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欧州委員会がゲーム会社に対しジオブロッキングを理由に制裁金を賦課 
 

2021 年 1 月 20 日、欧州委員会は、Valve Corp.並びにゲームパブリッシャーの Bandai Namco Holdings Inc.、

Capcom Co. Ltd、Focus Home Interactive SA、Koch Media GmbH 及び ZeniMax Media Inc.が「ジオブロッキング

（消費者の居住国に基づく越境取引の制限）」行為を行ったとして、合計 780 万ユーロの制裁金を賦課したと発

表しました 1。これらのゲーム会社は、欧州経済領域（EEA）内のユーザーの居住国に基づいて特定の PC ゲーム

の越境販売を制限したとして EU 競争法に違反したとされています。 

 

具体的には、ゲームパブリッシャーが、ゲーム配信サービスの Steam を所有する Valve に対して特定のゲームを

利用する非独占的ライセンスを与えるのと引き換えに、Valve のゲーム配信プラットフォーム外でゲームを配信す

るために、Steam のアクティベーションキーを利用するライセンスを Valve から受けました。ゲームパブリッシャーは

Valve に対し、アクティベーションが可能となる地理的な制限を設け、地理的制限のある Steam のアクティベーシ

ョンキーを提供するよう求めました。その結果、EU 加盟国の特定の地域外（すなわち、アクティベーションの対象

地域外）の消費者からのアクティベートの要請に対して PC ビデオゲームが応じることがないようにされました。さら

に、欧州委員会は、PC ビデオゲームパブリッシャーの 4 社と複数の PC ビデオゲーム配信会社との間で締結され

たライセンス契約及び配信契約において、PC ビデオゲームの越境販売（消極的（受動的）販売を含む）を妨げる

条項が含まれていたことも明らかにしました。欧州委員会によれば、かかるジオブロッキングの対象として約 100

種類の PC ゲームが含まれていたとのことです。 

 

ゲームパブリッシャーに対する合計 600 万ユーロを超える制裁金は、欧州委員会の調査に対する協力により減

額された一方、「欧州委員会に協力しないことを選択した」Valve に対しては、160 万ユーロを超える制裁金が賦

                                                   
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_170 
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課されました。 

 

欧州委員会の決定は、Guess に対して約 4000 万ユーロの制裁金を賦課した事例 2や、スペインのホテルグル

ープ Meliá に対して 670 万ユーロの制裁金を賦課した事例 3など、他の主要なジオブロッキングの事例に沿うも

のとなっています。欧州委員会が従来から維持してきた EU 単一市場内での越境取引を促進するという方針を考

慮すれば、事業者は、欧州経済領域（EEA）内において地理的制限のおそれが生じないよう改めて確認すべく、

ライセンス許諾や流通システム、商慣習を見直すことが推奨されます。 

 

ドイツがデュー・ディリジェンス法を閣議決定 

 

2021 年 2 月 12 日、ドイツ連邦経済エネルギー省との数か月にわたる協議の末、ドイツ連邦経済開発協力省及

びドイツ連邦労働社会省は、サプライチェーンに対する新たなデュー・ディリジェンス法（「本法律」）の草案につい

て合意に至りました。本法律及び本法律により導入される新たな注意義務の目的は、国際人権章典に示されて

いる人権を保護することにあります。 
 
ドイツ連邦政府は当初、2016 年にビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）を策定したものの、要求事項の

実施は事業者の自主性に委ねられていました。しかしながら、2 段階のモニタリング手続 4において、人権デュー

デリジェンスを遵守するために NAP に規定された任意の「コミットメント」が、多くの事業者において十分には実施さ

れていないことが判明しました。 

 

2021 年 3 月 3 日、閣議決定を経て、ドイツ連邦政府は本法律を正式な政府案として可決し、現在、議会での

審議に入っています。本法律は、今会期中にドイツ連邦議会（連邦議会及び連邦参議院）により可決される見込

みです。 
 

上記のとおり、本法律は、ドイツ国内に 3,000 人以上の従業員を有する事業者（「対象事業者」）を対象に、2023

年 1 月 1 日から人権に対する新たな注意義務を導入するものです。さらに、2024 年 1 月 1 日からは、本法律

の対象が拡大され、ドイツ国内に 1,000 人以上の従業員を有する事業者も含まれることとなります。 
 

注意義務の内容は、ビジネスと人権に関する国連指導原則及び NAP に定められているデュー・ディリジェンスの

概要と足並みが揃えられています。すなわち、対象事業者には、以下の事項が要求されます。 

 人権の尊重に関する基本宣言の公表 
 定期的なリスク分析の実施 
 予防措置の実施 

 リスクの軽減 

 プロセスの記録化 

 

本法律に基づくリスク分析の実施、苦情処理手続の創設又は認識された人権侵害を排除するための効果的な

措置を採らない対象事業者は、100,000 ユーロから 800,000 ユーロという重い制裁金を覚悟する必要がありま

                                                   
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6844 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_302 
4 2019 年に第一次調査、2020 年に第二次調査が実施されました。 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6844
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_302


