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常本照樹教授の経歴と業績
齊
１

藤

正

彰

経歴

常本照樹教授は、2020年３月31日をもって国立大学法人北海道大学を退職さ
れる。
常本教授は、1978年３月に北海道大学法学部を卒業され、同年４月に北海道
大学大学院法学研究科修士課程に進学された。法学部においては曽野和明教授
の演習に参加され、アメリカ法についての素養を培われた。その後、大学院に
おいて中村睦男教授（当時、助教授）に師事して憲法学の研究を進められた。
1983年３月に博士課程を修了され、法学博士（北海道大学）
の学位を授与された。
同年４月に、北海道教育大学教育学部札幌分校に助手として赴任され、翌年10
月に講師に昇任された。1986年10月に助教授となられた後、1990年３月から１
年間、カリフォルニア大学バークレー校ロースクールにおいて在外研究に従事
された。1993年４月に請われて法学部教授として北海道大学に着任された
（1995
年３月まで北海道教育大学札幌分校併任助教授）。その後、1998年７月から１
年間、ハーバード・イェンチン研究所の招聘によりハーバード大学に滞在され
た。帰国後、2000年４月の北海道大学の大学院重点化により大学院法学研究科
教授となられ、また所属上は、2003年４月からの１年間と、2008年４月以降現
在まで、大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター教授である。
大学運営面の御貢献は周知のとおり極めて大きなものがあり、1999年５月か
ら北海道大学総長補佐（2004年３月まで）、2006年12月から教育研究評議会評
議員（2008年12月まで）、2007年４月から北海道大学アイヌ・先住民研究センター
長（2020年３月まで）を歴任され、そして同時期の2008年12月から大学院法学
研究科長・法学部長（2010年12月まで）を務められた。つまり、この２年間、
法学部研究棟の研究室のほかに、管理棟の研究科長室と大学南門近くのセン
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ター長室の２つのオフィスで部局長として執務されていたことになる。
教育面では、法学部において「憲法Ｉ」
「憲法Ⅱ」の講義および演習や外国書
講読を担当され、研究大学院（法学政治学専攻）においては、留学生や社会人
学生を含む国内外の研究者・実務家の育成に力を注がれた。法科大学院（法律
実務専攻）の開設後は、３年課程の「憲法Ｉ」
「憲法Ⅱ」を担当されたほか、研
究大学院・公共政策大学院の学生にも開かれた「国際人権法」の授業も展開さ
れた。（旧）教養部、現在の総合教育部においては、法学部以外の全学生を対
象とする「日本国憲法」の講義を長年担当されてきたほか、法学部進学予定者
向けに日本憲法史・立法過程論・司法制度論の入門的講義を試行されたり、教
職科目の公民科教育法を経済学部・文学部の担当者と協力して実施されたこと
もあるという。
このほか、現在は、2014年度に文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」
事業の採択を契機として最先端の授業を英語で行う「Hokkaido サマー・イン
スティテュート」が全学を挙げて行われているが、既に1994年の時点で、マサ
チューセッツ大学の学生等を対象としたサマーセッション・プログラムで、
“American lnfluence upon Japanese Constitution”と題する講義を行っておら
れた。
学会活動では、日本公法学会、日米法学会、国際人権法学会に所属され、日
本公法学会においては、1994年の第59回総会において「司法権──権力性と国
民参加」と題する第１部会報告を、2005年の第70回総会において「大学の自治
と学問の自由の現代的課題」と題する総会報告を行われた。また、学会運営に
関しては、日本公法学会理事（2016年11月～）、日米法学会評議員（1995年９月
～）、国際人権法学会理事（2009年11月～ 2015年10月）を歴任されたほか、
2004年の日本公法学会第69回総会および2011年の国際人権法学会第23回研究大
会が北海道大学を開催校として行われた際には、万全の運営体制を構築し、当
日の次々に発生する事態を見事にコントロールされた。
社会貢献活動も、主要なものに限っても後掲のとおり多数あるが、やはり、
アイヌ・先住民族関係での御貢献が際立っている。研修・講演などの講師も多
くなさっているが、とりわけ税務大学校（札幌研修所）および北海道警察学校
などで公務員研修にも長らく尽力された。
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２

研究業績

卓抜した語学力の持ち主という以上に彼の地の文化、社会に通暁した常本教
授は、重厚なアメリカ法の理解を脊柱としながら、常識の射程を測りつつ現実の
具体的妥当性を見失わない判断力をもって、許多の業績を積み上げられてきた。
⑴

常本教授の研究は、「権力分立制をとる民主主義政体における「法形成過

程」の実像と理念像を探るという関心」の下に、⒜「アメリカ法を素材とし、
特に司法審査権行使をめぐる「司法的法形成」の機能的特質についての理論的
発展」を考察することと、⒝「立法的法形成」の実体の再検討として立法過程
の基礎的研究を進めることを両輪としてスタートした。⒜については、修士論
文において、世紀転換期における「法形式主義」から20世紀前半のリアリスト
運動を経て、裁判のリアリズム的認識と民主主義との整合の途を模索する現代
へという流れで把握して考察し、「司法審査とリーガル・プロセス──アメリ
カでの司法の機能に関する理論的発展」
（本誌31巻２号）として公刊された。他
方、深瀬忠一教授を代表とする比較立法過程研究会の共同研究を引き継いで
1980年に学部内の共同研究組織として発足した北大立法過程研究会が、文部省
科学研究費補助金の交付を受けて1981年度の研究テーマに「選挙法の立法過程
に関する実証的比較法的研究」を掲げていたが、常本教授は、⒝についての「一
準備作業としての意味を含めて、わが国の国会における、ある立法過程の素描
を試み」たものとして、「選挙二法昭和五〇年改正と憲法問題──公職選挙法
改正をめぐる国会審議を中心として」
（本誌32巻２号）を公刊された。
その後も、常本教授は、憲法裁判の具体例をアメリカ法に求め、関連する諸
判決に内包される司法権の概念および法理の推移と異同、そして判決受容の過
程の考察を通じて、民主政における司法審査の正当性と依るべき基準の問題に
ついて検討を進めるとともに、立法過程の基礎的研究も続行された。そこで探
究されようとしたことをプロセス法学と呼ぶならば、それは、基本的人権観や
司法審査理論にとどまらず立法過程の検討と相俟ったものであり、裁判所が維
持すべき基本的価値を民主的政治過程のみに限定せず、「機能論的発想を基本
に据えながらも、日本国憲法の条文の構造に即した修正を加えるべきではない
か」という視座から、プロセス的権利と非プロセス的権利の分類に尽くされな
い「合理性の基準」の奥行きを見つめるものであろう。近時の対話的違憲審査
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理論とも、視点を共有するものかもしれない。
常本教授は、博士論文「「経済・社会立法」と司法審査」において、経済・社
会立法の違憲審査についてのいわゆる規制目的二分論が判例法理であると学説
から理解されつつあった当時に、「立法目的の認識方法や手段との関連性判断
等々について、ひいては、いわゆる「合理性の基準」自体の意義について、な
お少なからぬ問題が残されている」との問題意識から、アメリカ法を内在的か
つ包括的に検討し、「公的政策形成を主権者たる国民に直接責任を負う政治部
門に基本的に委ねている民主制国家においては避けて通れない「司法審査と民
主主義」という問題の関連性をも念頭に置きつつ、これが具体的裁判・判決に
どのように反映、影響しているか」を検討したのである。その際に、
常本教授は、
司法審査の根拠となる憲法条項（デュー・プロセス条項、契約条項、平等保護
条項）と、連邦裁判所か州裁判所かによる審査の態様と審査基準の特徴を探る
ことを試みている。そのようにして、常本教授は、
「全ての違憲審査基準の「基
本型」ともいうべき「合理性の基準」に関連する理論的諸問題」について考察さ
れた。
その後、常本教授は、1996年の日米法学会において経済立法に関する司法審
査を中心にニュー・ディール期の憲法理論を再検討する報告をされるとともに、
博士論文の実質的続編と位置づけられるアメリカ公法学における立法過程論の
展開の検討を行われ、アメリカ司法審査制研究についての成果をまとめること
を目指しておられたようにみえる。同時に、そうした研究で得られた成果に基
づき、日本国憲法の解釈について、とりわけ、社会経済政策による規制の合憲
性や、平等判例における違憲審査のあり方と救済方法をめぐる多くの講究を示
された（そこには、尊属殺違憲判決の違憲審査を「中間的審査」であるとした
ことや、「憲法が明示的に区別して規定している点以外に憲法原理上の参議院
の特殊性は認められないという解釈は相当ではない」のであり「一対二といっ
た数値を上限とする人口比例主義を憲法上の要求として参議院に課すことは、
……参議院の根本的改革の可能性を封じることになろう」としたことなど、な
お留意すべき指摘が含まれているが、ここでは個別に論じる余裕がない）。前
述⒝をめぐっても、常本教授は、中村睦男教授のもとで推進された立法過程研
究において、当時の政府委員制度に注目して調査・検討された。
⑵

