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近時のトピックである違法ダウンロード、
児童ポルノ等の解説のほか、差止請求や情報開示請求の実務、
企業の担当者に役立つＳＮＳガイドラインの具体例も豊富に掲載
○Ⅰでは、インターネット上のトラブルの解決に向けて、裁判における手続を解説
○Ⅱでは、
「サクラサイト」
「フィッシング詐欺」等の電子商取引・インターネットサービスに
関するトラブルについて、参考とすべきガイドライン等を紹介
○Ⅲでは、ＩＰアドレス開示請求の方法や、請求の相手が外国企業の場合などの弁護士実務
に関わる問題について現場の実情をディスカッション
○Ⅳでは、
「ネットいじめ」
「児童ポルノ」などの子どもが巻き込まれるトラブルに関し、相談
機関に寄せられた事例を紹介しながら解説
○Ⅴでは、従業員のＳＮＳ上の発言が問題となった事例と、それに対応するためのガイドラ
イン・ポリシーの作成のポイントを、豊富な具体例を用いて紹介
○Ⅵでは、
「自炊」や「違法ダウンロード」などのトピックにからめ、知的財産権、著作権、商標
権等にかかわる問題を条文や判例を示して基礎から解説
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