
0論 説

ロアジア・太平洋地域

中 国
*新型コロナウイルスの影響による契約履行の留意
点…………………………………… 苗 暁艶…

"ス
3)

*中国における個人情報保護の最新規制
。…・……………Ⅲ……………………… 葉 鵬,他…巧74)

*中国新型コロナウイルスの防御対策期間における勤
務体系の弾力化及び従業員の配置
………… … ………… … … ……:・ … 劉 埼,他…努勲 )

*中国における新型コロナウイルスの影響による契約
紛争の裁判基準………………… ……… 孫 彦…2a5)

*中国民法典の登場    住田尚之
(1)全体構造………… …… … …… … … …… … … 認驚 )

(2)総則編……… … …Ⅲ……Ⅲ…・…………………・・72駅 8)

(3)物 権編……………………・……・……・……………ゼ刀ス9)

14)契 約通則編…………………Ⅲ…・…・……………」%如)

(5)契 約各論編…………………・…・…・……… …・・F厖艶け
(6)人格編……………Ⅲ…・……・…・…・・,II崎勝暉…F郎れか
*「香港特別行政区国家安全維持保護法」を巡る2つ
の価値観の相克    村尾龍雄
〔1〕 f33ム8),〔 2〕 ヱ79Ⅸ 9),〔 3〕 」35m,

*米中の通商摩擦と中国輸出管理法の施行
………Ⅲ………・…Ⅲ…・………………中川裕茂・

*在中国外資系企業の移転をめぐる法実務
・……・………………Ⅲ…Ⅲ……………劉 新宇・

日 本
*「契約社会J日 本 ……・…・…・…… 長谷川俊明…′(1)

*仲裁手続における申立事項と判断事項
………・…Ⅲ…………………………………中村達也…Fal)

*建デジタル経済と優越的地位の濫用
越知保見

I 優越的地位の濫用と取引の自由・私的自治
・……………・・………・・・・……・・………………●,・・・………す.… …・イσス4)

Ⅱ データ集中と市場法秩序〔上〕・〔下〕
… … … … … … … … … … … … …νズ5光 Z釈 6)

Ⅲ 競争保護に関する二元論と最高裁判決〔上〕
………・…………………Ⅲ……・……………Ⅲ………2ス 7)

*「訴訟社会」日本 ………・………長谷川俊明…F"以 8)

*垂直的制限行為の公正競争阻害性に関する判例と法
理論について〔上〕・〔下〕
……Ⅲ………………………上杉秋則…どき蠅 ,切飩り

*独占禁止法の新潮流    村上政博
第9回 独占禁止法と適用除………… ……Ⅲ……・とテイ(1)
第10回 事業者団体の行為についての規制…… ′∂a2)
第11回 デジタルプラットフオーマーに対する規制

国際商事法務 Vol.48,No.12(2020)

FpFtD

Fび7例社D

国際 商事 法 務 Vol.48御αl～Nα l動

総  目  次

*自 :通巻691号 (2020年 1月 号)一至 :通巻702号 (2020年 12月 号)

*買の後のカッコ内の数字は号数を示す。

*各号のページ数は次のとおり。

No l( 1～ 148)No 2(149～ 296)No 3(297～ 454)No 4(455～ 602)

No 5(603～ 744)No 6(745～ 884)No 7(885～ 1028)No 8(1029～ 1178)

No 9(1179～ 1332)No 10(1333～ 1484)No ll(1485～ 1640)No 12(1641～ 1784)

第16回

事件判

～日本における規制の枠組み………………… 認F(3)

第12回  デジタルプラットフォーマーに対する規制
～欧米における規制の枠組み…………………・奄釈4)

第13回 優越的地位の濫用の禁止
料無料化事件・課徴金賦課の是非

第14回 優越的地位の濫用の禁上の

料無料化事件・課徴金賦課の是非
第15回

法違反の

決が残した
第17回  土佐あき 同組合事件東京高裁判決
・…………………………………………………・・′滋択9)

第18回  国際カルテル規制の動向〔上〕・………・・ど,∂J1101

第19回  国際カルテル規制の動向〔下〕̀… ……・・′54ぶり
(そ の他〉
*イ ンドネシア事業に対する新型コロナウイルスの影
響……………………………………井上諒―…ガχや)

*日 ・ASEAN包括的経済連携協定におけるサービス
貿易及び投資に関する規律 (第一改定議定書の発効)

(1)サ ービス貿易の自由化・……………岩崎陽介…′イ∂οllゆ

(2)投 資の保護及び自由化 (上 )・ ……・テII崎勝暉…万例tD

□北 米 地 域

アメリカ合衆回
*米国訴訟におけるAttorney―Chent Privilegeの 概念
とその実務(下 )・ ………………………寺田知洋…2れ )

*対米直接投資規制に関する新動向(続 々編)

………………Ⅲ……Ⅲ……………Ⅲ…・渡邊泰秀…花釈4)

*ト ランプ税制改革下における米国 CFC税制
寺田知洋

(1)π双5】 (2),7て ,σ 6】 (3-上 ),θθ(7光 (3-下 )ノガθ(8九

(4-上 )」%家 9光

*2020年のCFIUSに よる「ホワイトリスト」国認定
Ⅲ……………ジェフ・シュレップファー,他…7"釈 9)

