
注記注記注記注記

(赤字赤字赤字赤字及び青字は及び青字は及び青字は及び青字は2016年年年年3月末に会員宛に印月末に会員宛に印月末に会員宛に印月末に会員宛に印

刷物として送付した日以降の修正刷物として送付した日以降の修正刷物として送付した日以降の修正刷物として送付した日以降の修正)

(左記の日に記載されていた注左記の日に記載されていた注左記の日に記載されていた注左記の日に記載されていた注

は一旦全て削除し、必要と思は一旦全て削除し、必要と思は一旦全て削除し、必要と思は一旦全て削除し、必要と思
われるものだけを記載われるものだけを記載われるものだけを記載われるものだけを記載)

制定制定制定制定 一九四九年一一月　四日一九四九年一一月　四日一九四九年一一月　四日一九四九年一一月　四日

改正改正改正改正 一九八六年一〇月二〇日一九八六年一〇月二〇日一九八六年一〇月二〇日一九八六年一〇月二〇日

第一章第一章第一章第一章 総則総則総則総則 第第第第I章章章章 総則総則総則総則

（名称） （名称）

第一条第一条第一条第一条 本会は、国際私法学会と称する。本会は、国際私法学会と称する。本会は、国際私法学会と称する。本会は、国際私法学会と称する。 第第第第1条条条条

本会は、国際私法学会と称し、その英語表記本会は、国際私法学会と称し、その英語表記本会は、国際私法学会と称し、その英語表記本会は、国際私法学会と称し、その英語表記
は、は、は、は、Private International Law Association of

Japanとする。とする。とする。とする。

（事務所）（事務所）（事務所）（事務所）

第二条第二条第二条第二条 本会の事務所は、理事会の定める所に置く。本会の事務所は、理事会の定める所に置く。本会の事務所は、理事会の定める所に置く。本会の事務所は、理事会の定める所に置く。 第第第第2条条条条 本会の事務局は、理事会の定める所に置く。本会の事務局は、理事会の定める所に置く。本会の事務局は、理事会の定める所に置く。本会の事務局は、理事会の定める所に置く。

第二章第二章第二章第二章 目的及び事業目的及び事業目的及び事業目的及び事業 第第第第II章章章章 目的及び事業目的及び事業目的及び事業目的及び事業

（目的）（目的）（目的）（目的） （目的）（目的）（目的）（目的）

第三条第三条第三条第三条
本会は、国際私法の研究及びその研究者相互の協力を本会は、国際私法の研究及びその研究者相互の協力を本会は、国際私法の研究及びその研究者相互の協力を本会は、国際私法の研究及びその研究者相互の協力を
促進し、あわせて外国の学界との連絡及び協力を図る促進し、あわせて外国の学界との連絡及び協力を図る促進し、あわせて外国の学界との連絡及び協力を図る促進し、あわせて外国の学界との連絡及び協力を図る
ことを目的とする。ことを目的とする。ことを目的とする。ことを目的とする。

第第第第3条条条条

本会は、日本における国際私法の研究及びそ本会は、日本における国際私法の研究及びそ本会は、日本における国際私法の研究及びそ本会は、日本における国際私法の研究及びそ
の関係者の相互協力を促進し、あわせて国際の関係者の相互協力を促進し、あわせて国際の関係者の相互協力を促進し、あわせて国際の関係者の相互協力を促進し、あわせて国際
的な国際私法学の発展を図ることを目的とす的な国際私法学の発展を図ることを目的とす的な国際私法学の発展を図ることを目的とす的な国際私法学の発展を図ることを目的とす
る。る。る。る。

(事業）(事業）(事業）(事業） （事業）（事業）（事業）（事業）

第四条第四条第四条第四条 本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行う。本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行う。本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行う。本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行う。 第第第第4条条条条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事本会は、前条の目的を達成するため、次の事本会は、前条の目的を達成するため、次の事本会は、前条の目的を達成するため、次の事
業を行う。業を行う。業を行う。業を行う。

一　研究者の連絡及び協力の促進一　研究者の連絡及び協力の促進一　研究者の連絡及び協力の促進一　研究者の連絡及び協力の促進
(1)　国際私法に関する研究の報告　国際私法に関する研究の報告　国際私法に関する研究の報告　国際私法に関する研究の報告    とととと及び及び及び及び議論議論議論議論
のための研究大会その他研究会の開催のための研究大会その他研究会の開催のための研究大会その他研究会の開催のための研究大会その他研究会の開催

　　二　研究会及び講演会の開催　　二　研究会及び講演会の開催　　二　研究会及び講演会の開催　　二　研究会及び講演会の開催 (2)　国際私法に関する機関誌その他の図書　国際私法に関する機関誌その他の図書　国際私法に関する機関誌その他の図書　国際私法に関する機関誌その他の図書
の刊行の刊行の刊行の刊行

　　三　機関誌その他の図書の刊行　　三　機関誌その他の図書の刊行　　三　機関誌その他の図書の刊行　　三　機関誌その他の図書の刊行 (3)　国際私法に関する情報の収集及び発信　国際私法に関する情報の収集及び発信　国際私法に関する情報の収集及び発信　国際私法に関する情報の収集及び発信

　　四　外国の学界との連絡及び協力　　四　外国の学界との連絡及び協力　　四　外国の学界との連絡及び協力　　四　外国の学界との連絡及び協力
(4)　国際私法に関する外国の研究者、学会、　国際私法に関する外国の研究者、学会、　国際私法に関する外国の研究者、学会、　国際私法に関する外国の研究者、学会、
国際機関等との連絡及び協力国際機関等との連絡及び協力国際機関等との連絡及び協力国際機関等との連絡及び協力

　　五　前四号に掲げるもののほか、理事会が適当と認　　五　前四号に掲げるもののほか、理事会が適当と認　　五　前四号に掲げるもののほか、理事会が適当と認　　五　前四号に掲げるもののほか、理事会が適当と認
めた事項めた事項めた事項めた事項

(5)　その他、前条の目的を達成するために有　その他、前条の目的を達成するために有　その他、前条の目的を達成するために有　その他、前条の目的を達成するために有
益な事業として理事会が認めた事項益な事業として理事会が認めた事項益な事業として理事会が認めた事項益な事業として理事会が認めた事項

(事業年度事業年度事業年度事業年度)

第第第第5条条条条
本会の事業年度は毎年本会の事業年度は毎年本会の事業年度は毎年本会の事業年度は毎年4月月月月1日に始まり翌年日に始まり翌年日に始まり翌年日に始まり翌年

3月月月月 31 日に終わる。日に終わる。日に終わる。日に終わる。

第三章第三章第三章第三章 会員及び会費会員及び会費会員及び会費会員及び会費 第第第第III章章章章 会員会員会員会員

(会員）(会員）(会員）(会員） （会員）（会員）（会員）（会員）

第五条第五条第五条第五条 本会の会員は、左のとおりとする。本会の会員は、左のとおりとする。本会の会員は、左のとおりとする。本会の会員は、左のとおりとする。 第第第第6条条条条

