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0論 説

ロアジア・太平洋地域

中 国
*中国民法典の登場    住田尚之

(7・ 完)権利侵害責任編 …………・………………∂♂11)

*中 国個人情報保護法案の公表について
………………………………………………… 今野由紀子…′2(2)

*外商投資安全審査弁法の導入と対中投資への影響
……………………………………………………・中川裕茂…♂θイ(3)

*中 国における外国人犯罪に対する特別規定
…………………………………・陳 天華,他…と,′ [テ13)

*中 国の個人情報保護法の日本企業へのインパクト
……………………………………………………中川裕茂…′2′ 1101

*中 国の「反外国制裁法Jの施行に伴う影響及び対応

策………………………… ……百 暁艶,他…跡 m0

台 湾
*台湾・商業事件審理法の概略 佐藤鉄男…コ7(3)

香 港
*「呑港特別行政区国家安全和に持保護法」に関する最
近の2つ の出来事の解説 (そ の 1)
。…・…………………………… 村尾龍雄,他…潔ヌ7)

*「香港特別行政区国家安全維持保護法」に関する最
近の2つ の出来事の解説 (そ の2)
・………………………………。・村尾龍雄,他…97夕(8)

インドネシア
*イ ンドネシア憲法概認 1)・ 平石 努…′Jπてテ11ll

日 本
*「個人主義社会」日本 ……………・長谷川俊明…〃′(1)

*「“掟 "社会」日本・……Ⅲ………・長谷川俊明…9∂メ8)

*■デジタル経済と優越的地位の濫用

越知保見
Ⅳ 「詐取 J・「排除Jの 意義・射程 と Facebook事 件

ドイツ最高裁決定………・………………………兆項2)

*米国法 と中国法の域外適用の板挟みになる日本企

業……… ……………………………中谷和弘…花釈4)

*ポ ス トコロナの不正リスクを踏まえた不正予防・調

査におけるデジタルテクノロジーの活用
…………………Ⅲ………………佐野4F康 ,他…〃知(4)

*日 英包括的経済連携協定の交渉経緯及びサービス貿

易に関する規律―…… ………高野賢次郎,他…露′(5)
*半導体グローバルサプライチェーンと禁輸,産業政

策,通商ルール ……………………滝川彼明…知′(6)

*コ ロナ禍での勧誘禁止合意に対する E〔J競争法上の

評価……・……………………………井上 朗一打と,16)
*「外国の法律及び措置の不当な域タト適用を阻止する
ことにかかる弁法J(商務部令2021年第 1号)の衝

撃………Ⅲ…………… ………・村尾絶雄,他…2′ (6)

*法律事務所の従前の顧客と現在の顧客との利益相反
に関する日本法と英系コモン・ローとの対比
…・………………・…………Ⅲ………村尾龍雄…′′′夙9)

*炭素税に伴う国境調整措置にガット2条 2(a)は 適用
できるか ?…Ⅲ………………………松下満雄…″p1101

*経営判断を迫るサイバー攻撃・ランサムウェアの最

新動向について…Ⅲ……… ………・山岡裕明…725軸
*独占禁止法の新潮流    村上政博

第20回  コーンスターチ (段ボール用でん粉)価格協

定事件審判審決 (令和元年10月 2日 )(上 )… …・5♂11)

第21回  山陽マルナカ事件東京高裁判決 (令和 2年 12

月11日 )…… … … … … … … … … … … ′p(2)

第22回  コーンスターチ (段ボール用でん粉)価格協

定事件審判審決 (令和元年10月 2日 )(中)-77(3)
第23回  コーンスターチ (段ポール用でん粉)価格協

定事件審判審決 (令和元年 9月 30日 )(下 )… 密ス4)

第24回  シャッター価格協定事件審判審決 (令和 2年
8月 31日 )………………………………………2Я 5)

第25回 段ボール製品価格協定事件審判
~番

決 (令和 3

年 2月 8日 )… … … … … … … …… … … …る部 )

第26回  不当な取引制限における意思の連絡… 及駅7)

第27回  カルテル規制における合意と意思の連絡
・……………………………………………………99ム8)

第28回  マイアミ空港サービス事件排除措置命令
・…………………………・・………………………………………………・′′〃7(9)

