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明治大学専門職大学院法務研究科 2 0 1 9 年 度  最 終 講 義  

 

２０２０年１月 31 日(金) 1７：１0～1８：30 

明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン 9 階 ３０９Ｂ教室 

 

「憲法学・ジェンダー法学の課題 

――研究者 50 年の歩み」    辻村みよ子 

Ⅰ 経歴  
〔資料１〕 辻村みよ子「憲法学･ジェンダー法学研究者として」（ｐ.4-5 ） 

『キャリアを拓くー女性研究者の歩み』（柏木惠子・国立女性教育会館刊女

性研究者ネットワーク支援プロジェクト編）ドメス出版(2005 年)、辻村『憲

法の道しるべ no2』(2019 年)再掲  

〔資料 2〕 略歴及び主要業績(2020 年 1 月現在) ( p.6-10 ) 

      2019 年 8 月 古稀記念論集の刊行（日本評論社） 

山元一・只野雅人・蟻川恒正・中林暁生編 

 

Ⅱ 憲法（史）学・比較憲法学とジェンダー法学 

（1） フランス憲法史学・比較憲法学からジェンダー法学へ （PPT3） 

（2） 4 本柱と螺旋階段 （PPT４） 

     A フランス憲法(史)研究/主権論⇒ B選挙権・統治原理研究 

C 女性参政権・女性の人権研究・比較法(史)研究 

日本国憲法〔主権・人権〕解釈論・比較憲法研究 

 憲法制定史 

⇒D 男女共同参画・ジェンダー法学 

（3） フランス憲法史学研究の成果 (20～30歳代)  （PPT５－８） 

     1793 年憲法（ジャコバン憲法）研究(1973年～1989 年) 

      1789 年フランス人権宣言研究  

 A主権と人権 

  ⇒主権と所有（経済体制）⇒比較憲法学 

   ⇒ Peuple 主権と Nation主権  

  『フランス革命の研究原理』1989 年〔40歳〕 

B主権と選挙権・統治原理 

  ⇒P主権・権利説 v．N主権・公務説 

普通選挙・平等選挙（制度）と権利 

  ⇒投票価値平等、戸別訪問等選挙訴訟    

  『「権利」としての選挙権』1989 年〔40歳〕 

⇒女性参政権問題 
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 (4) 主権と人権、憲法学とジェンダー法学の交錯 

人権の普遍性論・近代的人権と人権批判論、女性の人権論 

オランプ・ドゥ・グージュ、人権総論 

⇒近代人権論の限界論『人権の普遍性と歴史性』 1992 年〔43 歳〕 

⇒日本国憲法との関係 

主権と自由、人権としての平和、個人の幸福追求の場としての家族 

Ⅲ 憲法学の課題 

１） 主権論・選挙権論・代表制論の理論的究明（PPT８－９） 

日本国憲法の「国民主権」解釈・芦部説の通説化  
選挙権権利説・二元説の関係 「実益がない」 

 ⇒折衷説・二元説的解決の限界 

２） 選挙権問題の憲法理論的論究 

⇒日本の民主主義の成否に関する問題 

⇒主権者の主権者意識、権利主体の自覚、金権政治の撲滅 

（ex.北欧の議員感覚 ｖ.日本の 3バン政治＜地盤・看板・カバン＞）               

   ⇒女性議員が少ない理由（3 バン政治と性別役割分業） 

３） 選挙改革、ポジティヴ・アクション、クオータ制 

４） フランス憲法の日本国憲法への影響 

：「押し付け憲法」論と憲法史的研究の必要性 （PPT 10） 

自由民権運動・憲法研究会案・改憲論の展開 

 

５） 憲法と家族、リプロダクティヴ・ライツ （PPT12-14） 

 家族の変容・少子化対策等 

⇒ジェンダー法学への接合       

     Ⅳ ジェンダー法学の課題  

１） ジェンダー法学の意義と目的 （PPT15-16） 

２） 日本の現状と理論的課題 （PPT17-22） 

 GGI(ジェンダーギャップ指数)153ヵ国中 121位の衝撃   

 日本の遅れの原因・取組の消極性（PA ポジティヴ・アクションの不足） 

PAの憲法適合性（スティグマ、逆差別等）とクオータ制 

性別役割分業・分担変革の必要 

３） 今後の課題 （PPT23） 

 ⇒制度改革・意識改革・PA の実効化 の好循環へ 

 Ⅴ おわりに（PPT23） 
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〔資料１〕辻村みよ子「憲法学･ジェンダー法学研究者として」 