1　本会の会員は、本会の目的及び事業に賛　本会の会員は、本会の目的及び事業に賛　本会の会員は、本会の目的及び事業に賛　本会の会員は、本会の目的及び事業に賛
同する個人又は団体であって、次条の規定に同する個人又は団体であって、次条の規定に同する個人又は団体であって、次条の規定に同する個人又は団体であって、次条の規定に
より本会の会員資格を取得した者をもって構より本会の会員資格を取得した者をもって構より本会の会員資格を取得した者をもって構より本会の会員資格を取得した者をもって構
成し、次の成し、次の成し、次の成し、次の2種とする。種とする。種とする。種とする。

一　正会員　国際私法又はこれに関連する分野の研究一　正会員　国際私法又はこれに関連する分野の研究一　正会員　国際私法又はこれに関連する分野の研究一　正会員　国際私法又はこれに関連する分野の研究
に従事する者に従事する者に従事する者に従事する者

(1)　通常会員　通常会員　通常会員　通常会員:　国際私法又はこれに関連する　国際私法又はこれに関連する　国際私法又はこれに関連する　国際私法又はこれに関連する
分野の研究分野の研究分野の研究分野の研究    及び及び及び及び又は又は又は又は実務に従事する者実務に従事する者実務に従事する者実務に従事する者

　　二　維持会員　本会の目的に賛同し、かつ、本会の　　二　維持会員　本会の目的に賛同し、かつ、本会の　　二　維持会員　本会の目的に賛同し、かつ、本会の　　二　維持会員　本会の目的に賛同し、かつ、本会の
事業に寄与すると認められる法人その他の団体事業に寄与すると認められる法人その他の団体事業に寄与すると認められる法人その他の団体事業に寄与すると認められる法人その他の団体

(2)　維持会員　維持会員　維持会員　維持会員:　本会の目的に賛同し、かつ、　本会の目的に賛同し、かつ、　本会の目的に賛同し、かつ、　本会の目的に賛同し、かつ、
本会の事業に寄与すると認められる法人その本会の事業に寄与すると認められる法人その本会の事業に寄与すると認められる法人その本会の事業に寄与すると認められる法人その
他の団体他の団体他の団体他の団体

　　三　名誉会員　国際私法学の発展に特に功労のある　　三　名誉会員　国際私法学の発展に特に功労のある　　三　名誉会員　国際私法学の発展に特に功労のある　　三　名誉会員　国際私法学の発展に特に功労のある
者で総会において推薦されたもの者で総会において推薦されたもの者で総会において推薦されたもの者で総会において推薦されたもの

2　この定款において単に会員という場合に　この定款において単に会員という場合に　この定款において単に会員という場合に　この定款において単に会員という場合に
は、通常会員及び維持会員の双方を含むものは、通常会員及び維持会員の双方を含むものは、通常会員及び維持会員の双方を含むものは、通常会員及び維持会員の双方を含むもの
とする。とする。とする。とする。

（入会）（入会）（入会）（入会）

第七条第七条第七条第七条
正会員及び維持会員として入会しようとする者は、理事正会員及び維持会員として入会しようとする者は、理事正会員及び維持会員として入会しようとする者は、理事正会員及び維持会員として入会しようとする者は、理事
会に申し出て、その承認を得なければならない。会に申し出て、その承認を得なければならない。会に申し出て、その承認を得なければならない。会に申し出て、その承認を得なければならない。

第第第第7条条条条
1　本会に入会しようとする者は理事会に申し　本会に入会しようとする者は理事会に申し　本会に入会しようとする者は理事会に申し　本会に入会しようとする者は理事会に申し
出て、総会の承認を得なければならない。出て、総会の承認を得なければならない。出て、総会の承認を得なければならない。出て、総会の承認を得なければならない。

2　本会への入会手続等については理事会が　本会への入会手続等については理事会が　本会への入会手続等については理事会が　本会への入会手続等については理事会が
別に定めるところによる。別に定めるところによる。別に定めるところによる。別に定めるところによる。

「国際私法学会入会手続規「国際私法学会入会手続規「国際私法学会入会手続規「国際私法学会入会手続規
則」参照。則」参照。則」参照。則」参照。

（会費）（会費）（会費）（会費）

第六条第六条第六条第六条
正会員及び維持会員は、総会の定めるところにより会費正会員及び維持会員は、総会の定めるところにより会費正会員及び維持会員は、総会の定めるところにより会費正会員及び維持会員は、総会の定めるところにより会費
を納入しなければならない。を納入しなければならない。を納入しなければならない。を納入しなければならない。

第第第第8条条条条
1　会員は、本会の事業活動に経常的に生じ　会員は、本会の事業活動に経常的に生じ　会員は、本会の事業活動に経常的に生じ　会員は、本会の事業活動に経常的に生じ
る費用に充てるため、総会が定める会費をる費用に充てるため、総会が定める会費をる費用に充てるため、総会が定める会費をる費用に充てるため、総会が定める会費を    支支支支
    払う義務を負う払う義務を負う払う義務を負う払う義務を負う納入しなければならない納入しなければならない納入しなければならない納入しなければならない。。。。

2　会費の　会費の　会費の　会費の納入方法等については、理事会が納入方法等については、理事会が納入方法等については、理事会が納入方法等については、理事会が
別に定める規則による。別に定める規則による。別に定める規則による。別に定める規則による。

「国際私法学会会費規則」参「国際私法学会会費規則」参「国際私法学会会費規則」参「国際私法学会会費規則」参
照。照。照。照。

（会員の資格の取得）（会員の資格の取得）（会員の資格の取得）（会員の資格の取得）

（会費）（会費）（会費）（会費）

（任意退会）（任意退会）（任意退会）（任意退会）

(縦書き・条文見出しは条文番号の後縦書き・条文見出しは条文番号の後縦書き・条文見出しは条文番号の後縦書き・条文見出しは条文番号の後)

国際私法学会定款国際私法学会定款国際私法学会定款国際私法学会定款(規約改正規約改正規約改正規約改正)案案案案

(事務所）(事務所）(事務所）(事務所）

国際私法学会規約国際私法学会規約国際私法学会規約国際私法学会規約

(現行のもの現行のもの現行のもの現行のもの)
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第第第第9条条条条

1　会員は、いつでも退会することができる。退　会員は、いつでも退会することができる。退　会員は、いつでも退会することができる。退　会員は、いつでも退会することができる。退
会の時点は理事会会の時点は理事会会の時点は理事会会の時点は理事会が退会届けを受領した日とが退会届けを受領した日とが退会届けを受領した日とが退会届けを受領した日と
する。する。する。する。    に退会届を提出することにより、その時に退会届を提出することにより、その時に退会届を提出することにより、その時に退会届を提出することにより、その時
    点で退会することができる点で退会することができる点で退会することができる点で退会することができる    。。。。

