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 2020 年 4 月 7 日（Vol.1） 

新型コロナウイルスの流行と 

サイバーセキュリティ・データ保護に関する留意点

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. テレワークとサイバーセキュリティ 

Ⅲ. 新型コロナウイルス感染に関する 

  個人情報の取り扱い 

Ⅰ. はじめに 

報道によれば、新型コロナウイルスの流行に伴うテレワークの急増等を背景として、

本年 3 月下旬の通信量（日中）は 2 月比で最大 4 割増となり、世界でも同様にデータ通

信量が膨らんでいます1。本ニュースレターでは、①こうしたテレワークの急増を踏まえ

たテレワークの実施におけるサイバーセキュリティに関する留意点、②新型コロナウイ

ルスに感染した方の個人情報の取り扱いに関して、概要をご説明申し上げます。

なお、本ニュースレターは、今後、データ保護法、サイバーセキュリティ、TMT テク

ノロジー・メディア・テレコム）に関する最新情報をお知らせするために不定期で発刊

させていただくことを予定しております。 

Ⅱ. テレワークとサイバーセキュリティ 

1．テレワークとは

テレワークとは、労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務をいい、①在

宅勤務、②サテライトオフィス勤務、③モバイル勤務（ノートパソコンや携帯電話等

を活用して臨機応変に選択した場所で業務を行うもの）等の類型があります2。 

テレワークは、利便性が高い反面、インターネットを活用して業務を行うことにな

1 日本経済新聞 2020 年 4 月 4 日付朝刊。 
2 厚生労働省「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」参

照。 
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ります。また、特に上記③の場合には、従業員以外の第三者が立ち入る場所で作業を

行うことになりますし、上記①の場合も同一世帯だからといって業務データを共有し

てよいわけではありません。さらに、会社が支給した機器以外の利用、Wifi スポット

の利用など、データの漏洩等を防ぐことを含め、サイバーセキュリティの観点から

様々な点に留意しなければなりません。 

既に、新型コロナウイルスの流行に乗じたフィッシングメールやなりすましメール

の存在が確認されており3、テレワークによるインターネットを利用した業務関係情

報の取り扱いを狙ったサイバー攻撃が懸念されます。 

 

2．サイバーセキュリティとは4 

 

サイバーセキュリティ対策というと、まず技術的な対策が想起されるかもしれませ

んが、必要な対策はそれに限られません。法律上、「サイバーセキュリティ」は、大

要、以下の措置が講じられ、それが適切に維持管理されていることと定義されていま

す（サイバーセキュリティ基本法 2 条）。 

①人の知覚によっては認識することができない方式で記録・送受信等される情報の漏

えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置 

②情報システムの安全性・信頼性の確保のために必要な措置 

③情報通信ネットワークの安全性・信頼性の確保のために必要な措置 

（②、③については、インターネットや USB メモリ等を通じたサイバー攻撃等によ

る被害を防止するために必要な措置を含む） 

この定義からも明らかなとおり、サイバーセキュリティは、外部からのサイバー攻

撃を防ぐための措置も含まれますが、その他、内部不正対策など、データを保護する

ための安全管理措置全般として、技術的な措置のみならず、組織的な措置や人的措置

等が含まれることとなります。 

 

3．テレワークに関するサイバーセキュリティ対策 

 

テレワークに関して、総務省は「テレワークセキュリティガイドライン（第４版）」

を公開し、その中で、「ルール」「人」「技術」のバランスが取れたセキュリティ対策が

必要であるとしています。それぞれの概要は以下のとおりです。 

 
3 一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター(JC3) 「新型コロナウイルスに乗じた犯罪」（2020 年 2

月 4 日） https://www.jc3.or.jp/topics/newmodel coronavirus.html 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「『Emotet』と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールについ

て」新型コロナウイルスを題材とした攻撃メールの例（2020 年 1 月 30 日追記部分） 
https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html#L12 

世界保健機関（WHO）「WHO になりすました犯罪者に気を付けて下さい」 
https://www.who.int/about/communications/cyber-security 
4 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）「サイバーセキュリティ関係法令 Q&A ハンド

ブック Ver1.0」（2020 年 3 月 2 日、以下「ハンドブック」という。）Q1 参照。 

 

https://www.jc3.or.jp/topics/newmodel_coronavirus.html
https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html#L12
https://www.who.int/about/communications/cyber-security
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（1）経営者が行うべき「ルール」の策定等 