1970年代に始まったとされる先住民族の権利回復を目指す世界的な動きの
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中で、北海道ウタリ協会（2009年に北海道アイヌ協会に名称を復した）が1984
年の年次総会において「アイヌ民族に関する法律案（アイヌ新法案）」を採択し
た。これを受けて当時の横路孝弘北海道知事が新たな法的措置の必要性を検討
する諮問機関として同年10月に「ウタリ問題懇話会・新法問題分科会」を設け、
その座長に中村睦男教授が招請された。先住民族の権利や先住民族法制という
当時の日本の学界にさしたる蓄積の無い「最縁辺」で、常本教授は、懇話会委
員として中村教授を支えて「未踏の道を拓いてきた」。先住民族法制を含むア
メリカ法についての該博な知見と、立法過程研究の成果が「最前線」に投入さ
れることになったのである。1995年３月に内閣官房長官により「ウタリ対策の
あり方に関する有識者懇談会」が設置され、伊藤正己・元最高裁判事が座長と
なり、中村教授が座長代理に指名された。この時期、常本教授が著した「人権
主体としての個人と集団」が、二風谷ダム事件に関する札幌地裁判決（1997年）
の論理に大きな影響を与えたことは明らかである。
「民族の文化は、個人の人
格的生存に関わる自律的選択の文脈を提供し、有為な選択を可能にするものな
のであり、その文化の享有は憲法13条によって保障されている」
（「憲法はアイ
ヌ民族について何を語っているか」松井ほか『スターバックスでラテを飲みな
がら憲法を考える』）という思考は、既にこの時期に、リベラリズムとの整合
性を探究しながら、日本国憲法の個人主義との関係について「憲法学の泰斗」
がかつて述べた「多元主義的社会構造の維持」という枠組みを見据えて構築さ
れていたものであり、それは、後の有識者懇談会の基本思潮にも通底し、有力
な憲法体系書において到達点とされている。
中村睦男総長の下で2007年４月に「北海道大学アイヌ・先住民研究センター」
が開設されてから今日まで、常本教授は唯一のセンター長である。2008年には、
衆参両院における「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」の採択が
あり、
「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」が設置されて、佐藤幸治
座長の下で常本教授も委員に就任された。さらに、北海道や札幌市の関係機関・
会議体の委員長なども務められ、2011年８月からは内閣官房長官を座長とする
アイヌ政策推進会議の政策推進作業部会の部会長に就任されている。法学が社
会工学であるならば、最大のエンジニアリングは──既存の法律の解釈をある
べき方向に嚮導するのもさることながら──新たな法律を作り、それによって
実際に社会を動かすことであるともいえよう。常本教授の長年にわたる尽力が
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する
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法律」
（アイヌ施策推進法）として結実したとすれば、教授は、法学・者として
最大の「業績」をあげたといえるかもしれない。
「委員の３分の１以上を当事者が占めるという厳しい状況」にあったウタリ
問題懇話会でも、内閣官房の官邸官僚と渡り合う政策推進作業部会長の職でも、
常本教授の思考の深みにあるのはアメリカ法についての識見に立脚するプロセ
ス的関心からの研究であろうことは、1995年当時の「先住民族の権利」の実現
に関する具体的・比較法的研究に始まり、ハワイ先住民の比較的実証的研究か
ら現代国家における先住権の具体的実現の可能性を探り、アメリカの先住民法
制から民主主義政治過程における先住民族についての示唆を求め、そこから、
先住民族の文化享有権・知的財産権の保障に眼を向けるとともに、「先住民族
の権利に関する国連宣言」の国内的実現の方策を検討して、学際的な視野から
「日本型先住民族政策」の憲法政策学的な考察を進めてこられた過程から看取
されるところであろう。
⑶

常本教授は、前の世紀転換期に、「既存の憲法法理の射程を超えるもの」

として、
「現在進行形」の問題を３つ取り上げたことがある（
『憲法裁判50年』
）
。
その１つは、上述の、「ルーツは遙か昔にありながら、最近に至るまで気付か
れずにきた問題」としての先住民族の権利である。
「国際化の大幅な進展に伴って生じてくる問題」とされるのが、人権の国際
的保障である。常本教授が先住民族の権利などを論じる際にも、その重要な観
点を提供しているのが、日本の憲法研究者としては先進的であった、国際人権
法への目配りである。それは、カリフォルニア大学バークレー校での在外研究
において深められ、憲法の判例研究においてもその成果が投入されているほか、
研究大学院において国際人権法の演習を開講され、後に法科大学院でも国際人
権法の授業を国際法の教員と共同で担当された。また、附属図書館への関係文
献の整備にも意を尽くされた。
もう１つは、
「技術の急速な進展が法理の見直しを迫る」という問題である。
IT という語が人口に膾炙するはるか以前から、というよりも、WindowsOS
が登場する前からパソコンのパワーユーザーであった常本教授は、
「ネット
ワーク時代の表現の自由」をはじめとするサイバースペース関連の論点につい
ても業績がある。教授は、しばしば、新機軸を導入するに際しての技術的ある
いは制度上の障壁の克服に大きな関心を示される。そして、初期の設定段階を
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終え、安定的な運用が軌道に乗り、そこまでの経緯と留意点の周知を終える頃、
既に教授の関心は次の課題に向けられていることが多いようにみえる。
⑷