2　会員からの退会届の提出が事業年度の途　会員からの退会届の提出が事業年度の途　会員からの退会届の提出が事業年度の途　会員からの退会届の提出が事業年度の途
中である場合には、当該会員は当該事業年中である場合には、当該会員は当該事業年中である場合には、当該会員は当該事業年中である場合には、当該会員は当該事業年
度までの会費の支払義務度までの会費の支払義務度までの会費の支払義務度までの会費の支払義務    ははははをををを免れない。免れない。免れない。免れない。

第第第第10条条条条
1　会員は、次のいずれかに該当するに至った　会員は、次のいずれかに該当するに至った　会員は、次のいずれかに該当するに至った　会員は、次のいずれかに該当するに至った
場合には、会員資格を喪失する。場合には、会員資格を喪失する。場合には、会員資格を喪失する。場合には、会員資格を喪失する。

(1)　当該会員が会費を　当該会員が会費を　当該会員が会費を　当該会員が会費を2年以上滞納した場合年以上滞納した場合年以上滞納した場合年以上滞納した場合
であって、理事会において資格喪失の決定がであって、理事会において資格喪失の決定がであって、理事会において資格喪失の決定がであって、理事会において資格喪失の決定が
あったとき。あったとき。あったとき。あったとき。

(2)　当該会員が死亡し、又は解散したとき。　当該会員が死亡し、又は解散したとき。　当該会員が死亡し、又は解散したとき。　当該会員が死亡し、又は解散したとき。

2　前項第　前項第　前項第　前項第1号による会員の会員資格喪失は、号による会員の会員資格喪失は、号による会員の会員資格喪失は、号による会員の会員資格喪失は、
理事会理事会理事会理事会による決定の時による決定の時による決定の時による決定の時点点点点    ででででからからからからその効力を生その効力を生その効力を生その効力を生
じじじじる。る。る。る。    、、、、その時その時その時その時    点点点点が事業年度の途中であってが事業年度の途中であってが事業年度の途中であってが事業年度の途中であって
も、当該会員は当該事業年度までの会費の支も、当該会員は当該事業年度までの会費の支も、当該会員は当該事業年度までの会費の支も、当該会員は当該事業年度までの会費の支
払義務を免れない。払義務を免れない。払義務を免れない。払義務を免れない。

（除籍）（除籍）（除籍）（除籍）

第第第第11条条条条
1　会員は、次のいずれかに該当するに至った　会員は、次のいずれかに該当するに至った　会員は、次のいずれかに該当するに至った　会員は、次のいずれかに該当するに至った
場合には、理事会からの提案に基づき、総会場合には、理事会からの提案に基づき、総会場合には、理事会からの提案に基づき、総会場合には、理事会からの提案に基づき、総会
の決議によって、本会から除籍される。の決議によって、本会から除籍される。の決議によって、本会から除籍される。の決議によって、本会から除籍される。

(1)　本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する　本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する　本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する　本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する
行為をした行為をした行為をした行為をした    ときときときとき場合場合場合場合。。。。

(2)　前号に定める　前号に定める　前号に定める　前号に定める    ときときときとき場合場合場合場合のほか、除籍すべのほか、除籍すべのほか、除籍すべのほか、除籍すべ
き正当な事由があるき正当な事由があるき正当な事由があるき正当な事由がある    ときときときとき場合場合場合場合。。。。

2　除籍の決定の対象となる会員には、その決　除籍の決定の対象となる会員には、その決　除籍の決定の対象となる会員には、その決　除籍の決定の対象となる会員には、その決
定に先立ち、弁明の機会を適切に与えなけれ定に先立ち、弁明の機会を適切に与えなけれ定に先立ち、弁明の機会を適切に与えなけれ定に先立ち、弁明の機会を適切に与えなけれ
ばならない。ばならない。ばならない。ばならない。

3　除籍の決定が事業年度の途中である場合　除籍の決定が事業年度の途中である場合　除籍の決定が事業年度の途中である場合　除籍の決定が事業年度の途中である場合
には、当該会員は当該事業年度までの会費には、当該会員は当該事業年度までの会費には、当該会員は当該事業年度までの会費には、当該会員は当該事業年度までの会費
の支払義務を免れない。の支払義務を免れない。の支払義務を免れない。の支払義務を免れない。

4　除籍された者は、その除籍の決定があった　除籍された者は、その除籍の決定があった　除籍された者は、その除籍の決定があった　除籍された者は、その除籍の決定があった

日から日から日から日から5年間は入会の申込みをすることができ年間は入会の申込みをすることができ年間は入会の申込みをすることができ年間は入会の申込みをすることができ
ない。その期間経過後に当該者から入会の申ない。その期間経過後に当該者から入会の申ない。その期間経過後に当該者から入会の申ない。その期間経過後に当該者から入会の申
込みがあった場合には、総会は、特別に再入込みがあった場合には、総会は、特別に再入込みがあった場合には、総会は、特別に再入込みがあった場合には、総会は、特別に再入
会を認めるべき事情があると判断するときに会を認めるべき事情があると判断するときに会を認めるべき事情があると判断するときに会を認めるべき事情があると判断するときに
のみ、当該者の再入会を認めることができる。のみ、当該者の再入会を認めることができる。のみ、当該者の再入会を認めることができる。のみ、当該者の再入会を認めることができる。

（退会）（退会）（退会）（退会）

第八条第八条第八条第八条
会費を滞納した者は、理事会において退会したものとみ会費を滞納した者は、理事会において退会したものとみ会費を滞納した者は、理事会において退会したものとみ会費を滞納した者は、理事会において退会したものとみ
なすことができる。なすことができる。なすことができる。なすことができる。

10条1項1号へ10条1項1号へ10条1項1号へ10条1項1号へ

第五章第五章第五章第五章 会議会議会議会議 第第第第IV章章章章 総会総会総会総会

（会議）（会議）（会議）（会議）

第十四条第十四条第十四条第十四条 会議は、総会及び理事会とする。会議は、総会及び理事会とする。会議は、総会及び理事会とする。会議は、総会及び理事会とする。

（構成）（構成）（構成）（構成）

第第第第12条条条条 総会は、すべての会員をもって構成する。総会は、すべての会員をもって構成する。総会は、すべての会員をもって構成する。総会は、すべての会員をもって構成する。

（権限）（権限）（権限）（権限）

第第第第13条条条条 総会は、次の事項について決議する。総会は、次の事項について決議する。総会は、次の事項について決議する。総会は、次の事項について決議する。

(1)　会員の入会　会員の入会　会員の入会　会員の入会及び除籍及び除籍及び除籍及び除籍 「入会承認」を「入会」に修正「入会承認」を「入会」に修正「入会承認」を「入会」に修正「入会承認」を「入会」に修正

　　　　 (2)　理事及び監事の選任及び解任　理事及び監事の選任及び解任　理事及び監事の選任及び解任　理事及び監事の選任及び解任

(3)　事業報告及び決算報告の承認　事業報告及び決算報告の承認　事業報告及び決算報告の承認　事業報告及び決算報告の承認

(4)　会費の額　会費の額　会費の額　会費の額

(5)　定款の変更　定款の変更　定款の変更　定款の変更

(6)　本会の解散及び残余財産の処分　本会の解散及び残余財産の処分　本会の解散及び残余財産の処分　本会の解散及び残余財産の処分

(7)　その他総会で決議するものとして理事会　その他総会で決議するものとして理事会　その他総会で決議するものとして理事会　その他総会で決議するものとして理事会
から提案され、総会でその旨から提案され、総会でその旨から提案され、総会でその旨から提案され、総会でその旨をををを決定した事項決定した事項決定した事項決定した事項