*E Evidence実 務と米国司法省の求めるコンプライ
アンス・プログラム………………池上成朝…733蝋

ロヨーロッパ地域

E U
*EU競争政策と「欧州グリーンディール」
… ………… …… … ……… …… … Ⅲ亀岡悦子…η許 )

*データの重要性に着日した欧州委員会の企業結合事
例について………………………… 井上 朗…2Ⅸ 5)

*外国補助金に関する欧州委員会白書の概要及び一考
察〔上〕・〔下〕……………高橋由美子…′νθ10,7Я′住0

*EUと EU非加盟国間の配当税務〔上〕〔下〕
…………イオリ・クリステイーナ…Fを9か&り,7びπtD

*EC企業法判例研究   今野裕之監惨
05① EC消費用動産売買指令と追完の履行場所(上 )

および楽天送
… …… 何ス5)

および楽天送
・………絡a6)
・̈・…Ⅲ… 9ワθ(7)
・ヘムロック
・・・・・̈・′露臥8)



国際商事法務 Vol.48,No。 12ρ020

………………………………………… 亀岡倫史…ロス1)

(25DEC消 費用動産売買指令と追完の履行場所 (下 )

‥‥……………………・…Ⅲ…・…・……亀岡倫史…麦塚2)

15D目 論見書責任と不法行為地 (結果発生地)の国際
裁判管轄………………Ⅲ…………… 野村秀敏…勿 3)

950消費者信用契約の履行完了と撤回権の消滅
……………………………………… 山本弘明…σ7θ14)

950主倒産手続開始回裁判所の否認訴訟の国際裁判管
轄の専属性・………………… ………野村秀敏…刀家5)

95D修理用部品の意匠保護と「修理条項」の解釈
………………………………………。今野裕之…皮釈6)

951EU口座保全差押命令手続規則における執行名義
の執行力の意義・……………… …・野村秀敏…99夙 7)

957)EU商標と「使用による識別力の獲得」の立証
………………………………………,…今野裕之…ガυ「 7(8)

は50航空運送旅客補償規則第 3条 第 1項 における「便」
の概念………………… ……………桑原康行…汚%(9)

は5働 航空運送旅客補償規則における補償義務者の範囲
……Ⅲ…………………………………桑原康行…745m

96① オンライン取引における事業者の電話番号通知義
務・…∵・…………………………………山本弘明…72伽う

961)EU法におけるカルテルと損害賠償 (上 )

…………………………Ⅲ………………亀岡倫史…′る熱動

イギ リス
*(新版〉英法系諸国の会社法

イギリス会社法研究会
〔55〕 ～〔58〕 酒巻俊雄…狙(1光 謬Я3批 イ2僻光 Z駅 6)

〔59〕 中村信男…′θ矧 8)

〔60〕 ～〔63〕 ,H島 いづみ…形ワ′(9光 ど,21101,753撫り,

′69舘21

*英国スチュワードシップ・コー ド2020:実効性の確
保の実質化……………………………奥野真弓…ゴθとテ♂18)

ドイツ
*「 コロナ危機」と会社法～ ドイツの対策

…̈………………………………………正井章作…2叉 6)

*フ ォルクスヮーゲン排気ガス不正事件の経緯と連邦
通常裁判所の判決…,… ………………正井章作…764鈍り

□国際機関,その他

*WTO上級委員会問題について …… 西脇 修…al)
*海外籍 (ケ イマン)フ ァンド概説(2)～

“

)

……………………… 疱 宇晟…及起オ fa2光 密Д6)

*WTO改革について ………………… 西脇 修…どをヨ2)

*ロ シアにおける民事訴訟手続の申メし跡 と展望 (上 )・

(下 )・ ………………………・・平尾功二…寛釈2光 立釈3)

*ク アルコム事件審判審決評釈 (上 )。 (下 )

……Ⅲ…………………………上杉秋則…比駅2),pЖ 3)

*標準必須特許のホール ドアップとホール ドアウト
〔上〕・〔下〕…………・………滝川敏明…疹ヌ6】 完Ж7)

*WTO体 制下での「法の支配」の復活は可能か
………………………………………・宮岡邦生…岳釈7)

*エ クエーター原則/赤道原則 (第 4版)の概要とそ
の意義……Ⅲ……… ……・……堀越秀郎,他…′ν釈8)

*株式投資型クラウドフアンディングの現状と課題
………………………・…………柴田崇志,他…塑 魚り

*国際取引法学会 (研究報告〉
(106)組 織内オンブズマンの導入を ……宮武雅子…2(1)
00Dプ ロ野球の保留制度と外国籍選手を巡る国際私法
上の問題について…… …・…Ⅲ………岩本 学…ひЯl)

但00イ ンドネシア競争法の現状と課題
…・………,… Ⅲ……………… … ……中里和平…7%(2)

は091中 国における仮想通貨 (暗号資産)の法的性質に

関する一考察……………………… 劉 翅楚…

"釈
2)

(110)欧 州における特許商標権の取得・維持の概要
…………………・…………………・……杉江 武…

“

釈3)

(111)「ABS指針」策定後における遺伝資源の国際取引
の課題について…………………… ネ中山智美…材釈3)

(112)ラ イセンサー倒産によるライセンスイ吏用継続に関
する米国判例の考察…………………向山純子…瓦釈4)

(110租税条約における芸能人・運動家条項
…………………・…………………・…・加藤友佳…2以 4)