司法への国民参加の必要性が声高に唱えられるようになったとき、常本教

授は、日本公法学会総会において、「司法参加の代表的形態である陪審制と参
審制の自由主義的および民主主義的意義について歴史的にあとづけてから、司
法権の独立との関連でその現代的意義を整理」したうえで、「日本国憲法との
適合性の問題」について憲法制定過程の議論も確認しながら、憲法32条の文言
を手がかりに国民の司法参加を合憲と論じる可能性を示された。学会報告を前
に、学内の研究会において予備報告を行われた際、この合憲説が独自の見解か
と問われたときに、「私のオリジナルではありませんが、私の作ったカクテル
です」という趣旨の応答をされた。そして、常本教授は、憲法適合性の問題が
クリアされたなら、その政策的当否について議論を深めるべきとして報告を結
んでいる。その前提として、「期待される目的によって必要な制度は変わるは
ず」だとすると、
「追求すべき目的とコストとの勘案」によって「慎重に制度設
計がなされるべき」ことになろう。そこでは、トラブルシューティングをも視
野に入れた運用設計までが勘案されていたものと解される。
10年余を経て、国立大学の法人化という問題を学会が取り上げたとき、前年
度に開催校として運営業務に当たったばかりの常本教授に、総会報告が求めら
れた。そこで、教授は、法人化以降の国立大学に関する憲法23条の適用につい
て、従来の制度とは設計思想の段階から異なりうることを指摘して、23条を専
ら「国に対する対抗規定」と捉える「二面的理解」から、国公立か私立か「その
設置者の如何を問わず」に「四面的理解」を前提とすべきことを明らかにされた。
そして、ここでも、23条の学問の自由の解釈について、その保障内容を大学等
の研究者に特に強く保障される研究・発表の自由とする通説的見解と、
（19条・
21条には解消され得ない23条独自の保障内容として）雇用関係に基づく拘束か
らの自由に限定する「高柳説」との接合を図ったのである。
⑸

古くは日本公法学会総会の前夜に「若手研究会」と称してほぼ同年生まれ

の憲法研究者が集まっていたとされるが、一般には「憲法55年の会」などと呼
ばれるようになり、そのような組織の存在を思わせるような出版企画も繰り返
し世に示され、2016年刊行の書籍にはその呼称が記されるに至った。
「憲法55
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年の会」のメンバーが中心となった企画の多くに、常本教授も参画している。
それらの教材あるいは一般向けの図書においては、かつて、
『アメリカ憲法史』
において未刊の英文草稿をベースに「日本語版を作成」した際に、
「すらすらと
読める日本語」を書くことの難しさを再確認したという教授の緻密な日本語運
用能力が遺憾なく発揮されている。
しかし、それは、単に平易な表現の工夫ということではなく、トラブルシュー
ターとしての視座から、学習者が直面しがちな難点を事前に予測して説明を設
計するというものであると解される。たとえば、違憲審査の手法を解説するに
あたって、
「
「基準」の語はミスリーディングな面がなくはないので、本稿では
抑制的に使用する」として「審査スタンス」の概念を導入し、「一般にいわれる
「厳格審査」基準、「厳格な合理性」基準、そして「合理性」基準による審査に対
応する」ものとして、「合理性審査のスタンスには、厳格審査、中間的審査、
緩やかな審査、の三段階がある」と説明されている（
「平等権判例の到達点」
）
。
また、
「憲法が保障する「法的権利」の根底にある「理念的」あるいは「道徳的」
な権利」を「生まれながらの人権」と呼び、著名な概説書の一節を引用した上で、
「ここでいう人間が生まれながらに当然に有する「自由と生存を確保するため
に必要な一定の権利」こそが……社会生活において主張される「人権」なので
あり、これが憲法によって確認され、法的権利として憲法の中に取り込まれる
ことによって「憲法上の人権」となる」との説明を試みられている（『ブリッジ
ブック憲法』）。これも、理念的権利としての人権と憲法上の権利との区別論と、
芦部信喜『憲法』の記述とのカクテルといえるかもしれない。
⑹

かつて常本教授は、「絶妙なバランス感覚と堅実な憲法学識」がもたらす

「堅実性と創造性の共存」に「中村憲法学の特質」をみて、また、「フランス憲
法学の研究成果に基づく理論的純一性を重視しつつ、健全な常識と人格のフィ
ルターを通してわが国の現実に適合した理論として着地させるという点」
に
「岡
田憲法学の真骨頂」があるとされた。常本教授が、そこに憲法研究者としての
「祖型」をみたのではないかと想像することも許されるであろう。そして、そ
うであるならば、常本教授の指導教官は、傘寿を目前にして書き下ろしの研究
書を公刊し、２年後の今また新たな単著の執筆に取りかかっているし、また、
４学年上の先輩が単著の概説書を著したのは北海道大学の定年が間近となった
頃であった。本稿は常本教授の御業績の紹介としては全く足りないものである
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が、
「教授はこれからも憲法学の第一線において御活躍を続けられるのであり、
これはあくまでも経過報告に過ぎない」として先生の御海容を乞いつつ、今後
いくつかの大きな補充が必要となるであろうこの暫定的な報告を終えることと
したい。