（開催）（開催）（開催）（開催） （開催）（開催）（開催）（開催）

第十五条第十五条第十五条第十五条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。総会は、通常総会及び臨時総会とする。総会は、通常総会及び臨時総会とする。総会は、通常総会及び臨時総会とする。 第第第第14条条条条
総会は、定時総会として毎年度総会は、定時総会として毎年度総会は、定時総会として毎年度総会は、定時総会として毎年度1 回開催する回開催する回開催する回開催する
ほか、必要がある場合には臨時総会を開催すほか、必要がある場合には臨時総会を開催すほか、必要がある場合には臨時総会を開催すほか、必要がある場合には臨時総会を開催す
る。る。る。る。

（会員資格の喪失）（会員資格の喪失）（会員資格の喪失）（会員資格の喪失）

理事会・総会の開催が6月であ理事会・総会の開催が6月であ理事会・総会の開催が6月であ理事会・総会の開催が6月であ
るとすれば、2年半の段階で審るとすれば、2年半の段階で審るとすれば、2年半の段階で審るとすれば、2年半の段階で審
議することになり、事情に応じ議することになり、事情に応じ議することになり、事情に応じ議することになり、事情に応じ
て決定を先延ばしにすることもて決定を先延ばしにすることもて決定を先延ばしにすることもて決定を先延ばしにすることも
あり得る。あり得る。あり得る。あり得る。
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（招集）（招集）（招集）（招集） （招集）（招集）（招集）（招集）

第十六条第十六条第十六条第十六条 総会は、理事長が招集する。総会は、理事長が招集する。総会は、理事長が招集する。総会は、理事長が招集する。 第第第第15条条条条
1　総会は、理事会の決議に基づき理事長が　総会は、理事会の決議に基づき理事長が　総会は、理事会の決議に基づき理事長が　総会は、理事会の決議に基づき理事長が
招集する。招集する。招集する。招集する。

２　通常総会は、毎年二回招集する。２　通常総会は、毎年二回招集する。２　通常総会は、毎年二回招集する。２　通常総会は、毎年二回招集する。

2　　　　 総会員の議決権の総会員の議決権の総会員の議決権の総会員の議決権の 10 分の分の分の分の 1 以上の議決以上の議決以上の議決以上の議決
権を有する会員は、権を有する会員は、権を有する会員は、権を有する会員は、理事長理事長理事長理事長に対し、理由を示に対し、理由を示に対し、理由を示に対し、理由を示
して、一定の事項の議決を定時総会の目的として、一定の事項の議決を定時総会の目的として、一定の事項の議決を定時総会の目的として、一定の事項の議決を定時総会の目的と
すること又はそのために臨時総会を招集するすること又はそのために臨時総会を招集するすること又はそのために臨時総会を招集するすること又はそのために臨時総会を招集する
ことを請求することができる。ことを請求することができる。ことを請求することができる。ことを請求することができる。

３　臨時総会は、左の場合に招集する。３　臨時総会は、左の場合に招集する。３　臨時総会は、左の場合に招集する。３　臨時総会は、左の場合に招集する。

3　総会を招集する場合には、理事長は総会　総会を招集する場合には、理事長は総会　総会を招集する場合には、理事長は総会　総会を招集する場合には、理事長は総会

の日のの日のの日のの日の1週間前までに、会員に対して、日時、週間前までに、会員に対して、日時、週間前までに、会員に対して、日時、週間前までに、会員に対して、日時、
場所、議決事項その他必要事項を記載した通場所、議決事項その他必要事項を記載した通場所、議決事項その他必要事項を記載した通場所、議決事項その他必要事項を記載した通
知を発しなければならない。知を発しなければならない。知を発しなければならない。知を発しなければならない。

　　一　理事長が必要と認めたとき。　　一　理事長が必要と認めたとき。　　一　理事長が必要と認めたとき。　　一　理事長が必要と認めたとき。

　　二　会員の五分の一以上の者が、会議の目的たる事　　二　会員の五分の一以上の者が、会議の目的たる事　　二　会員の五分の一以上の者が、会議の目的たる事　　二　会員の五分の一以上の者が、会議の目的たる事
項を示して請求したとき。項を示して請求したとき。項を示して請求したとき。項を示して請求したとき。

　　　　

（議長）（議長）（議長）（議長）

第第第第16条条条条 総会の議長は理事長がこれをつとめる。総会の議長は理事長がこれをつとめる。総会の議長は理事長がこれをつとめる。総会の議長は理事長がこれをつとめる。

　

第第第第17条条条条 会員は、各会員は、各会員は、各会員は、各1個の議決権を有する。個の議決権を有する。個の議決権を有する。個の議決権を有する。

第十七条第十七条第十七条第十七条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。 第第第第18条条条条

1　総会は、議決権の総数の　総会は、議決権の総数の　総会は、議決権の総数の　総会は、議決権の総数の2分の分の分の分の1の議決権の議決権の議決権の議決権
の数を有する会員が出席することをもって成の数を有する会員が出席することをもって成の数を有する会員が出席することをもって成の数を有する会員が出席することをもって成
立する。委任状を提出した会員は出席してい立する。委任状を提出した会員は出席してい立する。委任状を提出した会員は出席してい立する。委任状を提出した会員は出席してい
るものとみなす（以下、本条において同じ。るものとみなす（以下、本条において同じ。るものとみなす（以下、本条において同じ。るものとみなす（以下、本条において同じ。)。。。。

２　総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会２　総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会２　総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会２　総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会
員にその議決権の行使を委任することができる。員にその議決権の行使を委任することができる。員にその議決権の行使を委任することができる。員にその議決権の行使を委任することができる。

　　　　

2　総会の議決は、出席した会員の議決権の　総会の議決は、出席した会員の議決権の　総会の議決は、出席した会員の議決権の　総会の議決は、出席した会員の議決権の

過半数の賛成をもって行う。ただし、第過半数の賛成をもって行う。ただし、第過半数の賛成をもって行う。ただし、第過半数の賛成をもって行う。ただし、第13条第条第条第条第

5号及び第号及び第号及び第号及び第6号に定める事項については、出席号に定める事項については、出席号に定める事項については、出席号に定める事項については、出席

した会員の議決権のした会員の議決権のした会員の議決権のした会員の議決権の3分の分の分の分の2の賛成をもって行の賛成をもって行の賛成をもって行の賛成をもって行
う。う。う。う。

定款変更と解散・残余財産処定款変更と解散・残余財産処定款変更と解散・残余財産処定款変更と解散・残余財産処
分については特別多数決。分については特別多数決。分については特別多数決。分については特別多数決。

