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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 
 

権は，COVID-19感染症パンデミック

下において，その意義がグローバルに

問われています。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，今こそ問われているという問題意識

のもとに，この1年間，学会活動を企画・運営して

まいりました。 
 第一に，COVID-19 ゆえに学会活動を後退させ

ないように，新たな手段を導入してより充実させる

ように努力してきました。この点では，各種委員会

および事務局がそれぞれに奮闘してくださったお

かげで一定の実現を見ることができました。 
まず，昨年 10 月に無事，国際人権 31 号が発刊

されました。<特集１刑事法と国際人権>や特別講

演など充実した内容に，執筆者の皆様およびご準備

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 月の研究大会はオンラインで無

事開催され，「出入国管理と外国人の人権」をテー

マとして，多様な学問領域からの検討，そして，研

究と実務の架橋となる対話が実現されました。また，

冒頭では，この分野で長年活躍されてきた Allan 
Mackey氏（EIUC）をゲスト・スピーカーとして

お招きできたのはオンライン開催ならではの利点

です。他方，判例研究のセクションでは，旧優生保

護法違憲訴訟判決およびハンセン病家族訴訟判決

という二つの注目裁判例をとりあげ，活発な議論が

行われました。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。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，そして初のオンライン開催にも

関わらず熱心にご参加くださった会員の皆様に心

からお礼申し上げます。また，オンライン開催を支

えたHP委員会，事務局の皆様にもお礼申し上げた

人 
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いと存じます。 
第二に，COVID-19 のパンデミック下で出現し

ている人権問題に取り組むためにフォーラムを重

ねてまいりましたが，フォーラム開催特別号 No.1
でお知らせしたように，理事会の議を経て

「COVID-19 と人権」フォーラム運営委員会が設

立され，その下でさらに充実したフォーラムが定期

的に開催されることになりました。すでに第 1 回

「COVID-19と人権：何が問題か」は2月6日に，

第2回「可視化されていない人権侵害の可視化」は

3 月 26日に開催されました。魅力的なフォーラム

を実施できるよう努力してまいりますので，奮って

ご参加いただければ幸いです。 
これからも，さらに学会活動を充実させていきた

いと考えておりますので，ぜひ，会員の皆様のご意

見を学会事務局までお寄せくださいますようお願

い申し上げます。また，学会HPの充実を図ってお

りますので，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 
 

2021 年大会は「新型コロナウィルス感染症と人

権問題」（仮題）を主題として，研究大会を開催し

ます。周知のように，2019 年に確認された新型コ

ロナウィルス（COVID-19）感染症の世界的流行に

よって，私達の生活は，ありとあらゆる領域で影響

を被っています。その影響の大きさは「戦争」に擬

えられたり，あるいは「百年の一度」の類に形容さ

れたりするほどです。 
この影響の中で，人権の在り方も大きく問題にな

っています。日本に関して言えば，大きな特徴の一

つとして，戦後史を通じて大きな争点となってきた

「緊急事態」が宣言されました。政府は，2020 年

３月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法

の一部を改正する法律を成立させ （法律第4 号。

3 月13日公布，3 月14日施行），これに基づき，

4月7日に７都府県に緊急事態宣言を行い，４月16
日に対象を全国に拡大しました（全国的な解除は5
月25日）。感染症の流行は，一旦は落ち着きを見せ

たものの，2021 年１月７日に再び緊急事態を宣言

するに至りました（2021 年 3 月 21日に全都道府

県で解除）。この「緊急事態」宣言に基づく諸措置

は，移動の自由や営業の自由，私生活の自由など

様々な人権制限を伴うものです。 
他方，新型コロナウィルス感染症の世界的流行は，

公益と人権の対立といった比較的単純化された枠

組みで捉え切れない広範な諸問題を提起してもい

ます。ウィルスを持ち込んだとされる人達への差別，

とくに人種差別的要素を含むそれ，保護を要する人

達の間での格差，とくに弱者への注目の不足，個人

情報の取扱い等の人権問題が指摘されています。さ

らには措置を行う統治側の体制も問題になってお

り，国会審議の在り方，行政の非効率性，国と地方

自治の関係といった諸問題，更には，専門家やマス

メディア・ＳＮＳの役割などまで議論の対象となっ

ています。これらの列挙は一例に過ぎませんし，相

対的に新しい問題がある一方で，旧来からの構造的

問題が顕在化しているものもあります。 
目を世界に転ずれば，各国のコロナ対策及びそれ

が惹起する人権問題は，それぞれの国・社会の事情

――流行の程度，ロックダウンの実効性，未知のウ

ィルスへの対処方針の違いなど――を反映して様々

です。全体としてみれば，現在，例えばワクチン調

達の格差がそもそもあった経済格差・技術格差を背

景に，世界的問題になっています。広範な人権問題

の存在を意識して，国連やＷＨＯは盛んに発信して

います。他方，ちょうど国内統治の在り方問題にな

っているのと同様に，ＷＨＯによる国際統治の正統

性や透明性，コロナ禍における国際人権機関の実効
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性などが盛んに議論されています。 
新型コロナウィルス感染症の世界的流行は学知