©Anderson Mori & Tomotsune 

3 

 

 

す。全世界における平均年間グループ売上高が 4 億ユーロを超える対象事業者は、売上高の最大 2％を制裁

金として賦課されるおそれがあります。さらに、対象事業者は、175,000 ユーロ以上の制裁金を賦課された場合

には、最長 3 年間、公共調達から除外されるおそれがあります。 

 

欧州委員会が国家補助に関する暫定的枠組みを延長 
 

2021 年 1 月 28 日、欧州委員会は、国家補助に関する暫定的枠組みを再び修正しました（「本修正」）56。 

 

暫定的枠組みの適用を 2021 年 12 月 31 日まで延長することに加え、本修正では以下の改定が行われていま

す。 

 

 助成金、税務上及び支払上の優遇措置又は貸付金、保証金、ローン及び株式といったその他の形態に

より与えることができる以下の補助金額が増額されました。 
- 農産物の一次生産に携わる事業者に対する補助は、100,000 ユーロから 225,000 ユーロに増

額 
- 漁業及び養殖業に携わる事業者に対する補助は、100,000 ユーロから 270,000 ユーロに増額 
- その他のすべての業種に携わる事業者に対する補助は、800,000 ユーロから 1,800,000 ユー

ロに増加 
加えて、新型コロナウイルス感染症の流行により活動を停止又は縮小した事業者に対する補助額は、1
社当たり 300 万ユーロから 1000 万ユーロに増加されました。 

 

本修正により、暫定的枠組みの下で付与された一部の償還可能な金融商品を助成金へ転換することが可能と

なりました。これは、加盟国が、少なくとも第一選択として償還可能な金融商品の形で補助を行うことを推進する

ための措置となっています。これらの転換は、透明性が確保され差別なく適用される条件に基づき、遅くとも

2022 年 12 月 31 日までに実施される必要があります。 

 

 最後に、TFEU 第 107 条(2)(b)に基づく補助（すなわち、「自然災害又は非常事態に起因する損害を補

填するための補助」）に関して、欧州委員会は、何が直接的に損害をもたらすおそれのある制限措置とさ

れるかについて明らかにしました。言及されている例として、強制的な閉鎖、観光客の排除、イベントの観

客数の上限設定等が含まれているものの、一般的なソーシャル・ディスタンスを確保する措置や一般的

な衛生上の制約は除外されています。 

                                                   
5 当初の暫定的枠組みは、2020 年 4 月発行のニュースレターにて取り上げています。 
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_200405.pdf 
6 暫定的枠組みに係る以前の修正は、2020 年 5 月及び 2020 年 12 月発行のニュースレターにて取り上げています。 
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_200526.pdf 
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_201216.pdf 

https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_200405.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_200526.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_201216.pdf
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EC fines game companies for geo-blocking 
 
On 20 January 2021, the European Commission (“EC”) announced it has imposed fines totaling €7.8 
million on Valve Corp. and game publishers Bandai Namco Holdings Inc., Capcom Co. Ltd., Focus 
Home Interactive SA, Koch Media GmbH and ZeniMax Media Inc. for "geo-blocking" practices.7The 
game companies are said to have violated EU antitrust rules by restricting cross-border sales of certain 
PC games based on the user's geographical location within the European Economic Area. 
 
Specifically, the game publishers granted Valve, which owns game distribution service Steam, a non-
exclusive license to exploit specified games. In exchange, the publishers secured a license from Valve 
to use Steam activation keys to dispense games outside Valve's game distribution platform. The 
publishers requested that Valve set up geographical restrictions and provide geo-blocked Steam 
activation keys. As a result, PC video games were prevented from being activated in response to 
unsolicited consumer requests from outside a particular Member State. In addition, the EC found that 
the licensing and distribution contracts concluded bilaterally between four of the PC video game 
publishers and several of their PC video games distributors contained clauses preventing the cross-
border sale (including passive sale) of PC video games. The EC said that around 100 types of PC games 
were involved in the geo-blocking. 
 
The publishers' fines, which amounted to more than €6 million, were reduced for cooperation with the 
EC. Meanwhile Valve, which "chose not to cooperate," was fined more than €1.6 million. 
 
The EC’s decision follows other high profile geo-blocking cases, such as the decisions to fine Guess for 
an amount of nearly €40 million8 and the Spanish hotel group Meliá for an amount of €6.7 million.9 
Taking into account the EC’s long-held determination to encourage cross-border trade within the EU’s 
single market, companies are encouraged to review their licensing and distribution systems, as well as 
commercial conduct, to double-check for possible territorial restraints within the European Economic 
Area.  
 

German due diligence law 
 
On 12 February 2021, following months of discussions with the Federal Ministry for Economic Affairs 
and Energy, the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and the Federal 
Ministry of Labor and Social Affairs were able to agree on a draft bill for a new due diligence law for 
supply chains (the “Act”). The purpose of the Act and the new duty of care introduced by it is to protect 
human rights as expressed in the International Bill of Human Rights. 

