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1. 会員の皆様へ 
 国際人権法学会理事長 江島晶子 
 

学会の設立趣旨を踏まえながら、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

けることを目指して、第 11期のスタートを切りま

した。本学会の30年の歩みという点では、昨年10

月に発刊された国際人権30号には、＜学会創立30

周年記念特別企画＞として、これまで本学会のため

にご尽力くださった会員およびコスタ元ヨーロッ

パ人権裁判所所長から珠玉の言葉が寄せられ、本学

会の意義や役割を改めて痛感させられました。次の

30 年に向けて貴重なヴィジョンをくださった執筆

者の皆様および記念号の発刊をご準備くださった

編集委員会の皆様に深くお礼申し上げます。 

さらに、昨年 11月に明治学院大会で開催された

研究大会では、「刑事法と国際人権」をテーマとし

て、刑事法、人道法、人権法、国際法、憲法等、多

様な学問領域をカバーするだけでなく、研究と実務

の架橋も促進できました。また、第 11期のスター

トを飾って、国連で長年活躍されてきた Manfred 

Novak氏（EIUC）から子どもの権利に関する国際的

取組について、尾崎久仁子会員（国際刑事裁判所）

から国際刑事裁判所について基調講演をいただけ

たことは望外の喜びです。 

他方、判例研究のセクションでは、韓国大法院判

決および性同一性障害者特例最高裁決定という二

つの注目判例をとりあげ、活発な議論が行われまし

た。さらに、海外の研究動向として、朴燦運会員（漢

陽大学・韓国人権学会会長・国家人権委員会委員）

に韓国の状況を紹介していただきました。また、国

際・国内人権機関の活動として、内外の現状が紹介

されましたが、今回、初めて、人種差別撤廃委員会

および障害者権利委員会の活動について両各委員

会の委員である洪恵子会員（南山大学）および石川

准会員（静岡県立大学・東京大学）から報告がなさ

れました。大会の実現にご尽力くださった企画委員

会、国際交流委員会の皆様、報告者の皆様、暖かく

本 
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迎えてくださった開催校幹事の東澤靖会員、宮地基

会員、明治学院大学の関係者、そして熱心に研究大

会に参加くださった会員の皆様に心からお礼申し

上げます。 

さて、昨年の大会でのもう一つの試みは報告レジ

ュメおよび資料の電子配布でした。これは、学会運

営の持続性、環境への配慮、HPの活性化、研究大会

に参加できない方への便宜等の趣旨から、試験的に

導入しました。おかげさまで HP委員会のサポート

と皆様方のご協力に支えられて無事実施すること

ができ厚くお礼申し上げます。また、事前にレジュ

メを読める意義については積極的評価をいただき

ました。社会のドラスティックな変化の下で生じる

多様な人権問題に対応するためには、年1回の研究

大会と学会誌発行をベースとしつつも、学会を常時

活用できる空間にする必要があります。会員の皆様

からご意見を伺いながら、学会活動が「点から線、

そして面へ」となるように、「電子化」を活用して

いきたいと考えておりますので、どうぞご理解とご

協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

現在、国連事務総長によって人類の危機とまで評

されている、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の問題に対しては、人権に基づくアプローチの重要

性、グローバルな連帯のもとに取り組むことの必要

性がこれまで以上に強調されています。メディアの

報道は COVID-19一色になりましたが、これまで指

摘されてきた深刻な人権問題が消滅した訳ではな

く、むしろ、いずれも深刻化しています。今こそ、

人権問題の存在を発見し、議論し、解決策を探求す

る学術団体としての真価が問われているのではな

いでしょうか。11 月の研究大会まで待つというの

ではなく、学会としてどのような取り組みができる

のか皆様と一緒に考えていきたいと思います。ぜひ、

学会事務局までご意見をお寄せください。また、学

会 HPを定期的に閲覧していただけると幸いです。

最後に、皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。 

 