『キャリアを拓くー女性研究者の歩み』（柏木惠子・国立女性教育会館刊女性研究者ネッ

トワーク支援プロジェクト編）ドメス出版(2005 年)、辻村『憲法の道しるべ no2』(2019

年)再掲  

ヒロシマで法学研究を志す 

七つの川に囲まれた美しい平和都市ひろしま。そこで私は、生後 6 ヶ月から、被爆者で

あった養父母のもとで育てられた。自分が養女であることを 18 歳まで知らなかったため

に、被爆二世として、平和と憲法のために尽くしたいと願って法学研究を志した。実父と

実兄が理工系の大学教授であったことからすれば私も理系の血筋だったのかもしれないが、

当時は弁護士・研究者かジャーナリストしか念頭になかった。1968 年に一橋大学法学部に

入学。学生数約 800 人中、女性は 10 人、法学部は 2 人だけだった。学園紛争が激化する

なかで学生集会や 70年安保のデモ等にも参加したが、女子ボート部合宿と全日本選手権、

司法試験受験、国際会議参加など忙しい４年間をすごした。 

一橋大学大学院修士課程のとき、フランス革命期の憲法理論研究をテーマに定めて 1973

年にフランスに短期留学した。そのときパリ市歴史図書館で見つけたのが、オランプ・ド

ゥ・グージュの「女性の権利宣言」である。 

 

オランプ・ドゥ・グージュ｢女性の権利宣言｣との出会い 

 フランス革命期の女流劇作家グージュは、1789 年のフランス人権宣言が、男性の権利

宣言にすぎないことを批判して、1791 年に「女性および女性市民の権利宣言」を発した。

その第 10 条で「女性は（ギロチン台にのぼる権利があるのと同様に）演壇にのぼる権利

がある」として女性の政治的権利を要求したグージュは、皮肉にも、1793 年 11 月、ジャ

コバン政権を批判したことから反革命容疑でギロチン台の露と消えた。時の政府は、女性

の参政権のみならず、女性の結社や集会をも禁止した。一般に近代的人権を確立したとさ

れるフランス革命期には、白人・男性・ブルジョアの権利が保障されたにすぎなかった。 

このようなグージュと出会った 1973 年ころは、水田珠枝『女性解放思想の歩み』（岩波

文庫）が刊行されグージュのことが少し紹介されてはいたが、実際に「女性の権利宣言」

を全訳した人はいなかった。フランスでもまだあまり知られていなかった史料を集めて帰

国後、最初の論文（全訳･解説）を『法律時報』（1976 年 1 月号）に掲載した。その後、

フランス革命期の憲法原理をテーマとして博士課程単位修得論文を 1978 年に提出し、憲

法学研究者としての職を求めた。 

 

「男性社会」としての憲法学界へ 

しかし、当時の憲法学界では、女性研究者は（久保田きぬ子先生らを除いて)皆無に近く、

「女性は憲法には向かない」、「女性だから、就職できない」と言われ続けた。実際、杉原

泰雄ゼミの同級生のなかでも就職が一番遅く、一橋大学法学部助手（特別研究員）と非常

勤講師の 4 年間を経て、ようやく 32 歳のときに成城大学法学部専任講師の職をえること

ができた。この間に学生結婚し、長女が生まれ、養父と死別したが、論文の質量ともに問

題がないのに「女性だから」就職できないのはいかにも不条理だった。夫が「胎教に悪い」

といって友人の就職話を隠していたのも当時のエピソードだが、この時期の「焦り」や「怒
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り」、「被差別感」は今でも忘れることができない。 

 