(110渉外的要素を含む不正競争行為の準拠法の決定方
法……………… ……………………… 清水久彰…245)

010国際物品売買契約に関する国際連合条約 (CISG)
の利用実態調査……………………田岡絵理子…ひJД 5)

010リ ーガルリスクマネジメントの先行研究と新潮流
……………………………………・渡部友一郎…夕 (6)

(110中 華人民共和国暗号法について
………………………………………・舘田えみ…ん釈6)

(118)日 米貿易協定の関税譲許及び原産地規則
… … … …… … … … …… … …・畠山佑介…労鉾 )

(119)租 税条約における役員報酬に係る特別規定の適用
範囲…………………………………… 漆 さき…豊Щ7)

(WけESG投資……………………………大塚章男…′θ∂Я8)

(120米 国ハッチ・ワックスマン法との比較から見えて
くる日本のパテントリンケージの課題
………………………・……………・…・田中康子…′θ夕(8)

(12D外 国判決の承認・執行に関する新ハーグ条約
…………Ⅲ………・……・………………河村寛治…′Z釈 9)

は20ブ ラジル固有企業のコーポレー ト・ガバナンスと
国家の株主役割の発展
…………エ ドアルド・メスキタ・コバヤシ…′み切9)

(120デ ジタル化された通貨間の競争と通貨主権
…………Ⅲ………………Ⅲ……… 久保田 隆…7〃θl101

(120懲 罰的賠償制度の導入を図るブラジル競争法改正
法案について………………………阿部障友…ど396こ0

(121バ イオテクノロジーに適用される米国とEUの特
許制度………………………………神山智美…75Jθ社り

(127)IT企業のコミッショネアに対する代理人 PE認定
・………………………………………・… 住倉毅宏…fjJ鈍つ

(120ゲ ノム編集ベビーの法規制について
………Ⅲ………Ⅲ…………………………・高田寛…′,7θ7cD

(1291イ ギリス会社法における取締役の「第三者から利
益を受領してはならない義務」
……………………………Ⅲ……Ⅲ…小野里光広…ゼ刀魚9

*WTOア ンチダンピング等最新判例解説
貿易救済判例研究会

〇〔米国〕中国産アルミ押出材アンチダンピング及び相
殺関税命令に関するドア敷居スコープルーリング :

川下製品まで対象とした措置への対応
… … …… … … …… … … … …… …梅島 修…と,7(1)

⑩相殺関税調査における公的機関性の判断基準及び利
益に関する日外ベンチマーク使用の条件
・…………………………………………清水茉莉…刻7(2)

⑫パネルの付託事項及び価格効果分析と因果関係の相
関関係……………………………… 柴田 久…′χ聘)

○〔米国〕中国産冷延鋼板に対するアンチダンピング及
び相殺措置の迂回防止調査・… …,服部 薫…閉 4)

⑩〔日本〕炭素鋼製継手に対するAD調査における配
賦方法の否認及びファクツ・ァベイラブルによるダ
ンピング ,マージンの決定並びに第二国産の同種の
産品の輸入に関する不帰責分析… 高橋直樹…σδ訊5)

⑩市場歪曲を理由とした生産費用記録の無視,及び重
要事実開示における「十分な時間的余裕」
・…………………・…………………………川瀬剛志…列以6)

⑪〔日本〕「市場経済の条件が浸透している事実」の有



国際商事法務 Vol,48,No.129020

無に関する分析枠組み及び代替国選定手法
………………………Ⅲ…Ⅲ…・……… 伊藤一頼…%Д 7)

⑫〔中国〕立形マシエングセンタに対するAD調査に
おける実質的な損害と調査対象産品の範囲
…………………………………………中川裕茂…′′2(8)

①
隠 、管キ9奔軍Wrf碍撃室盈罠黒42諦

⑭企業買収と補助金利益の消滅,委託指示の範囲,不
利な知 り得た事実の適用手法の措置性
……Ⅲ…………………………Ⅲ…・藤井康次郎…f狙′1101

0「市場の特殊な状況」に基づ く国内価格の不採用 ,

原材料費用歪曲と生産費用記録の不採用
……・…………Ⅲ………………Ⅲ…Ⅲ…石戸信平…′56鶴り

①「セーフガー ド協定の適用範囲及びGATT19条の

解釈の明確化」…Ⅲ……Ⅲ……………平家正博…72912
*国際取引法研究の最前線
⑩雇用契約上の強制的仲裁粂項と連邦仲裁法

…Ⅲ…………………………………Ⅲ…… 能美善行…寓れ )

⑩暗号資産・デジタル通貨の規制をめぐる国際シンポ
ジウムの概要…………Ⅲ……久保田 隆,他…2釈 2)

⑪パ リ協定の実施とCOP25/COPMOP15(マ ドリー

ド)の概要・評価…………………木村ひとみ…箆駅3)

⑫営業秘密に係る情報の使用又は開示の差止め等を求
める訴えの準拠法と不競法 2条 1頂 8号所定の「重
大な過失」の有無………………… 持田大輔…認a4)

O RegTechを巡る法規制・実務の現状と課題
…………………………………久保田 隆,他…σ額 5)

⑭中国における株主総会決議の瑕疵を争う訴訟の論
点…………………………………… 龍 鉄,他…例 6)

