
平成23年度 
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」 

改訂の概要 

資料１ 
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第１ 電子商取引に関する論点 

1. オンライン契約の申込みと承諾 
(1) 契約の成立時期（電子承諾通知の到達） 
(2) 消費者の操作ミスによる錯誤 
(3) インターネット通販における分かりやすい申込画面の設定義務 
(4) ワンクリック請求と契約の履行義務 

 
2. オンライン契約の内容 

(1) ウェブサイトの利用規約の契約への組入れと有効性 
(2) 価格誤表示と表意者の法的責任 
(3) 管轄合意条項の有効性 
(4) 仲裁合意条項の有効性 
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第１ 電子商取引に関する論点 

3. なりすまし 
(1) なりすましによる意思表示のなりすまされた本人への効果帰属 
(2) なりすましによるインターネットバンキングの利用 
(3) なりすましを生じた場合の認証機関の責任 

 
4. 未成年者による意思表示 

 
5. インターネット通販における返品 

 
6. 電子商店街（ネットショッピングモール）運営者の責任 
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第１ 電子商取引に関する論点 

7. インターネット・オークション 
(1) オークション事業者の利用者に対する責任 
(2) オークション利用者（出品者・落札者）間の法的関係 
(3) インターネット・オークションにおける売買契約の成立時期 
(4) 「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力 
(5) インターネット・オークションと特定商取引法 
(6) インターネット・オークションと景品表示法 
(7) インターネット・オークションと電子契約法 
(8) インターネット・オークションと古物営業法 

 
8. インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い 

 
9. 共同購入クーポンサイトの責任 
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第２ インターネット上の情報の掲示・利用に関する論点 

1. CGMサービス提供事業者の違法情報媒介 
 

2.   他人のホームページにリンクを貼る場合の法律上の問題点 
 

3. P2Pファイル交換ソフトウェアの提供 
 

4. ウェブ上の広告 
(1) 景品表示法による規制 
(2) 特定商取引法による規制 
(3) 薬事法・健康増進法による規制 
(4) 貸金業法等による規制 
 

5. ドメイン名の不正取得等 
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第２ インターネット上の情報の掲示・利用に関する論点 

6. インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害 
 

7. ID・パスワード等のインターネット上での提供 
 

8.   インターネットを通じた個人情報の取得 
 

9. 肖像の写り込み 
 

10. インターネットと著作権 
(1) インターネット上の著作物の利用 
(2) サムネイル画像と著作権 
(3) 著作物の写り込み 
(4) eラーニングにおける他人の著作物の利用 
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第3 情報財の取引等に関する論点 

1. ライセンス契約の成立とユーザーの返品の可否 
(1) 情報財が媒体を介して提供される場合 
(2) 情報財がオンラインで提供される場合 
(3) 重要事項不提供の効果 

 

2. 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の
成立 
 

3. ライセンス契約中の不当条項 
 

4. ライセンス契約の終了 
(1) 契約終了時におけるユーザーが負う義務の内容 
(2) 契約終了の担保措置の効力 

 

3. ベンダーが負うプログラムの担保責任 
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第3 情報財の取引等に関する論点 

5. SaaS・ASPのためのSLA (Service Level Agreement) 
 
6.   ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲 

 
7. ユーザーの知的財産権譲受人への対抗 

 
8. ソフトウェア特許権の行使と権利濫用 

 
9. 使用機能、使用期間等が制限されたソフトウェア（体験版ソ

フトウェア、期間限定ソフトウェア等）の制限の解除方法を
提供した場合の責任 
 

10. データベースから取り出された情報・データの扱い 
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第４ 国境を越えた取引等に関する論点 

1. 事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規 
 

2. 越境取引における消費者保護法規 
 

3. 生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規 
 

4. インターネット上の名誉・信用の毀損と適用される法規 
 

5. 国境を越えた商標権行使 
 

6. 外国判決・外国仲裁判断の承認・執行 
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ウェブサイトの利用規約の契約への組入れと有効性 1/2 

                                   

【論点】 

インターネット通販、インターネット・オークション、インターネット上での取引仲
介・情報提供サービスなど様々なインターネット取引やクラウド・サービス、
CGMサービスなど各種のサービスや機能の提供を行うウェブサイトには、利用

