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は じ め に

雑誌編集委員長　濵本正太郎

　COVID-19危機の一端が日本において初めて感じられたのは、ダイヤモンド・プリンセス

号の横浜港への入港に伴う混乱を目の当たりにしたときであった。それは、沿岸国たる日

本はこの場合にどのような国際法上の権利義務を有するのか、という議論を引き起こした。

その後、WHOは適切に行動していないのではないか、あるいは、中国は責任を負うべきで

はないか、という声が生じた。そうこうするうちに世界各地でロックダウンや「不要不急」

の活動の「自粛」などが呼びかけられ、このような行動制限は人権（移動の自由・経済活

動の自由）侵害ではないか、いや逆に行動制限しないことが人権（健康権・生存権）侵害

になるのではないか、という論争が繰り広げられた。そして、危機が長期化するにつれ、

社会的弱者に悪影響が集中することが次第に明らかになり、それぞれの者が置かれた状況

に応じた対策の必要性が説かれた。また、SARS-Cov-2ウイルスが野生動物と人間との接触

により人間界に蔓延したのは、人間が森林開発を進めすぎたからだ、との指摘も現れた。

　これらはすべて、国際法学会が研究対象とする国際法・国際私法・国際政治外交史にか

かわる。では、COVID-19危機に対して、国際法学会は何ができるだろうか。これら各分

野は、COVID-19危機にどのように対応し、どのように影響を受けてきたか。危機発生の

前後で何が変わり、何が変わっていないのか。このような自問から、本特集号は生まれた。

COVID-19危機の様々な側面について国際法・国際私法・国際政治外交史の観点から検討

を加えるべく、2020年 8 月に編集委員会にて企画立案し、まさにこの危機のために多用を

極めている会員諸氏に執筆をご快諾いただき、異例の早さで執筆していただいた。本特集

号では、限られた時間で可能な限り有益な成果を生み出すため、通常よりかなり短い 1万

字という制限内で執筆いただき、また、執筆者への情報提供や推敲などの執筆支援を編集

委員会全体で行った。

　COVID-19危機に対する、国際法・国際私法・国際政治外交史の各分野からの現時点に

おける中間報告が本特集号である。これを踏み台に、さらに学問的検討が深まり、もって

危機対応への一助となることを願っている。
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略　語　表

COVAX COVID-19 Vaccine Global Access（新型コロナワクチンの世界的調達・分配）

COVID-19 新型コロナウイルス感染症

EU 欧州連合

FAO 国連食糧農業機関

GATT 関税及び貿易に関する一般協定

IAEA 国際原子力機関

IBRD 国際復興開発銀行（世界銀行）

ICAO 国際民間航空機関

ICJ 国際司法裁判所

IHR 国際保健規則

ILC 国連国際法委員会

ILO 国際労働機関

IMF 国際通貨基金

IMO 国際海事機関

ITLOS 国際海洋法裁判所

MARS 中東呼吸器症候群

MDGs ミレニアム開発目標

OHCHR 国連人権高等弁務官事務所

PHEIC 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態

SARS 重症急性呼吸器症候群

SDGs 持続可能な開発目標

TRIPS協定 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

UNCLOS 国連海洋法条約

UNESCO 国連教育科学文化機関

UNHCR 国連難民高等弁務官事務所

WHA 世界保健総会

WHO 世界保健機関

WTO 世界貿易機関
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インターネット上の情報の出典

ASIL Insights  https://www.asil.org/insights

EJIL  :  Talk ! https://www.ejiltalk.org/

Investment Arbitration Reporter https://www.iareporter.com/

Jurist https://www.jurist.org/

Just Security https://www.justsecurity.org/

Opinio Juris http://opiniojuris.org/

Revue des droits et libertés fondamentaux http://www.revuedlf.com/dossier/

Security Council Report https://www.securitycouncilreport.org/

Strasbourg Observers https://strasbourgobservers.com/

UN News https://news.un.org/en/

Verfassungsblog https://verfassungsblog.de/

Völkerrechtsblog https://voelkerrechtsblog.org/

　本特集号では、上記のウェブサイトに掲載された論文・資料等を引用する際、URLは示して

いない。

　上記以外のウェブサイトから引用する際には URLを示している。ただし、Google等の検索

サイトで容易に検索できる資料については、URLのドメイン名のみを記している。

＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

本特集号所収論説間での相互参照について

　本特集号では、読者の便宜のため、ある論説において言及されている論点について他の論説

で詳細な議論が展開されている場合、「本特集号の○○論説を参照」と注に記している。編集の

都合上、各論説執筆者に当該他の論説の内容を確認してもらう余裕はなかったため、このよう

な形で相互参照することにつき各執筆者からの了解をいただいた上で、個々の相互参照につい

ては編集委員会の責任で行っている。
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