第29巨 1 排除型私的独占の要件 とその解釈……′25回回

第30回  不当な取引制限における意思の連絡に関する

歴史的考察及び比較法的考察………… ……・′♂∂♂ll→

第31回 不当な取引制限の行為要件と判例法の展開
………・…………………………………………Ⅲ…どとテ′m動

くその他〉
*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)

(2)投資の保護及び自由化〔下〕・………・・)‖ 崎勝暉…2∂11)

*〔第11回〕東アジア倒産再建シンポジウム (青島)

の報告
①倒産手続の承認及び支援に関する韓国の動向と実
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務………………………・キム・シネ/柱廷任(訳 )… じ釈3)

②中国におけるグループ企業倒産の実体的併合に関す
る基準及び実務運用
………………………・胡 迪 /張 達恒 (訳 )・

…をク釈4)

□北 米 地 域

アメリカ合衆国
*シ ンジケートローンの米国法上の証券該当性が争点
となった近時の判決について
,… ……………………・……… 堀越秀郎,他…′2(2)

*米国における仲裁合意の実効化に関する法制度・裁
判例…・………………………………瀬川一真…′知(2)

*日 米におけるデータ漏えい時の通知報告義務に関す
る制度の概要……ケントン P.ク ノップ,他…あコ3)

*ア メリカ反トラスト思想の新潮流
……………・…・……………… …… 松下油雄…イイとテ14)

*いわゆるBig Techを めぐる近時の米国反 トラスト

法の動向と今後の課題……… 林 秀弥,他…謬ス7)

*イ ンターネット関連の著作権侵害訴訟における米国
の裁判管轄の地域的範囲(上 )・

……藤野将生…95夙 8)

*イ ンターネット関連の著作権侵客訴訟における米国
の裁判管轄の地域的範囲(下 )・

……藤野将生…河θどテ19)
*Criminal Antitrust Anti― Retaliation Actと バイデ

ン政権下の反トラスト法刑事執行について
……………………・…………………井上 朗…ツθ黙〕

*特定対人管轄権訴訟における旧態依然たる米国連邦
最高裁の新判断…・……………・・河原田有―・・汚ωtD

□南 米 地 域

パナマ
*パナマの新テレワーク法
・…………ルベンEロ ドリゲス・サムディオ…π釈5)

ロヨーロッパ地域

E U
*EU(欧州連合)における透明性開示レジスターの

登録・開示義務の厳格化 …………池田良―…フィr∂51lo

*EC企業法判例研究    今野裕之 監修
似6DEU法 におけるカルテルと損害賠償〔下〕

………………………………………・亀岡倫史…ガθ11)

06働消費者信用契約における撤回権に関する情報の表
示……………Ⅲ………………………森永淑子…〃7θ12)

似60電子書籍の中古販売と消尽原則 今野裕之…狙び13)

1260代理商契約終了の場合における代理商の損害賠償
請求権―・……………………………桑原康行…尻駅4)

960「EU商標権」のインターネット上における侵害と

加躍区|の裁判管轄………………… 今野裕之…び潔 5)

似6D個 人情報の第三国への移転と「十分な保護水準」
の認定………・……………………… 今野裕之…どθθ16)

96働代理商指令における「新たな顧客」の概念
・………………………Ⅲ……………・桑原康行…%a7)

似69オ ンライン取引における撤

“

1告知と電話番号通知
義務…………………………………………………山本弘明…7"a3)

似70EUに おける移動の自由の原則と国境を越える組
織変更………………………………今野裕之…ヱ〃θθ(9)

(〃 1)管轄法における契約と不法行為の区別の基準
―……………………………………………………野村秀彼…L燃 0

97D託送手荷物喪失の場合における航空運送人の責任

・………Ⅲ………………・……………桑原康行…′
`ν

t0

97働 インターネット上における著作権の侵害とプラッ
トフォーム運営事業者の責任……今野裕之…′

"伽
D

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
〔64〕 ～〔66・ 完〕ケII島いづみ…変血光′2(2〉 】ヨ訳3),

*ブ レグジットが英国裁判所の訴訟差止命令 (anti_

suit iniuncdOn)に 及ぼす影響
中…………………ジャック・ピュアール,他…′Jtテ♂lユ 0

ドイツ
*コ ロナ感染防止策としての在宅勤務～ドイツの労働
者保護規則 (上 )・

……………………正井章4乍…イα(4)

*コ ロナ感染防止策としての在宅勤務～ドイツの労働
者保護規則 (下 )・

……………………正井章作…σ′7(5)