規約、利用条件、利用契約等の取引条件を記載した文書（以下総称して「サイ
ト利用規約」という）が掲載されていることが一般的であるが、サイト利用規約は
利用者との間の取引についての契約にその一部として組み入れられるのか。 

【改訂内容】 

○無償の会員登録を含め、インターネット上の様々なサービス提供契約について、
利用規約組入の前提として契約の成立が認められる場合について記述を追加
した。 

○利用規約の変更については、契約更新の形で継続的な取引の契約変更が認め
られるケースの他、黙示の同意があったと認められるための考慮要素について
記述を追加した。 
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ウェブサイトの利用規約の契約への組入れと有効性 2/2 

【具体的な改訂内容】 
（１）無償の会員登録を含め、インターネット上の様々なサービス提供契約について、利用規約

組入の前提として契約の成立が認められる場合について記述を追加した。 
 
（２）「利用規約が契約に組み入れられると認められる場合」の事例のうち、「同意クリック」だけ

記載していたものを「同意クリック＋いつでも規約内容を確認できること」とした。 
 
（３）単発契約と継続的契約の他、「会員登録などの基本契約型」という分類を加えた。 
 
（４） 「長文難読な規約」について、不意打ち条項的な記述が混在していた点を修正し、消費者

契約法に基づく説明義務の解説とした。 
 
（５）利用規約の変更については、明示的な同意がなくても利用者に十分告知した上で、変更後

も利用者が異議なく利用継続していた場合には黙示の同意があったと認められる場合が
あることを記述し、黙示の同意の認定にあたり考慮される可能性のある事項について例示
した。 

 
（６）規約の変更履歴を事業者側が保存すべきという点につき、現行の記述は立証責任の問題

を論じているようにも見えるところ、中小事業者への注意喚起という趣旨に修正した。 
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なりすましによる意思表示となりすまされた本人への効果帰属 

                                   

【論点】 

いわゆる「なりすまし」が行われた場合、なりすまされた本人が責任を負う場合
があるか。 

 

【改訂内容】 
○従来1つの論点であった「インターネット取引」と「インターネットバンキング」を分け
て、2つの論点項目とした。 

 

【具体的な改訂内容】 
（１）インターネット取引に関しては、一般的ななりすましの行為の効力について分析し、本人確

認の方法についての事前合意が無効になる例として事業者に責任がある場合を挙げると
ともに、なりすまされた本人に責任があるとされる例とされない例についても記述を追加し
た。 

 
（２）なりすましによるクレジットカード決済の効力については、実際のクレジットカード会員規約

をもとに分析を行った。 
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なりすましによるインターネットバンキングの利用 

                                   

【論点】 
インターネットバンキングにおいて、ID・パスワードを冒用した「なりすまし」によ

り払戻しや振込指図が行われた場合、銀行は預金者に対し、払戻しや振込指
図が有効であることを主張できるか。 

【改訂内容】 
○従来1つの論点であった「インターネット取引」と「インターネットバンキング」を分け
て、2つの論点項目とした。 

 

【具体的な改訂内容】 
インターネットバンキングについては、民法478条との関係について、最高裁判例を紹介しつ
つ、記述を追加した。 
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共同購入クーポンをめぐる法律問題について（新規） 1/6 

                                   

【論点】 

通常のクーポンの販売サービスと異なる共同購入クーポンサービスは、法的に
どのような取引構造と考えられるか。 

 

【内容】 

○責任分担について分析を行う前提として、そもそも共同購入クーポンとはどのよ
うな取引構造であるかについて、いくつかのパターンを挙げて法的性格を分析し
た。 

○更に、消費者庁による「景表法の留意事項」も引用し、クーポンの広告表示や価
格表示の問題についても言及した。 

【考え方】 

共同購入クーポンには様々なサービス態様も存在しており、最終的に当事者の誰と誰と、どの
ような法的関係にあるのかを検証しなければ、どのような法律効果がどの当事者に帰属し、ど
のような義務がそれぞれの当事者に発生するかが不明確となるため、このような共同購入クー
ポンはそもそもどのような取引といえるのかを検討する。共同購入クーポンをどのように捉える
かについては、以下のような考え方がある。 

  

①最低販売数を超える申込があることを権利の発生について停止条件とした権利であって、当
該加盟店でサービスを受けられる権利の売買契約をクーポン購入者とクーポンサイト運営
事業者が行っており、また、この売買契約についても最低販売数を超える申し込みがあるこ
とが契約の成立について停止条件が付されているとの考え方 