3　総会が定足数不足により成立しない場合に　総会が定足数不足により成立しない場合に　総会が定足数不足により成立しない場合に　総会が定足数不足により成立しない場合に
おいて、出席した会員の過半数の賛成があるおいて、出席した会員の過半数の賛成があるおいて、出席した会員の過半数の賛成があるおいて、出席した会員の過半数の賛成がある
ときには、議決事項とともに総会における議論ときには、議決事項とともに総会における議論ときには、議決事項とともに総会における議論ときには、議決事項とともに総会における議論
の概要を全ての会員に通知し、総会員の議決の概要を全ての会員に通知し、総会員の議決の概要を全ての会員に通知し、総会員の議決の概要を全ての会員に通知し、総会員の議決
権の権の権の権の10分の分の分の分の1以上の反対がない場合には、当以上の反対がない場合には、当以上の反対がない場合には、当以上の反対がない場合には、当
該該該該議決議決議決議決事項は可決されたものとする。ただし、事項は可決されたものとする。ただし、事項は可決されたものとする。ただし、事項は可決されたものとする。ただし、
第第第第13条第条第条第条第5号及び第号及び第号及び第号及び第6号に定める事項につい号に定める事項につい号に定める事項につい号に定める事項につい
ての議決には本項に定める方法を用いることての議決には本項に定める方法を用いることての議決には本項に定める方法を用いることての議決には本項に定める方法を用いること
はできない。はできない。はできない。はできない。

総会の定足数不足が懸念され総会の定足数不足が懸念され総会の定足数不足が懸念され総会の定足数不足が懸念され
るため、本会の運営を滞りなくるため、本会の運営を滞りなくるため、本会の運営を滞りなくるため、本会の運営を滞りなく
進めるために新設。ただし、特進めるために新設。ただし、特進めるために新設。ただし、特進めるために新設。ただし、特
別多数決の対象事項について別多数決の対象事項について別多数決の対象事項について別多数決の対象事項について
は除外。この通知・意思表示をは除外。この通知・意思表示をは除外。この通知・意思表示をは除外。この通知・意思表示を
emaiｌでしてよいことについてはｌでしてよいことについてはｌでしてよいことについてはｌでしてよいことについては

31条参照。条参照。条参照。条参照。

　　　　

第第第第19条条条条
1　総会の議事については、議事録を作成す　総会の議事については、議事録を作成す　総会の議事については、議事録を作成す　総会の議事については、議事録を作成す
る。る。る。る。

2　議長及び議長が指名した理事　議長及び議長が指名した理事　議長及び議長が指名した理事　議長及び議長が指名した理事(総会に出席総会に出席総会に出席総会に出席

した理事に限る。した理事に限る。した理事に限る。した理事に限る。)は、前項の議事録に署名又は、前項の議事録に署名又は、前項の議事録に署名又は、前項の議事録に署名又
は記名押印する。は記名押印する。は記名押印する。は記名押印する。

3　議事録は、事務局で　議事録は、事務局で　議事録は、事務局で　議事録は、事務局で5年間保管するほか、年間保管するほか、年間保管するほか、年間保管するほか、
その概要を適切な方法により会員の閲覧に供その概要を適切な方法により会員の閲覧に供その概要を適切な方法により会員の閲覧に供その概要を適切な方法により会員の閲覧に供
する。する。する。する。    その概要を本会の機関誌に掲載するその概要を本会の機関誌に掲載するその概要を本会の機関誌に掲載するその概要を本会の機関誌に掲載する。。。。

少なくとも現在は、原則として、少なくとも現在は、原則として、少なくとも現在は、原則として、少なくとも現在は、原則として、
ホームページに議事録をそのホームページに議事録をそのホームページに議事録をそのホームページに議事録をその
まま掲載。まま掲載。まま掲載。まま掲載。

第四章第四章第四章第四章 役員役員役員役員 第第第第V章章章章 役員役員役員役員

（役員）（役員）（役員）（役員） （役員）（役員）（役員）（役員）

第九条第九条第九条第九条 本会に、左の役員を置く。本会に、左の役員を置く。本会に、左の役員を置く。本会に、左の役員を置く。 第第第第20条条条条 1　本会には、次の役員を置く。　本会には、次の役員を置く。　本会には、次の役員を置く。　本会には、次の役員を置く。

一　理事長　一名一　理事長　一名一　理事長　一名一　理事長　一名 (1)　理事　　理事　　理事　　理事　10名以上名以上名以上名以上20名以内名以内名以内名以内

二　理事　若干名二　理事　若干名二　理事　若干名二　理事　若干名 (2)　監事　　監事　　監事　　監事　2名以上名以上名以上名以上3名以内名以内名以内名以内

三　監事　若干名三　監事　若干名三　監事　若干名三　監事　若干名 2　理事のうち　理事のうち　理事のうち　理事のうち1名を理事長とする。名を理事長とする。名を理事長とする。名を理事長とする。

２　理事及び監事は、総会において選任する。２　理事及び監事は、総会において選任する。２　理事及び監事は、総会において選任する。２　理事及び監事は、総会において選任する。
3　理事長以外の理事のうち、事業を分担して　理事長以外の理事のうち、事業を分担して　理事長以外の理事のうち、事業を分担して　理事長以外の理事のうち、事業を分担して
行う執行理事を若干名置くことができる。行う執行理事を若干名置くことができる。行う執行理事を若干名置くことができる。行う執行理事を若干名置くことができる。

３　理事長は、理事会において互選する。３　理事長は、理事会において互選する。３　理事長は、理事会において互選する。３　理事長は、理事会において互選する。 　　　　 21条条条条2項へ項へ項へ項へ

第第第第21条条条条

1 理事及び監事は、その選任の時に満理事及び監事は、その選任の時に満理事及び監事は、その選任の時に満理事及び監事は、その選任の時に満70歳未歳未歳未歳未
満の会員の中から、総会の決議によって選任満の会員の中から、総会の決議によって選任満の会員の中から、総会の決議によって選任満の会員の中から、総会の決議によって選任
する。する。する。する。選任の手続等については、総会が別に選任の手続等については、総会が別に選任の手続等については、総会が別に選任の手続等については、総会が別に
定める規則による。定める規則による。定める規則による。定める規則による。

「国際私法学会理事及び監事「国際私法学会理事及び監事「国際私法学会理事及び監事「国際私法学会理事及び監事
選任手続規程」参照。選任手続規程」参照。選任手続規程」参照。選任手続規程」参照。

2　理事長は、理事会の決議によって理事の　理事長は、理事会の決議によって理事の　理事長は、理事会の決議によって理事の　理事長は、理事会の決議によって理事の
中から選任する。中から選任する。中から選任する。中から選任する。選任の手続等については、選任の手続等については、選任の手続等については、選任の手続等については、
理事会が別に定める規則による。理事会が別に定める規則による。理事会が別に定める規則による。理事会が別に定める規則による。

「国際私法学会理事長選任手「国際私法学会理事長選任手「国際私法学会理事長選任手「国際私法学会理事長選任手
続規則」参照。続規則」参照。続規則」参照。続規則」参照。