2. 企画委員会より 

企画主任 寺谷広司 

・次回の研究大会の企画 

2020年研究大会は、「出入国管理と外国人の権利」

（どちらか一方または両方）をテーマとして掲げま

す。2018 年 12 月、「出入国管理及び難民認定法及

び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立・公

布されました（平成30年法律第102号）。この法律

は、在留資格「特定技能１号」「特定技能２号」の

創設や出入国在留管理庁の設置等を主たる内容と

するものです。少子高齢化を控えた労働力不足が指

摘されている中、この改訂により、より多くの外国

人労働者が日本社会に入ってくるものと考えられ

ています。 
しかし、周知のように、日本社会は外国人の受け

入れについて多くの課題を抱えてきました。少なく

とも２つの局面で問題になります。第１は、現在の

入管法体制です。従来からその厳しい運用が指摘さ

れていますが、例えば、入管施設での人権状況が劣

悪だとの指摘や、難民受け入れが諸外国と比較して

極端に少ないことなどが批判されています。第２は、

短期であれ長期であれ、一度入ってくれば課題とな

るのが、外国人が共同体の一員として十分に人権を

保障されているかどうかです。旧来からの論点とし

て、例えば外国人の選挙権問題があります。近時で

は、例えば外国人研修生待遇や朝鮮学校無償化差別

などが人権条約機関で取り沙汰されています。 
各種問題に通底する視角は、日本であればマクリ

ーン事件最高裁判決（1978年）、国際的判断であれ

ば例えばチュニス・モロッコ国籍法事件 PCIJ 判決

（1923 年）が依然として支配的枠組みとなってい

る中で、つまるところ、外国人も有するとされる「人

権」は真に人権たり得るものなのかかと思われます。

これが、外国人の人権問題が人権問題一般にとって

もαにしてΩともいえる重要な視座を提供してく

れていることの背景と言えます。 
もちろん、こうした問題は日本だけに留まりませ

ん。難民・移民問題を契機の一つとしてＥＵの足並
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みが乱れ、それを理由の一つとしつつ、今年、英国

の離脱を見るに至りました。また、現下の最重要の

関心である新型コロナウィルス（COVID-19）問題

の重要な側面は、安全と人権というしばしば両立し

難い論点が国境管理の中で問題化しています。 
「出入国管理と外国人の人権」は、国際法学、憲

法学、民事法、刑事法ほか多数の法学分野が関心を

寄せる重要な主題であり、会員の諸先生にあっては、

是非、今年秋の学会に積極的にご参加下さい。 
また、例年通りに、特に若手のキャリア形成を意

識しつつ（しかし若手に限らず）、報告の一部を公

募します。積極的な応募を期待しております。 
 

・公募報告（Call for Papers）のご案内 

1. 実施要領 

(1) 実施時期 

2020年11月21日（土）：2020年度国際人権法学

会第32回研究大会1日目 

会場：関西学院大学 西宮上ケ原キャンパス    

〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1−155 

(2) 応募資格 

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 

「出入国管理と外国人の人権」に関連する報告。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，2020

年5月24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 

 

3. 編集委員会より 

編集主任 齊藤正彰 
 
学会誌掲載の「国際人権法主要文献目録」につい

て、前号同様、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

mailto:teraya@j.u-tokyo.ac.jp
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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。

なお、「国際人権法主要文献目録」の収録範囲につ

いては、学会ＨＰの記載をご参照ください。 
 
文献情報は、2020年5月11日（月曜）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、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。 
・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』31 号の「国際人権法主要文献目録」

は、原則として、2019年１月から12月までに公刊

された文献を対象とします。 
 
 この他、編集委員会では、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「判例紹介」および「書評」の論稿の分量を各３