常本照樹教授の経歴
【学歴・研究歴・職歴】
1955（昭和30）年10月

北海道栗沢町（現・岩見沢市）に生まれる

1978（昭和53）年３月

北海道大学法学部卒業

1980（昭和55）年３月

北海道大学大学院法学研究科修士課程修了

1983（昭和58）年３月

北海道大学大学院法学研究科博士課程修了

1983（昭和58）年３月

法学博士（北海道大学）

1983（昭和58）年４月

北海道教育大学教育学部札幌分校助手

1984（昭和59）年10月

北海道教育大学教育学部札幌分校講師

1986（昭和61）年10月

北海道教育大学教育学部札幌分校助教授

1993（平成５）年４月

北海道大学法学部教授

1999（平成11）年５月

北海道大学総長補佐（至2000年４月）

2000（平成12）年４月

北海道大学大学院法学研究科教授

2001（平成13）年５月

北海道大学総長補佐（至2004年３月）

2003（平成15）年４月

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究セ
ンター教授

2004（平成16）年４月

北海道大学大学院法学研究科教授

2006（平成18）年12月

北海道大学教育研究評議会評議員（至2008年12月）

2006（平成18）年12月

北 海道大学大学院法学研究科副研究科長（至2008年12
月）

2007（平成19）年４月

北 海道大学アイヌ・先住民研究センター長（至2020年
３月）

2008（平成20）年４月

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究セ

2008（平成20）年12月

北海道大学大学院法学研究科長・学部長（至2010年12月）

2020（令和２）年３月

退職

ンター教授
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【学会活動】
日本公法学会（理事：2016年11月～）
日米法学会（評議員：1995年９月～）
国際人権法学会（理事：2009年11月～ 2015年10月）
【社会貢献活動】
国家公務員試験採用Ⅰ種試験（記述式）専門委員
アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会委員
アイヌ政策推進会議委員（政策推進作業部会長）
文部科学省・大学等におけるアイヌの人々の人骨の保管状況の調査結果とりま
とめに関する意見交換会委員
文部科学省・大学が保管するアイヌ遺骨の返還に向けた手続等に関する検討会
座長
国土交通省・民族共生の象徴となる空間のイメージの構築に向けた検討会委員
国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部・平取ダム地域文化保全検討会委員
独立行政法人日本学術振興会・科学研究費委員会審査第一部会・第二部会法学
小委員会委員
北海道環境審議会委員
北海道文化審議会特別委員
北海道功労賞表彰候補者選考委員会副会長
ウタリ問題懇話会・新法問題分科会委員
北海道アイヌ政策を考える懇談会員
北海道立アイヌ総合センター指定管理者候補者選定委員会委員長
札幌市公文書公開審査会委員
札幌市人事委員会委員長
札幌市情報公開・個人情報保護審議会 / 審査会委員長
「（仮称）札幌市防犯カメラの設置及び運用に関するルール」策定検討委員会委
員長
札幌市アイヌ施策推進計画検討委員会委員長
札幌市アイヌ施策推進委員会委員長
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平取町アイヌ文化振興推進協議会委員
一般社団法人北海道大学出版会非常勤理事
公益財団法人尚志社理事
公益財団法人アイヌ民族文化財団評議員
テレビ北海道放送番組審議会委員

常本照樹教授の業績
【編著書など】
1990年 『教材憲法判例』

（中村睦男、秋山義昭、千葉卓と共編著）北海道大学
図書刊行会（1990年第３版）
1994年 『アメリカ憲法史』

マイケル・レス・ベネディクト（翻訳）北海道大学
図書刊行会
1996年 『法学ナビゲーション』

（安念潤司、津村政孝と共著）有斐閣（1996年
初版、2001年第２版）
1997年 『憲法裁判50年』
（中村睦男と共著）悠々社
『アイヌ語が国会に響く』
（萱野茂ほか７名と共著）草風館
『基本的人権の事件簿──憲法の世界へ』

（棟居快行、赤坂正浩、松井
茂記、笹田栄司、市川正人と共著）有斐閣（1997年初版、
2002年第２版、
2007年第３版、2011年第４版、2015年第５版、2019年第６版）
1999年 『目で見る憲法』

（初宿正典、大沢秀介、高橋正俊、高井裕之と共著）
有斐閣（1999年初版、2000年補訂版、2003年第２版、2007年第３版、
2009年第３版第５刷（補訂）、2011年第４版、2018年第５版）
2000年 『アイヌ民族をめぐる法の変遷──旧土人保護法から

「アイヌ文化振
興法」へ』さっぽろ自由学校「遊」ブックレット４
『教材憲法判例』

（中村睦男、秋山義昭、千葉卓、齊藤正彰と共編著）
北海道大学図書刊行会（2000年第４版）、北海道大学出版会（2008年第
４版増補版）
2004年 『日本国憲法解釈の再検討』
（高見勝利、岡田信弘と共編）有斐閣
2007年 『愛努的民族發展』

（政治大學原住民族研究中心編輯）國家教育研究院
籌備處、行政院原住民族委員會
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2009年 『Law

practice 憲法』
（笹田栄司、赤坂正浩、鈴木秀美、大石和彦、齊
藤正彰と共著）商事法務（2009年初版、2014年第２版）
『傳統智慧與公共領域：原住民族傳統智慧創作保護論文集』

（劉靜怡、
邱澎生、黄居正と共著）數位典藏與數位學習國家型科技計畫：數位典
藏與學習之學術與社會應用推廣計畫：拓展台灣數位典藏計畫
2011年 『アイヌ民族と教育政策──新しいアイヌ政策の流れのなかで』

（札幌
大学附属総合研究所 BOOKLET4号）
2014年 “The

Ainu : Indigenous People of Japan”
（北海道大学アイヌ・先住
民研究センターブックレット３号）
（ヘンリ・スチュアート、
篠田謙一、
野本正博、加藤博文と共著）
2015年 『台湾の原住民族政策──民族認定と博物館』

（北海道大学アイヌ・先
住民研究センターブックレット５号）
（落合研一と共編）
2016年 『スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える』

（松井茂記、渋谷
秀樹、紙谷雅子、内野正幸、赤坂正浩、棟居快行、市川正人、笹田栄
司、安念潤司、長谷部恭男と共著）有斐閣
2019年 『民族のあり方と先住民族政策──台湾平埔族の原住民族認定をめ

ぐって』
（北海道大学アイヌ・先住民研究センターブックレット11号）
（落合研一と共編）
2020年 『教材憲法判例』

（中村睦男、岩本一郎、齊藤正彰と共編著）北海道大
学出版会（2020年第５版）
【学術論文】
1980年 「司法審査とリーガル・プロセス──アメリカでの司法の機能に関す

る理論的発展」北大法学論集31巻２号
1981年 「選挙二法昭和五〇年改正と憲法問題──公職選挙法改正をめぐる国

会審議を中心として（資料）」北大法学論集32巻２号
1984年 「
「経済・社会立法」と司法審査⑴──アメリカにおける
「合理性の基準」
に関する一考察」北大法学論集35巻１・２号
1985年 「
「経済・社会立法」と司法審査⑵──アメリカにおける
「合理性の基準」
に関する一考察」北大法学論集35巻５号
1986年 「Henry

P. Monaghan: Third Party Standing（84 Colum.L.Rev. 227316, 1984）
（紹介）」アメリカ法 1986-1号
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「アメリカ憲法における宗派学校への公的助成問題について」

ジェー
ムズ・Ｅ・ハーゲット（翻訳）北大法学論集37巻１号
1989年 「人権と政治制度

（総説・基本的人権・平和主義）
」小川環編『法学通論』
青林書院
1990年 「外国人教員任用法の立案過程──議員立法の一考察」

北大法学論集
40巻５・６号（上）
「アラスカ先住民の権利と法」

杉原泰雄ほか編『平和と国際協調の憲法
学』勁草書房
1991年 「憲法と人権」

小川環編『現代社会と法──法学へのいざない』青林書
院
1993年 「外国人教員任用法の立案過程」中村睦男編『議員立法の研究』信山社
「「経済

・社会立法」と司法審査⑶──アメリカにおける
「合理性の基準」
に関する一考察」北大法学論集43巻５号
「「経済・社会立法」

と司法審査（４・完）──アメリカにおける「合理
性の基準」に関する一考察」北大法学論集43巻６号
1995年 「選挙区割法・腐敗防止法・政党法人格付与法

（新法解説）
」法学教室
174号
「人権主体としての個人と集団」

長谷部恭男編著『リーディングズ現代
の憲法』日本評論社
「司法権──権力性と国民参加」公法研究57号
「アイヌ新法が問う「先住権」」世界609号
1996年 「日本における外国人──憲法の観点から」