                                                   
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_170 
8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6844 
9 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_302 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_170
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6844
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_302
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The Federal Government initially drew up a National Action Plan for Business and Human Rights (NAP) 
in 2016, which relied on the implementation of the requirements by companies on a voluntary basis. The 
two stage monitoring procedure10 showed, however, that the voluntary "commitment" provided for in 
the NAP to comply with human rights due diligence was not sufficiently implemented by many companies. 
 
On 3 March 2021, after a brief formal stakeholder consultation, the German Federal Cabinet passed an 
official government draft of the Act, which now enters the parliamentary procedure. The Act is expected 
to be passed by the German Parliament (Bundestag and Bundesrat) during the current parliamentary 
term.  
 
As mentioned above, the Act will introduce a new duty of care for human rights, which will commence 
on 1 January 2023 for companies with 3,000 or more employees in Germany (“Companies”). 
Furthermore, starting from 1 January 2024, the scope of the Act will be extended to include companies 
with 1,000 or more employees in Germany. 
 
The content of the duty of care will be closely aligned to the due diligence as outlined in the UN Guiding 
Principles on business and human rights and the NAP, i.e. Companies will have to: 
 publish a basic declaration as to their respect for human rights; 
 regularly perform a risk analysis; 
 implement preventive measures; 
 mitigate risks; and 
 document their process. 

 
Under the Act, Companies that do not carry out a risk analysis, do not set up a complaint procedure or 
do not effectively put an end to identified human rights violations must expect hefty fines of between 
EUR 100,000 and EUR 800,000. For Companies with an average worldwide annual group turnover of 
more than EUR 400 million, up to two percent of the turnover can be incurred as a penalty. Moreover, 
Companies may be excluded from public procurement for up to three years if they have been fined at 
least EUR 175,000. 
 

EC further prolongs Temporary Framework on state aid 
 
On 28 January 2021, the EC once again amended the Temporary Framework on state aid (the 

                                                   
10 The first survey phase took place in 2019 and the second survey phase in 2020. 
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“Amendment”).1112 
 
Besides prolonging the application of the Temporary Framework until 31 December 2021, the 
Amendment consists of the following updates: 
 
 The following amounts of aid that can be granted as direct grants, tax and payment advantages 

or other forms such as repayable advances, guarantees, loans and equity, have been increased: 

- aid to companies active in the primary production of agricultural products has been 
increased from EUR 100,000 to EUR 225,000; 

- aid to companies active in the fishery and aquaculture sector has been increased from 
EUR 100,000 to EUR 270,000; and  

- aid to companies active in all other sectors has been increased from EUR 800,000 to 
EUR 1,800,000. 

In addition, the aid amount that can be granted to companies whose activities have been 
suspended or reduced due to the COVID-19 outbreak has been increased from EUR 3 million 
to EUR 10 million per company.  

 
The Amendment allows for the conversion of certain repayable instruments granted under the 
Temporary Framework into direct grants. This is to encourage Member States to grant, at least in 
the first instance, aid in the form of repayable instruments. These conversions must take place based 
on transparent and nondiscriminatory conditions and by 31 December 2022 at the latest. 

 
 Lastly, in relation to aid pursuant to Article 107(2)(b) TFEU (i.e., “aid to make good the damage 

caused by natural disasters or exceptional occurrences”), the EC has clarified what is 
considered to constitute restrictive measures that could directly cause damage. Examples 
mentioned include forced closures, exclusion of tourists, measures capping event attendance, 
etc., however, excluded hereof are general social distancing measures or general sanitary 
constraints.  

 

                                                   
11 The original Temporary Framework was covered in the April 2020 issue of our newsletter: 
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_200405.pdf 
12 Previous amendments to the Temporary Framework were covered in the May 2020 and December 2020 
issues of our newsletter: 
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_200526.pdf 
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_201216.pdf 

https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_200405.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_200526.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins16_pdf/EU_201216.pdf
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 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合

わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。

This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute 
legal advice. Should you wish to receive further information or advice, please contact the below
editor.

 本ニュースレターの編集担当者は、以下のとおりです。 

バシリ ムシス ( )
ドウマ 真一 ( )
Editor:
Vassili Moussis ( )
Shinichi Douma ( )

 本ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、お問い合わせにてお手続き下さいます

ようお願いいたします。 

If you wish to unsubscribe from future publications, kindly contact us at General Inquiry. 

 

 

 

https://www.amt-law.com/professionals/profile/VM
mailto:vassili.moussis@amt-law.com
https://www.amt-law.com/professionals/profile/SND
mailto:shinichi.douma@amt-law.com
https://www.amt-law.com/en/professionals/profile/VM
mailto:vassili.moussis@amt-law.com
https://www.amt-law.com/en/professionals/profile/SND
mailto:shinichi.douma@amt-law.com
https://www.amt-law.com/contact/
https://www.amt-law.com/en/contact/

