
1 
 

法と情報雑誌第 4巻（第 1号～第6 号）総目次 

 

 

第4 巻第1 号（通巻第31 号・2019 年1 月号） 

 

[資料]   

夏井高人 規則(EU) 2018/1725 [参考訳] 1～81 頁 

夏井高人 データローカライゼーション規則(EU) 2018/1807 [参考訳] 82～100 頁 

夏井高人 デジタルゲートウェイ規則(EU) 2018/1724 [参考訳] 101～151 頁 

夏井高人 Cybersecurity Act 提案COM(2017) 477 [参考訳] 152～219 頁 

丸橋 透 ハイブリッド脅威に対抗する共同枠組み－欧州連合の対策 

JOIN(2016) 18 final 

220～242 頁 

[その他] 研究報告テーマ一覧（2018 年1 月～12 月） 243～244 頁 

 

第4 巻第2 号（通巻第32 号・2019 年2 月号） 

 

[資料]   

夏井高人 欧州電子通信法指令(EU) 2018/1972 [参考訳] 1～212 頁 

 

 

第4 巻第3 号（通巻第33 号・2019 年3 月号） 

 

[資料]   

夏井高人 規則(EU) 2018/1971 [参考訳] 1～41 頁 

夏井高人 ETIAS 規則(EU) 2018/1240 [参考訳] 42～137 頁 

夏井高人 eu-LISA規則(EU) 2018/1726 [参考訳] 138～188 頁 

夏井高人 委員会決定(EU) 2019/236 [参考訳] 189～197 頁 

夏井高人 委員会決定(EU) 2019/154 [参考訳] 198～203 頁 

夏井高人 委員会決定(EU) 2019/165 [参考訳] 204～212 頁 

夏井高人 委員会決定(EU) 2018/1927 [参考訳] 213～222 頁 

夏井高人 委員会決定(EU) 2018/1961 [参考訳] 223～232 頁 

丸橋 透 入国／出国システム(EES)規則(EU) 2017/2226 [参考訳・改訂

版] 

233～329 頁 

 

第4 巻第4 号（通巻第34 号・2019 年4 月号） 

 

[資料]   

夏井高人 規則(EU) 2018/1241 [参考訳] 1～7 頁 



2 
 

夏井高人 規則(EU) 2018/1241 による改正後の Europol 規則(EU) 

2016/794 [参考訳] 

8～68 頁 

夏井高人 規則(EU) 2018/1860 [参考訳] 69～88 頁 

夏井高人 規則(EU) 2018/1861 [参考訳] 89～146 頁 

夏井高人 委員会決定(EU) 2018/1962 [参考訳] 147～156 頁 

夏井高人 委員会決定(EU) 2018/1996 [参考訳] 157～165 頁 

夏井高人 理事会決定2007/845/JHA [参考訳] 166～173 頁 

夏井高人 理事会枠組み決定2003/577/JHA [参考訳] 174～189 頁 

夏井高人 理事会枠組み決定2005/212/JHA [参考訳] 190～197 頁 

夏井高人 指令2014/42/EU による改正後の理事会枠組み決定2005/212/ 

JHA 

198～200 頁 

 

第4 巻第5 号（通巻第35 号・2019 年5 月号） 

 

[資料]   

夏井高人 Eurojust 規則(EU) 2018/1727 [参考訳] 1～60 頁 

夏井高人 理事会決定2002/187/JHA [参考訳・改訂版] 61～86 頁 

夏井高人 理事会決定2009/426/JHA による改正後の理事会決定2002/ 

187/JHA [参考訳・改訂版] 

87～114 頁 

夏井高人 理事会決定2000/799/JHA [参考訳] 115～118 頁 

夏井高人 ジオブロッキング規則(EU) 2018/302 [参考訳] 119～142 頁 

夏井高人 指令2008/99/EC [参考訳] 143～160 頁 

夏井高人 理事会枠組み決定2005/222/JHA [参考訳] 161～169 頁 

夏井高人 理事会枠組み決定2003/568/JHA [参考訳] 170～177 頁 

夏井高人 理事会枠組み決定2002/465/JHA [参考訳] 178～184 頁 

夏井高人 理事会枠組み決定2002/584/JHA [参考訳] 185～213 頁 

 

第4 巻第6 号（通巻第36 号・2019 年6 月号） 

 

[資料]   

夏井高人 規則(EU) 2018/1862 [参考訳] 1～70 頁 

夏井高人 規則(EU) 2018/1805 [参考訳] 71～122 頁 

夏井高人 理事会枠組み決定2006/783/JHA [参考訳] 123～148 頁 

丸橋 透 ECRIS 改正指令(EU) 2019/884 [参考訳] 149～161 頁 

丸橋 透 ECRIS 改正指令 (EU) 2019/884 による改正後の理事会枠組み

決定2009/315/JHA 

162～175 頁 

丸橋 透 ECRIS-TCN 規則(EU) 2019/816 [参考訳] 176～208 頁 

 