フランス
*日 本人のフランス駐在員がフランスの社会保障税を

課税されるリスクについて………橋本 明…汚7以l→

*懲罰的賠償を命ずる外国判決の承認・執行～相違す
る日仏の処理…… …………・……・小梁吉章…fとテθノta

□国際機関,その他

*米中通商摩擦の本質について………7耳 脇 修…′夙1)

*CPTPPにおける国有企業規制の批判的検討
………………………………………・松下満雄…′イ♂12)

*デジタル・プラットフオーム事業と優越的地位の濫

用規制…・……………………………上杉秋則…箆駅5)

*中属Iの外国法律措世不当域外適用性l止弁法により高
まる米中経済安全保障上の法的リスク分析
… ………………………………。中川裕茂,他…潔′(7)

*新型コロナウイルス感染症 (COⅥD-19)と 事業中

断保険・………………………………工 学士…完駅8)

*現代国際通商システムのパノラマ
……………Ⅲ……………………松下満雄,他…fθ9♂19)

*国際取引法学会 (研究報告〉
(13ω サステナビリテイ (持続可能性)達成のための企
業間の連携と競争法の共同行為規制の適用につい

て・………………………………………笠羽英彦…πH)
(131)合 衆睡1対外関係法第 4リ ステイトメント (2018)
・……………………………・………Ⅲ…不破 茂…完血)

(1321ベ トナムの投資法制度 ………・岩瀬真央美…舅瓶2)

(周働コロナ禍のウィーン売買条約 い・志馬康紀…刀7(2)

03→ EU競争法とAppに 事案・・…… 大野雅人…洸釈3)

(H動 外商投資法及びその実施条例他周辺法令に関わる
実務について………… …………丁 恒,他…託釈3)

(弼0ア フリカ大陸自由貿易圏 (AfCFTA)の現状と課
題…………………………………………………中里和平…イ%(4)

(Hnッ ィッター上のリツイー ト責任と発信者情報開示
請求・…………………………………荒木謙太…イ

"(4)(H働 仲裁合意に関する準拠法についての実務的考察
……………………………………… 河村寛治…鹿釈5)

(H働 法令解釈が未確立の場合におけるリスクテイクと

取締役責任……………Ⅲ…… 渡部友一郎,他…何′(5)
(Mω 暗号資産・デジタル通貨の有体性と通貨主椎
・……………………………………久保田 隆…物駅6)



国際商事法務 Vol.49,No。 12～021)

(14)ラ テンアメリカ及びカリブ海諸睡Iの競争法の歴史
と現状…Ⅲ……… ………・………… 阿部博友…2Ⅸ 6)

(1421遺伝資源の国際取引の課題について～法適用 と法

執行……・…………………………… 神山智美…及双7)

(H働 クレジットカー ド自動装置の PE認定
……………………………………………………・篠普智子…J密(7)

(1400rade v.Googlc著 作権侵害訴訟米最高裁判決の

概要……………………………Ⅲ……浅井敏雄…99引 8)

(1り 遺伝資源の国際取引の課題について～法適用と法
執行(下 )・

……………………………神山智美…′θθσ18)

(140医 療器具の欠陥に起因する国際製造物責任訴訟に
おける英国裁判所の2つ の先決事項裁判
………………・………………………岩本 学…′′J519)

(1471ア ジア・大洋州諸国における取締役の責任及び刑
事私訴訟制度に関する考察………平 浩明…′ノa9)

(1481企 業の社会的責任と人権リスク 阿部博友…f%m0
(H働 暗号資産の法的性質の一考察 ・̈四方藤治…νttt③

(15ω移転価格税制における残余利益の分割要因
・………………………………Ⅲ……・中村信行…胃

"tつ(lm)コ ーポレートガバナンス・コード改訂が示すロー

ドマップ〔上〕…………………………… …奥乃真弓…ゼJ97(10

(15D動 物福社と北米のSPCA(動物虐待防止協会)

………………………………………・神山智美…L黙動

(159コ ーポレー トガバナンス・コード改訂が示すロー

ドマップ〔下〕・………………………奥乃真弓…fν烈動
*WTOア ンチダンピング等最新判例解説

貿易救済判例石汗究会
⑫〔米国〕トルコ産鉄鋼に対する通商拡大法232条措置

に関する違憲無効判決… ……………高寄直子…2(1)