「討論（シンポジウム

外

国人の人権──日仏比較の観点から）」北大法学論集46巻６号
1997年 「情報公開法と司法審査」ジュリスト1107号
「平等権判例と司法審査──平等権⑴

〈重点講座・憲法判例50年〉
」法
学教室200号
「平等権判例の到達点──平等権⑵

〈重点講座・憲法判例50年〉」法学
教室201号
「ニュー・ディールと最高裁──憲法史からの視点」

アメリカ法1997-1
号
「玉串料最高裁判決と目的効果基準」法律のひろば50巻７号
「アイヌ新法の意義と先住民族の権利」法律時報69巻９号
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「先住民族と憲法と裁判所」Arctic Circle23号
「政府委員制度」

中村睦男＝前田英昭編『立法過程の研究──立法にお
ける政府の役割』信山社
「インターネットと表現の自由」計算機統計学９巻２号
1998年 「民族的マイノリティの権利とアイデンティティ」

岩波講座『現代の法
⒁──自己決定権と法』岩波書店
「議員定数判決の構造──議員定数不均衡⑴

〈重点講座・憲法判例50
年〉」法学教室211号
「議員定数判決の展開──議員定数不均衡⑵

〈重点講座・憲法判例50
年〉」法学教室212号
「先住民族の権利──アイヌ新法の制定」

深瀬忠一ほか編『恒久世界平
和のために──日本国憲法からの提言』勁草書房
「北海道情報公開条例を考える（鼎談）」北海道自治研究351号
「先住民族と裁判──二風谷ダム判決の一考察」国際人権９号
1999年 「法定手続の保障〈重点講座・憲法判例50年〉
」法学教室220号
「サイバースペースにおける表現の法的規制と私的コントロール」

田
村善之編『北海道大学法学部ライブラリー３：情報・秩序・ネットワー
ク』北海道大学図書刊行会
「次世代のための法学教育──アメリカの視点から」

マーク・レヴィ
ン（翻訳）長谷川晃編『北海道大学法学部ライブラリー４：市民的秩
序のゆくえ』北海道大学図書刊行会
“The Ainu Shinpo : A New Beginning” in AINU : SPIRIT OF A
NORTHERN PEOPLE (W. Fitzhugh & C. Dubreuil eds., Smithsonian
Institution, 1999)
「ネットワークの不正利用と大学の法的責任」

楡陰（北海道大学附属図
書館報）105号
2000年 「憲法の最前線あるいは最縁辺──先住・少数民族の権利」

紙谷雅子
編『日本国憲法を読み直す』日本経済新聞社
「法科大学院構想と憲法教育」
（木下智史氏と対談）法律時報72巻８号
「Constitutional

Protection of Indigenous Minorities」北大法学論集51
巻３号
「非西欧的社会・日本の

「立憲主義」の受容」アエラ・ムック『憲法が
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わかる。』朝日新聞社
「旭川市環境基本条例」ジュリスト1189号
“ Toward More Responsive, Efficient and Fair Democracy:
Governmental Reform in Japan,” Regional Security &
Democratization in Asia Pacific (Tamkang University, Taiwan)
(with M. Nakamura) “The Legislative Process: Outline and Actors,”
Five Decades of Constitutionalism in Japanese Society (Y. Higuchi
ed. Univ of Tokyo Press)
2001年 「国民の司法参加と憲法

（各論）」ジュリスト臨増『司法改革と国民参
加──司法制度改革審議会中間報告をめぐって』
「司法への市民参加──司法改革論と憲法学の視点から

（コメント）
」
北大法学論集52巻１号
2002年 「戦争の放棄（９条）
〈重要条文コンメンタール憲法〉
」法学教室260号
Rights and Identities of Ethnic Minorities in Japan: Indigenous Ainu
and Resident Koreans, Asia-Pacific Journal on Human Rights and the
Law vol. 2
「基本的人権の種類と範囲」

横田耕一＝高見勝利編『ブリッジブック憲
法』信山社
2003年

(with Mark Levin) “A Comment on the Ainu Trust Assets Litigation
in Japan,” Tulsa Law Review vol. 39

2004年 「アイヌ民族に関する法と裁判」

阿部昌樹ほか編『グローバル化時代の
法と法律家』日本評論社
「国内法における先住民族の地位──アメリカを中心に」

文化人類学
研究５巻
「国際先住民の10年──軌跡と展望」

（上村英明、笠原政治の両氏との
討論）文化人類学研究５巻
「平等権の現代的展開」

高見勝利ほか編『日本国憲法解釈の再検討』有
斐閣
2005年 「先住民族と憲法」

本多俊和ほか編『文化人類学研究──先住民の世界』
放送大学教育振興会
「裁判員制度の可能性と課題」

（酒巻匡、西村健、守屋克彦、市川正人
の各氏と座談会）法律時報77巻４号
北法70（6・281）1289
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「先住民族の文化と知的財産の国際的保障」

知的財産法政策学研究８
号
「原住民的文化及智慧財産──國際潮流之概況」

精華科技法律與政策
論叢第２巻第１期
2006年 「大学の自治と学問の自由の現代的課題」公法研究68号
「共有財産とイオル構想──アイヌ民族の土地の現在」

台灣國際法季
刊３卷１期
2007年 「アイヌ民族との協同によるアイヌ・先住民研究」開発こう
ほう528号
「アイヌ民族の法的地位／愛努民族的法律地位」

、
「北海道大学アイヌ・
先住民研究センター／北海道大學愛努・先住民研究中心」、「「Aynu
＝アイヌ」の漢字の訳名は「愛努」か、それとも「阿伊努」か？／
Aynu ＝アイヌ」的漢字譯名是「愛努」還是「阿伊努」？」原教界18号・
愛努的民族発展特集号（台湾原住民族委員会）
2008年 「先住民族の文化と知的財産に関する一考察」

田村善之編著『新世代知
的財産法政策学の創成』有斐閣
「共生社会とアイヌの権利回復」エコノミスト86巻48号
「人権と多文化主義」ジュリスト増刊『憲法の争点』
2009年 「アイヌ民族と大学教育」比較文化論叢（札幌大学文化学部紀要）23号
“The

Ainu as an Indigenous People: The Significance of the Diet
Resolution and Protection of their Culture,”　劉静怡ほか編『傳統智慧
與公共領域：原住民族傳統智慧創作保護論文集』數位展藏與學習推廣
計畫
2010年 「
「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の採択とその意義」
、
「アイ
ヌ文化振興法の意義とアイヌ民族政策の課題」北海道大学アイヌ・先
住民研究センター編『北大アイヌ・先住民研究センター叢書１アイヌ
研究の現在と未来』北海道大学出版会
「アイヌ政策のこれから──新たなアイヌ政策の実現に向けて」

開発
こうほう568号
「先住民族アイヌと多文化共生」学校運営52巻９号
2011年 「アイヌ民族と「日本型」先住民族政策」学術の動向16巻９号
「日本国憲法の

「個人の尊重」と民族の福利──憲法政策論的考察」淡
北法70（6・282）1290

江大学亜州研究所編『全球下的亜州』稲郷出版社
2012年 「国籍法違憲判決──平等判例における違憲判断と救済方法の到達点」

論究ジュリスト１号
2013年 「On

Policy Measures for the Socio-Economic Betterment of the Ainu
People」
（落合研一氏と共著）北大法学論集64巻２号
2014年 「海外の先住民族政策──日本との比較の視点」開発こうほう615号
“ Toward Ainu and Japan Specific Indigenous Policies,“ Henry
Stewart ed., The Ainu: Indigenous People of Japan, 北海道大学アイ
ヌ・先住民研究センターブックレット３号
2015年 「