 

14 



共同購入クーポンをめぐる法律問題について（新規） 2/6 

②クーポンの販売は、最低販売数を超える申し込みがあった場合にのみ、加盟店とクーポン購
入者との間で加盟店による商品の引き渡し又はサービスの提供についてのサービス等に関
する契約(以下「サービス等に関する契約」という。)として成立する。そして、加盟店のサービ

スについてのサービス等に関する契約の成立に向けられた行為を行うサービスをクーポンサ
イト運営事業者が提供し、さらに、クーポンサイト運営事業者がクーポンのサービス等に関す
る契約についての資金決済方法を提供しているにすぎないという考え方 

③クーポンの販売は、最低販売数を超える申し込みがあった場合にのみ、加盟店とクーポン購
入者との間でのサービス等に関する契約として成立する。そして、クーポンサイト運営事業者
がクーポンを単にウェブサイトに掲載している行為は、広告掲載にすぎない。その販売数に
よって広告収入を取得しているとともに、広告掲載料の徴収と上記サービス等に関する契約
についての資金決済方法を提供しているという考え方 

 

【説明】 
（１）検討する取引のモデル 

   ①加盟店がクーポンサイト運営事業者のインフラを利用して自ら販売者になって行う場合 

   ②クーポンサイト運営事業者がクーポンの販売者となる場合 
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共同購入クーポンをめぐる法律問題について（新規） 3/6 

（２）クーポン及び共同購入クーポン購入サービスの法的性格 

   ①権利の売買と評価できる場合 

ア クーポンサイト運営事業者とクーポン購入者間の契約：取引の対象となる債権の売
買契約に停止条件が付けられている 

イ 売買契約の対象となる権利は何か：権利の発生に停止条件が付けられている権利 

 

≪取引の法的性格≫ 

 

 

 

 

加盟店 

クーポン購入者 

クーポンサイト運営事業者 
⇒クーポンの売主 

サービス等の 

履行請求権 

委託販売 

クーポン（加盟店に対する
サービス等の債権）の販売 

クーポン 
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共同購入クーポンをめぐる法律問題について（新規） 4/6 

（２）クーポン及び共同購入クーポン購入サービスの法的性格 

   ②加盟店とクーポンサイト運営事業者間では、クーポンサイト運営事業者がクーポン販売
を行うインフラの提供と資金決済のインフラを提供していると考える場合 

 

≪取引の法的性格≫ 

 

 

 

 

 加盟店 
⇒クーポンの売主 

クーポン購入者 

クーポンサイト運営事業者 

サービス等に関する契約 

販売インフラの提供としてサービス等に関する
契約の媒介サービス提供契約と資金決済の
サービスを提供する業務委託契約 

利用規約による合意 
クーポン 

役務提供代金の支払い 
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共同購入クーポンをめぐる法律問題について（新規） 5/6 

（２）クーポン及び共同購入クーポン購入サービスの法的性格 

   ③加盟店のクーポンの広告を掲載しているにすぎないと理解する場合 

 

≪取引の法的性格≫ 

 

 

 

 

 
加盟店 

⇒クーポンの売主 

クーポン購入者 

クーポンサイト運営事業者 

サービス等に関する契約 

契約成立に連動した報酬体系の広告掲載及
び加盟店と購入者間の役務提供代金の決済
サービスを提供する契約 

クーポン 

役務提供代金の支払い 
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共同購入クーポンをめぐる法律問題について（新規） 6/6 

（３）責任を負う場合のクーポンサイト運営事業者の約款の免責条項の効果 

クーポンサイト運営事業者に損害賠償責任が認められる場合には、クーポンサイト運営事
業者を免責する利用規約上の規定は、クーポン購入者が消費者である場合は、消費者契約
法第８条第１項第１号に該当し、無効となる場合も存在するものと考えられ、損害賠償責任を
免れない場合が存在するものと考える。 

 

（４）共同購入クーポン購入サイトのクーポンの表示と景品表示法の問題 

  ①価格表示の問題 

景品表示法第４条第１項における「商品又は役務の取引」が、加盟店が一般消費者に提
供する商品又は役務であることを前提とすれば、加盟店がその責任を負う。クーポンサイト
運営事業者が価格決定などクーポンの設計にある程度関与する場合もあり、クーポンサイ
ト運営事業者が、配慮する必要がある。 