〇倒産時における暗号資産の顧客保護を巡る主要国の
裁判例………………ⅢⅢ…… 久保田 隆,他…θ2(7)

〇新型コロナウイルス (COVID‐ 19)を受けた野生動
物の取引規制の在 り方…・………木村ひとみ…′′以 8)

⑫ COVID-19に伴う債務不履行とウィーン売買条約79

条……………………………………増田 耀…7フ%0)
O Withコ ロナ時代に,企業がとるべき通商戦略とは

………………………………… ……・田中雄作…7塑■0
0北朝鮮 IT技術者の活動と安保理金融制裁の口果題

………Ⅲ…………Ⅲ………………,…竹内舞子…ど58訊 10

(10い コロナ禍と不可抗力～日本法の視点
……………………………………川中啓由,他…773供2

*国際ヨンプライアンスの研究
第二部 国際コンプライアンスの諸相
④ EUに おける Cookie規制 (cPrivacy指令 )

………………………………………Ⅲ…・浅井彼雄…2塚 2)

⑫会社従属法における設立準拠法主義
………・…………………………………伊達竜太郎…♂Jθ13)

④カリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA)
の論点～個人情報「販売Jと Cookie・ オンライン

広告規制～………………………… 浅井彼雄…瓦駅4)

⑭保険会社とプロファイリング序論 柳田宗彦…σ々 (5)

④カリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA)
の論点～「個人情報」の概念～… 浅井敏雄…賜 6)

⑩海運分野における北朝鮮制裁…… 竹内舞子…9δa7)
⑫カリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA)

の論点～「事業者」概念と域外適用～
……………・…………………'… …・浅井敏雄…

"7ど

18)

④コロナ禍と不可抗力・……………・久保田 隆…ヱク塚 9)

⑩インコタームズ研究の新たな課題
……………………………………久保田 隆…7を〃θ10

⑩暗号資産交換業と為替取引・………真鍋泰冶…どレ知う
⑪ コロナ禍に伴 う国際 SCM紛争における CISGと
UPICCの 機能 ………………… 久保田 隆…」72代り

*世界の宇宙ビジネス法

(第 14回 )測位衛星システム ……Ⅲ…小塚荘一郎…変血)

(第 15回 )世界のスペースポー トとスペースポート
ジャパンの取組み………………,新谷美保子…9,a3)

(第 16回 )サイバーセキュリテイと宇宙ビジネス
……………………………………… 青木節子…ん駅5)

(第 17回 )宇宙活動と国際私法 ・……増田史子…247)
(第 18回 )宇宙ビジネス法の将来
………Ⅲ………Ⅲ……Ⅲ…………Ⅲ…小塚荘一部…7"瓜 9)

*いわゆるボイラープレー ト(“ BP")条項の研究
第 9回 秘密保持条項 (Conidentiality)

………………Ⅲ………………… …………・川中啓由…彪れ)

第10回  No waiver clause(権 利不放棄条項)

…・…Ⅲ………Ⅲ………………………・田澤元章…Z双 2)

第■回 主権免除条項～ Waiver of Sovereign lmmu‐
dty Clause ……………………… 野村美明…及駅3)

第12回 不可抗力約款～ Force M・■ieure clause
,… ……………………………………相木 昇…何家4)

第13回 相殺～ Set O圧 ,…………… 森下哲朗…πス5)

第14回 修正条項 (口頭による契約の変更・修正禁止
条頂)～ No Oral Modiication'― 松田日佐子…■双6)

第15回  国際建設工事契約におけるBP条項全般及び
“Liquidated Damages"条 項 ・……月ヽ倉 隆…9,7(7)

第16回 紛争解決条頂～仲裁条項を中心に
… … … …… … …… … …… … …多田 慎…・′〃駅9)

第17回  ハー ドシップ条頂…………曽野裕夫…ど■双n
第18回  履行期限厳守条項……………阿部道明…′5δ熟ゆ
第19回 '完 補償条頂………………大塚章男…ど々 m動
*会社の改革をどのように進めるのか
第 4回  GAFAを めぐる会社の問題点

……… …………… ……………・………中西 香…財(1)

第 5回  グループ企業経営のガバナンスのあり方
……・・・・・・・・・・…・・……・・・………・・・い。・,… …… 三1甫哲男…・234(2)

第 6回 (完)社 会の変革と会社…… 中西 香…曳釈3)

*国際商取引学会リレー講座 第一部 電子商取引
第 1回 連載開始に当たって・…Ⅲ…,久保日 隆…И l)

第 2回  電子商取引と契約……… 久保田 隆…λ釈21

第 3回 国際私法・裁判管轄・……刀ヽ野木 尚…♂θ7(3)

第 4回  国際ルール1:WTO・ TPP
……………………………………・小野木 尚…秘箪4)

第 5回 電子商取引の国際ルール :UNCITRALの場
合…・………・…・………………… 久保田 隆…δ∂a5)

第 6回  国際ルール :OECDの場合
……………………………………… 中オす 進…鹿釈6)

第 7回 貿易金融の行方 (TSU BPO撤退等)

………………………………………・花木正孝…9彩ヤ)

第 8回  ウイズコロナ時代のフィンテック
………………………………………渡邊隆彦…コ麦綿 )

第 9回 ODR:越境 B to C ECの 場合
………………………………………坂本力也…ツ2(9)