何とかこの時期を耐えて就職し、次女を出産した。研究者としての「やる気」を示すた

めに、いくつもの学会の事務局員を引き受け、「どの学会に行っても貴女が受付に座ってい

るね」と言われ続けた。｢男性社会｣そのものであった憲法学界では、学会後の宴席でも、

年配教授から｢貴女は家庭があるから早く帰りなさい｣といわれ、無理に午前様まで「がん

ばった」こともしばしばだった。帰宅したら子どもが熱を出していて慌てたことも何度も

あった。非常勤講師のときは保育園に預けることができず、ベビーシッターで切り抜けた

が、常勤になって保育園に入れるようになってからは、子どもの病気を除けば育児期の生

活はかなり楽になったといえる。 

仕事のほうでは、フランス革命 200 周年（1989 年）が幸いした。学位論文で渋沢・ク

ローデル賞を受賞し、最初の出版も、家族揃っての１年間のフランス研修も実現すること

ができた。40 歳台の 10 年間は、ワーク・ホリック状態で単著 5 冊、共編著書 5 冊を刊行

した。しかし、さまざまな移籍話に関連して、大学人事に家父長制・徒弟制の悪弊が絡ん

でいることを痛感させられた。研究者人生の第二のストレス期がこの頃に訪れ、体調を崩

して半年に 3 度も入院するはめになった。 

 

 東北大学ＣＯＥプログラムと「ジェンダー法学」 

 1999 年、2 人の子どもが大学生と高校生になった時に、東北大学法学部教授として 

単身赴任することにした。国立大学出身者は「配置換え」のため単身赴任手当が出るが、

私立大学出身者は「新規採用」のため単身赴任手当はなく、交通費を差し引けば給料は半

分近くに減った。当時の東北大学では女性教員比率が 2.3％で女性教授は６人しかいなか

ったが、殆どが他大学から近年移籍した単身赴任者であった。憲法学界でも、国立大学法

学部における女性の憲法学教授は私だけ（現在でも 2 人だけで、日本公法学会の女性会員

比率も 9％にすぎない）で、ジェンダー･バランスは、30 年前とあまり変わっていないか

もしれない。  

  東北大学では男女共同参画委員会副委員長として大学の男女共同参画推進活動に携わり、

平成 15 年度 21 世紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策――ジェンダー法・

政策研究センター」拠点の責任者になった。グージュとの出会いから 30 余年。今では女

性問題をテーマにする女性研究者も増えてきたが、私の場合は、グージュや女性問題研究

を 40 歳まで封印して、先に主権や選挙権などの男性学問（普遍的理論研究）をテーマと

した。性別に関わらない普遍的基礎理論研究を先行させたからこそ、学界で一定の評価を

得ることができたと考えられるが、今後はこのような配慮を必要としない時代がくるだろ

う。 

女性であるが故に、女性の利益のためにジェンダー法学を研究するのではなく、男女と

もにジェンダー問題をテーマにしてはじめて、フェミニズム法学とは異なるジェンダー法

学の意義があるというものであろう。過去の性差別に対する「怒り」や「怨念」をエネル

ギーとして頑張らなければならない女性研究者像は、もう私の世代で終わりにしてほしい、

と願う今日この頃である。 

〔,辻村（私家版）『憲法の道しるべ』2009 年、『憲法の道しるべ no.2』2019 年にも再掲〕  
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〔資料 2〕辻村みよ子 経歴及び主要業績 

