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概要
共通論題「環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）」「国際化時代の不正競争」、自由論題３件、
文献紹介６件ほか収録。【「TR

第23号(2014)環太平洋パートナーシップ協定（TPP）/国際化時代の不正競争/自由論題. 環太
平洋パートナーシップ協定（TPP）. ・座長コメント（間宮勇）. ・中川淳司「TPPの背景と意義」. ・林
貞二「TPPの背景と意義（コメント）」.
はじめに―国際経済法における「市場と政府」をめぐる変遷と. 新たな課題―. 第 2 次世界大戦
後の世界 . 本稿は，2015 年 11 月 7 日に専修大学で開催された日本国際経済学会における発
表. 論文に一部加筆修正を行ったもので ... 競争歪曲に対する懸念から，環太平洋経済連携

（TPP）協定交渉において，. 米国が国有企業に対する特別規律案.
2005年6月10日 . 我が国の協定上の利益に対する無効化・侵害については積極的にWTOに付
託する一方、輸入からの防衛策としての通商救済法の援用は皆無である。 ... （*52）宇賀克也
「アンチダンピング手続と司法救済」『日本国際経済法学会年報』第4号137頁以下所収（1995）、
斉藤誠「貿易救済措置の行政法的視点」公正貿易センター編.
山下 一仁のページです。キヤノングローバル戦略研究所(CIGS)は政治、経済、環境、社会情勢
に関する調査・分析・研究、および政策研究・提言を行うシンクタンクです。今後の日本と世界の
発展に寄与することを目指しています。
本研究は、環太平洋経済連携（TPP）を巡る議論において、国家が公目的のために取る規制活
動が、自由貿易協定などの国際条約により不当に阻害される、という非難が上がっていることに着
目し、関係するこれまでの国際条約において条文構成がどうなっているのか、またそれらの国際条約
を適用した裁判ではどのような判決が下されていたのか.
Amazonで日本国際経済法学会の日本国際経済法学会年報。アマゾンならポイント還元本が多
数。日本国際経済法学会作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また日本国際経
済法学会年報もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2015年6月12日 . これを見ても国民皆保険を維持するために、厚生労働省がジェネリック医薬品の
普及を死活の急務と考えていることがうかがえます。しかし、ここに来て、大きな問題が浮上していま
す。アメリカが動かしている環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）の条項の中に、ジェネリック医薬
品の制度改定があるというものです。（2015/06/23）
国際経済法講座 日本国際経済法学会創立２０周年記念 １ 通商・投資・競争/日本国際経済
法学会/村瀬 信也（経済・ビジネス） - 「国際経済法」の概念や国際法における位置を示した上
で、国際経済法の主役であるＷＴＯ法の動態、ＦＴＡ、ＥＰＡなどの地域経済統合法、投資 . 日本
国際経済法学会年報 第２３号 環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）.
2017年5月8日 . (共)著書］ 〇社会保障と経済社会第3巻（共著 西村周三、京極高宣 他）、
2010年3月、東京大学出版会（「日本経済と医療・介護政策の展開」該当頁pp.3-23） 〇内科
学書 Vol.1：内科学総論（共著 伴信太郎、山本和利 他）、2009年11月 中山書店（「日本の医
療保険制度」該当頁pp.289-292） 〇医療制度改革の国際比較（共著 二.
2016年1月22日 . 昨年10月の環太平洋パートナーシップ（TPP）協定の大筋合意. を受け、政府と
して昨年11月に「総合的なTPP関連政策大綱」を. とりまとめました。TPPはアジア太平洋地域にお
いて新しい投資・. 貿易のルールを作り、地域における経済の発展に大きく繋がる非. 常にインパクト
のあるものです。国土交通省としても、TPPに対す.
欧州連合の基本条約である欧州連合条約の正文は23言語で作成されており、そのため欧州連
合の正式名称は23言語で表記される。略称としては、英語などでの表記の頭文字をとった EU が
あり、日本語圏においてもこの略称を使うことが多い。ただしフランス語、スペイン語など形容詞を後
置する言語では UE という略称が用いられることがある。
2017年9月4日 . 服部 信司. TPP協定の全体像と日本農業・米国批准問題. 農林統計協会. 林
司宣、島田 征夫、古賀 衞. 国際海洋法〔第2版〕. 有信堂高文社. 福田 耕治（編）. EU・欧州
統合 ... 北大法政ジャーナル23 ... 神田 茂、上谷田 卓、佐々木 健 環太平洋パートナーシップ
（TPP）協定の概要：アジア太平洋地域における新たな経済連携協定.