3　執行理事の選任は、理事長の指名による。　執行理事の選任は、理事長の指名による。　執行理事の選任は、理事長の指名による。　執行理事の選任は、理事長の指名による。

（成立及び決議）（成立及び決議）（成立及び決議）（成立及び決議）

（議事録）（議事録）（議事録）（議事録）

（役員等の選任）（役員等の選任）（役員等の選任）（役員等の選任）

（議決権）（議決権）（議決権）（議決権）
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4 理事長は、事故により職務を執行することが理事長は、事故により職務を執行することが理事長は、事故により職務を執行することが理事長は、事故により職務を執行することが
できない場合に備え、予めその職務を代行さできない場合に備え、予めその職務を代行さできない場合に備え、予めその職務を代行さできない場合に備え、予めその職務を代行さ
せる者を定めるものとする。せる者を定めるものとする。せる者を定めるものとする。せる者を定めるものとする。

5　理事長は、その職務を補佐させるため、会　理事長は、その職務を補佐させるため、会　理事長は、その職務を補佐させるため、会　理事長は、その職務を補佐させるため、会
員の中から理事長補佐を指名することができ員の中から理事長補佐を指名することができ員の中から理事長補佐を指名することができ員の中から理事長補佐を指名することができ
る。る。る。る。

（理事）（理事）（理事）（理事）

第十二条第十二条第十二条第十二条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 第第第第22条条条条
1　理事は、理事会を構成し、この定款の定め　理事は、理事会を構成し、この定款の定め　理事は、理事会を構成し、この定款の定め　理事は、理事会を構成し、この定款の定め
るところにより、事業を執行する。るところにより、事業を執行する。るところにより、事業を執行する。るところにより、事業を執行する。

２　理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執２　理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執２　理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執２　理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執
行を委任することができる。行を委任することができる。行を委任することができる。行を委任することができる。

2　理事長は本会を代表するほか、この定款に　理事長は本会を代表するほか、この定款に　理事長は本会を代表するほか、この定款に　理事長は本会を代表するほか、この定款に
定める職務を行う。定める職務を行う。定める職務を行う。定める職務を行う。
3　執行理事は、選任に際して理事長が定める　執行理事は、選任に際して理事長が定める　執行理事は、選任に際して理事長が定める　執行理事は、選任に際して理事長が定める
業務を分担する。業務を分担する。業務を分担する。業務を分担する。

第十一条第十一条第十一条第十一条 理事長は、本会を代表する。理事長は、本会を代表する。理事長は、本会を代表する。理事長は、本会を代表する。 22条条条条2項へ項へ項へ項へ

２　理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指２　理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指２　理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指２　理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指
名した理事がその職務を行う。名した理事がその職務を行う。名した理事がその職務を行う。名した理事がその職務を行う。

21条条条条4項へ項へ項へ項へ

　　　　
（監事）（監事）（監事）（監事）

第十三条第十三条第十三条第十三条 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。 第第第第23条条条条
1　監事は、理事の職務の執行を監査し、本会　監事は、理事の職務の執行を監査し、本会　監事は、理事の職務の執行を監査し、本会　監事は、理事の職務の執行を監査し、本会
の業務及び決算について監査報告を作成すの業務及び決算について監査報告を作成すの業務及び決算について監査報告を作成すの業務及び決算について監査報告を作成す
る。る。る。る。

2　監事は、いつでも、理事に対して事業の報　監事は、いつでも、理事に対して事業の報　監事は、いつでも、理事に対して事業の報　監事は、いつでも、理事に対して事業の報
告を求め、本会の業務及び財産の状況の調告を求め、本会の業務及び財産の状況の調告を求め、本会の業務及び財産の状況の調告を求め、本会の業務及び財産の状況の調
査をすることができる。査をすることができる。査をすることができる。査をすることができる。

3　監事は理事会に出席するものとする。　監事は理事会に出席するものとする。　監事は理事会に出席するものとする。　監事は理事会に出席するものとする。

（任期）（任期）（任期）（任期）

第十条第十条第十条第十条 役員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。役員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。役員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。役員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。 第第第第24条条条条
1　理事及び監事の任期は、選任後　理事及び監事の任期は、選任後　理事及び監事の任期は、選任後　理事及び監事の任期は、選任後2年以内に年以内に年以内に年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する終了する事業年度のうち最終のものに関する終了する事業年度のうち最終のものに関する終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時総会の終結の時までとする。定時総会の終結の時までとする。定時総会の終結の時までとする。定時総会の終結の時までとする。

２　役員に欠員を生じたときは、その都度補充する。この２　役員に欠員を生じたときは、その都度補充する。この２　役員に欠員を生じたときは、その都度補充する。この２　役員に欠員を生じたときは、その都度補充する。この
場合における役員の任期は、前任者の残任期間とす場合における役員の任期は、前任者の残任期間とす場合における役員の任期は、前任者の残任期間とす場合における役員の任期は、前任者の残任期間とす
る。る。る。る。

2　　　　    補欠補欠補欠補欠任期満了前に理事又は監事が欠け、任期満了前に理事又は監事が欠け、任期満了前に理事又は監事が欠け、任期満了前に理事又は監事が欠け、
総会によりこれを補充するために総会によりこれを補充するために総会によりこれを補充するために総会によりこれを補充するために    としてとしてとしてとして選任さ選任さ選任さ選任さ
れた理事又は監事の任期は、前任者の任期れた理事又は監事の任期は、前任者の任期れた理事又は監事の任期は、前任者の任期れた理事又は監事の任期は、前任者の任期
の満了する時までとする。の満了する時までとする。の満了する時までとする。の満了する時までとする。

予め補欠を選任しておく趣旨で予め補欠を選任しておく趣旨で予め補欠を選任しておく趣旨で予め補欠を選任しておく趣旨で
はなく、欠員が生じた場合に総はなく、欠員が生じた場合に総はなく、欠員が生じた場合に総はなく、欠員が生じた場合に総
会で補充の決議があったとき会で補充の決議があったとき会で補充の決議があったとき会で補充の決議があったとき
の問題であることを明確化。この問題であることを明確化。この問題であることを明確化。この問題であることを明確化。こ
れに関連して、「国際私法学会れに関連して、「国際私法学会れに関連して、「国際私法学会れに関連して、「国際私法学会
理事及び監事選任手続規則規理事及び監事選任手続規則規理事及び監事選任手続規則規理事及び監事選任手続規則規
程」に第6条を追加。程」に第6条を追加。程」に第6条を追加。程」に第6条を追加。

３　役員は、その任期満了後でも、後任者が選任される３　役員は、その任期満了後でも、後任者が選任される３　役員は、その任期満了後でも、後任者が選任される３　役員は、その任期満了後でも、後任者が選任される
までは、なおその職務を行う。までは、なおその職務を行う。までは、なおその職務を行う。までは、なおその職務を行う。

3　理事又は監事は、任期　理事又は監事は、任期　理事又は監事は、任期　理事又は監事は、任期    のののの満了又は辞任に満了又は辞任に満了又は辞任に満了又は辞任に