辻村（つじむら）みよ子〔旧姓・通称〕〔戸籍名 横山みよ子〕 

Ⅰ 学歴 

1949（昭和 24）年７月 13日 東京都で出生 

1968（昭和 43）年 3月  広島大学教育学部附属高等学校卒業 

1972（昭和 47）年 3月 一橋大学法学部法律学科卒業 

1972（昭和 47）年 4月 一橋大学大学院法学研究科修士課程入学 

1973（昭和 48）年 8-10月 フランスで短期研修 

1975（昭和 50）年 3月 一橋大学大学院法学研究科修士課程修了 

1975（昭和 50）年 4月 一橋大学大学院法学研究科博士課程進学 

1978（昭和 53）年 3月 一橋大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学 

Ⅱ 職歴・公職等 

1978（昭和 53）年 4月 一橋大学法学部助手（特別研究員）（～1980年 3月） 

1980（昭和 55）年 4月 東京女子大学、津田塾大学、成城大学文芸学部非常勤講師 

1982（昭和 57）年 4月 成城大学法学部専任講師 

1985（昭和 60）年 4月 成城大学法学部助教授 

1990（平成 2）年 8月 パリ第２大学在外研究（～1991年 9月） 

1992（平成 4）年 4月 成城大学法学部教授（～1999 年 3月）」 

1999（平成 11）年 4月 東北大学法学部教授（～2000年 3月） 

1999（平成 11）年 2月 パリ第２大学比較法研究所招聘教授（日本法[憲法]集中講義、 

2002年 3月、2003年 3月、2004年 3月） 

2000（平成 12）年 4月 東北大学大学院法学研究科教授（～2013年 3月） 

2000（平成 12）年 11月 法務省（旧・新）司法試験考査委員[憲法] （～2007年 11月） 

2003（平成 15）年 10月 日本学術会議会員[第 19・20・21・22期] （～2014 年 9月）   

2003（平成 15）年 12月 東北大学 21世紀 COE「男女共同参画社会の法と政策」拠点リーダー、 

「ジェンダー法・政策研究センター」長（～2008年３月） 

2006（平成 18）年 11月 法務省新司法試験考査委員[憲法]（～2007年 11月） 

2008（平成 20）年４月 東北大学ディスティングイッシュト・プロフェッサー（～2013年 3月） 

2008（平成 20）年 6月 東北大学グローバル COE「グローバル時代の男女共同参画と多文

化共生」拠点リーダー、法学研究科「ジェンダー平等と多文化共

生研究センター」長（～2013 年 3月） 

2013（平成 25）年４月 明治大学法科大学院教授（～2010年 3月）  

2013 (平成 25)年 4月 明治大学法科大学院ジェンダー法センター長(～現在) 

2014 (平成 25)年 10 月 文部科学省女性研究者支援事業明治大学推進本部代表（～2017

年 3月） 

2015（平成 27）年 4月 東北大学名誉教授（～現在） 

2018（平成 30）年７月 弁護士登録（東京弁護士会所属）さかきばら法律事務所（～現在） 

 

Ⅲ 学位・受賞 

1990年 7月 法学博士(一橋大学) 

学位論文『フランス革命の憲法原理―近代憲法とジャコバン主義』日本評論社、1989年 

〔受賞〕１）第 7回渋沢・クローデル賞〔1990年度〕 

＜日仏会館主催、フランス大使館・毎日新聞社共催＞ 

『フランス革命の憲法原理―近代憲法とジャコバン主義』［日本評論社、1989年］ 

２）第 2回昭和女子大学女性文化研究賞（坂東眞理子基金）〔2010年度〕 

『憲法とジェンダー―男女共同参画と多文化共生への展望』［有斐閣、2009年］ 

３）第 1回（平成 25年度）澤柳政太郎記念東北大学男女共同参画賞〔2013年 8月〕 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%84%E5%B1%9E%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E9%83%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E8%AA%B2%E7%A8%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E8%AA%B2%E7%A8%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%82%E4%BB%BB%E8%AC%9B%E5%B8%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A9%E6%95%99%E6%8E%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E8%B3%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3
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Ⅳ 学会役職・社会活動等 

日本公法学会理事（理事 1995年～2019年、企画委員 1992～95年、査読委員長 2016～17年） 

国際憲法学会（IACL/AIDC）理事(2014年～18年)、国際憲法学会日本支部副代表（2008年～現在） 

全国憲法研究会運営委員・代表（運営委員 1989年～2017年、代表 2012年～14年） 

ジェンダー法学会理事・理事長（理事 2003年～現在、理事長 2009年～11年） 

憲法理論研究会運営委員（運営委員 1985年～2015 年、事務局長 1993～95年） 

 日仏法学会理事（理事 1999年～現在） 

その他、国際人権法学会理事、日本法社会学会理事、民主主義科学者協会法律部会理事、日本法哲学

会会員、国際女性の地位協会会員、女性法律家協会幹事、日仏女性学会会員等歴任。 

 