池田裕輔 「前期フィンクにおける間主観性の現象学」,『立命館哲学』,立命館大学哲学会, 第
23 集,pp.39-66,. (2012) . 林尚之 ｢原子力時代における日本国憲法の「革命」-核問題と憲法全
面改正論-｣,『史創』,史創研究会,第 2. 号 .. 佐藤太久磨 「「大東亜国際法（学）」の構想力―
その思想史的位置―」,大阪歴史学会,2011 年度大会,神戸大学,2011.
ご注文前にお読みください 在庫・特典情報を見る. 商品の詳細 ジャンル: 社会・政治フォーマット:
単行本出版社: 日本国際経済法学会発売日: 2014年10月20日. ISBN: 9784589036292 発売
国: 日本その他: ２６１ｐ ２１ｃｍ（Ａ５） SKU: 5990463. 内容詳細. 目次 : 論説（環太平洋パート
ナーシップ協定（ＴＰＰ）/ 国際化時代の不正競争/ 自由論題）/.
すなわち，経済の. 側面では，企業活動のグローバル化や環太平洋. 戦略的経済連携協定

（TPP）締結問題等を始め. として，経済のグローバル化さらに一層の進展. を見せて .. ③日本. 連
結財務諸表. 個別財務諸表. 上場企業. 日本基準，米国基準，IFRS or JMIS. 日本基準（会
社法開示と別個に規定）. ＊1：表示上は IFRS によることができる。
2013年10月18日 . 環太平洋パートナーシップ（Trans-Pacific Partnership: TPP）協定をめぐる議論
の中で、. 同協定に盛り込まれる可能 . 協定・経済連携協定. における我が国の取り組み」『日本
国際経済法学会年報』17 号, 2008, p.144）。 .. する国際投資仲裁の. 手続を定めたものである
（上記米国モデル BIT では第 23 条～第 36 条が該当）。
の各協定にお. いても、新自由主義（ネオリベラリズム）の発想に基づき 3、例え. ば、補助金及び相
殺措置に関する協定（以下「補助金協定」という。） に市場における政府の役割に対し ... もたらす
競争歪曲に対する懸念から、環太平洋経済連携（ TPP）協 ... と国際投資 ― 国家安全保障概
念の不確実性」『日本国際経済法学会年報』18 号（ 2009.
域内経済協力も 1976. 年から開始し、1992 年からは ASEAN 自由貿易地域（AFTA）を目指
し、2010 年 1 月 1 日. には原加盟 6 カ国により関税がほぼ撤廃された。現在は 2015 . だが、1987
年第 3 回首脳会議を転換点として、従来の集団的輸入代替重化学工業化戦略. は、1985 ...
下線は、環太平洋経済連携協定（TPP）交渉参加国。 ＥＡＳ.
茶（日常習慣的な飲用及び茶の製法など）は平安時代に遣唐使により中国から日本に伝来し、
鎌倉時代には抹茶が薬用として重宝された。その後次第に嗜好品として喫茶の ... 更に、足利幕
府政権時代に混乱を極めた貨幣経済の失政から生み出した新しい価値基準の創設に利用出来
ると考えたのが茶湯である。 茶湯を嗜むには専門的な知識と.
国際協力銀行（2011）我が国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2011年度海外
直接投資アンケート結果（第23回）」（2011年12月、国際協力銀行Web ... タイの洪水をどう捉え
るか－サプライチェーンの自然災害リスクをいかに軽減するか－」、『RIM環太平洋ビジネス情報』、
2012年２月号、vol.12 No.44、株式会社日本総合研究所。
日本国際経済法学会年報 第２６号 投資紛争解決制度の再考察 国際カルテルと東アジア競争
法の域外適用/日本国際経済法学会（経済・ビジネス）の最新情報・紙の本の購入はhontoで。
あらすじ、レビュー（感想）、書評、発売日 . 日本国際経済法学会年報 第２３号 環太平洋パート
ナーシップ協定（ＴＰＰ）. 専門書. 日本国際経済法学会年報 第２３.