より退任より退任より退任より退任(退任により定数に不足が生じない場退任により定数に不足が生じない場退任により定数に不足が生じない場退任により定数に不足が生じない場

合を除く。合を除く。合を除く。合を除く。)した後も、新たに選任された者が就した後も、新たに選任された者が就した後も、新たに選任された者が就した後も、新たに選任された者が就
任するまで、なお、理事又は監事としての権限任するまで、なお、理事又は監事としての権限任するまで、なお、理事又は監事としての権限任するまで、なお、理事又は監事としての権限
を有し、義務を負う。を有し、義務を負う。を有し、義務を負う。を有し、義務を負う。

第第第第25条条条条
理事及び監事は、総会の決議によって解任す理事及び監事は、総会の決議によって解任す理事及び監事は、総会の決議によって解任す理事及び監事は、総会の決議によって解任す
ることができる。ることができる。ることができる。ることができる。

第第第第VI章章章章 理事会理事会理事会理事会

（構成）（構成）（構成）（構成）

第第第第26条条条条 1　本会に理事会を置く。　本会に理事会を置く。　本会に理事会を置く。　本会に理事会を置く。

2　理事会は、すべての理事をもって構成す　理事会は、すべての理事をもって構成す　理事会は、すべての理事をもって構成す　理事会は、すべての理事をもって構成す
る。る。る。る。

3　理事長は、理事会の承認を得て、その理事　理事長は、理事会の承認を得て、その理事　理事長は、理事会の承認を得て、その理事　理事長は、理事会の承認を得て、その理事
長補佐を理事会に出席させることができる。長補佐を理事会に出席させることができる。長補佐を理事会に出席させることができる。長補佐を理事会に出席させることができる。

（職務及び権限）（職務及び権限）（職務及び権限）（職務及び権限）
第第第第27条条条条 理事会は、次の職務を行う。理事会は、次の職務を行う。理事会は、次の職務を行う。理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定本会の業務執行の決定本会の業務執行の決定本会の業務執行の決定

(2) 理事長及び執行理事の職務の執行の監督理事長及び執行理事の職務の執行の監督理事長及び執行理事の職務の執行の監督理事長及び執行理事の職務の執行の監督

(3) 会員の会費滞納による資格喪失の決定会員の会費滞納による資格喪失の決定会員の会費滞納による資格喪失の決定会員の会費滞納による資格喪失の決定

(4) 理事長の選任及び解任理事長の選任及び解任理事長の選任及び解任理事長の選任及び解任

(5)　年度ごとの事業計画及び予算の作成及　年度ごとの事業計画及び予算の作成及　年度ごとの事業計画及び予算の作成及　年度ごとの事業計画及び予算の作成及
びその総会への報告びその総会への報告びその総会への報告びその総会への報告

(6)　年度ごとの事業報告案及び決算案の作　年度ごとの事業報告案及び決算案の作　年度ごとの事業報告案及び決算案の作　年度ごとの事業報告案及び決算案の作

成成成成(監事による監査を受けなけれなばならな監事による監査を受けなけれなばならな監事による監査を受けなけれなばならな監事による監査を受けなけれなばならな

い。い。い。い。)及び総会の承認を得るためのそれらの提及び総会の承認を得るためのそれらの提及び総会の承認を得るためのそれらの提及び総会の承認を得るためのそれらの提
出出出出

（招集）（招集）（招集）（招集）

第十八条第十八条第十八条第十八条 理事会は、理事長が招集する。理事会は、理事長が招集する。理事会は、理事長が招集する。理事会は、理事長が招集する。 第第第第28条条条条 理事会は、理事長が招集する。理事会は、理事長が招集する。理事会は、理事長が招集する。理事会は、理事長が招集する。

（役員の任期）（役員の任期）（役員の任期）（役員の任期）

（役員の解任）（役員の解任）（役員の解任）（役員の解任）

（理事の職務及び権限）（理事の職務及び権限）（理事の職務及び権限）（理事の職務及び権限）

（理事長）（理事長）（理事長）（理事長）

（理事会）（理事会）（理事会）（理事会）

（監事の職務及び権限）（監事の職務及び権限）（監事の職務及び権限）（監事の職務及び権限）
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（成立及び決議）（成立及び決議）（成立及び決議）（成立及び決議）

第第第第29条条条条

1  理事会は、理事の総数の理事会は、理事の総数の理事会は、理事の総数の理事会は、理事の総数の2分の分の分の分の1の理事がの理事がの理事がの理事が
出席することをもって成立する。委任状を提出出席することをもって成立する。委任状を提出出席することをもって成立する。委任状を提出出席することをもって成立する。委任状を提出
した理事は出席しているものとみなす（以下、した理事は出席しているものとみなす（以下、した理事は出席しているものとみなす（以下、した理事は出席しているものとみなす（以下、
本条において同じ。本条において同じ。本条において同じ。本条において同じ。)。ただし、理事長の。ただし、理事長の。ただし、理事長の。ただし、理事長の選任選任選任選任
に関する議案については、欠席の理事は、委に関する議案については、欠席の理事は、委に関する議案については、欠席の理事は、委に関する議案については、欠席の理事は、委
任状を提出していても、出席しているものとは任状を提出していても、出席しているものとは任状を提出していても、出席しているものとは任状を提出していても、出席しているものとは
みなさない。みなさない。みなさない。みなさない。

ただし書きは、理事長選定にただし書きは、理事長選定にただし書きは、理事長選定にただし書きは、理事長選定に
ついては委任状出席を認めついては委任状出席を認めついては委任状出席を認めついては委任状出席を認め
ず、実際にず、実際にず、実際にず、実際に2分の分の分の分の1以上の理事以上の理事以上の理事以上の理事

の出席を必要とする趣旨。の出席を必要とする趣旨。の出席を必要とする趣旨。の出席を必要とする趣旨。

2　理事会の議決は、決議　理事会の議決は、決議　理事会の議決は、決議　理事会の議決は、決議(理事長の理事長の理事長の理事長の選任選任選任選任につにつにつにつ

いての議決を除く。いての議決を除く。いての議決を除く。いての議決を除く。)について特別の利害関係について特別の利害関係について特別の利害関係について特別の利害関係
を有する理事を除き、出席した理事の過半数を有する理事を除き、出席した理事の過半数を有する理事を除き、出席した理事の過半数を有する理事を除き、出席した理事の過半数
をもって行う。をもって行う。をもって行う。をもって行う。

3　理事長が決議対象事項の提案を全ての理　理事長が決議対象事項の提案を全ての理　理事長が決議対象事項の提案を全ての理　理事長が決議対象事項の提案を全ての理
事及び監事に通知し、その事項について議決事及び監事に通知し、その事項について議決事及び監事に通知し、その事項について議決事及び監事に通知し、その事項について議決
に加わることのできる理事全員が賛成し、かに加わることのできる理事全員が賛成し、かに加わることのできる理事全員が賛成し、かに加わることのできる理事全員が賛成し、か
つ、監事が異議を述べない場合には、その事つ、監事が異議を述べない場合には、その事つ、監事が異議を述べない場合には、その事つ、監事が異議を述べない場合には、その事
項は理事会において可決されたものとみな項は理事会において可決されたものとみな項は理事会において可決されたものとみな項は理事会において可決されたものとみな
す。ただし、理事長の選任の議決についてす。ただし、理事長の選任の議決についてす。ただし、理事長の選任の議決についてす。ただし、理事長の選任の議決について
は、この方法によることはできない。は、この方法によることはできない。は、この方法によることはできない。は、この方法によることはできない。