「先住民族であるとの認識」
に基づく政策と憲法」高見勝利先生古稀
記念『憲法の基底と憲法論──思想・制度・運用』信山社
2016年 “Toward Revitalization of Indigenous Ainu Culture: The Symbolic
Space for Ethnic Harmony“,

Reconciliation, Coexistence, and

Sustainability: Articulating the Social-Ecological Wisdom of
Austronesian Family (Council of Indigenous Peoples, Taiwan)
2017年 「国籍法違憲判決──平等判例における違憲判断と救済方法の到達点」

長谷部恭男編『論究憲法──憲法の過去から未来へ』有斐閣
「先住民族政策としてのアイヌ政策」

原住民族委員会『台灣原住民族法
學』第三期
2018年 “The Potential for an Indigenous Policy under the Constitution of
Japan,” An Introduction to Ainu Studies, Center for Ainu and
Indigenous Studies Booklet vol. 8
「2020年に向けて──アイヌ政策の現状と展望／邁向2020年──愛努

政策的現況與展望」原教界84号（台湾原住民族委員会）
2019年 「アイヌ施策推進法──アイヌと日本に適合した先住民族政策を目指

して（新法解説）」法学教室468号
「アイヌ施策推進法の特色と意義──アイヌと日本に適合した先住民

族政策をめざして／愛努族政策實施推動法之特色與意義──展望適合
愛努族與日本之先住民族政策」原教界88号（台湾原住民族委員会）
【判例研究】
1985年 「公職選挙法一三八条二項と選挙運動の自由

（最判昭58・11・10、最
北法70（6・283）1291
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判昭59・１・20）」法学セミナー 363号
「外国人の指紋押捺とプライバシーの権利

（横浜地判昭59・６・14、
東京地判昭59・８・29）」法学セミナー 363号
1986年 「鉄道営業法三五条と憲法二一条

（最判昭59・12・18）」法学セミナー
375号
「税関検査と憲法二一条（最大判昭59・12・12）
」法学セミナー 375号
1987年 「政見放送削除事件

（東京高判昭61・３・25）」昭和61年度重要判例解
説
1988年 「生命・身体に対する特別の犠牲と補償請求

（東京地判昭59・５・
18）」憲法判例百選Ⅰ（第２版）
「森林法一八六条と財産権の保障

（最大判昭62・４・22）」法学教室別
冊付録・判例セレクト ’87
1990年 「公衆浴場の距離制限と憲法二二条

（最判平元・１・20）
」法学教室別
冊付録・判例セレクト ’89
1992年 「最高裁判所規則の制定に関する裁判官会議への参加を理由とする忌

避申立ての許否（最決平３・２・25）」平成３年度重要判例解説
1993年 「市立高等専門学校において、宗教上の教義に基づいて剣道の実技に

参加しなかったことから体育の単位が認定されず、進級許否処分及び
退学処分を受けた者がした右処分の執行停止申立てが、右処分は適法
であって、「本案に理由がないとみえるとき」に当たるとして、却下
された事例（大阪高決平４・10・15）」判例時報1464号（判例評論416号）
1994年 「第一次家永教科書検定訴訟上告審判決

（最判平５・３・16）
」法学教
室別冊付録・判例セレクト ’93
「予防接種事故と補償請求

（東京地判昭59・５・18）
」憲法判例百選Ⅰ（第
３版）
1995年 「日本新党参院比例代表選出繰上当選無効請求訴訟第一審判決

（東京
高判平６・11・29）」法学セミナー 485号
「選挙人名簿不登録処分異議申出却下決定取消請求事件

（最判平７・２・
28）」法学セミナー 486号
「単純所持目的でのわいせつ表現物輸入事件

（最判平７・４・13）
」法
学セミナー 491号
「指導要録公開拒否処分取消訴訟第一審判決

（東京地判平６・１・
北法70（6・284）1292

31）」判例時報1540号（判例評論441号）
1998年 「中学校生徒の親からの、個人情報保護条例に基づく、右生徒の自殺

に関する全校生徒の作文の開示請求を棄却した決定が相当とされた事
例（東京地判平９・５・９）」判例時報1643号（判例評論475号）
2000年 「予防接種事故と補償請求

（東京地判昭59・５・18）
」憲法判例百選Ⅰ（第
４版）
2001年 「Rice

v. Cayetano, 528 U.S.495, 120 S.Ct.1044 (2000) ──州機関たる
Office of Hawaiian Affairs の理事選挙の選挙権を、先住民に限定する
ハワイ州憲法および州法の規定は、人種に基づく差別であり、合衆国
憲法第15修正に違反する」アメリカ法2001-1号
2004年 「在監者と弁護人とのコミュニケーションの自由

（最判平15・９・５）
」
法学教室284号
「選挙権行使の可能性と立法不作為の問題

（大阪地判平15・２・10）」
平成15年度重要判例解説
「参議院における選挙区選出議員定数配分の合憲性

（最大判平16・１・
14）」民商法雑誌131巻１号
2005年 「憲法判例の動き」平成16年度重要判例解説
「意見・論評と名誉毀損──ロス疑惑訴訟夕刊フジ事件

（最判平９・９・
９）」メディア判例百選
2006年 「憲法判例の動き」

平成17年度重要判例解説
“Trends in Japanese Constitutional Law Cases: Jurisuto Commentary
on Important Judicial Decisions for 2004,” Asian-Pacific Law & Policy
Journal vol.8 Issue 1
2007年 「国籍法の性差別とその救済方法

（東京高判昭57・６・23）」憲法判例
百選Ⅰ（第５版）
「憲法判例の動き」平成18年度重要判例解説
“Jurisuto Commentary on Important Legal Precedents for 2005:
Trends in Constitutional Law Cases,” Asian-Pacific Law & Policy
Journal vol.8 Issue 2
2008年 「憲法判例の動き」平成19年度重要判例解説
“Commentary on Important Legal Precedents for 2006: Trends in
Constitutional Law Cases,” Asian-Pacific Law & Policy Journal
北法70（6・285）1293
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Volume 9, Issue 2
2009年 「憲法判例の動き」平成20年度重要判例解説
“Commentary on Important Legal Precedents for 2007: Trends in
Constitutional Law Cases,“ Asian-Pacific Law & Policy Journal
Volume 11, Issue 1
2010年 「憲法判例の動き」平成21年度重要判例解説
2011年 「砂川政教分離訴訟上告審判決

（①②最大判平22・１・20）」平成22年
度重要判例解説
2012年 「名誉毀損と言論の自由

（New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S.
254, 84 S. Ct. 710, 11 L. Ed. 2d 686（1964））」アメリカ法判例百選
2013年 「社会経済政策としてなされる営業規制──小売市場事件