①ターゲットダンピングにおける「ゼロイング」適用
の可否(再訪)… ……………………宮岡邦生…2a2)

◎相殺措置調査において会社の公的機関該当性を判断
する際の証拠基準………………………… 上野一英一♂び♂13)

⑩価格約束の場合のサンセット・レビューにおける損
害の再発の可能性の決定 …………小,II聖史…刃ス4)

①対価の妥当性の判断にかかるベンチマーク及び補助
金額算定に際しての負の利益のゼロイングの可否
―"¨…………………………………………… 高宮雄介…何ス5)

⑫政府支配の連鎖による公的機関の認定
…………………i… ………………………………大軒敬子…るa6)

O EU離脱後のイギリス貿易救済措置
… … …… ……… … … …… … … 梅鳥 修中●謬7(7)

⑭〔EU〕 中国からの輸入に対する「重大な市場の歪みJ

に基づく正常価額の算定・…………池田 毅…′θ′以8)

④〔日本〕正常価格算定における非市場経済方式と代チに手
国選定手法…………………… …戸田謙太郎…刀をもi19)

⑩〔日本〕アンチダンピング調企手続の遅延により証拠
が適格性を欠き協定不整合とされた事例
……………・…………………・……西村祥平…f〃7とテ1101

⑫レビューでの調査当局の義務,フ ァクツ・アヴェイ
ラブルの適用要件及び秘密情報の取扱い
―・………………………………・……・・・・・……・・・手彰民労t史・・・ゼイθ♂111)

〇ファック・アベイラブル (FA)の 要件
…………………… …………………栗津卓郎…′5捌徹動

*国際取引法研究の最前線

(101)コ ロナ禍と不可抗力～英米法の視点
…Ⅲ………… ……・……………………小池未来…ど」11)

(10Dコ ロナ禍と不可抗力～交渉学の観点から

……………………………………・高森桃太郎…2釈 2)

(109LIBOR移行問題と日本における立法の必要性
………………………………・久保田 龍,他…♂須 3)

(100私 の研究紹介①国際取引法学と決済学の構築
……………………………………・久保田 龍…2駅 4)

(1耐 私の研究紹介②科学技術と国際取引法学
………………………………………・高田 寛…胸駅5)

(10① 私の研究紹介③国際取引法と企業法務
………………………………………・阿部道明…%駅 6)

(10D私 の研究紹介④「裁判外紛争解決 (ADR)」 ,「国
際交渉・契約」の研究…・………・・大貫雅晴…β9イ(7)

(悧D私の研究紹介⑤中国法の研究 …・小林幹雄…′θクび18)

al191ア メリカにおける契約締結前の責任とレター・オ
ブ・インテント… …………………山本志織…′′σθ19)

(1lω 私の研究紹介⑥ …………………………杉山翔―…f2熱⑥

(1lD私 の研究紹介⑦ …………………………種村佑介…fイ′を1ゆ

(11動私の研究紹介① …………………………長沼 健…′543壁動
*国際コ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
⑫新型コロナウイルスと不可抗力～中国法の視点

… … …… … … …… … … …… ……梶田辛雄…矧 1)

◎ コロナ禍 と不可抗力～国際ビジネス・サプライ
チェーンの観点…………………… 渡邊崇之…2Ж 2)

⑭生命保険会社の企業価値評価としてのエンベデイッ
ド・バリューについて…………… オ汐「田宗彦…」々 (3)

⑮行政処分後の取締役の内部管〕1ll体制整備義務
………………………………………………………・持田大輔…う′44)

⑩実務と研究の間①国際的企業法務におけるソフト
ローと倫理的規範…………Ⅲ……浜辺陽一郎…σF項 5)

⑫実務と研究の間②金融機関における外国為替取引法
務・……………………………………平野

~史
州…7びθ16)

⑮
~夫
務と研究の間③………………………… 牧野和夫…寓釈7)

⑩ 暗号資産・CBDCの法的提言 …久保田隆…′閉 8)

⑩実務と研究の間④…………・……… 1押 田宗彦…湧コ9)

①仲裁法改正 (調停による和解合意への執行力付与)

に引続きシンガポール条約批准を果たせ
……………………………………Ⅲ…大平起央…′2以D

⑫実務と研究の間⑤…………………竹内舞子…′イ′θtう

〇実務と研究の間③………… ………渡邊崇之…′フθ12
*国際商取引学会リレー講座

第二部 グローバル・コンプライアンス

第 1回 第二部開始に当たって・……久保田 隆…溌血)