日本学術会議第 19・20・21・22期会員（2003年 7月～2014年 9月） 

 （科学者委員会副委員長、同広報分科会委員長・「学術の動向」編集委員長、 

同男女共同参画分科会委員長等歴任）、日本学術会議連携会員（2014年 10 月～20年 9月） 

法務省司法試験考査委員（旧試験 2000年～2006年、新試験 2006年～2007年） 

法務省人権擁護委員会委員（1997年～1999年） 

大学評価・学位授与機構法学系専門委員(2001年～2003年) 

東京都女性問題協議会専門委員（1997年～2000年） 

内閣府男女共同参画局ポジティブ・アクション研究会委員(2003 年～2005 年) 

内閣府男女共同参画会議基本問題専門調査会委員（2005年～2011年） 

内閣府男女共同参画会議議員（2011年 3月～現在） 

内閣府男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会会長（2011年 3月～2019

年 3 月）、同重点方針専門調査会委員（2016年 3月～現在）、同第 5次男女共同参画計

画専門調査会委員（2019年 10月～現在） 

その他、国立女性教育会館査読専門委員、仙台市資産等公開審査会委員、日本学術振興

会特別研究員等審査会専門委員・同科学研究費補助金審査委員等を歴任 

 

Ⅴ 主要業績 

（１）著 書（単著・共編著） 〔☆印は単著〕 

☆１ 『フランス革命の憲法原理 ――近代憲法とジャコバン主義』日本評論社、1989 年 

☆２ 『「権利」としての選挙権――選挙権の本質と日本の選挙問題』勁草書房、1989 年 

☆３ 『人権の普遍性と歴史性――フランス人権宣言と現代憲法』創文社、1992 年 

４ 『女性の権利の歴史』 (岩波市民大学、『人間の歴史を考える』第８巻）〔辻村みよ子・

金城清子著〕1992 年、岩波書店 

５ 『憲法判例を読みなおす――下級審判決からのアプローチ』〔樋口陽一・山内敏弘・辻

村みよ子著〕日本評論社、1994 年（第 2 版、1999 年） 

☆６ 『女の人権宣言――フランス革命とオランプ・ドゥ・グージュの生涯』岩波書店〔オ

リヴィエ・ブラン著/ 辻村訳・解説〕、1995 年 

７ 『憲法理論の 50 年』〔樋口陽一・森英樹・高見勝利・辻村みよ子編〕日本評論社、1996 年 

☆８ 『女性と人権――歴史と理論から学ぶ』日本評論社、1997 年 

 ☆９ 『憲法』日本評論社、2000 年 （第 2 版 2004 年、第 3 版 2008 年、第 4 版 2012 年、

第 5 版 2016 年、第 6 版 2018 年） 

☆10 『市民主権の可能性――21 世紀の憲法・デモクラシー・ジェンダー』有信堂、2002 年 

11 『フランスの憲法判例』〔フランス憲法判例研究会編・辻村みよ子編集代表〕信山社

2003 年 

12 『有事法制と憲法』〔小森陽一・辻村みよ子著〕岩波書店、2003 年 

☆13 『比較憲法』岩波書店、2003 年 （新版 2013 年、第 3 版 2018 年） 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%AC%E6%B3%95%E5%AD%A6%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E6%B3%95%E5%AD%A6%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%90%86%E8%AB%96%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E5%B1%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%95%99%E8%82%B2%E4%BC%9A%E9%A4%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%93%A1
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14 『欧州統合とフランス憲法の変容』〔中村睦男･高橋和之･辻村みよ子編〕有斐閣、2003 年 

15  『国・自治体等の政策・方針決定過程への男女平等参画』〔辻村みよ子編著〕、福島

県男女共生センター、2003 年 

16 『世界のポジティヴ・アクションと男女共同参画』［辻村みよ子編著］ (21 世紀 COE

ジェンダー法・政策研究叢書<辻村監修>第 1 巻、東北大学出版会、2004 年 

17  『国家と自由――憲法学の可能性』〔樋口陽一・森英樹・高見勝利・辻村みよ子編著〕   

日本評論社、2004 年 

☆18 『ジェンダーと法』不磨書房、2005 年 (第 2 版 2010 年) 