 

②商品又は役務の品質・規格その他の内容の問題 

①と同様に、景品表示法第４条第１項における「商品又は役務の取引」が、加盟店が一般
消費者に提供する商品又は役務であることを前提とすれば、加盟店がその責任を負う。
クーポンサイト運営事業者が価格決定などクーポンの設計にある程度関与する場合もあ
り、クーポンサイト運営事業者が、配慮する必要がある。 
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情報財の取引等に関する論点 

【改訂内容】 

○情報財には様々な態様があり様々な法的論点があることから、情報財取引に関
する論点の導入ページにインデックスとして記述の充実を行なった。 

【具体的な改訂内容】 
従来情報財としてはソフトウェアを中心として議論されてきたが、音楽、映像、ゲーム、データ
ベースに含まれる情報・データなど、様々なデジタルコンテンツの取引が行われるようになって
きていることに鑑み、論点の導入ページにインデックスとして記述の充実を行なった。 
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ライセンス契約の成立とユーザーの返品の可否 

【改訂内容】 
○特定商取引法上の法定返品権（同法第15条の2）に関して、情報財の性質及び
取引の実態を鑑みた上で、修正を行った。 

【具体的な改訂内容】 
（１）「III-1-1 情報財が媒体を介して提供される場合」に関しては、「返品」の意味についての脚

注と、特商法の法定返品権に関する脚注を追加した。また、他の論点からの引用や参照が
しやすいように、説明の文章を小項目に分けた。 

 
（２）「III-1-2 情報財がオンラインで提供される場合」については、「返品」という語を「情報財の

返還・返金」という表現に置き換え、「返還（原状回復）」の意味について脚注を追加した。 
 
（３）「III-1-3 重要事項不提供の効果」において、情報財の購入時に動作環境についての説明

義務の認められる根拠について、情報財利用における動作環境の重要性に求める旨の記
述を追加した。 
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当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立（新規） 1/4 

                                   

【論点】 

システム会社がソフトウェアをハードウェアにインストールしてユーザー会社に
販売する際、ユーザー会社が自らソフトウェアの使用許諾契約を締結する行為
を行っていないような場合、当該ユーザー会社にソフトウェアの使用許諾が適
用されるのか。 

【内容】 

○現行実務上、ソフトウェアのライセンス契約に対し、別の主体によって同意の行
為が行われている場合でも、いくつかのパターンによってエンドユーザーとなる
企業を拘束するための「契約の橋渡し」が実施されており、基本的にはそれらは
有効と考えられることを記載した。但し、理論的には、その有効性に疑問が生じ
るケースも想定され得るため、注意喚起の意味も込めてリスクの分析を行った。 

【考え方】 

システム会社がソフトウェアをハードウェアにインストールしてユーザー会社に販売するような
場合で、ユーザー会社が自らソフトウェアの使用許諾契約を締結する行為を行っていないよう
なとき、ソフトウェア会社の使用許諾条件がユーザー会社に適用されない可能性がある。 
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当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立（新規） 2/4 

【説明】 
（１）問題の所在 

  システム会社がソフトウェアをハードウェアにインストールしてユーザーに販売するような場
合、実際にソフトウェアを使用するユーザー会社と契約の締結行為を行う当事者が異なるよう
に見える場合があり、ユーザー会社がソフトウェア会社の使用許諾契約に拘束されるか否
か、またどのような場合に拘束されるかについて検討する。 

 

（２）前提（可能性のある契約形態） 
  ア）直接使用許諾契約が締結される場合（直接ライセンス型） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 α契約において、システム会社が、ソフトウェア会社の定める使用許諾契約をユーザー会
社に同意させる旨を定める。 

 

β契約において、システム会社が第三者から使用許諾を受けているソフトウェアについて
は、ユーザー会社は当該第三者の定める使用許諾契約を締結する旨を定める。 

ソフトウェア会社 システム会社 

ユーザー会社 

β契約 

α契約 

使用許諾契約 
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当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立（新規） 3/4 

（２）前提（可能性のある契約形態） 
  イ） 間接的に使用許諾契約が成立する場合（サブライセンス型） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   α契約において、ソフトウェア会社の定める使用許諾条件に従った使用許諾契約に基づ