（最大判昭
47・11・22）」憲法判例百選Ⅰ（第６版）
2018年 「意見・論評と名誉毀損──ロス疑惑訴訟夕刊フジ事件

（最判平成９・
９・９）」メディア判例百選（第２版）
2019年 「社会経済政策としてなされる営業規制──小売市場事件

（最大判昭
47・11・22）」憲法判例百選Ⅰ（第７版）
【書評・解説・その他】
1988年 「アメリカ合衆国における先住民の現状と法制度

（現地調査と文献研
究による）」ウタリ問題懇話会編『アイヌ民族に関する新法問題につい
て──資料編』
1994年 「先住民族の権利──比較法的検討

（北海道大学法学会記事）」北大法
学論集45巻１＝２号
1995年 「アメリカ合衆国におけるタバコ

PL 訴訟──その歴史と現在（北海道
大学法学会記事）」マーク・レヴィン（翻訳）北大法学論集46巻４号
1996年 「どう見るウタリ問題懇談会答申──焦点絞って現実的選択」

北海道
新聞1996．4．10夕刊
1997年 （書評）

指宿信＝米丸恒治著『法律学のためのインターネット』法学教
室198号
2000年 「Ⅱ人権と統治

（13-24）」
「Ⅸ法の新しい展開（97：インターネットと表
現の自由）」野村豊弘編『法学キーワード』有斐閣（2000年初版、2003
年第２版）
北法70（6・286）1294

（書評）

松井茂記・松宮孝明・曽野裕夫著『はじめての法律学』法学教
室238号
2001年 「第７回インカルシペ・アイヌ民族文化祭アイヌ民族シンポジウム！

基調講演：ハワイ先住民の現代とアイヌ民族（前編）
」季刊アイヌ文化
13号
「第７回インカルシペ・アイヌ民族文化祭アイヌ民族シンポジウム！

基調講演：ハワイ先住民の現代とアイヌ民族（後編）
」季刊アイヌ文化
14号
「政策秘書制度・再考」国会月報48巻635号
2005年 「名誉毀損と事前差止──北方ジャーナル事件」

浦部法穂＝戸波江二
編著『法科大学院ケースブック憲法』日本評論社
2008年 「国内の民族問題にも力を入れて──アイヌ問題はローカル？

（新聞
時評）」毎日新聞2008. ５.27朝刊
「共生社会とアイヌの権利回復」週刊エコノミスト86巻48号
2009年 「アイヌ民族の権利回復＊利益実現へ戦略的対応を」北海道新聞

2009．４．14夕刊
2010年 「アイヌ政策についての要望」

小山透編著『現代アイヌの生活と意識：
2008年北海道アイヌ民族生活実態調査報告書』
（北海道アイヌ民族生
活実態調査報告：Ainu Report その１）
「国はアイヌ文化を尊重する特別の責任がある──

「多文化共生」に国
民の理解を」毎日新聞2010. ７.22朝刊
「アイヌ政策をめぐる法と政治──政策懇談会報告をめぐって

（北海
道大学法学会記事）」北大法学論集63巻１号
2014年 「U
 SEVEN Interview FILE 108 常本照樹」学士会会報 U SEVEN 53
号
2015年 「岡田信弘教授の経歴と業績」北大法学論集65巻６号
2016年 「アイヌ政策への期待と課題は──誇り持って選べる社会に

（Opinion
北海道）」朝日新聞2016．11．５朝刊
2019年 「アイヌ文化への理解広げよう」北海道新聞2019．
６．
１朝刊
「アイヌ施策推進法──新法で先住民の福利実現」

神奈川新聞2019．
10．21朝刊

北法70（6・287）1295

常本照樹教授の経歴と業績

【学会報告等】
1991年 「日本国憲法第９条について」ヒューストン大学ローセンター研究会
1994年 「司法権──権力性と国民参加」

第59回日本公法学会総会・第１部会
報告
1996年 「ニュー・ディールと最高裁──憲法史からの視点」

日米法学会第33
回総会報告
「インターネットと表現の自由」

第10回日本計算機統計学会シンポジ
ウム
1997年 「先住民族と裁判──二風谷ダム事件判決」

国際人権法学会第９回研
究大会
“Rights and Identities of Ethnic Minorities in Japan : Indigenous
Ainu and Resident Koreans,” Colloquium on Comparative
Constitutionalism, 1945-1995 : Rights and National Identity（米国・オ
ハイオ州コロンバス）
1999年

“Constitutional Protection of Indigenous Minorities” 国際憲法学会第
５回世界大会（オランダ・ロッテルダム）
「憲法と少数・先住民族──憲法学の最前線または最縁辺」

日本経済
新聞社憲法問題研究会

2000年 「憲法と先住・少数民族の権利──二風谷判決を手がかりに」

国立民
族学博物館共同研究会「少数民族と法制度に関する比較研究」
（研究代
表者・横山廣子）
「個人と集団の自己決定権」

国連大学グローバル・セミナー第１回北
海道セッション「21世紀の国家と民族」
「司法と市民参加──司法制度改革の視点から」

日仏国際シンポジウ
ム（北海道大学）
“ Toward More Responsive, Efficient and Fair Democracy:
Governmental Reform in Japan” Two Millennium Conference
"Regional Security and Democratization in Asia Pacific"（淡江大学、
台湾）
2002年 “Constitutional and Legal Status of the Ainu in Japan: A National
Report”, 16th Quadrennial Congress of the International Academy of
Comparative Law（クイーンズランド大学、オーストラリア）
北法70（6・288）1296

「アイヌ民族問題と人権」司法研修所平成14年度専門研究会
「先住民族の権利の諸相」

桃山学院大学総合研究所「先住民族と人権」
プロジェクト
2003年 「人権保障のあり方と方法──憲法の視点から」参議院憲法調査会
“Development of Law regarding the Ainu People”

大阪市立大学法

学部創設50周年記念国際学術シンポジウム「グローバル化の時代にお
ける法律家の社会的責任」
2004年 「国内法における先住民族の地位──日本とハワイの比較を中心に」

早稲田大学文化人類学会第５回総会・シンポジウム「国際先住民の10
年──軌跡と展望」
「先住民族の文化と民主主義」多元族群與文化発展会議（台湾行政院）
2005年 「先住民族の文化と知的財産──国際的潮流の概観」

北大21世紀 COE
プログラム国際シンポジウム「バイオテクノロジーの法的保護と生命
倫理」
「大学の自治と学問の自由の現代的課題」第70回日本公法学会総会
2006年 「共有財産與

“Iwor”計畫 - 日本愛奴族的土地問題（共有財産とイオル
構想──アイヌ民族の土地の現在）」土地、自然資源與主權－原住民
與國際法研討會（中国文化大学、台湾）
“Autonomy of Ainu People under Japanese Constitution”舊社與新民
族自治國際學術研討會（政治大学原住民族研究中心、台湾）
2007年 「民族自決権とアイヌ民族の

「自治」
」学術創成研究プロジェクト企画
「道州制とアイヌ民族──グローバル時代における地方政府と先住民
族」
（北海道大学）
「
「先住民族の権利に関する国連宣言」

と「国際人権規約の日本政府第
５回報告」について」世界の先住民族の国際10年記念事業──アイヌ
民族シンポジウム
「日本国憲法と裁判員制度」
（国立中正大学法学院、台湾）
「日本における国内人権機関の意義とアイヌ民族の権利保障」