第 2回  グローバル・コンプライアンスと技術革新(1)

………・……………………………・内田芳樹…え琢2)

第3回 グローバル・コンプライアンスと技術革新(2)

・………………………………………杉浦保友…」矧 3)

第 4ロ  グローバル・コンプライアンスと技術革新(3)

………・………………………………渡邊崇之…星以4)

第5回 グローバル・コンプライアンスと技術革新(5)

・………Ⅲ……………………………水日久仁彦…衡コ5)

第6回  グローバル・コンプライアンスと技術革新(6)

…………………………………… …・高橋宏司…%駅 6)

第 7回  グローバル・コンプライアンスと技術革新(7)

…………Ⅲ……………………… …・竹内舞子…岳釈7)

第8回  グローバル・コンプライアンスと技術革新(8)

………Ⅲ…・……………………………堀口宗尚…′傷駅8)

第9ロ  グローバル・コンプライアンスと技術革新(9)

………………………………………齋藤憲道…′′a駅 9)
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第10回 グローバル・コンプライアンスと技術革新1101

………………………………………………………合田浩之…′29軸
第11回  グローバル・コンプライアンスと技術革新t〕

… … … … ………………… … …… 田中雄作…′イどどllり

第12回 グローバル・コンプライアンスと技術革新

tり完………・…………………………柳田宗彦…7とティrb‐lla
*企業の社会的責任はどう果たされているのか

第 6回・完……・…………………………三浦哲男…9F(1)

*英文契約書基礎講座～染山泊としてのゼミナール

山本孝夫

〔1〕 %臥2),〔 2〕認ク(3),〔 3〕だ認σ(4),〔 4〕 セテとテσ15),〔 5〕 Iマ2
(6),〔 6〕 9a以 7),〔 7〕 Zθ♂イ(8),〔 8〕 7′ Я仄9),〔 9〕 ′29飩0,〔 10〕

′靱 ll,〔 11〕 ′激 D
*国際商事契約の法と心理学 I

該 4よ2)立 石孝夫,②亮釈3)山 本大貴,①完冗玖4)立

石孝夫
*カ ーボン・ニュー トラル (脱炭素社会)に 向けての

社会と法の在り方・…………………中西 香…/孵(6)

*カ ーボン・ニュー トラル (脱戊素社会)に 向けての

社会と法の在り方(2)… …Ⅲ………・中西 香…2a7)
*カ ーボン・ニュー トラル (脱炭素社会)に向けての

社会と法の在り方(3)・ ………Ⅲ……・中西 香…Z働啄8)

*カ ーボン・ニュー トラル (脱炭素社会)に 向けての

社会と法の在り方(4)… ……………三浦哲男…′′,″ど(9)

*カ ーボン・ニュー トラル (脱炭素社会)に 向けての

社会と法の在り方(5)・ ………………三浦哲男…ヱ」θ琢101

*カ ーボン・ニュー トラル (脱炭素社会)に 向けての

社会と法の在り方 (6・ 完)… …三浦哲男…k銀 0

*国際商事契約の法と心理学Ⅲ

①当事者の交渉をゲーム理論で解く
………………………………………・立石孝夫…ゴ55馴&動

の連 載

世界の法制度    遠藤 誠
〔東アジア・東南アジア編〕
③ベトナム…… … … …………

⑩タイ………… … … …………

①インドネシア…… … … …・

⑫マレーシア…… … … … …

⑬フイリピン…… …… ………

⑭ブルネイ…………… … ……

⑮カンボジア‥‥………………………

⑩ラオス… …………… …………

⑫ミャンマー………… … …… … …… … … … ′朋 (9)

⑬北朝鮮 …̈………………………………… …………………′,郷岡

⑩東テイモール……………………………… ………………′イυ′ク(1ゆ

⑩総括(1)・ ……………… …………………Ⅲ………・J露猟〕
英文契約600の Q&A    長谷川俊明
*(298)′囲 1),(299)284(2),(300)428(3),(301)566(4)

英文契約700の Q&A    長谷川俊明
*(302)684(5), (303)3Zイ (6), (304)934(7), (305)′ θ,アJ(8), (306)

′刻釈9),(307)′ J♂び1101,(308)′イク住り,(309)′ 5θm〕
中国最新法律事情

124働個人情報保護法草案について ……,森 規光…錮 1)