き、ユーザー会社に対してソフトウェアの使用を許諾することができる旨を定める。 
 

ユーザー会社は、システム会社とユーザー会社間のβ契約の使用許諾条件に拘束される。 
 

（３）問題となる場合 

  上記（２）ア）のような契約条項が存在している場合でも、使用許諾契約がシュリンクラップ契
約やクリックオン契約の場合には、実際にインストール作業を行うのはシステム会社であるた
め、ユーザー会社が形式的には契約条項に「同意」していないという事態が生じる。 

  上記（２）ア）又はイ）のような枠組み自体が整っていない場合や、運用上α契約の契約条項
が遵守されていないような場合にも同様の可能性がある。 

ソフトウェア会社 システム会社 

ユーザー会社 

β契約 

α契約 

使用許諾契約 

使用許諾契約 
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当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立（新規） 4/4 

【考え方】 

（１）上記（２）ア）の場合、システム一式にインストールされるソフトウェアについては、手足と
してシステム会社に行ってもらっていると評価でき、ソフトウェアのパッケージを開封や、インス
トール時の同意ボタンをクリックする行為は、ユーザー自身の意思表示と評価し得る場合が多
い。 

システム会社をユーザー会社の意思表示の伝達機関と認めるのが困難な場合でも、使用
許諾契約の締結について、黙示的な代理権授与行為があったと認められる場合も少なからず
存在するため、代理行為として、有効にユーザー会社を拘束すると考えられる場合もある。 

（２）多くの場合、使用許諾条件として一般的なユーザー会社の認識と齟齬が生じるような条
項が存在する場合、直ちにユーザー会社に対してそれらの条項の効果が及ばないとユーザー
会社から主張される可能性がある。 
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外国判決・外国仲裁判断の承認・執行（新規） 1/3 

                                   

【論点】 

我が国のインターネット事業者またはインターネット取引利用者が外国におい
て訴訟を提起されて被告となり、敗訴判決を受けた場合、日本で強制執行され
る可能性はあるか。また、外国判決にもとづいて日本において強制執行できる
場合、どのような手続を経て強制執行されるのか。外国を仲裁地とする仲裁に
おける仲裁判断についてはどうか 

【内容】 

○日本の事業者が外国の裁判所または外国を仲裁地とする仲裁判断において敗
訴した場合を念頭におき、外国判決の承認・執行及び外国仲裁判断の承認・執
行について、要件・手続き・根拠法などを整理した。 

【考え方】 
（１）外国判決の承認・執行 
外国裁判所がした確定判決は、以下の要件を満たした場合、日本での効力を認められる。 

①その判決をした外国裁判所が、その事件について、法令又は条約により裁判権を有して
いる 

②敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達を受けたこと、又はこれを
受けなかったが応訴したこと 

③判決の内容と訴訟手続が、日本の公序良俗に反しないこと 
④その判決をした外国裁判所の属する国が、日本の裁判所がした判決を承認していること 
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外国判決・外国仲裁判断の承認・執行（新規） 2/3 

（２）外国仲裁判断の承認・執行 

外国を仲裁地としてされた仲裁判断についても、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条
約（ニューヨーク条約）により認められる場合、その他の条約（ジュネーブ議定書及びジュネー
ブ条約、ＩＣＳＩＤ条約等）により認められる場合、我が国の仲裁法により認められる場合があ
る。 

ニューヨーク条約による承認・執行の要件と我が国の仲裁法による承認・執行の要件はおお
むね共通している。 

  ①仲裁合意の有効性 
  ②手続における防禦の機会の確保 
  ③仲裁合意の範囲内における判断 
  ④仲裁機関の構成及び仲裁手続の適切性 
  ⑤仲裁判断の確定 
  ⑥紛争対象事項の仲裁適格 
  ⑦公序良俗違反の不存在 
 
【説明】 
（１）問題の所在・制度の根拠 

  外国の裁判所がした判決、外国における仲裁手続において審理された仲裁判断は、一定の
要件を充足した場合には、我が国においてその効力が認められ、我が国において強制執行を
行うことができる。 

 
（２）外国判決の承認 

外国裁判所の確定判決は、民事訴訟法第１１８条の要件を満たす場合には、日本において
もその効力が認められる。 
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外国判決・外国仲裁判断の承認・執行（新規） 3/3 

