

た学会関係の情報共有や学会のアピールの重要

な媒体となっています。委員会としては，内容の

アップデートはもちろんのこと，継続的な改善を

図っていく所存です。会員の皆様におかれまして

は，掲載すべき情報やホームページについてお気

づきのことがあれば，遠慮なくお寄せください。 

 また，近時は，学会大会申込のWEB受付など，

各方面での電子化にも取り組んでいます。今後も，

各委員会や事務局との密接な連携のもと，学会大

会時の配布資料の電子化など，一層の便宜を図っ
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ていきたく存じます。とりわけ，学会会員の情報

共有手段として電子メールを活用すべきことの

重要性が以前から指摘されてきましたが，事務局

による各会員メールアドレスの把握という最も

基礎的な段階で滞っているのが現状です。この点

についても，近時の電子化の成果も活用しながら，

メールアドレスによる網羅的な連絡体制を整備

することにより，ニューズレターの電子的な配布

等の合理的な施策に繋げていければと考えてい

ます。その過程では，会員の皆様の御協力を仰ぐ

こともあるかと存じます。何卒よろしくお願いい

たします。 

（齋藤 民徒・HP委員会主任） 

 

6 国際交流委員会より 

今期の国際交流委員は，棟居徳子会員（副主任），

近藤誠会員，竹村仁美会員と近江の４名です。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 国際交流委員会では，研究大会での企画委員会

との協力に加え，前期の国際交流委員会から引き

継いだ ①国外の学会組織への『国際人権』の送

付による海外の関連学会・機関との交流，②学会

ホームページ「国際学会等の情報」を通じた会員

相互の情報共有や国際交流活動の支援等を行い

たいと考えています。会員のみなさまにもご協力

をお願いすることがあるかと思いますので，よろ

しくお願いいたします。 

（国際交流委員会主任・近江  美保） 

 

7 国際人権若手研究会より 

学会の若手研究者が中心となり，若手研究者・実

務家が集い，研究交流を深めるための研究会を開

催しています。詳しくは， 以下のウェッブサイト

をご覧下さい。詳しくは研究会幹事にお問い合わ

せください。  

https://sites.google.com/site/jinkenwakate/home 

（根岸 陽太（西南学院大学）・代表幹事） 

 

8  研究大会 

 昨年 11月 24日・25日（日）第 30 回研究大会

が名城大学（名古屋市）にて開催されました。次

回研究大会は，2019 年 11 月 16日・17日に明治

学院大学（東京都港区）で行われる予定です。 

学会運営の持続性（事務局の負担軽減），環境，

HP の活性化，研究大会への参加の難しい方への

配慮という観点から，本年度研究大会から，原則

として学会 HP からの報告レジュメ のダウンロ

ードをできるようにいたします（詳細については，

大会プログラムをご参照ください）。 

 

9  事務局からのお知らせ 

（１）会員の現況 

（ａ）会員の入退会 

  昨年の総会において新たに 17 名の方々の入会

が承認されました。なお，肩書は入会時のもので

す。 

＜一般会員＞  

井上 武史（九州大学） 

石塚 智佐（東洋大学） 

井口 博允（大東文化大学） 

植木 淳（名城大学） 

大橋 佳美（エセックス大学） 

大谷 智恵（弁護士） 

奥村 公輔（駒沢大学） 

實原 隆志（福岡大学） 

申 鉉旿（立命館大学） 

高木 吉朗（弁護士） 

髙良 沙哉（沖縄大学） 

中村 昌樹（弁護士） 
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松村 芳明（東京工業大学） 

山口 敦子（名城大学） 

＜学生会員＞ 

櫻井 洋介（一橋大学大学院） 

周 小稚（山口大学大学院） 

リ・ビョンチャン（立命館大学大学院） 

  また，2018年度内において自己理由で退会のお

申し出がありました 10 名の方々についても退会

が了承されました。 

（ｂ）会員数 

  2019 年 1 月 1日現在の学会会員数は， 404名

です。内訳は，法人会員（1），名誉理事（2 名），

名誉会員（9名），一般会員（361名），大学院生会

員（27名）です。  

（２）第30回研究大会を振り返って 

 昨年の研究大会は，11月24-25日の両日にわた

って名古屋市の名城大学において「国際人権と民

主主義」をテーマに開催されました。例年通り，

非常に活発な議論が行われました。当日の会場の

運営を支えていただいた皆様にこの場を借りて

厚くお礼を申し上げます。 

（３）各種委員会および理事会の開催について 

2019年3月 24日(日)の午後に次回の各種委員会

と理事会を東京都港区の慶應義塾大学三田キャ

ンパスにおいて開催いたしました。本年度の研究

大会の大枠などを決定しました。 

（４）研究会イベント等の告知  

国際人権法に関連する研究会やイベント等の

情報がありましたら，事務局のアドレス

info@ihrla.orgにお寄せ下さい。学会のホームペー

ジ等でお知らせします。 

（５）会費納入のお願い  

  毎年，会員の皆様には会費納入にご協力いただ

きまして大変ありがとうございます。国際人権法

学会の会計年度は，毎年 10 月 1 日から翌年の 9

月 30 日までとなっております。今年度（2019 年

度）は，2018年 10月 1日から2019年 9月30日

までです。 

  今年度の会費納入率は2018年9月30日現在で

84.6％に留まっています。大変恐縮ですが，学会

費を未だお振込みでない会員の方々は，本ニュー

ズレターにあわせて同封されている郵便払込票

にてお支払い下さい。振込用紙には，未納の年度

を記載しております。大学院生会員は，学生証を

スキャンした画像データを事務局  info＠

ihrla.org までお送り下さい。 
1年度分の会費は下記の通りです。 

 一般会員 8,000円 

 大学院生会員 5,000円 

 名誉会員 4,000円 
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