(И働外商投資安全審査規則の公表
・…………………………………張 雪駿,他…2Ж 2)

05ω「外国の法律及び措 i量 の不当な域外適用の阻止に

関する規則Jについて………… 沈 陽,他…〃θθ13)

OH)中 国の「プラットフォーム経済分野における独占
禁止に関する指針」について
…………………………………………………鈴木幹太,他…5認 4)

05D中 国の「ネットワーク取引監督管理規則」につい

て………………………………………………鈴木幹太,他…絡須6)

05働 中国の「反外国制裁法」について
い̈い̈ ¨̈ ‥……………………………鈴木幹太,他…Fpa3)

95→「データ安全法」について
………………………………………………森 規光,他…2解(9)

似5動 中国の「重要情報インフラ安全保護条例」につい

て………………………・………鈴木幹太,他…fと,θどll⑥

υ50「 自動車データ安全管理規定」について
………………………………・…井村俊介,他…F名副社0

05D中 国の「独占禁止法改正車案 (意見募集稿)につ
いて……………… ……………鈴木幹太,他…1564ta

中国案例百選

128D「 第九回全国法院民商事審判工作会議紀要」と判
例の検討(1)。 ………………・………・栗津光世…′θθ11)

0脇 )「 第九回全国法院民商事審判工作会議紀要」と判
例の検討(2)………………………・・粟津光世…2コ 2)

ω89「 第九回全国法院民商事審判工作会議紀要」と判
例の検討(3〉 …………………………………… 粟津光世…イ能(3)

υ9ω 中国の上場会社の名義株に関する紛争 (上海金融
法院判決)……………………Ⅲ…… 茂野祥子…肋唄4)

υ91)株主による第三者取消の訴えを否定した事例
………………………………………・村上孝隆…屁Ж5)

99D杭 州インターネット裁判所により,越境 EC小売
商品の電子ラベルは紙のラベルと同等の効力を持つ

と判示された事例………・…………高槻 史…勿 6)

υ瑚有害物質のつF出者に対し,市政府による損害賠償
請求が認容された事例…・…………仲井 晃…Я釈7)

99→ B/1ン に摂取された備船契約の仲裁条項の効力の限

界を示されたケース……Ⅲ………・・清河雅孝…′α駅8)

99D中 国民法典を遡及適用して貸主の実際利率の開示
義務を設定したケース…・…………白出博之…河露(9)

υ90中 国の弁護士調介令制度(続 )―功日藤文人…ど♂′里101

09D中 国における日本アニメの製作委員会について
………………………………………吉田 憲…′44乱つ

ω9働OEM生産の商標権侵害 ……… 谷口由記…15701動

中国ビジネス法務 Q&A
(略動中国の外商投資安全審査制度 ……・威 晶…′ν(1)

(1891中 区Iの「民法典Jと 時効制度 … 久田興吾…麦Ж2)

(190中 国の固形廃棄物処理制度 …… 神保宏充…イ′a3)

(191)中 国における消費財リコール制度 桂 艶…肋駅4)

(1921中 国の民事訴訟における営業秘密の保護
…………………………………………威 昌…庇駅5)

(1931外 商投資企業の増資について ―・久田員脊…籾 (6)

(190中 国データ安全法の制定 ………・神保宏充…閉 7)

(19∋ 中国の「タト国制裁対抗法」 ………・桂 艶…′θびθ18)

(190中 国の「個人情報保護法」下での個人情報の処理
と移転…………………………………………………威 昌…河%(9)

(19n中 国の労働関係法令とプラットフォーム経由の就
労関係………………… ……・……・神保宏充…′.9′m0

0981「 市場主イ本登記管理条例」の概要 …・桂 艶…ヱイralD

(碍働中国における商業秘密漏洩の刑事責任
・…………・・̈ ―・・………………………………………威 晶…15741動

中国法令速報    森川伸吾
*(279)′ 0ど11),(280)あ段駅2),(281)イ /イ(3た (282)a盟4),(283)

3

4

5

6

7

,
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σ7θ (5), (284)798(6), (285)924(7), (286)ヱ θσイ(8), (287)

′′,ど19光 128働 f♂〃θ1101, 98"′45供0,(2901′ σ熱 劾
上海ウオッチ

Olり 知的財産権民事訴訟の証拠に関する新規定
……………………………Ⅲ………・高 革慧―ザθひ・11)