☆19 『自治体と男女共同参画――政策と課題』イマジン出版、2005 年 

20 『日本の男女共同参画政策』〔辻村みよ子・稲葉馨編〕 (21 世紀 COE ジェンダー法・

政策研究叢書<辻村監修>第２巻) 東北大学出版会、2005 年 

21 『ジェンダー法学・政治学の可能性――東北大学ＣＯＥ国際シンポジウム・日本学術

会議シンポジウム』〔辻村みよ子・山元一編〕(21 世紀 COE ジェンダー法・政策研

究叢書<辻村監修>第 3 巻)、東北大学出版会、2005 年 

22  Egalité des Sexes: La Discrimination Positive en Qestion（M.Tsujimura et D.Lochak,dir.）

Société de Législation Comparée, 2006. 

23 『新解説 世界憲法集』〔初宿正典・辻村みよ子編〕三省堂、2006 年(第 2 版 2010 年、

第 3 版 2014 年、第 4 版 2017 年) 

24 Gender and Law in Japan (Miyoko TSUJIMURA and Emi YANO, eds.), Tohoku University 

Press, 2007.  

25 『ジェンダーの基礎理論と法』〔辻村みよ子編〕（ジェンダー法・政策研究叢書<辻村監

修>第 10 巻）東北大学出版会、2007 年 

☆26 『ジェンダーと人権』日本評論社、2008 年 

☆27 『憲法とジェンダー』有斐閣［第 2 回昭和女子大学女性文化研究賞受賞］、2008 年 

28 『世界のジェンダー平等―理論と政策の架橋をめざして』〔辻村みよ子・戸澤英典・西

谷祐子編〕（ジェンダー法・政策研究叢書<辻村監修>第 11 巻）東北大学出版会、2008

年 

29 『男女共同参画のために―政策提言』〔辻村みよ子・河上正二・水野紀子編〕（ジェン

ダー法・政策研究叢書<辻村監修>第 12 巻）東北大学出版会、2008 年 

30  International Perspectives on Gender Equality & Social Diversity, Miyoko TSUJIMURA 

(ed.)  Tohoku University Press, 2008 . 

31 『基本憲法』〔辻村みよ子編著〕悠々社、2009 年 

☆32 『フランス憲法と現代立憲主義の挑戦』有信堂、2010 年 

33 『オランプ・ドゥ・グージュ――フランス革命と女性の権利宣言』監訳・解説 

［オリヴィエ・ブラン著 辻村みよ子監訳・解説］ 信山社、2010 年 

34 『ジェンダー平等と多文化共生――複合差別を超えて』〔辻村みよ子・大沢真理編〕 

   東北大学出版会、2010 年 

35 Gender Equality in Multicultural Societies, Miyoko TSUJIMURA and Mari OSAWA (eds.) 

  Tohoku University Press, 2010. 

☆36 『憲法から世界を診る――人権・平和・ジェンダー<講演録＞』法律文化社、2011 年 

☆37 『ポジティヴ・アクション―「法による平等」の技法』（岩波新書）岩波書店 2011 年 

38 『憲法理論の再創造』〔辻村みよ子・長谷部恭男編〕日本評論社、2011 年 

39   A Gendering Strategy for Peace as a Human Right: Toward the Construction of an 

Anti-Military Theory, Mikako Iwatake(ed.),  New Perspectives from Japan and 

China, Renvall Institute Publications 27, University of Helsinki、2011.  

40  Gender Equality in Asia: Policies And Pokitical Participation,Miyoko Tsujimura & Jackie 

F. Steele (eds.), Tohoku University Press, 2011. 

41  『新版 憲法判例を読みなおす―下級審判決からのアプローチ』〔樋口陽一・山内敏

弘・辻村みよ子・蟻川恒正著〕日本評論社、2011 年 
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42 『壁を超える―政治と行政のジェンダー主流化』〔辻村みよ子編〕（大沢真理・辻村編 