頁としました。国立国会図書館の「雑誌記事索引」

では原則として２頁以下の論稿は採録されないこ

とへの対応です。「雑誌記事索引」への採録がCiNii
などの各種データベースへの収録にも影響します

ので、学会誌掲載の業績が安定的に検索されること

を目指しました。なお、原稿を３頁で依頼すること

になっても、「判例紹介」と「書評」の掲載本数は

維持します（ただし依頼字数の厳守をお願いいたし

ます）。 
②学会誌掲載論稿の書誌情報が『法律時報』誌の「文

献月報」欄に安定的に掲載されるよう、『法律時報』

編集部に連絡をとるとともに、『国際人権』を送付

しました（今後も継続的に送付します）。 
③『国際人権』公募論文審査規程を改正しました。

従来の規程では、「修正の上、掲載可」と判断され

た場合には、修正後の再査読を行い、修正が不十分

で再修正が求められれば、その結果を再々査読とい

うことになり、原稿締切までに査読手続が完了しな

いおそれがありました（査読するレフェリーの負担

も大きい）。そこで、レフェリーから「修正の上、

掲載可」とされた後、修正原稿の確認において修正

要求を充たしていない判断された場合は、「本号の

掲載は見送り」とすることとしました。「掲載不可」

とは断定せず、次号への再応募の可能性を残します

（レフェリーは次年度新たに依頼します）。 
④『国際人権』の表紙色を変更しました。表紙のテ

ーマ色は従来５色あり、５の倍数号は山吹色でした

が、褪色によって判読不能になることが多いため、

30号から変更しました。 
 

4. 国際交流委員会より 

国際交流委員会主任 近江美保 
 
 国際交流委員会では、現在、海外の『国際人権』

寄贈先の見直しをしています。日本の国際人権に関

する研究に関心があり、『国際人権』を活用してい

ただけそうな機関をご存じの方は、お知らせくださ

い。また、『国際人権』の寄贈を何らかの交流に発

展させていくことが可能かどうかも探っていきた

いと考えています。ご意見やご提案は、ihrla-
kokusai@ml.ihrla.org までお寄せいただければ幸い

です。 

 

5. HP委員会より 

ＨＰ委員会主任 齋藤民徒 
 
今期のＨＰ委員会では、それこそ電子的手段を最

大限活用して少人数の委員間で密に連絡をとり、各

案件に機動的に対応できる体制が幸い整っていま
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す。この間のＨＰ委員会の作業として、学会ウェブ

サイト上の掲載情報の日々のアップデートのほか、

理事長・事務局長を中心に現在提起されている電子

化関連について、これまでの試行をふまえ、技術的

観点から検討して参りました。詳細はなお詰められ

ている最中ですが、いずれにしても本学会に新たな

試みが含まれることになりそうです。今後、大小さ

まざまな問題も現れてくるかとは存じますが、会員

の皆様の御寛容と御協力をお願い申し上げます。 
 

6. 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 13 名の方々の入会

が承認されました。 

 また，2019 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 6 名の方々についても退会が

了承されました。 

（ｂ）会員数 

  2020 年 1 月 1 日現在の学会会員数は，392 名

です。内訳は，法人会員（1），名誉理事（1 名），

名誉会員（8名），一般会員（349名），大学院生会

員（33名）です。  

（２）第31回研究大会を振り返って 

 昨年の研究大会は，11月16-17日の両日にわた

って明治学院大学白金キャンパス（東京都港区）

において「刑事法と国際人権」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）理事会の開催について 

2020年4月12日(日)の午後に理事会をオンライ

ン形式で開催いたしました。これは，会場として

予定していた慶應義塾大学三田キャンパスがコ

ロナウイルスの影響で入構禁止となってしまっ

たために取られた措置です。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，2019年10月1日から2020年9 月30日

までです。 

  今年度の会費納入率は 2020 年 3 月 4 日現在で

56％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 

（６）事務局体制の変更につきまして 

 事務局長が 2020 年度在外研究に従事するため，

2020 年 3 月下旬から 2021 年 4 月上旬までの期間，

日本にいないと遂行できない事務につきましては，

杉木明子事務局次長が行います。大変ご迷惑をおか

けいたしますが，どうぞよろしくお願いいたします。 

したがいまして，11 月に予定される研究大会の

現地での運営については，事務局次長が事務局側責

任者として開催校と協力しながら行います。また今

後の郵便による連絡につきましては，以下の住所・

宛先にお願いいたします。なおメールにつきまして

は，変更ありません。 
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（７）学会各種通信の電子化につきまして 

 学会経費の節約・事務局業務の簡素化・環境保護

等を目的として，事務局では現在積極的に学会各種

通信やレジュメ配布の電子化を進めております。す

でに，昨年の研究大会では，HP を利用した報告レ

ジュメの配布を開始いたしました。今回は，従来行

ってきました Newsletter と名簿の郵送を原則とし

て取りやめ，URL の案内をメールで行い，名簿に

ついては，従来とは異なり記載情報を，氏名・所属

先・専攻の三項目に限定した簡易版名簿を作成し，

PWをかけた上で配布することといたしました。会

員の皆様のご理解を賜ることができれば，幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  

 

 

編集・発行 国際人権法学会事務局 

〒 108-8345 東京都港区三田 2-15-45 

慶應義塾大学法学部 杉木明子研究室 

電子メール  info@ihrla.org 

Tel : 03-5427-1517 (代） 

Fax: 03-5427-1552（共用） 

 

mailto:info@ihrla.org

	1. 会員の皆様へ
	2. 企画委員会より
	・次回の研究大会の企画
	・公募報告（Call for Papers）のご案内

	3. 編集委員会より
	4. 国際交流委員会より
	5. HP委員会より
	6. 事務局からのお知らせ