2016年8月16日 . がある。2015 年 10 月に環太平洋経済連携協定（TPP）についての大筋合意が
妥結された. ように、 . TPP は、財貿易の自由化. に加え、 . 30. 下関市立大学 地域共創センター
年報 第９号. Ⅰ「ガバナンス」をめぐって. １ 国際レジーム. 「ガバナンス」については、ヤング（O.
Young）によってなされた概念規定と整理がよ. く知られて.
2012年10月1日 . 1. 『国際関係研究』（日本大学） 第33巻1号 平成24年10月. アリゾナ州移民
法（S.B.1070）とアメリカの不法移民規制. ―その歴史的背景―. 加 藤 洋 子. Yoko Kato.

Arizonaʼs S.B.1070 and Illegal Immigration Controls in the United States: Its Historical
Background. Studies in International Relations Vol. 33, No. 1.
書籍名, 日本国際経済法学会年報第２３号. シリーズ, 日本国際経済法学会年報. 著者, 日本
国際経済法学会編. 判型, Ａ５判. 頁数, 270頁. 発行年月, 2014年10月. 定価, 本体4,000円＋
税. ISBN, ISBN978-4-589-03629-2. ジャンル, 学会誌. 本の説明, 共通論題「環太平洋パート
ナーシップ協定（TPP）」「国際化時代の不正競争」／自由論題3件／.
岩手大学 人文社会科学部 法学・経済課程 (廃止組織). [本務] 教授 (2004年4月1日～継続
中). 学外略歴. 東北大学農学部. [助手] (1991年4月1日～1995年3月31日). 東北大学大学
院国際文化研究科(兼任). [助手] (1993年4月1日～1995年3月31日). 専門分野（科研費分
類）. 農業経済学; 経済政策. 研究分野を表すキーワード. 農業経済論.
近代以降のヨーロッパにおける声とテキスト」（平成 21 年度～平成 2３ 年度. 科学研究費補助金
（基盤 .. ③ 「移民同化論の肯定的考察」，日本国際文化学会第1₀回全国大会，共通論題セッ
ション２：. 「変容する国際秩序と文化の .. 環太平洋の環境文明史｣ 計画研究 A₀３ ｢アンデス文
明の盛衰と環境に関する学際的研究｣（科. 学研究費補助金・新.
実際、ディズニーキャラクターの経済的な力は計り知れず、東京ディズニーリゾート(TDR)は、2013

年. 4 月 15 日に開業 30 周年 ... っており、環太平洋経済連携協定(TPP)においても検討項目と
して挙げられている。交渉参加 ... 2011 年第. 13 号、国際商取引学会編、「Key Word/著作権の
権利制限根の一般条項(いわゆる日本版フェアユース)」.
大和会年報 2010. 平成22年度・第10号. 基本方針. 私たちは、利用者さまの権利を尊重し、誇り
と責任を持って. 「利用される方がたのために」を心がけます。 私たちは、急性 ... ③ 日本消化器病
学会の認定施設取得。日本内科学会も平成. 23年度に申請予定。 ④ 各学会専門医制度に
おける専門医、各職. 種毎の認定・専門資格取得を支援できる.
国際経済法の普遍性について-An Cheng, A Voice from China: An CHEN on International
Economic Law, Berlin/Heidelberg: Springer, 2013を素材に」『社会科学研究』第68巻1号185194頁．(2017年3月17日); 「観光立国 ... 「TPPの背景と意義」『日本国際経済法学会年報』第
23号（2014年10月）4-25頁． “Mega-FTAs: Current Status,.
ただし領土やエネルギー、ＴＰＰ（環太平洋連携. 協定）問題など多くの課題を抱えたま .. 静岡経
済同友会東部協議会など地域経済団体が中心となって、県東部10市町エリアの成長戦略を描
く. 「東部地域グランド . 厚生労働省の2011年薬事工業生産動態統計年報で、静岡県の医療
機器生産額が3年連続全国1位にな. りました。特筆すべきは.
2014年7月18日 . 貯蓄・金融・経済 研究論文. 集』平成24年度. その他教育活動上特記すべき
事項. 本学ではなし. Ⅱ 研究活動. 畔上 秀人. 平成23年度京都学園大学経済学部学会第2回
研究会. 自習用e-Learning教材. 2012年6月～. Kiban International社が供給するe-Learning教
材開発ソフトウェアPPT2. Flashを用いて、自習用教材を作成.