(11)外国の法律及び措世の不当な城外適用に対抗する
ための規則………………Ⅲ…………高 革慧…麦釈2)

(110民 法典の担保制度の適用に関する最高人民法院の

解釈…………・………………………高 革慧…翠′以3)

(lW)知 的財産権侵害民事事件における懲罰的賠償の適
用に関する解釈…………Ⅲ…………高 革慧…とテσθ14)

(1愧 )イ ンターネット取引監督管理規則
・…・…………………………………・高 革慧…庇釈5)

(l191中 国における植物品種の管理及び品種権の保護
・……・………………………………・高 革慧…撤欠6)

(罷0最高人民法院による人民法院オンライン訴訟規則
・………………………Ⅲ……………・高 革慧…2以 7)

(121)中 国におけるサイバーセキュリテイー審査制度
………………………Ⅲ………Ⅲ……高 革慧―f比以8)

(12D中 国「個人情報保護法Jの成立 …・高 革慧…′ヱ9σ19)

(129自 動車データ安全管コ」lに係る若千の規定 (試行)

……………… ………………………高 革慧…′♂′∂1101

02り営業秘密侵害訴訟における営業秘密の特定に関す
る事例…・……………Ⅲ……………・高 革慧…fイ密Qゆ

但期中国におけるデータ越境移転安全評価弁法 (意見
募集稿)… ……………………………・高革慧…巧%⑫

韓国法事情    金 祥沫

94働 区分所有者による共用部分の収去・引渡請求の可
能性…………………………………………………………………… ル淑1)

(Иり倒産手続と少数株主の会計帳簿閲覧請求権 疫額2)

(2動特別限定承認の可能性 …… …………………

`Jθ

13)

(ИO特別限定承認の可能性 (下 )… ………………・良釈4)

似471資 本金減少を内容とする株式併合の効力 … び∂てテ15)

Q4働 山岡荘八著『徳川家康』の翻訳と著作権法違反
………………・……Ⅲ………………………………p釈 6)

04動
'山
イ1婚訴訟の国際裁判管1審 ……………………・9鍋 7)

似5ω 理事会の議決のない代表理事の行為と善意の第三

者の保護…… … … … … ……… ……… … …・fθ∂θ18)

似51)動 産担保の目的物を重量で限定した場合の効力
…………………………………………………………………………切 駅9)

惇5D太陽反射光による生活妨害 …………………ゼ」♂Jll⑥

骸59保険会社による債務不存在確認の訴えの利益
・̈……Ⅲ……………Ⅲ……………Ⅲ……・……………・…………・・……′望てテび11ll

050任意後見優先の原則と例外 …………………………f刃阻D
ブラッセル・ウオッチ ジョン・フランソワ・ベリス
*(304)′ 3ム1), (305)288(2),(306ン フ (3), (307)とテ%θ(4),(308)

び9θ(5), (309)8′ ど(6), (310)9を θ(7), (311)fθ どび(8), (312)

′22ス 9),(313)′ Jイθ1101,(314)′イクアθ(1ll,(315)′ひ囲 21

ベ トナム重要新法令ニュース    栗津卓郎,他
*⑦7♂θll労 働 &ズ 3】 餅 8よ5た 説臥 7光 ④′刻 9光

②′46蕊ll

IBL情報

(ア ジア・大洋州地域〉
〈オーストラリア)

*オ ーストラリア競争・消費者委員会は,デジタル広
告サービス調査の中間報告書を発表………… σ駅 4)

*オ ーストラリア競争・消費者委員会は,モバイルア
プリ市場に関する調査の中間報告書を発表… %′ (7)

*オ ース トラリア競争・消費者委員会は, 日本航空及
び Qantasと の共同事業の認可を拒否する柔につい

て,パ プリックコメントを開始………………′θ9θ18)

*ACCC, Country Press Australiaに 対「し, Google
及び Faccbookと の団体交渉を認可 ―・……・′4黙つ

く北米地域)

*米国連邦議会下院反 トラス ト小委員会は「デジタル

市場における競争に関する調査」報告書を公表
・…………………………………・・―̈ ・̈・・・…………………………・′,al)

*証券詐欺の間接違反者の責任と合衆国最高裁判決
・………………………………・・̈ ・̈・̈ ¨̈・・………………………・′♂911)