第10回  日本におけるサレンダー B/Lの現状とその

使用のチ里・由について………………長沼 健…ν初10
第11回  サプライチェーン・マネジメントの再編と国
際商取引の変容……………………河野公洋…′露πllゆ

第12回  電子商取引の更なる発展を目指して
………………………………………田口尚志…′7JFCa

*国際商事契約の法と心理学
～円滑な契約履行と紛争回避のために～ 立石孝夫
Cカテ致2),(DF2(3), 餅 46(4), D夙家5),(D彼謬,訳 6)

*アメリカンローヤーズクラブ研究会報告
①人工知能を使ったコンプライアンス・プログラム整

備の考察………………………………内田芳樹…δ∂a5)
*企業の社会的責任はどう果たされているのか
第 1回 なぜ今,社会的責任なのか

…………………………………………。中西 香…ガタ准 )
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第 2回 EUにおける企業の社会的責任に対する考え
方 (そ の変遷の過程)………………三浦哲男…F2釈 9)

第 3回 社会的責任投資の展開と法的問題点
… …… …… … …… …… … … ……三浦哲男…7奪和9

第 4回 社会的責任の現状と課題…中西 香…f拗熱
第 5回 企業の存在意義と社会的責任

……
`‥

…………………… ……………中西 香…773奥2

遠藤 誠

者双方に契約違反があり解除された事案
…Ⅲ…・…Ⅲ…………………Ⅲ………溝内伸治郎…&頓 6)

981)最 高人民法院が海難救助における「不成功無報酬」
の原貝Jと 当事者間における救助委託契約の優先関係
について判断した事例…・…………麦 志明…兜塚7)

磁8Dリ コール義務牌怠とされた製造者と無契約関係の
販売者の間に生じた製造物責任に関する紛争事例
…………………………・……Ⅲ…………張 癖…f上り(8)

98働 外商投資法施行後初の案例 ……・松本 亮…7密瓶9)

980悪意による商標の使用に対して「懲罰的賠償」を
適用した事例…………Ⅲ……………春日尚純…′ク知0

980建物の売買契約において,新型コロナウイルス感
染症流行を防止するための対応が不可抗力に該当す
ることを理由に,約定違約金額が減額された事例
・……………………………Ⅲ…………池田良輔…′60熱0

980上場不能時の株式買取契約 (対賭契約)の有効性
を判断した事例…………Ⅲ…………西堀祐也…FFぺ動

中国ビジネス法務 Q&A
(170中 国における個人情報の回外移転

……………………………………………・神保宏充…寛釈1)

(177)外 商投資に関する新法令の施行 “・桂 艶…冗Ж2)

(170中 国企業との契約と不可抗力 … 久田員吾…変釈3)

(Vい「外商投資法」の施行と中外合弁企業
………・……………………Ⅲ…………… 神保宏充…及駅4)

(180)外 商投資情報報告制度について “・程 艶…Иaゑ 5)

(181)中 国におけるパー トナーシップ企業の設立とその
運営………………………………… 久田員吾…速

'っ

θ16)

(182)中 国における商業賄賂 ………… 神保宏充…%釈 7)

(180中 国における社会保険の加入について
…… …,い 。い。い ・ …・… …Ⅲ…Ⅲ… …・… … ……桂  奎色…・77Fを(8)

(180中 国企業の株式・出資持分に対する担保権設定
… … … …… … … …… …… … … …戚 品…ツ釧 9)

(1851中 国企業との取引と専属的管轄合意
………………………………………久田員吾…7を5θ&⑥

(180中 国民法典における個人情報保護規定
……………………………………………神保宏充…7σν住り

(180中 国の輸出管理規制について ……桂 艶…′癒熱動
中国律師の眼    朱 宝玲
⑭中央銀行発行のデジタル貨幣の役割・形態と金融シ

ステムヘの影響・………………………………… …寛駅2)

中国法令速報    森川伸吾
*(267)77θ(1), (268)ク σθ(2), (269)イクθ(3), (270)568(4), (271)

7θσ(5), (272)854(6), (273)99θ (7), (274)′ 7を J(8), (275)

′と
'θ

ゑ9), (276)′ 4541101, (277ν 608住り,(278)」 75ひ任21
上海ウオッチ
住OD中 国契約法の契約解除に関する最高人民法院の会
議紀要……………………………… 高 革慧…寛双1)

住00「外商投資情報報告弁法」に基づく報告制度
・・……………………………………・高 革慧…冗釈2)

00り 民事訴訟手続きの簡易化に関する最高人民法院の
実施弁法…………………………… 高 革慧…独a3)

住00新型コロナウイルスに伴う社会保険料の減免措置
………………………………………・高 車慧…曳釈4)

(100特 許権侵害による損害賠償責任の免責
………………………………………・高 革慧…%Ж 5)

(10D新型コロナウイルス感染症にかかる最高人民法院
の指導意見…………………!・・…… 高 革慧…乱玖6)

(100中 国行政部門における商標権侵害の判断基準
………………………………………・高 革慧…箆駅7)

(ll191中 国データ安全法 (草案)の概要
………………………………………高 革慧…′フ釈8)

(1l① 最高人民法院による類似判例検索作業の強化に関
する指導意見………………………高 革慧…′及釈9)

(11い 中国の深期1経済特区における個人破産条例

⑭総括(

⑮総括(

7ZκXl)

27■(2)

42よ3)

y飲4)