「ジェンダー社会科学の可能性」シリーズ第 3 巻）岩波書店、2011 年 

43 『かけがえのない個から』〔辻村みよ子編〕（大沢真理・辻村編 

「ジェンダー社会科学の可能性」シリーズ第 1 巻）岩波書店、2011 年 

☆44 『代理母問題を考える』（岩波ジュニア新書） 岩波書店、2012 年 

45  『アジアにおけるジェンダー平等――政策と政治参画』共著（辻村みよ子、スティー

ル若希編著）東北大学出版会、2012 年 

46 『国家と自由・再論』〔樋口陽一、森英樹、高見勝利、辻村みよ子、長谷部恭男編〕

日本評論社、2012 年 

47 『フランス憲法入門』〔辻村みよ子・糠塚康江著〕三省堂、2012 年 

48 『講座ジェンダーと法、第 4 巻 ジェンダー法学が切り拓く展望』〔ジェンダー法学会

編、辻村みよ子・吉田克己・安藤ヨイ子・松本克美編集委員〕日本加除出版、2012 年 

49 『ニューアングル憲法――憲法判例×事例研究』〔辻村みよ子編〕法律文化社、2013 年 

50 『生殖補助医療と法』〔櫻田嘉章・町野朔・辻村ほか著〕日本学術財団、2013 年 

51 『講座ジェンダーと法、第 4 巻 ジェンダー法学が切り拓く展望』〔ジェンダー法学会

編、辻村みよ子・吉田克己・安藤ヨイ子・松本克美編集委員〕日本加除出版、2013 年 

52『フランスの憲法判例Ⅱ』フランス憲法判例研究会（辻村編集代表）信山社、2013 年 

☆53 『人権をめぐる十五講――現代の難問に挑む』岩波書店、2013 年 

☆54 『概説 ジェンダーと法――人権論の視点から学ぶ』信山社、2013 年（第 2 版 2016 年） 

☆55 『比較のなかの改憲論』（岩波新書）岩波書店、2014 年 

56 『憲法基本判例――最新判決から読み解く』辻村みよ子・佐々木弘通・山元一編、尚

学社、2015 年 

57 『日本国憲法の継承と発展』全国憲法研究会編（編集委員会委員長辻村みよ子）三省堂、

2015 年 

☆58 『選挙権と国民主権――政治を市民の手に取り戻すために』日本評論社、2015 年 

☆59 『憲法と家族』日本加除出版、2016 年 

60 『政治変動と立憲主義の課題』辻村編集代表、山元一・只野雅人・新井誠編、『政治・社

会の変動と憲法――フランス憲法からの展望（全２巻）』第 1巻、信山社 2017年 

61 『社会変動と人権の現代的保障』辻村みよ子編集代表、糠塚康江・建石真公子・大津浩・

曽我部真裕編『『政治・社会の変動と憲法――フランス憲法からの展望（全２巻）』

第 2巻、信山社、2017年 

62 『憲法研究・創刊号、憲法 70 年と国民主権・象徴天皇制』辻村みよ子責任編集、2017

年 11 月 3 日号、信山社 

63 『「国家と法」の主要問題』辻村みよ子・長谷部恭男・石川健治・愛敬浩二編、2018

年 3月、日本評論社 〔座談会、あとがき〕、2018年 

64 『最新 憲法資料集――年表・史料・判例解説』辻村みよ子編著、信山社、2018年 

65 『憲法研究・第 2 号、世界の憲法変動と民主主義』辻村みよ子責任編集、2018 年 5

月 3 日号、信山社 

☆66 『憲法改正論の焦点――平和・人権・家族を考える』法律文化社、2018年 

67 『概説 コンメンタール憲法』辻村みよ子・山元一編著、2018年 6月、信山社 

68 『憲法研究・第３号、現代憲法とグローバル民主主義の課題』辻村みよ子責任編集、

2018 年 11 月 3 日号、信山社 

69 『憲法研究・第 4 号「個人の尊重」と家族』〔辻村みよ子責任編集〕、2019 年 5 月 3

日号、信山社 

70 『憲法研究・第 5 号、政治改革と選挙制度の課題』〔辻村みよ子責任編集〕、2019

年 11 月 3 日号、信山社 

 ＊ 『女性の参画が 政治を変える』辻村みよ子・三浦まり・糠塚康江編、信山社、2020

年 3 月刊行予定 
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（２）論文 (2013 年以降・単著のみ) 

