30th LAWASIA Conference LAWASIA東京大会2017 法の支配による大いなる飛躍～ローエイシアの軌跡とこれからの役割
Day 0
2017年9月17日（日）

ツアー／ソーシャルプログラム
13:00-20:00

大相撲秋場所観戦

Day 1
2017年9月18日（月・祝）

ツアー／ソーシャルプログラム
9:00-14:40

坐禅＆精進料理体験

12:30-16:30

買い物お助け隊
プレセミナー

ビギナーズイントロダクション

16:45 – 17:45

会場：edo ROOM

ウェルカムレセプション

18:00 – 20:00

会場：鶴の間・西

Day 2
2017年9月19日（火）

開会式

9:00 – 10:45

基調講演者 | 谷口安平 氏
ドレスコード：ビジネスカジュアル

会場：芙蓉の間

11:00 – 12:30 プレナリー１
プレナリーセッション（司法）

司法権の独立と法の支配
会場：芙蓉の間
12:30 – 14:00 ランチ

会場：鶴の間・西

－ランチセッションー
12:30 – 14:00

若手弁護士のキャリア
会場：鶴の間・東

14:00 – 15:30 セッション1
ビジネス法（アジアと欧州）

人権

家事法

アジア企業の欧州ビジネス投資における近時の動向 Access to Justice for Victims
と法的課題
～司法は犯罪被害者のためにどうあるべきか～
芙蓉の間・東
全てのセッションに日英同時通訳がつきます（ただし、プレセミナ－・サイドセッション及びランチセッションを除きます。）。
2017年9月12日現在。今後、変更の可能性があります。

芙蓉の間・中

ADR／ビジネス法

高齢社会と法的対応

トランプ・ブレグジット時代の投資協定仲裁
芙蓉の間・西

edo ROOM

1

15:30 – 16:00 コーヒーブレイク / ネットワーキング
16:00 – 17:30 セッション2
ビジネス法（金融）

公益／刑事法

ビジネス法（証券・投資）

若手法曹

アジア各国のキャッシュレス決済事業者に対する規制 国家による汚職対策と企業によるコーポレート・ガバ アジア各国におけるM&Aに際して適用ある外資規 法律実務の国際化と若手弁護士の活動領域
の現状と今後の方向性 ～リテール金融のボーダー ナンスの協働 ～企業社会における法の支配と
制とそれに伴う実務的な対応例
レス化を見据えて～
culture of lawfulness～
芙蓉の間・東
芙蓉の間・中
芙蓉の間・西
edo ROOM

ツアー／ソーシャルプログラム
着付け体験
16:00-18:00

会場：寿の間
－サイドセッションー

17:45 – 18:45

人権弁護士のための交流会
"Human Rights Lawyers' Night"

（懇親会：19:00-）
会場：ラピス1 (16F)
18:00 – 19:00

家事部会ミニ講演会「代理母出産」
会場：ラピスＬ (16F)

ツアー／ソーシャルプログラム
18:00-20:00

皇居ラン（懇親会：20:30-22:30）

Day 3
2017年9月20日（水）
9:00 – 10:30

セッション3
ビジネス法（証券・投資）
腐敗防止法－投資家への新たな課題

公益／企業法務

ADR

通信秘密保護制度～弁護士との相談内容は秘密
か？～
芙蓉の間・東

家事法

アジアにおける国際商事仲裁の最新論点

芙蓉の間・中

養育費の算定及び効果的回収に関する各国の制
度と国際的事案への対応

芙蓉の間・西

edo ROOM

10:30 – 11:00 コーヒーブレイク / ネットワーキング
11:00 – 12:30 セッション4
ビジネス法（データ保護）

人権／家事法

ビジネス法（環境）

司法/若手法曹

ビッグ・データ ～データ保護法は最新のテクノロジー 移民をめぐる諸問題 ～とくに「家族」と「子ども」に焦 排気、廃水、廃棄物に関する問題点とそれらがもた 電子化と裁判
を捕らえているか？～
点を当てて～
らす効果について ～アジア各国におけるwaste が
もたらした土壌汚染、水質汚濁、海洋汚染の改善・
防止に向けた規制の動向～

