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１．イントロダクション
１－１． 「国際人権法」とは？
国際人権法とは、国際法の分野のうち、個人の人権保障を規定する法のことを言う。1948 年の世界人
権宣言を始めとし、今日に至るまで、難民や無国籍者の保護、人種差別の禁止、女性・子ども・障がい
者の権利保護などを規定するさまざまな条約が制定されている。国際的に議論されている日本の人権
問題としては、例えば、死刑制度、ヘイトスピーチ、特定秘密保護法、「慰安婦」、外国人収容、福島原
子力災害などがある（外務省「人権外交」（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html）から、各人
権条約の委員会による最終見解が読める）。

１－２． 学習するにあたってのポイント
事前に国際法（法源、国際法の主体などの総論）、憲法（人権分野）を勉強しておくと理解が進みやすい。
また、法律初学者は、道垣内弘人著『プレップ法学を学ぶ前に』【書誌 ID=2004171281】、吉田利宏著
『法律を読む技術・学ぶ技術-元法制局キャリアが教える』【書誌 ID=2004071132】などの基本的な法学
の考え方を知ってから、勉強を始めよう。国際人権法の学びを深めるにあたっては、国際法だけでなく、
日本や諸外国の国内法、権利に関する法・政治哲学、社会学、政治学、歴史学などの分野にも目を向
けるべき。

１－３． 一般向けに書かれた資料・読み物
ブリッジブック国際人権法 / 芹田健太郎, 薬師寺公夫, 坂元茂樹著 【書誌 ID=2004100555】
総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 329.21/SER
法学部１・２年生や一般向けに書かれた国際人権法の入門書。読みやすく、基礎知識が凝縮されて
いるので、初めて国際人権法を学ぶ人にオススメ。

国際人権入門 / 横田洋三編 【書誌 ID=2004292343】
総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 316.1/YOK
章末の設問や参考資料が掲載されており、初学者には勉強しやすい本である。また、個別の人権問題に
関する歴史的な流れや今日的課題が丁寧に著されており、法学系以外の人にもオススメする。

２．学習用資料
２－１． 手元にあると便利な事典・ハンドブック 類
国際条約集 / 横田喜三郎, 高野雄一編 【書誌 ID=2002022301】
総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 329.09/KOK
一般の条約集であれば、主な人権条約は掲載されている。
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国際法判例百選/ 小寺彰, 森川幸一, 西村弓編 【書誌 ID=2004216201】
総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 320.5/JUR/204
とりわけ人権法分野では、「VIII 個人」を読むとよい。

人権百科事典 / エドワード・ローソン編 ; 宮崎繁樹監訳 【書誌 ID=2003511603】
総合図-A 棟 2 階 参考図書 R316.1/LAW

２－２． 最初に読むべき資料： 教科書・古典
国際人権法概論 / 畑博行, 水上千之編 【書誌 ID=2003688921】
総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 329.21/HAT
国際人権法に関する教科書。各人権条約の概要や人権の保障制度といった基本的な内容はもちろ
ん、憲法の観点を含めた外国人の人権について記載されている点が特徴的。

テキストブック国際人権法 / 阿部浩己, 今井直, 藤本俊明著 【書誌 ID=2004121754】
総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 329.21/ABE
個々の人権条約の内容よりも、人権の保障制度に力点が置かれた教科書。巻末に掲載されている
文献ガイドは必見。

International human rights: the successor to international human rights in context: law,
politics and morals, text and materials / Philip Alston, Ryan Goodman
【書誌 ID=2004333666】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 316.1/ALS
国際人権法の英語のテキスト。各章に Questions と Additional Reading が載っているので参考にしよ
う。 Oxford University Press Online Resources Centres 「Alston & Goodman: International Human
Rights」 (http://global.oup.com/uk/orc/law/human/alston_goodman/resources/documents/)では、
追加資料を見ることもできる。ボリュームがあるので、日本語の教科書を読み終えてからが読むのが
よい。

２－３． 最新情報が確認できる資料： 主要雑誌・年鑑・Web ページ
国際人権 / 国際人権法学会 【書誌 ID=3002002588】 法資
国際人権法学会が毎年発行する雑誌。

国際法外交雑誌/ 国際法学会 【書誌 ID= 3001040178】 法資
国際法分野では最も権威ある雑誌。人権分野の論文が収録されていることもあるので、チェックする
と良い。年４回発行。

Human Rights Quarterly 【電子ジャーナル ISSN=0275-0392、書誌 ID=3002102624、3002103172】
国際資
人権分野で有名な雑誌の１つ。法学に限らず、政治や哲学などさまざまな分野の論文が掲載されて
いる。
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国連人権高等弁務官事務所（OHCHR） （http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx）
国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）のホームページ。OHCHR は、1993 年国連総会決議 48/141
によって創設されたものである。「人権条約部」、「人権理事会・特別手続き部」、「研究・発展の権利
部」、「フィールド活動・技術協力部」から成っており、国連事務局の人権分野を担っている。

United Nations Treaty Collection （https://treaties.un.org/）
国連に記録された条約に関するデータベース。各人権条約の批准国や各国の留保に関する情報は、
「DATABASES」→「Status of Treaties」→「 CHAPTER IV Human Rights」から見ることができる。

２－４． 有用なナビゲートツール： ブックガイド・リンク集
International legal research in a nutshell / by Marci B. Hoffman, Robert C. Berring
【書誌 ID=2004173012】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 329/HOF
リーガルリサーチのガイドブックだが、薄いので通読できる。リサーチを始める前に目を通すとよい。

American Society of International Law (ASIL) （https://www.asil.org/）
国際法のリサーチガイドは、American Society of International Law (ASIL)の eResources がオススメ。
ASIL は、国際法の最新情報も充実しており、定期的にチェックしたい。本格的に International Human
Rights Law を学び始めたい人は、https://www.asil.org/sites/default/files/ERG_HUMRTS.pdf をチェ
ックするべし。

Dag Hammarskjöld Library「UN Documentation: Human Rights」
（http://research.un.org/en/docs/humanrights/Introduction）
Dag Hammarskjöld Library の Research Guides では、国連の人権に関する資料がまとめられている。
※すべては翻訳されていないが、日本語版は、国連広報センター「国連文書リサーチガイド：人権」
（http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libraries/research_guide/themes/human_rights/）を参照。

２－５． 二次資料類： 検索サイト・書誌索引
Heinonline （http:/home.heinonline.org/）
約 650 タイトルの法学分野の主要ジャーナルを網羅したデータベース（英語）。
（※OSIPP・法学研究科・高等司法研究科でのみ利用可）

Lexis AS ONE （http://www.lexis-asone.jp/#search/base）
日本の判例、判例解説、法令、法律関係書籍の情報をキーワード検索して読むことができる、大阪
大学で利用可能なデータベース。
本文中で紹介している図書・雑誌について
図書名・雑誌名の後ろに「書誌 ID」（１０桁の数字）の記載が
あるものは大阪大学で所蔵しています。この１０桁の数字で
大阪大学 OPAC（蔵書検索システム）が検索できます。
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