（３）外国判決の執行 

外国判決を日本において執行することを希望する者は、裁判所に対し、「執行判決を求める
訴え」を提起し、この訴訟を受けた裁判所は、外国判決の承認要件を審査し、各要件が充足さ
れていると判断した場合、その判決による強制執行を許すことを宣言する執行判決をする。 

確定した執行判決を得た当事者は、執行文の付与を受けて、その判決のある外国裁判所
の判決を債務名義として申立てを行ったりすることができる。 

 
（４）外国仲裁判断の承認・執行 

米国の国民または会社と我が国の国民または会社を当事者とする仲裁判断は、日米友好
通商航海条約第４条第２項が定める要件を満たす限り、我が国においてもその仲裁判断に基
づいて強制執行をすることができる（仲裁地を問わない。）。 

また、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約（ニューヨーク条約）の加盟国でなされた
仲裁判断については 、同条約第５条の要件を満たす場合には、我が国において強制執行を
することができる。 

仲裁判断の承認・執行について定めた個別の条約がなく、ニューヨーク条約の加盟国でもな
い国・地域（例：台湾）でなされた仲裁判断についても 、我が国の仲裁法第４５条が定める一
定の要件を満たす限り、我が国において強制執行をすることができる。 
外国仲裁判断に基づいて日本において強制執行するためには、仲裁法第46条に定める手

続に基づいて、我が国の裁判所において「執行決定」を得て、これを確定させる必要がある
（民事執行法第22条第6号の2）。 
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法改正、新たな裁判例への対応、その他軽微な修正 

【改訂内容】 
○法改正、新たな裁判例への対応、その他軽微な修正。 

【対象となる論点】 
（１）契約の成立時期（電子承諾通知の到達） 

①「受注確認メールは承諾の意思表示でなく、これをもって契約は成立しない」とした判例
（東京地裁平成17年9月2日判決・判時1922号105頁）の追加。 

 

（２）P2Pファイル共有ソフトウェアの提供 

①Winny事件の判決が確定（最高裁判所平成２３年１２月１９日第三小法廷決定）ことに伴う
修正。 

 

（３）景品表示法による規制 

①消費者庁が「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の 問題点
及び留意事項」を公表したことに伴う修正。 

 

（４） ID・パスワード等のインターネット上での提供 

①不正競争防止法改正により、技術的制限手段の回避装置等に関する規制対象の見直し
を含む法改正が行われたことに伴う修正。 
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法改正、新たな裁判例への対応、その他軽微な修正 

【改訂内容】 
○法改正、新たな裁判例への対応、その他軽微な修正。 
 
【対象となる論点】 
（５）ベンダーが負うプログラムの担保責任 

①刑法改正により、いわゆるウィルス作成罪に関する記述を追加。 

 

（６）ユーザーの知的財産権譲受人への対抗 

①特許法改正により、通常実施権の登録を行っていない場合であっても第三者への対抗力
を認めるなどの法改正が行われたことに伴う修正。 

②破産法改正に伴う修正。 

 

（７）使用機能、使用期間等が制限されたソフトウェア（体験版ソフトウェア、期間制限ソフトウェ
ア等）の制限の解除方法を提供した場合の責任 

①不正競争防止法改正により、技術的制限手段の回避装置等に関する規制対象の見直し
を含む法改正が行われたことに伴う修正。 

 

（８）事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規 

①民事訴訟法に国際裁判管轄に関する諸規定が整備されたことに伴う修正。 
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法改正、新たな裁判例への対応、その他軽微な修正 

【改訂内容】 
○法改正、新たな裁判例への対応、その他軽微な修正。 
 
【対象となる論点】 

（９）消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規（特に消費者保
護法規） 
①民事訴訟法に国際裁判管轄に関する諸規定が整備されたことに伴う修正。 

 

（１０）生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規 

①民事訴訟法に国際裁判管轄に関する諸規定が整備されたことに伴う修正。 

 

（１１）インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規 

①民事訴訟法に国際裁判管轄に関する諸規定が整備されたことに伴う修正。 

 

（１２）国境を越えた商標権行使 

①民事訴訟法に国際裁判管轄に関する諸規定が整備されたことに伴う修正。 
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