米国国際法学会 2022 年次大会に際しての「日本パネル」開催のお知らせ(2022 年 3 月７日)
一般財団法人国際法学会
代表理事 兼原 敦子
皆様ご存じのように、国際法学会は、国際交流を進めてきております。米国・カナダ・豪州
及びニュージーランドの国際法学会とともに、4 学会国際会議を開催してきており、大韓国
際法学会との交流も継続してきております。
今次、2022 年 4 月 6 日から 9 日に開催される米国国際法学会（ASIL）の年次大会の機会
に、日本国際法学会がパネルを主催することになりました（以下、
「JSIL パネル」
）
。将来は、
他の諸外国国際法学会との交流も視野に入れておりますが、まず、国際法学会会員の出席が
相対的に多い米国国際法学会年次大会を機会として、国際交流を実施するものです。
下記の要領等を御覧いただき、ぜひ、ASIL の年次大会にご登録いただき、
「JSIL パネル」
にご参加ください。
(開催要領)
JSIL パネル
＊米国国際法学会年次大会のプログラム（後記 URL 参照）で、”daily agenda(draft)”に「JSIL
パネル」の記載と登壇者情報の紹介があります。
Panel Description: what JSIL drafted upon ASIL’s request.
International law is said to be shifting from a State-centric one to a more
individual-oriented one. This shift particularly relates to both the interests to be
protected by the law, and the actors involved in the creation and implementation
of the law. The significance of, and challenges to, this individual-oriented
approach have been already widely discussed in contexts of emergencies such
as armed conflicts and internal strife, because the true value of the approach
most clearly manifests itself in times of emergency. “ The new state of
emergency” arising from COVID-19 provides a unique and important context to
further examine the issue. This panel considers if, how, and to what extent
international law has helped people to get through this time of emergency and
proposes the future direction of its development. The questions to be discussed
include: how has the development of international human rights law affected
the way States address the present crisis?; what roles have non-State actors
such as the business played to protect people from human rights risks?; what
lessons can we learn from each State’s experience?

Panel Theme：”The New State of Emergency: Individuals and International Law”
登壇者：
Moderator: Professor Atsuko Kanehara (Sophia University), President of JSIL
Panelists:
Professor Jose Alvarez (New York University)
Dr. Tina Stavrinaki (University of Cyprus)
Professor Anita Ramasastry (University of Washington)
Professor Kentaro Nishimoto (Tohoku University)

日時：2022 年 4 月 6 日 3：30－4：30 PM (米国ワシントン D. C. 時間)
＊同日の Grotius Lecture の前の時間帯になります。

場所：ワシントンヒルトンホテル（米国国際法学会年次大会と同じ）

登録：米国国際法学会年次大会に登録されれば、「JSIL パネル」にもご参加いただけます。
＊「対面参加」される場合には、出入国における規制措置などに各自でご留意ください。
また、「対面参加」される学会員は、事務局までご一報いただけますと幸いです。

対面参加とオンライン参加
コロナ禍のために、米国国際法学会年次大会は、「対面参加」と「オンライン参加（Virtual
Attendance）」を募っています。
「JSIL パネル」も「対面参加」と「オンライン参加」を可能にしております。
＊米国国際法学会年次大会のプログラムで、”Virtual Attendance Accessible Sessions List”
に、「JSIL パネル」の記載を ASIL に依頼しております。
今後、開催態様や、「オンライン参加」の場合の必要情報及びコロナ対応などについて、よ
り詳細な情報を、ASIL とも密接に連絡をとりながら、逐次 HP でアップデートいたします
ので、どうぞ、十分に御確認ください。また、ASIL の Annual Meeting の情報にも留意され
ることをお勧めいたします。
米国国際法学会年次大会

https://www.asil.org/annualmeeting