ア・東南アジア編〕
①日本
②中国
③台湾
④香港

2イ(5)

36■(6)

99鼠7)

ガИ 働

③マカオ……………………… ……………………,7pa9)

③韓回・…………………… …………………………どFtt1101
⑦モンゴル…………………………………………ヱα魚う
③シンガポール……………………………………ヱ■螺 動
英文契約600の Q&A    長谷川俊明
*(286)立 ′θ(1),(287)2∂ θ(2),(288)を ,∂13),(289)59θ(4),(290)

筋25】 (291)∂ 7θ (6】 09D7θ弼(7注 (29)Zf2(8光 090
7例駅9】 9951ど を知QO, は90fν ytり, は97ν″烈動

中国最新法律事情
93D「外商投資法実施条例」について
…………………………………… 福島翔平,他…2傾 2)

0381中 国における民法典草案の公表
………………………………… 射手矢好雄,他…

`θ

ス3)

9翻新型コロナウイルス感染拡大を受けての対応施策
……………………………Ⅲ…・… 森 規光,他…尻釈4)

(И⑪個人情報安全規範の改正 … 吉 佳宣,他…σ9訊 5)

(И l)新型コロナウイルス感染症の影響による不可抗力
規定の適用等に関する最高人民法院の司法解釈につ
いて…………………Ⅲ…………… 獲 俊,他…潔a6)

(2D中 国の民法典の特色 …………… 射手矢好雄…9解 7)

(MO「外商投資参入特別管理措置 (2020年 版)」 及び「自
由貿易試験区外商投資参入特別管理措置 (2020年
版)」 ………………………………・森 規光,他…ガ,っ「 8)

(跡4)香 港国家安全維持保護法 ………Ⅲ石本茂彦…Fあ釈9)

(ИO『中国輸出禁止・輸出制限技術目録』の修正
……………………………………・鈴木幹太,他…7443(0

946)信頼懸念エンティティリスト規定について
…………………………………・森 規光,他…′59猟0

9471中 国の「輸出管理規制法」について
……・………………………………鈴木幹大,他…′密FtD

中国案例百選
975)中 国消費者協会が初めて提訴した消費公益訴訟に
ついて………………………………… 白出博之…7θ/(1)

970中 国におけるOEMと 商標権侵害に関する新たな
判決について……………………… 吉田 憲…2釈 2)

97り 最高人民法院が国際物品売買契約に関する国際連
合条約の「重大な契約違反」該当性について判断し
た事案…………………………Ⅲ……安田健―…狙夙3)

970最高人民法院が認めたパブリシテイの権利
………………………・………・……工 晨,他…尻釈4)

97働 最高人民法院が契約締結上の過失責任について判
断した事例………………………… 王 宣麟…α釈5)

98い ソフトウエア開発契約の一部が履行されたが当事
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………………………………………高 革慧…745典0
(1lD営業秘密侵害民事事件の審理に関する司法解釈
………………………………………高 革慧…どδθ徴0

(110中 国の著作権法の改正について
………Ⅲ……,… ………………………高 革慧…ど密Ftり

韓国法事情    金 祥沫
93D芸能人の専属マネジメント契約の効力 ……・■塚1)

0321「 オンライン投資連携金融業および利用者保護に
関する法律」の制定①………・………………… 2塚 2)

930「オンライン投資連携金融業および利用者保護に
関する法律」の制定②……Ⅲ…・………・……… 奄履3)

(234)「 オンライン投資連携金融業および利用者保護に
関する法律」の制定③ …̈………… … …… "― 露Я4)

は30「 オンライン投資連携金融業および利用者保護に
関する法律Jの制定④…… … … … … … ……膠年 )

030保険者代位権の対象と行使範囲 ………・…… JZ6)
13D相続における寄与分制度の趣旨(上 )・・・……fθFa7)
は39相続における寄与分制度の趣旨(下 )・・………fF孤 8)

13働 第二者の閲覧が制限される営業秘密の範囲
………ⅢⅢ…………………………・…………………・・F閉 9)

は4ω 不正競争行為としての成果物の盗用 ………・7`7ハ
は40ス イッチ船荷証券の効力 ……………………・ど″飩0
は421澪 船を対象とする強制辛丸行の方法 …………・ν71か
ブラッセル・ウオッチ ジョン・フランソワ・ベリス
*(292)7′ 夙1),(292)28よ 2),(294)イ 似 3),(295)59駄 4),(296)

痛a5〉 99n∂2(6), 9997ωイ17】 999)116Ⅸ 8光 (30ω

ど324(9), (301)7F珈 0, (302)7δθD&1),(303)77拓 a仁9
ベ トナム重要新法令ニュース    粟津卓郎,他
*⑪ヱン(1光 @塑a3光 〇郷 5〉 ⑭′θ′ス7光 ⑮7認以9】

③ 閉 社0,
IBL I青卓最
(アジア・大洋州地域〉
*マ レーシア競争委員会は,配車アプリサービスの
Grabに対 して,支配的地位を濫用 したとして8600
万リンギットの制裁金を賦課する案を発出… fFal)

(オ ース トラリア)

*オ ーストラリア競争・消費者委員会は,オ ース トラ
リア連邦裁判所 が TPG Telecom及 び VodafOne
Hutchison Australiaに よる企業結合計画を承認し
たことについてコメント……………………… 均塚5)