*DO」 は,大手決済業者であるVねaに よるフインテッ

クアプリ事業者である Pl江 dの 買収計画について,

シャーマン法第 2条及びクレイトン法第 7条違反の

堤いで民事提訴………………………………… あ頑2)

*米区1司法省は,調停の利用に関するガイダンス及び

中小企業向けポータルサイトの立上げを公表
・……………………………………………………2姻 2)

*米国における公開買付けと詐欺…・……………刀ス2)

*米国連邦取引委員会は,違法な独占化を行った疑い

で Faccbookを 民事提訴 …………………… ………… ィrィrf(3)
*2020年 第 2四半期における合衆国控訴裁判決
……・・・………・…・……………・……・̈ ―・ ・̈̈ ・̈・・̈・̈ ・̈̈  イ4以 3)

*米国司法省反 トラス ト局は,新型コロナウイルス感

染症の血しょう療法を開発する企業に対し, ビジネ
スレビューレターを発出……………………… 5カ律)

*米国連邦証券詐欺禁止規定と主観的要件…… J即(4)

*2020年 第 3四半期における米国連邦証券取引規制の

動向…… …………………………………………先釈5)

*米国連邦取引委員会ほか各国競争当局は,製薬業界
における企業結合の分析に係る多国F∬ ワーキンググ
ループの設立を発表…………………・…………膨Ж6)

*2019年 における米国連邦証券取引規制の回顧
……………………………………………………影Ы6)

*2020年 第 4半期において SECが制定した Ruleと 合

衆国地裁判決………………………………………………………95訊 7)

*ギ ンズバーグ合衆国最高裁裁判官が関与した証券取

引等に関する諸判決………………・…………・′θ9′ (8)

*米国インサイダー取引規制の現状と変遷……′刀ス9)

*2021年 第 1四半期における米国連邦証券取引規制の

動向…………・…………………………………・・A6熱⑥
*米国インサイダー取引規制における「インサイダー」
の定義と規制の根拠規定―中…… ……………………′̀rど′to

*米国ホワイ トハウス競争評議会が初会合を開催
………… … …Ⅲ…・… …Ⅲ… …Ⅲ… … …・̈・̈・………Ⅲ… …・中′びθてテ1121

*FTC,2020年垂直合併ガイ ドライン及びコメンタ

リーを撤回………………………………………fてテθb・110

*米国連邦取引規制における出訴制限とクラスアク
ション……………………………………・・…・・……・・……・……・7びθ∂112

(南米〉

(コ ロンビア)

*コ ロンピア特別区司法長官,オ ンライン小売市場に

おける違法な価格支配を差 し止めるため,Amazon
に対 して反 トラス ト法訴訟を提起・…………・・ツ

“

や )

(ヨ ーロッパ地域)

(イ ギリス)

*英国競争・市坊庁は,英国政府に対 し,「デジタル

市場 における競争促進のための新たな規制」 (A
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new pro‐compeS‐ tion regime fOr digital markets)

に係る15の提言を発出―・………………………れ以3)

*英 国競争・市場庁は,日 本の楽器メーカーである
ローランドによる和解の破乗により制裁金を増額す
るとした競争審判所の判決を歓迎・…………・・ゼθフθ18)

*CMA, ソニーによるAWAIの 買収について競争

法上の懸念を表明・…・…………………………・κtt1121

(フ ランス)

*フ ランス競争委員会,Googleが差止命令に従わな
かったとして,最大 5億ユーロの制裁金を賦課
………・―・…………・̈・̈・・・・ ・̈……・……………………・̈ ・̈′354はOl

*フ ランス競争委員会,眼鏡ブランド及びメーカーが

サングラス及び且艮鏡フレームの小売価格を拘束して
いたなどとして,制裁金を賦課………・……・・Bν l101

〈オランダ)

*オ ース トリアにおいて違法な合併に係る Facebook
の清算金が確定…………Ⅲ…Ⅲ………………・…′ω附動

(国際機関・その他〉
*欧州グリーンデイールに寄与する競争政策カンファ

レンスにおける欧州委員会 Vestager上 級副委員長

(競争政策■1当 )に よるスピーチ ・……………ωス5)

*Air Canadaと Transatに よる統合計画撤国に対す
る欧州委員会 Vestager上 級副委員長 (競争政策担

当)の声明…Ⅲ……… …………………………・兜駅7)
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