国家人
権委員会研討会［台湾国際法学会・外交部］
（外交部外交人員講習所、
台湾）
「民族文化と法制度」

北海道大学アイヌ・先住民研究センター主催国
際シンポジウム「アイヌ文化振興法の過去・現在・未来」
（北海道大学）
北法70（6・289）1297
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2008年 「愛努先住民族的認定與新政策的課題」

2008國際會議「全球化下的日本
與東亞」
（淡江大学、台湾）
“Ainu as an Indigenous People: Significance of the Diet Resolution
and Protection of their Culture”
「原住民族傳統智慧創作保護」學術研討會

（行政院國家科學委員會
Taiwan Digital Archives Expansion Project、台湾）
2009年 「アイヌ政策懇談会報告書を考える──理論編」

北海道大学アイヌ・
先住民研究センター主催シンポジウム「アイヌ民族政策のこれから」
（北海道大学）
2010年 「懇談会報告の考え方と政策推進会議の役割」

北海道大学アイヌ・先
住民研究センター主催シンポジウム「アイヌ政策の実現に向けて──
現状報告とアイヌからの提言」
（北海道大学）
2011年 「
「論日本型原住民族政策的可能性」島弧人權：亞洲人權的理論實務與
歴史國際研討會」台灣法學會基礎法學委員會（輔仁大学、台湾）
「アイヌ政策と多文化共生」

北海道大学アイヌ・先住民研究センター
共催シンポジウム「今、アイヌであること──共に生きるための政策
をめざして」
（北海道大学）
「民族共生の象徴となる空間」

北海道大学アイヌ・先住民研究センター
主催国際シンポジウム「民族共生の象徴空間──日本と海外の比較」
（北海道大学）
「アイヌ民族と高等教育」

北海道大学アイヌ・先住民研究センター共
催国際シンポジウム「先住民族と教育」
（北海道大学）
“Recent Development of Ainu Policy in Japan”, IPinCH (Intellectual
Property Issues in Cultural Heritage) Mid-term Conference（サイモ
ン・フレイザー大学、カナダ）
2012年 「最近のアイヌ政策と北海道大学アイヌ・先住民研究センター」

（国立
政治大学原住民族研究センター、台湾）
“Toward Ainu-Japan Specific Indigenous Policies”, The Seventeenth
"SCIENCE IN JAPAN" Forum "Routes of Indigenous Research"（コ
スモスクラブ（ワシントン DC）、米国）
(with Ken'ichi Ochiai) “On Policy Measures for the Socio-Economic
Betterment of the Ainu People”, 2012 “Intellectual Property, Socio北法70（6・290）1298

Economic Life and Indigenous Peoples- An International Seminar
Reflecting the Current Development”（国立清華大学科技法律研究
所、台湾）
2013年 「アイヌ民族の社会的

・経済的向上施策について」
国際シンポジウム
「民
族発展與文化園区的経営」国立政治大学原住民族研究中心（台湾）
2014年 “ The Ainu and Being Indigenous, Maoli Thursday”, William S.
Richardson School of Law（ハワイ大学マノア校、米国）
“Meaning of “Being Indigenous”──Case of Ainu People in Japan”,
International Workshop on the Concept of Indigenuity（ オ ッ ク ス
フォード大学、英国）
2015年

“Indigenous Peoples in Asia: The Ainu in Japan and the Aboriginals
in Taiwan”, The Human Rights Research and Education Centre（オ
タワ大学、カナダ）
「愛努民族政策的現在」

第８回日台原住民族研究フォーラム（太魯閣國
家公園・布洛灣管理站、台湾）

2016年 “Toward Revitalization of Indigenous Ainu Culture: The Symbolic
Space for Ethnic Harmony”, 2016 International Austronesian
Conference（台湾）
2017年 「作為先住民族政策之愛努族政策」

第二屆民族法國際學術研討會（国立
東呉大学、台湾）
「日本偏遠地區教育暨愛努民族教育之現狀與課題」

偏鄉學校教育與教
學創新國際研討會（国立台湾師範大学、台湾）
2018年

“Inheriting and Re-creating of Indigenous Ainu Culture under the
Constitution of Japan”, Austronesian Forum 2018（台湾）
“Revival of Indigenous Ainu Culture and Ethnic Harmony”, JSAC
Annual Conference 2018（アルバータ大学、カナダ）

2019年 「作為日本型先住民族政策的愛努施策推進法的意義」

第12屆台日原住
民族研究論壇（国立政治大学原住民族研究中心、台湾）
【パネリスト・コメンテーター・司会等】
1987年

講演「合衆国憲法制定200年」スミス大学ドナルド・ロビンソン教授（札
幌アメリカン・センター）
〈モデレーター〉
北法70（6・291）1299

常本照樹教授の経歴と業績

1989年 国際教育シンポジウム89さっぽろ会議「異文化理解と教育──北海道
からの国際交流」パネルディスカッション「国際交流のいま・これから」
〈コーディネーター〉
講演「日本とアメリカ合衆国の憲法および司法審査に関する若干の考
察」オハイオ州立大学マイケル・レス・ベネディクト教授（神戸大学
法学部）
〈コメンテーター〉
1991年 「札幌圏大学の国際化をどう進めるか──外国と日本の大学」

（札幌天
神山国際ハウス）
〈パネリスト〉
講
 演「最近のエスニック問題とその課題」ワシントン・ポスト紙ホワン・
ウィリアムズ記者（社団法人北方圏センター）
〈司会〉
1993年 「旧土人保護法とアイヌ新法の是非」

国際先住民年記念事業ウレシパ・
サッポロ93〈パネリスト〉
講演「「憲法改正」に関する日米比較」広島修道大学リチャード・パー
カー教授（札幌学院大学文化講演会）
〈通訳〉
1994年 「アメリカ多民族社会問題セミナー」

（パネリスト：テンプル大学モリ
ス・ボーゲル教授、スミソニアン協会ジェームス・アーリー氏）
（札
幌アメリカン・センター）
〈司会〉
講演「アメリカ多民族社会問題セミナー」カリフォルニア大学バーク
レー校ロナルド・タカキ教授（札幌アメリカン・センター）
〈司会〉
1995年 講演「アメリカン・インディアン──先住民族とその歴史的教訓」ス
ミソニアン協会ウィルコム・E・ウォッシュバーン氏（札幌アメリカン・
センター）
〈司会〉
1996年 「アイヌ新法制定への課題」

萱野茂アイヌ文化講座・東京フォーラム
〈パ
ネリスト〉
2002年 講演「カ・ラフイ・ハワイとハワイ先住民の自決権」ハワイ大学カメ
レイヒワ教授（2002国際先住民の日記念フォーラム、平取町中央公民
館）
〈通訳兼コメンテーター〉
2012年 講演「先住民族と植民国家──カナダとニュージーランドの経験」ワ
イカト大学モース法学部長、講演「マオリの文化遺産管理と法制度」
マオリ文化遺産考古学コンサルタント・カホテア氏（北海道大学アイ
ヌ・先住民研究センター主催国際シンポジウム「ニュージーランドと
カナダの先住民族政策」）
〈コメンテーター〉
北法70（6・292）1300