理事会は研究大会の際にしか理事会は研究大会の際にしか理事会は研究大会の際にしか理事会は研究大会の際にしか
開催できない状況にあることを開催できない状況にあることを開催できない状況にあることを開催できない状況にあることを
前提とし、事業執行の停滞を前提とし、事業執行の停滞を前提とし、事業執行の停滞を前提とし、事業執行の停滞を
避け、機動的に理事会決定を避け、機動的に理事会決定を避け、機動的に理事会決定を避け、機動的に理事会決定を
行うことができるようにするた行うことができるようにするた行うことができるようにするた行うことができるようにするた
め、理事長選任を除き、め、理事長選任を除き、め、理事長選任を除き、め、理事長選任を除き、email

による理事会開催を可能とすによる理事会開催を可能とすによる理事会開催を可能とすによる理事会開催を可能とす
るもの。この通知・意思表示をるもの。この通知・意思表示をるもの。この通知・意思表示をるもの。この通知・意思表示を
emaiｌでしてよいことについてはｌでしてよいことについてはｌでしてよいことについてはｌでしてよいことについては

31条参照。条参照。条参照。条参照。

（議事録）（議事録）（議事録）（議事録）

第第第第30条条条条
1　理事会の議事については、議事録を作成　理事会の議事については、議事録を作成　理事会の議事については、議事録を作成　理事会の議事については、議事録を作成
する。する。する。する。

2　議長及び議長が指名した理事　議長及び議長が指名した理事　議長及び議長が指名した理事　議長及び議長が指名した理事(理事会に出理事会に出理事会に出理事会に出

席した理事に限る。席した理事に限る。席した理事に限る。席した理事に限る。)は、前項の議事録に署名は、前項の議事録に署名は、前項の議事録に署名は、前項の議事録に署名
又は記名押印する。又は記名押印する。又は記名押印する。又は記名押印する。

3　議事録は、事務局で　議事録は、事務局で　議事録は、事務局で　議事録は、事務局で5年間保管するほか、年間保管するほか、年間保管するほか、年間保管するほか、
少なくともその概要を適切な方法により理事少なくともその概要を適切な方法により理事少なくともその概要を適切な方法により理事少なくともその概要を適切な方法により理事
及び監事の閲覧に供する。及び監事の閲覧に供する。及び監事の閲覧に供する。及び監事の閲覧に供する。    その概要を本会のその概要を本会のその概要を本会のその概要を本会の
    機関誌に掲載する機関誌に掲載する機関誌に掲載する機関誌に掲載する。。。。

少なくとも現在は、原則として、少なくとも現在は、原則として、少なくとも現在は、原則として、少なくとも現在は、原則として、
ホームページに議事録をそのホームページに議事録をそのホームページに議事録をそのホームページに議事録をその
まま掲載。まま掲載。まま掲載。まま掲載。

第第第第VII章章章章 補則補則補則補則

第第第第31条条条条

この定款に定める会員、理事及び監事への通この定款に定める会員、理事及び監事への通この定款に定める会員、理事及び監事への通この定款に定める会員、理事及び監事への通
知並びに会員、理事及び監事からの知並びに会員、理事及び監事からの知並びに会員、理事及び監事からの知並びに会員、理事及び監事からの通知通知通知通知    意意意意
    思表示思表示思表示思表示は、は、は、は、口頭口頭口頭口頭    文書文書文書文書によるほか、によるほか、によるほか、によるほか、その内容をその内容をその内容をその内容を
記した文書又はテキストの郵送又は記した文書又はテキストの郵送又は記した文書又はテキストの郵送又は記した文書又はテキストの郵送又は電子メー電子メー電子メー電子メー
ルルルルその他理事会が別に定める規則に定めるその他理事会が別に定める規則に定めるその他理事会が別に定める規則に定めるその他理事会が別に定める規則に定める
方法方法方法方法によることができる。によることができる。によることができる。によることができる。

「国際私法学会定款第31条に「国際私法学会定款第31条に「国際私法学会定款第31条に「国際私法学会定款第31条に
定める通知等に関する規則」定める通知等に関する規則」定める通知等に関する規則」定める通知等に関する規則」
参照。参照。参照。参照。

第六章第六章第六章第六章 規約の改正規約の改正規約の改正規約の改正

第十九条第十九条第十九条第十九条
この規約を改正するには、総会において、出席会員のこの規約を改正するには、総会において、出席会員のこの規約を改正するには、総会において、出席会員のこの規約を改正するには、総会において、出席会員の
三分の二以上の賛成を得なければならない。三分の二以上の賛成を得なければならない。三分の二以上の賛成を得なければならない。三分の二以上の賛成を得なければならない。

13条条条条5号及び号及び号及び号及び18条条条条2項但書へ項但書へ項但書へ項但書へ

附則附則附則附則 附則附則附則附則

附則附則附則附則
１　この改正は、一九八六年一〇月二一日から施行す１　この改正は、一九八六年一〇月二一日から施行す１　この改正は、一九八六年一〇月二一日から施行す１　この改正は、一九八六年一〇月二一日から施行す
る。る。る。る。

1
この定款は、総会において可決された日の翌この定款は、総会において可決された日の翌この定款は、総会において可決された日の翌この定款は、総会において可決された日の翌
日から施行する。日から施行する。日から施行する。日から施行する。

２　この改正の施行の際、現に役員である者は、改正後２　この改正の施行の際、現に役員である者は、改正後２　この改正の施行の際、現に役員である者は、改正後２　この改正の施行の際、現に役員である者は、改正後
の第九条の規定により、当該役員に選任又は互選されの第九条の規定により、当該役員に選任又は互選されの第九条の規定により、当該役員に選任又は互選されの第九条の規定により、当該役員に選任又は互選され
たものとみなす。ただし、この場合における役員の任期たものとみなす。ただし、この場合における役員の任期たものとみなす。ただし、この場合における役員の任期たものとみなす。ただし、この場合における役員の任期
は、改正後の第十条第一項本文の規定にかかわらず、は、改正後の第十条第一項本文の規定にかかわらず、は、改正後の第十条第一項本文の規定にかかわらず、は、改正後の第十条第一項本文の規定にかかわらず、
一九八七年五月一八日までとする。一九八七年五月一八日までとする。一九八七年五月一八日までとする。一九八七年五月一八日までとする。

（規約の改正）（規約の改正）（規約の改正）（規約の改正）

（通知（通知（通知（通知    及び意思表示及び意思表示及び意思表示及び意思表示の方法）の方法）の方法）の方法）

5 / 5