*オ ース トラリア競争・消費者委員会は,ア サヒグ
ループホールディングス株式会社による Cariton&
United Breweriesの 買収について,同社のビール
及びサイダーのブランドを売却した場合には,異議
を申し立てないと公表………………………… ⅢZν項7)

*オ ース トラリア競争・消費者委員会は,ニ ュースメ
デイア及びデジタルプラットフォーム向け行動規約
案の策定に向けた論点を公表……………………

"忽
8)

(北米地域〉
*超党派による連邦議会下院反 トラス ト小委員会が,

Google,Facebook,Amazon及 び Appleに 対 し,反
競争的行為の有無を調査するために資料提出を要
求………………………………………………… fFぅ 11)

*米国連邦取引委員会は,同委員会競争局内の恒久的
組織としてTechnology Enforcement Divisionを 設
置………………………………………………… 胸傾1)

*2019年第 1四半期におけるSEOの Ruleに関する動
向・・……………………………・・………………………… ヱFal)

*米国司法省は,政府調達に係る反 トラス ト法違反行
為 に特化 した組織 PrOcurement Colludon Strike
Forceの 設立を公表Ⅲ…………………………Ⅲ……〃9訳 2)

*米国司法省は,大学教員の引き抜き禁止協定に関す
る集団訴訟における最終判決について声明を公表
……………………………………………………293(2)

*米国連邦証券詐欺規制と民事救済規定……… 29駅 2)

*米国司法省は,携帯端末の電子 SIMの規格の刷新
に関連し,GSM協会に対 し,ビ ジネスレビューレ
ターを発出……………………………………… ■釈3)

*米国司法省は, ジェネリック医薬品に係る価格カル
テル及び顧客割当てを行ったRising社 との間で訴
追延期を合意した旨公表…………………………Fσa3)

*2019年第 2四半期におけるクラス・アクションに関
する合衆国下級審判決……………………Ⅲ……・窃 X3)

*米国司法省は, 自動車部品製造事業者 ZFに よる同
業の WABCOの 買収計画について,民事提訴にて
禁止を求めるとともに,WABCOの 事業売却等を
要求する和解案を提出す………………………… びθθ14)

*2019年第 3四半期において SECが市1定 したRuleと
注目すべき合衆回下級審判決…………………… ひθД4)

*米国連邦取引委員会及び米国食品医薬品局 (Food
and Drug Adminる traion)は ,バ イオ医薬品市場
における競争を促進するための共同声明に署名
……………… …………………・……………Ⅲ…・密a5)

*米 国司法省反 トラス ト局 は,T―MObユ eに よる
Sprintの 買収計画について,ニ ューヨーク南部地区
連邦地方裁判所が,州司法長官らによる差止請求を
棄却したことを歓迎………………………………2a5)

*米国連邦証券取引規制の特徴とその検討………2a5)
*米国司法省は,大手ジェネリック製薬事業者が国内
の反 トラス ト法違反で最高額となる 1億 9500万 ドル
の支払いに合意と公表……………………………∂π 6)

■米国司法省は,公衆衛生製品の製造,流通及び販売
における反 トラス ト法違反について関係産業界に注
意喚起…・……………………………Ⅲ……・……・∂力

“

)

*1934年連邦証券取引所法10条(b)項 の検討……・∂矧 6)

*2019年第 4四半期における米国連邦証券取引規制に
関する注目すべき判決……・……Ⅲ……………・′νЯ7)

*米国連邦証券詐欺規制における「スキームJ責任
…… … … … … … … … … … … … … … …河 7てテ18)

*2019年 Lorenzo事件合衆国最高裁判決 ……F′∂f(9)
*米国連邦証券取引規制と民事責任…Ⅲ…………748軸
*米国司法省反 トラス ト局,民事執行プログラムに基
づく組織再編を公表…・……・…Ⅲ………………」

"魚
う

*2020年第 1四半期における米国連邦証券取引規制の
動向………………………………………………比激架0

*米 国連邦証券詐欺規制における間接違反者とSEC
エンフォースメント……………………………・778撫動

(ヨ ーロッパ地域〉
*欧州委員会は,BrOadcOm社 に対して,取引先に対
する排他的購入義務の適用停止を命 じる暫定措置を
発出………… …Ⅲ…………… ………………,… 」額 1)

*欧州司法裁判所は,医薬品特許所有者と後発医薬品
メーカーとの間の合意が EU競争法に違反するか否
かに関する基準を判決において明示……………27(5)

*欧州委員会はスベインのホテル事業者 Meliaに対し
差別対価等を設定したとして制裁金を賦課… 盟 5)

*欧州委員会は,ルーマニアからの天然ガスの輸出を
促進するため,同 国の国営企業 Transg影 からの確
約を容認……………………………………………………J窓 6)

*欧州委員会は,一連のデジタルサービス法案に関す
るパブリックコメントを開始…………………′&駅 9)

*欧州委員会は,Appleの App Storeの 利用に関す
るルールについての正式調査を開始…………,′貿釈9)

*欧州委員会は,不当な高価格設定の懸念に汁するア
スペンの提出した確約案について,意見募集を開
始…… … … … … … … … … … … … ……・閉 ⑩

*欧州委員会は,消費者向け IoTに 関するセクター

調査を開始……………………………………………・・74動
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*欧州委員会,ア ルス トムによるボンバルディアの買
収計画について条件付きで承認・……・………,7"魚 0