一行を迎えてOSIPPでは、野村美明教授による国際取引法. や松野明久教授による日本の環太
平洋戦略的経済連携協定. （TPP）政策に関する模擬講義や大学院紹介等が行われた。野村
教授からはOSIPPで実施されているリーダー. シップ教育の説明もあり、派遣団は熱心に耳を傾けて
いた。その後の質疑応答では、派遣団から、民主党と自民党.
全労連・全国一般労働組合 第23回定期大会開催される .. 国策による災難「原発事故」は日
本歴史上最大、最悪の被害が進む ～現地からの報告～ ... 今回は、菅民主党政権が進めようと
している、「ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）交渉への参加について、分会学習などを取り
組みし、1月31日からみやぎ生協全店での「ＴＰＰ参加反対」の.
2014年3月31日 . 馬総統は、協定発効による台湾経済への利点を挙げ、協定が承認されなけれ
ば「台湾の国際的な信用を傷つけ、台湾が目指している環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）や
東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）への加入に影響し、台湾が国際的にさらに孤立する」と
強い懸念を示した。学生側は立法院占拠を継続し、与野党に.
本年度のシンポジウムでは、「ラテンアメリカの経験から今、日本が学べることは何か」というテーマに
もとづき、充実した報告と討論が展開された。 .. サービスや資本だけでなくヒトの往来も含んだ自由
化の推進、環太平洋経済パートナーシップ協定（TPP）を見据えた協議、域内の生産ネットワーク
の構築による中小企業の強化の可能性を挙げた。
東京オリンピック（2020年）では、東京国際展示場（東京ビックサイト）も大会施設として活用する予
定です。提案書では、今回のコミティアX4の開場である東4・5・6 ホールは、フェンシングとテコンドー
の競技会場、この他の部分はメディアセンターとされています。 コミティアX4の会場にも「塔の家」を
刺すことで、キラー通りとビックサイト、2つの場所が.
2013年3月30日 . しも統一的な国際協定や国際機関によるものではなかった。もちろんイギリス. が
工業生産力において世界第 1 位の国であり、工業製品の販路を世界中に求め. る必要があったこ
と、そのために安価な原材料を世界中から調達する必要があ. ったことという経済的背景を抜きにし
てイギリスが自由貿易体制を創出するの. に熱心で.
はじめに. 1995 年に設立された世界貿易機関(WTO)については、その紛争処理制度の成功が主
に注. 目を集めてきた。第 2 次世界大戦後欧米諸国を中心として形成されてきた世界貿易体制
は、. 自由・無差別を基本として相互に関税引下げを行うことにより資源利用の最適化を図るこ. と
で経済発展を推進しようとする GATT 体制を中心に発展を.
2017年3月31日 . 金面での不安を日本赤十字社本社から指摘されましたが、経営. 改善がなされ

たこと、福島 ... 日米など12カ国、環太平. 洋経済連携協定（TPP）大 ... 精神入院）第1045号.
平成25年４月１日. 診療録管理体制加算２. （診療録２）第23号. 平成16年６月１日. 医師事務
作業補助体制加算 40対１. （事補）第119号. 平成27年４月１日.
Yahoo!ショッピング | 本 セブンネット（国際法一般）の商品一覧。お買得な人気商品をランキングや
クチコミからも探せます。Tポイントも使えてお得。
発行年月. はじめに－改めて問われる民主主義の. 「質」－. 日本比較政治. 学会年報第 14. 号
現代民主. 主義の再検討 pp.ⅰ-ｘ. 2012年 7 月. Electoral Management Bodies and . 制と環太平
洋. 経済協力のゆ. くえ. 3 号 5-10 頁. 2013年 5 月. 通商政策と福祉国家. 環太平洋経済. 協力
をめぐる. 日・米・中の役. 割研究会 2012. 年 度 報 告 書.
2017年3月1日 . 冬学期に開講した「自然資源経済論 C」の講義でも，TPP 問題や農林. 水産
業長期展望など ... 論賞，The T. C. Koopmans 賞，日本国際経済学会小島清賞研究奨励
賞，日本地方財政学会佐藤賞，日本経 .. 経済理論学会第 63 回大会（一橋大学，2015 年
11 月 22 日・23 日，一橋大学経済学研究科と共催），準備委. 員長。
商品の説明. 共通論題「環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）」「国際化時代の不正競争」／
自由論題３件／文献紹介６件 ほか欧文タイトル：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｌａｗ. 目次: 論説
（環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ） 国際化時代の不正競争自由論題） 文献紹介（Ｖ´ｅｒｏｎ
ｉｑｕｅ Ｇｕ｀ｅｖｒｅｍｏｎｔ，Ｖａｌｅｕｒｓ ｎｏｎ ｍａｒｃｈａｎｄｅｓ ｅｔ ｄｒｏｉｔ ｄｅ ｌ'.