の在り方にも影響を与え，大学や各種団体の集会の

開催も中止や方式変更を余儀なくされ，この国際人

権法学会も2020年大会は初のオンライン形式とな

りました。これは，一方で苦肉の策でありながら，

他方で新たな討議の在り方を創造するものでした。

その後，「COVID-19と人権」フォーラムが立ち上

がり，2021年2月より継続的にこの問題を討議す

る場も設けられました。 
新型コロナ感染症がもたらす人権問題への影響

は，数日の研究大会で語り尽くせるものではありま

せん。何よりも，我々は問題のただ中におり，全体

を冷静に振り返るには不向きな状況にあり，将来改

めて我々の対応が評価されることになろうかと思

います。しかし，年の一度の研究大会において，持

続的に取り組むべき今回の課題について，現在，

我々がどう行動しているのか・いかに考えているの

かについて広く意見を共有し議論するのも大いに

意義深いことだろうと思われます。 
企画委員会では，例年通り，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。 
 

l 公募報告（Call for Papers）のご案内 
1. 実施要領 

(1) 実施時期 
2021年11月20日（土）：2021年度国際人権法

学会第33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（但
し，コロナウィルスの感染動向によっては，オンラ

イン開催の可能性もあります。） 
(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 
「新型コロナウィルス感染症と人権問題」に関連

する報告。一人当たりの報告時間は15～20分程度。

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，2021
年5月16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
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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週間前を目処に掲載します。研

究大会終了後，希望に基づきホームページから外す

予定です。 

(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

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，2021年5月31日（月）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』32 号の「国際人権法主要文献目

録」は，原則として，2020 年１月から 12 月

までに公刊された文献を対象とします。 

 
 学会誌の公募論文審査規程の改正を行いました。

主な改正点は，①応募原稿の提出期日を毎年３月末

日と定めたこと，②応募原稿が掲載不可と決定され

た場合に，査読結果報告書の全部または一部を，レ

フェリーの承諾を得て，応募者に開示できるように

したこと，です。①については，既に今期の編集委

員会において毎年３月末日に固定する運用を行い，

その旨をニューズレターや学会誌等でお知らせし

てきましたが，規程に明定することとしました。②

については，レフェリーとなった会員が詳細な報告

書を作成してくださることが多く，「修正の上，掲

載可」の場合以外にも，報告書の趣旨を活かす取扱

いができるようにしたものです。 
 

4. 国際交流委員会より 

国際交流委員会主任 近江美保 
 
学会ホームページの中の「国際学会等の情報」で

は，会員から寄せられた情報を掲載しています。2
月初めにメールニュースでもお伝えしたとおり，

「国際学会等の情報」の掲載対象情報の範囲を下記

のとおり拡大いたしました。 
1. これから国内外で開催される国際会議等の

情報 
2. 会員が参加している国際共同研究・プロジ

ェクト等の情報 
3. 会員が参加した会議等の報告 
4. その他，国際人権法分野の研究に関する海
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外情報 など 

