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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 …9δ a7)
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 …
18)
ク塚 9)
"7ど
④ コロナ禍 と不可抗力・……………・久保田 隆 …ヱ
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
⑭

,

)

(第 14回
(第 15回

…小塚荘 一郎 …変血
)測 位衛星 システム ……Ⅲ
)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)

)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
…小塚荘 一部 …7"瓜 9)
………Ⅲ
………Ⅲ
……Ⅲ
…………Ⅲ
*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)
■双n
第17回 ハー ドシップ条頂 ………… 曽野裕夫 …ど
5δ 熟 ゆ
第18回 履行期限厳守条項 ……………阿部道明 …′
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)
の
と
6回
第
(完 )社 会 変革 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
…,久 保日 隆 …И l)
第 1回 連載開始に当たって・…Ⅲ
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
・
里
由について………………長沼 健 …ν初 10
使用 のチ
第11回 サプライチ ェー ン・マ ネジメ ン トの再編 と国
露π
llゆ
際商取引 の変容 ……………………河野公洋…′
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
(第 16回

(

)

)

)

)
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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
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誠

(

7Zκ Xl)
27■(2)
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42よ3)

⑭総括
⑮総括

y飲4)
ア・東南アジア編〕

2イ (5)
① 日本
36■ (6)
②中国
99鼠 7)
③台湾
ガИ 働
④香港
③マカオ……………………… ……………………,7pa9)
Ftt1101
③韓回・…………………… …………………………ど
⑦モンゴル………………………………………… ヱα魚う
螺 動
③ シンガポール……………………………………ヱ■
長谷川俊明
英文契約600の Q&A
*(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 … ス3)
̀θ
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)
9訊 5)
個人情報安全規範の改正 … 吉 佳宣,他 …σ
(И ⑪
(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
…………… 獲 俊,他 …潔a6)
いて…………………Ⅲ
(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
,っ 8)
版)」 ………………………………・
森 規光,他 …ガ「
……Ⅲ
石本茂彦 …Fあ 釈9)
(跡 4)香 港国家安全維持保護法 …
(И O『 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
…………………………… ……・
59猟0
森 規光,他 …′
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
…… 安田健―…狙夙3)
た事案…………………………Ⅲ
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

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)
松本 亮 …7密瓶 9)
98働 外商投資法施行後初 の案例 ……・
980悪 意 による商標 の使用 に対 して 「懲罰的賠償」 を
……………春 日尚純 …′ク知0
適用 した事例 ………… Ⅲ
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
…………西堀祐也 …FFぺ動
を判断 した事例 …………Ⅲ
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Ж 2)
(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
…………… 神保宏充 …及駅4)
………・……………………Ⅲ
aゑ 5)
(180)外 商投資情報報告制度 について ・程 艶 …И
(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 θ16)
'っ
7)
(182)中 国における商業賄賂 ………… 神保宏充 …%釈
(180中 国における社会保険 の加入 について
い。
い ・…
・……Ⅲ
・…………桂 奎色…
・
………,い 。
…Ⅲ
……
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 σ
θ(2), (269)イ クθ(3), (270)568(4), (271)
7θ σ
(5), (272)854(6), (273)99θ (7), (274)′ 7を J(8), (275)
21
′
とゑ9), (276)′ 4541101, (277ν 608住 り,(278)」 75ひ任
'θ
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
!・
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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δ
θ
徴0
国の著作権法の改正について
………Ⅲ
……,… ………………………高 革慧…ど密Ftり
金 祥沫
韓国法事情
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
…・………・……… 奄履3)
関す る法律」の制定② ……Ⅲ
(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)
・……fθ Fa7)
13D相 続における寄与分制度の趣旨(上 )・・
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
(110中

)

Ⅲ
・
………Ⅲ
……………… …………・…………………・
F閉 9)
7̀7ハ
は4ω 不正競争行為 としての成果物 の盗用 ………・
ど″飩0
は40ス イ ッチ船荷証券 の効力 ……………………・
ν71か
丸行 の方法 …………・
は421澪 船 を対象 とす る強制辛
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)7δ θ
D&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】
0,
③ 閉 社
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 ………………………… Ⅲ
Zν 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
8)
案 の策定 に向けた論点 を公表 ……………………
(北 米地域〉
"忽
*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
・……………………………・
・………………………… ヱFal)
向・
*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
……〃9訳 2)
Forceの 設立 を公表 Ⅲ…………………………Ⅲ
*米 国司法省 は,大 学教員の引 き抜 き禁止協定 に関す
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