① 第 1 の変更点：商標・デザイン・パブリシティ権等の周辺領域の研究の前倒し . 他方、TPP（環
太平洋戦略的経済連携協定）や欧州との EPA（経済連携協定）の交渉を背 .. 別冊第. 9 号 第
66 巻 6-32 頁 査読無. 5. ＊高倉成男(2013) 「特許制度と生命倫理」日本工業所有権法学会
年報（有斐閣）第 36 号 1 85-207 頁 査. 読無. 6. ＊高倉成.
歯科診療所の平成23年９月診療分における電子レセプト請求施設数は２万4,203軒で、前月に
比べ393軒増え、総請求施設数に占める割合は34.1％となり、0.6％伸びた。 .. 全国保険医団体
連合会（住江憲勇会長）は、10－11年度第22回理事会を11月13日に開き、TPP（環太平洋戦
略的経済連携協定）の参加断念を求める声明を発表した。
という観点から認識する必要があると考えられ. るが，この他にも政策的には環太平洋経済連携.
協定（TPP）を巡る動きが注目される。例えば. 2013 年 7 月に日本政府はマレー シアにおいて. 開
催さ れた TPP 交渉会合に初めて参加した。 この交渉では日本の農産物の高い水準の自由化.
を目指して関税撤廃も求められ， 日本の農産物. の競争力.
まで現在範囲を広げているところ。 ３．2014年度～2016年度の研究業績. Ａ．著書・学術論文
（単著・共著）. 特になし. Ｂ．報告書・学会発表等. 特になし. ４．次年度の課題. 市大論集も ..
日本スポーツ産業学会第23回大会号, 63-64, 2014. . ・2016年度は，アジア太平洋地域における
多国間（広域）FTAとして環太平洋経済連携協定. （TPP）に.
目次. 論説（環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ） 国際化時代の不正競争自由論題） 文献紹
介（Ｖ´ｅｒｏｎｉｑｕｅ Ｇｕ｀ｅｖｒｅｍｏｎｔ，Ｖａｌｅｕｒｓ ｎｏｎ ｍａｒｃｈａｎｄｅｓ ｅｔ ｄｒｏｉｔ ｄｅ ｌ'ＯＭＣ Ｔｏｄｄ
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日本経済法学会年報（第37号（2016）） - 日本経済法学会 - 本の購入は楽天ブックスで。全品
送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2016年3月31日 . 国際資本移動を促す機関の発足は、今後10年単位でのアジア地域のあり方に
関する新潮流といえよう。 1−1 日本経済の現状. 2015年を振り返ると、第3次安倍 ... 日本政府と
してこの数年で最大の経済外交は、2015年10月のTPP交渉の大筋合意である。環太平洋. 地域
での新たな通商の枠組みは、少しでも多くの国と地域が.
53-67. g. 「国際投資仲裁における解釈手法の展開と問題点（共通論題・条約法条約に基づく解
釈手法）」日本国際経済法学会年報19号（2010年）55-74頁. f. .. Laos」JCAジャーナル62巻9号
（2015年）16-23頁。 p. 「投資仲裁 .. 第9章 投資」環太平洋パートナーシップ(TPP)協定、東京三
弁護士会国際セミナー、弁護士会館、2016年9月28日. ba.
国際経済法講座 日本国際経済法学会創立２０周年記念 ２ 取引・財産・手続/日本国際経済

法学会/柏木 昇（経済・ビジネス） - グローバル経済が各国政策や企業行動に与えた影響を国際
私法の面から検討するほか、民事裁判権免除に関する日本の現状と課題、ウィーン . 日本国際
経済法学会年報 第２３号 環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）.
その後、2002年（平成14年）に日本・シンガポール新時代経済連携協定が発効したのを皮切り.
に、多くの経済連携協定（ＥＰＡ）が発効し、2011年（平成23年）には環太平洋戦略的経済連携.
協定（ＴＰＰ）への交渉参加が表明されるなど、経済のグローバル化はさらに進展するに至って. い
る。このように、かつての、輸入製品に対して関税を課すこと.