芙蓉の間・東

全てのセッションに日英同時通訳がつきます（ただし、プレセミナ－・サイドセッション及びランチセッションを除きます。）。
2017年9月12日現在。今後、変更の可能性があります。

芙蓉の間・中

芙蓉の間・西

edo ROOM

2

12:30 – 14:00 ランチ

会場：鶴の間・西

－ランチセッションー
12:30 – 14:00

アジア太平洋地域におけるLGBTの権利
会場：鶴の間・東

14:00 – 15:30 セッション5
ビジネス法（知的財産権）

刑事法

ビジネス法（不動産）

デジタル時代におけるクリエイターへの対価還元と著 諸外国の司法取引と日本の新制度 ～ホワイトカ
作権の集中管理
ラー犯罪を中心に～

芙蓉の間・東

弁護士会（IT・AI)

アジア諸国における不動産担保・執行手続の実務
上の諸問題 ～比較法的視点から～

芙蓉の間・中

法律実務と技術革新

芙蓉の間・西

edo ROOM

15:30 – 16:00 コーヒーブレイク / ネットワーキング
16:00 – 17:30 セッション6
ビジネス法（エネルギー・資源）

企業法務

ADR

アジア地域のエネルギー保障 ～国連持続可能開発 アジア太平洋地域における企業内弁護士の現在と
目標（SDGs）を満たすクリーンエナジー確保に向 未来
けて～
芙蓉の間・東

弁護士会（法曹教育）

アジア・太平洋地域において調停を成功させる秘訣 アジア太平洋地域における法曹養成教育の変容

芙蓉の間・中

芙蓉の間・西

edo ROOM

ガラディナー

19:00 – 22:00

ドレスコード：ビジネスカジュアル

会場：鶴の間 東・西

Day 4
2017年9月21日（木）
9:00 – 10:30

セッション7
ビジネス法（雇用）

人権

アジア各国のハラスメント及びダイバーシティに対す
る法規制とその運用

公益

MOOT（模擬仲裁）

ビジネスと人権 ～国境を越える企業活動において生 アジアの民商事法の四半世紀：相互影響と法整備 決勝戦
じる人権侵害の救済と、法律家の役割～
支援
(10:00-12:30)

芙蓉の間・東

全てのセッションに日英同時通訳がつきます（ただし、プレセミナ－・サイドセッション及びランチセッションを除きます。）。
2017年9月12日現在。今後、変更の可能性があります。

芙蓉の間・中

芙蓉の間・西

edo ROOM

3

10:30 – 11:00 コーヒーブレイク / ネットワーキング
11:00 – 12:30 セッション8
ビジネス法（租税）

公益／司法

国際的租税回避への対応 ～現状と今後～

MOOT（模擬仲裁）

アジアのリーガルエイドの発展と将来課題 ～持続的 アジアにおける弁護士会の挑戦
発展のためのロードマップ～

芙蓉の間・東
12:30 – 14:00 ランチ

弁護士会

芙蓉の間・中

決勝戦
(10:00-12:30)

芙蓉の間・西

edo ROOM

会場：鶴の間

14:00 – 15:30 プレナリー2
プレナリーセッション（人権）

ビジネスと人権のための協働に向けて ～国連専門委員との対話～
芙蓉の間

閉会式

15:45 – 17:15

会場：芙蓉の間

フェアウェルパーティー

17:15 –

会場：鳳凰の間

Day 5
2017年9月22日（金）
－ツアーー
10:00 – 11:30

家庭裁判所見学ツアー
会場：東京家庭裁判所

全てのセッションに日英同時通訳がつきます（ただし、プレセミナ－・サイドセッション及びランチセッションを除きます。）。
2017年9月12日現在。今後、変更の可能性があります。
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