 
上記の情報の掲載を希望される会員は，会議や共

同研究・プロジェクト等の名称，主催者，開催年月

日，開催場所，関連サイト・問合せ先，申込み締切

日，情報提供者名（HP掲載は任意）等を600字以
内にまとめて，kokusai@ihrla.orgまでお送りくだ

さい。投稿方法についての説明は，「国際学会等の

情報」ページ上部の「このページについて」からも

ご覧いただけます。なお，HP掲載までに数日かか

る場合もありますが，その点はご容赦ください。 
会員の皆さまからの活発な情報提供をお待ちし

ております。 
なお，2021年3月25日開催の理事会において，

新たに国際交流企画の公募を開始することについ

てご承認いただきました。応募要領等については，

別便の学会メールニュースでお知らせいたします

ので，よろしくお願いいたします。 
 

5. HP 委員会より 

ＨＰ委員会主任 齋藤民徒 
 
この１年間，日常業務としてのホームページのコ

ンテンツのアップデートを実施したほか，細部の改

善も適宜行ってきております（寺中HP委員が日々

の実作業を担当しています）。また，今期の重点課

題としていたホームページのバリアフリー化につ

いて，学会誌バックナンバーの目次の読み上げの問

題をはじめ，各種対処を進めてきています。検証に

御協力くださいました川島聡会員にこの場をかり

て深く感謝申し上げます。 
ホームページ委員会が協力した案件としては，

COVID-19の情報リンクの特設掲示板があります。

理事各位からの情報提供に基づき，事務局の橋爪事

務局員と佐々木 HP 委員の精力的な作業によって

動き始め，国立国会図書館インターネット資料収集

事業から収録依頼が舞い込むなど，学会の社会貢献

にも一定の役割を果たしたかと存じます。 
さらに，この間の最大の協力案件としては，学会

大会のオンライン化があります。近年，HP委員会

として（また個人としても），沖縄特別大会のエク

スカージョン受付に始まり，大会参加受付の自動化

や学会の電子化を試みてきましたが，大会自体のオ

ンライン化を迎え，電子化関連でもさらに膨大なタ

スクの発生が予想されたところ，今期の事務局（と

りわけ橋爪事務局員と吉田事務局員）が積極的に事

務を引き受けてくだった結果，HP委員会の大会関

係事務としてはホームページへの大会プログラム

の掲載程度に落ち着き，今回の大会を無事に乗りき

ることができました（この経緯にあっては，今期事

務局により，これまでの懸案だった会員全員宛ての

メーリングリストの整備に一定のメドがついてい

たことも幸いしたかと思われます）。おかげさまで，

HP 委員会としては本来の業務に立ち戻れる状況

になりましたので，今後も一層ホームページの改善

に努めたく存じます。お気づきの点があれば，遠慮

なくお知らせください。 
 

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 
  2021 年 1 月 1日現在の学会会員数は，413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（374名），大学院生会員

（29名）です。 
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(2) 2020年度（第32回）研究大会を振り返って 

昨年の研究大会は，11 月 21-22 日の両日にわた

って，例年とは異なりWebexを使用したオンライ

ン方式で「出入国管理と外国人の人権」をテーマに

開催されました。両日とも約 100 名の方が参加に

なり，活発な議論や意見交換が行われました。 
今回は，日本国内のみならず，海外在住の会員も

多数参加され，オンラインならではのメリットもあ

ったように思われます。オンライン開催にむけて事

前のリハーサルや準備等にご協力いただきました

皆様，当日の報告，討論，司会等で研究大会にご尽

力くださいました登壇者の皆様に，心よりお礼申し

上げます。 

(3) 理事会の開催について 

2021 年3 月25日(木)の17時より，理事会をオ

ンライン形式で開催いたしました。例年通り，本年

度の研究大会の大枠などを決定したほか，研究大会

の開催形態の決定時期，国際交流企画公募，学会

HP を利用した会員の新たな社会的発信を実現す

る制度的可能性，名誉理事の処遇のあり方等につき

まして，審議を行いました。 

(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（2020年度）は，

2020 年 10 月 1日から 2021 年 9 月 30日までで

す。 
今年度の会費納入率は 2021 年 3 月 8 日現在で

67％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，４月９日に発送

いたしました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。なお，過年

度に未納がある場合に2020年度会費として１年分

の会費を納入した場合には，過年度の納入として記

録しております。大学等での支払記録との齟齬が生

じる場合もございますので，この点は事務局までお

問い合わせください。 

 
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 

 
海外在住の方につきましては，払込取扱票を郵送

しておりません。ゆうちょ銀行・口座番号01160-7-
68562 (当座：一一九店 68562)までお振込みくだ

さい。Paypal でのお支払いを希望される方は事務

局までお問い合わせください。帰国時に払込票での

お支払いを希望される方につきましても，事務局ま

でお問い合わせください。 

(6) 事務局体制の変更にについて 

2021 年 4 月 1日から，事務局体制は元に戻り，

山元一事務局長が行います。事務局長が日本不在中

は，大変ご迷惑をおかけいたしました。 
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。 
〒108-8345 

東京都港区三田2-15-45 
慶應義塾大学法務研究科 

国際人権法学会事務局長 山元 一 

(7) 学会各種通信の電子化について 

 学会経費の節約・事務局業務の簡素化・環境保護
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等を目的として，事務局では積極的に学会各種通信

やレジュメ配布の電子化を行ってきました。今後も

ニューズレターにつきましては学会メーリングリ

ストおよび学会ホームページにて配信いたします。

名簿については，氏名・所属先・専攻の三項目に限

定した簡易版名簿を PW をかけた上で作成し，メ

ーリングリストにてダウンロード方法をご案内い

たします。パスワードの取扱いにはくれぐれもご注

意ください。また，アドレスの変更のある方は，事

務局までお知らせください。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。 
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