日本国際経済法学会編. 日本国際経済法学会 , 法律文化社 (発売) 2015.11 日本国際経済
法学会年報 / 日本国際経済法学会編第24号. 所蔵館16館. 3. 環太平洋パートナーシップ協定
(TPP). 日本国際経済法学会編. 日本国際経済法学会 , 法律文化社 (発売) 2014.10 日本国
際経済法学会年報 / 日本国際経済法学会編第23号. 所蔵館20館. 4.
法第526条第 1 項によって到達主義の原則に対する例外が定められた趣旨 . 巡る混乱、第190回
国会における環太平洋パートナーシップ協定（以下、 . がある（23）。 3 民法改正法案への対応に
ついて. 結局、「民法改正案は、法務大臣の諮問に答えていない」（24）といわれる。 また、そもそも
今回の民法（債権法）を中心とする民法改正に手続き.
2014年9月22日 . このような観点から、最近の日本社会における排外的傾向と対外的緊張関係
の解消を、. 日本政府をはじめと . 近年の国際政治におけるパワーシフトなど、国際環境が大きく
流動化するなかで、日本. と中国、韓国の間で ... その報告書で懸念を表明するほどに、日本の世
界経済における位置づけが低下したこと. など[7][8]、日本を.
日本国際経済法学会年報-世界金融危機後の国際経済法の課題(第２０号（２０１１年）) · 日
本国際経済 . 中古. 新段階を迎えた日本のグローバル化－課題と展望－ 日本国際経済学会
研究年報(国際経済第６６巻) .. 新品. 日本国際経済法学会年報 環太平洋パートナーシップ協
定（ＴＰＰ）／国際化時代の不正競争／自由論題(第２３号（２０１４年）).
統合（EC・EU），第 3 のタイプは，国際通商上の地域統合（自由貿易，経済連携）である．3. 者
の共通点は機能主義で，相違 ... 国間でトータル・無条件の最恵国待遇（GATT 協定第 1 条）
を相互に与え合う関係で. ある．「開かれた相互 .. 味では，環太平洋諸国・地域を広範に巻き込
む TPP 交渉を，その一環と見ることもできる． （＝国益・地域益・.
よる国際競争力の強化を図る一方，国内地域に. とっては交流人口の ... 件，「標津町の良さを伝
えられるから」が 23 件. と続いていた（複数回答あり）（図 9）。経済的な. 側面だけでなく，漠然とし
た内容も含め，標津. 町エコ・ツーリズムを通じて町内を活性化した. いと考える町民の ... 近年は
TPP（環. 太平洋戦略的経済連携協定）問題やサケ漁業の.
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2001年: 「アメリカ合衆国―国内調整の陥穽―」岡本次郎編『APEC早期自由化協議の政治過
程』アジア経済研究所; 2001年: 「国際通商摩擦」国際法学会編『日本と国際法 .. 国際政
治』」、「国際規範」、「国際的正当性」、「国際協調主義」、「ブレトンウッズ＝ガット体制」、
「WTO（世界貿易機関）」、「TPP（環太平洋連携協定）」、広島市立大学広島.
2013年10月27日 . 共通論題 環太平洋戦略的経済連携（TPP）と国際経済法の動向. 座長 東
京大学教授 小寺 彰. 第1報告「TPPの背景と意義」. 東京大学教授 中川 淳司. コメント 外務
省経済局経済連携課長 林 禎二. 第2報告「TPPと農業」. キャノングローバル研究所研究主幹
山下 一仁. 第3報告「経済連携協定とWTO協定を巡る通商ルールと産業.
る経済連携協定の中には、競争分野における協力関係についての規定が. 置かれている 1）。 1）
経済連携協定締結国の . また、競争法分野の国際的側面の関係では、最近では、環太平洋経
済. 連携協定（Trans−Pacific .. 委員会の技術支援」日本国際経済. 法学会編『日本国際経済
法学会年報第 13 号』（法律文化社、2004 年）37-54 頁。
際的な情報発信の点でも WIPO（世界知的所有権機関）との研究協定の締結などにつなが. っ
た、また本事業での . また研究の遂行にあたり、地理的表示法の制定（平成 26 年 6 月）、

TPP（環太平洋パー. トナーシップ協定）の知 .. 9 金子敏哉(2013)「米国商標法における混同と商
標的使用」日本工業所有権法学会年報 37. 号 95-112 頁 査読無.