(イ ギリス〉
*英国競争・市場庁は,Googleに よるLookerの 買収
計画を承認………………… ……………Ⅲ…… 2a5)

*英国競争・市場庁は,Bauer Mediaに よるラジオ
局 4社の買収で生じる広告分野の競争減少に係る問
題解消措置案を承認… …………………………… ∂窓 6)

*英国競争・市場庁は,旅行代理店向け航空券の予
約・販売 ソフ トウェア供給業者の Sabreに よる
Farelogixの買収計画を禁止 …………………翌錫鼠7)

*英国競争・市場庁は,Amazonに よる宅配プラット
フォームDeliverooへの出資を暫定的に承認
…………………………………………………………河解(8)

(ド イツ)

*ドイツ連邦カルテル庁は, ドイツ連邦税理士会との
間で,税理士が複数のシステムを使用可能とする拘
束力のある確約に合意………………………… F,7(3)

*Telekom及 びEWEは ,光ファイバネットワーク
の共同整備に向けて ドイツ連邦カルテル庁と拘束力
のある確約を締結……………………………Ⅲ…… 花Щ3)

*ドイツ連邦カルテル庁は,熱問圧延平鋼製品の価格
カルテルを行ったとして,鉄鋼メーカー 3社等に約
6億4600万ユーロの制裁金を賦課…………… びθθ14)

*ドイツ連邦カルテル庁は,中 国企業の中車株洲電力
機車によるVossloh Locomotivesの 入換機関車部門
の取得を承認………………………………………ガ2(8)

(フ ランス)

*フ ランス競争委員会は,Appleが卸売業者 2社 と反
競争的合意を交わしたほか,Appleに 対して経済的
従属状態にある独立系流通業者に対して濫用行為を
行ったとして,制裁金合計約12億ユーロ (約 1400億
円)を員武課・……………………・・……………・・…・・′ひ%(7)

*フ ランス競争委員会は,Googieに 対 し,検索の結
果表示について,新聞社等と著作隣接権料の交渉を
しないことが支配的地位の濫用に当たるおそれがあ
るとして,前記状況の改善を求める暫定措置を命
令………… … …… …… …… …… …… … … ……・η須 7)

*フ ランス競争委員会は,支配的地位を濫用したとし
て大手製薬会社 3社に対し総額 4億4400万 ユーロの
制裁金を賦課…Ⅲ……………… ……… ………。ど絡愛参

くオランダ〉
*オ ランダ消費者・市場庁は,オ ランダ決済市場にお
ける巨大テクノロジー企業の事業活動に関する市場
調査を開始…Ⅲ………………………… ………,あЖ2)

(国際機関 。その他)

*G7ス テーブルコインに関するワーキンググループ
は,金融的観点を中心とする課題を指摘する報告書
を公表・……… … …………………………`… … クタ(2)

海外見聞記    鹿住一夫
住80～ (硼イタリアヘの旅⑤～⑦完

…… … … … … … … … …・′21),ク錮 2),F密 (3)

は881～ (弼働(番外′イ涌)飛鳥Ⅱ乗船記①～②
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つσ15)
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*『中国社会の法社会学―「無秩序」の奥にある法則
の探求』高橋孝治著・……………… 益子知大…7θじ(5)

渉外判例教室    長谷川俊明
*仲荻判断の取消の審理・判断を国際的に適用する仲
裁法の解釈を前提にすべきとした事例……………7ス 1)

*日 本に主営業所をもつ法人を被告とする訴えを「特
別の事情」ありとして却下した事例………… ′,駅 2)

*モデルチェンジ後の楽器用ス トラップの販売が不正
競争防止法の形態模倣に当たるとされた事例
・……………………………………………………詭よ3)

*タ イプフェイスの著作物性を否定しその利用に利用
許諾の抗弁を認めた事例・…,… …………Ⅲ…… をな 4)

*仲裁人所属法律事務所の他弁護士が別件訴訟で仲裁
事件当事者の代理人であったことは「開示事実」に
当たるとした上で所属事務所のコンフリク ト・

チェックシステムが求める行動をしており合理的な
調査を行ったと評価 した事例¨̈ ……………… α私5)

*定期備船契約解除による返船残存燃料にかかる不当
利得返還請求権発生の準拠法を英国法とした事例
……………………………………………………,75よ6)

*結果発生地が複数ある不法行為の準拠法を最も重大
な結果が発生した地の日本法とした事例…… 9,ヌ 7)

*預託された金銭を不正にビットコインに交換・送付
した仮想通貨交換業者の不正取引防止システム構築
義務連反を否定した事例…………………………・′碇塚8)

*日 本で円建て債券を発行した外国が日本の民事裁判
権に服することを免除されないとした事例…F2釈 9)

*「 2ち ゃんねる」のサーバー管理業務委託料の返還
請求を棄去「した事例……………… ……………′き豫 0

*名誉棄損の URL情報の削除請求につき原則として
検索結果自体の名誉棄損該当性を問題とすべきもの
とした事例…………………Ⅲ……………………」とテ′イ住ゆ

*ウ エブサイト閲覧者の同意を得ずにそのパソコンに
仮想通貨の取引履歴のマイエングの演算を実行させ
るプログラムコードは不正指令電磁的記録に当たる
とした事例………………………………………7σ郷任D
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