71 「フランス型違憲審査制の諸課題――2008年憲法改正後の QPC を中心に」高橋和之先生

古稀記念論集『現代立憲主義の諸相（上巻）』有斐閣、2013 年 

72 「『権利』としての選挙権と『投票価値平等』」明治大学法科大学院論集 14 号（2014 年） 

73 「戦後憲法史における主権・代表制・選挙権論――憲法学は民主主義の定着/発展に寄与し

えたか」憲法理論憲法研究会編『憲法と時代』憲法理論叢書 22 号、敬文堂、2014 年 

74 「選挙権の法的性格と選挙人資格」岡田信弘・長谷部恭男ほか編『憲法の基底と憲法論』

（高見勝利先生古稀記念論文集）信山社、2015 年 

75 「『投票価値平等』と選挙制度」全国憲法研究会編『日本国憲法の継承と発展』三省堂 

76  «  Le Pacifisme et « le droit de vivre en Paix » de la Constitution japonaise »、J. 

Mekhantar、 R. Porteilla (dir.), Paix et Constitutions,éd. Eska, 2015. 

77 「フランス憲法史と日本――革命 200 年、戦後 70 年の『読み直し』」法律時報 87 巻 8

号（2015 年 6 月号）日本評論社 

78 「フランス人権宣言とオランプ・ドゥ・グージュ――辻村みよ子著『人権の普遍性と

歴史性』(創文社、1992 年)をめぐって」東海ジェンダー研究所編『ジェンダー研究

18 号』（2016 年 2 月） 

79 「『個人の尊重』と家族」法律時報増刊『戦後日本憲法学 70 年の軌跡』日本評論社、2016 年 

80 「『憲法と家族』をめぐる理論的課題――2015（平成 25）年 12 月 16 日最高裁判決後の

動向」浦田一郎先生古稀記念論集『憲法の思想と発展』信山社、2017 年 

81 「憲法からみた家族の動向と課題」司法書士連合会『月報司法書士』（特集 憲法と家族）

543 号、2017 年 5 月号 

82 「国民主権下の象徴天皇制（企画趣旨）」憲法研究創刊号（辻村みよ子責任編集）2017

年 11 月、信山社 

83 「憲法変動に対峙する憲法理論のために(企画趣旨)」憲法研究第２号（辻村みよ子責任編

集）2018 年３月、信山社 

84 「フランス憲法史と日本――革命 200 年、戦後 70 年の『読み直し』」 

辻村・長谷部・石川・愛敬編『『国家と法』の主要問題』日本評論社、2018 年 3 月 

85 「現代の平和主義とグローバル立憲主義の展望（企画趣旨）」憲法研究第３号（辻村みよ

子責任編集）2018 年 11 月、信山社 

86 「『個人の尊重』の現在—憲法 13・14・24 条の関係を問う（企画趣旨）」憲法研究第４

号（辻村みよ子責任編集）2019 年５月、信山社 

87 「政治改革と選挙問題・再考―2019 年参議院選挙を終えて (企画趣旨 )」憲法研

究第５号（辻村みよ子責任編集）2019 年 11 月、信山社 

88 「医学部入試差別と憲法—医学部入試における女性差別対策弁護団主催シンポジウム

「ジェンダー平等こそ私たちの未来:医学部入試差別から考える（2019 年 6 月 22 日、

東京ウィメンズプラザ）」『月刊女性&運動』2019 年 8 月号掲載 

89 「医学部入試差別と憲法 （医学部入試における女性差別対策弁護団主催シンポジウ

ム「ジェンダー平等こそ私たちの未来――医学部入試差別から考える」（2019 年 6 月

22 日、東京ウィメンズプラザ）『月刊女性&運動』2019 年 8 月号掲載 

90 辻村みよ子＝ニコル・A・ゴードン(トークセッション) 国立女性国立教育会館主催

「2019 年度男女共同参画推進フーラム」（2019 年 8 月 29 日、国立女性教育会館） 

 

（2020 年１月現在） 

 