テレワークを実施するということは、業務用のデータを社外で利用することを意

味します。業務用のデータを社外に持ち出すこと等について制限を設けている事業

者も多いと思いますので、テレワークの実施に当たっては、経営者において、社内

規程等において、テレワークの実施に関する明確なルールを策定する必要がありま

す5。 

具体的には、情報セキュリティポリシーを策定し、それを適宜見直すことや、業

務用のデータについて、重要度に応じたレベル分けを行い、テレワークによる利用

の可否と、利用可能な場合のデータの取扱方法を定めること等が重要となります。 

また、規程類を遵守できるようにするための仕組みを設けることも重要です。例

えば、テレワーク勤務者にセキュリティ対策の重要性を理解させるために、定期的

な研修・教育を行うことや、テレワークの留意点について分かりやすくまとめた短

い告知文書や Q&A を作成することが考えられます。 

そして、サイバーセキュリティを確保するための対策を施したとしても、100％事

故を防ぐことができるわけではありません。サイバーセキュリティ対策を行うにあ

たっては、事故を 100％防ぐことは不可能であると認識することを前提として、事

故が起こった場合の損失を最小限にしつつ、サービスの提供を継続できるように、

連絡体制等を整備し、訓練を行っておくことも重要です。 

 

（2）テレワークを実施する「人」が留意すべきこと 

サイバー攻撃は、主に何らかの脆弱性を突いて行うものですが、人の心の隙とい

う「脆弱性」を狙った攻撃も非常に多いところです（パスワード変更や人事に関す

る題名を付したフィッシングメールには受信者が騙されやすいとの報告もありま

す。）、また、テレワークの場合、事業場外での作業となるため、企業が定めたルール

を従業員が遵守しているかの確認が難しいという特徴があります。上記（1）のとお

り、経営者が従業員に対してテレワークに関するセキュリティ上のルールを教育す

るとともに、個々人としては、当該ルールの遵守を習慣化することが重要です。テ

レワークを実施する個々人が留意すべき事項については、内閣官房内閣サイバーセ

キュリティセンター（NISC）が本年 3 月 27 日付で公表した「テレワーク実施者の

方へ」が参考となります6。これによれば、以下の 7 点が留意点として挙げられてい

ます。 

① 複雑なパスワードや多要素認証を使うこと 

② 端末や機器を最新のものにアップデートすること 

③ 業務を装ったメールや不審なメールに注意すること 

 ④ 通信を暗号化すること 

⑤ 端末の盗難、紛失への注意（データの暗号化、個人端末内にデータ保存し

 
5 ハンドブック Q27 参照。 
6 https://www.nisc.go.jp/security-site/telework/index.html  

https://www.nisc.go.jp/security-site/telework/index.html
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ない等） 

⑥ 社外での留意点（他者からの盗み見（ショルダーハッキング）や大声での 

電話会議による情報漏えいに注意すること、無線 LAN のセキュリティ設定への 

注意）。 

⑦ 事故が生じた場合の連絡手順を確認すること 

テレワークのルールの策定・見直しを行う際には、これらの事項を基本として、

個々の従業員の行動規範、利用を許容する機器等の具体的事項を定める必要があり

ます。 

 

（3）「技術」的な対策 

技術的な対策を行うことも重要です。テレワークの実施に限ったものではありま

せんが、情報のレベル分けに応じたファイルのアクセス制御や暗号化、Web ブラウ

ザのフィルタリング、インストールできるアプリケーションの限定、ランサムウェ

アへの感染に備えたバックアップの保存、VPN（ヴァーチャル・プライベート・ネ

ットワーク）の利用といった対策から、セキュリティ関係企業が提供するソリュー

ションを利用するといった手段が考えられ、事業者の規模や業態に応じて、適切な

技術的な対策を検討する必要があります。 

 

4．海外の動向 

 

海外では、新型コロナウイルスの流行に伴うサイバーリスクの増大に対処すべく、

注意喚起やガイドラインを見直す動きが生じています。 

 

（1）欧州 

ENISA7は、本年 3 月 24 日付で“Tips for cybersecurity when working from home”

（「自宅勤務におけるサイバーセキュリティに関する助言」）を公表しました8。経営者・

従業員のそれぞれに向けられた推奨事項と、新型コロナウイルスの流行に関連して増

加しているフィッシングメール9への注意喚起が記載されています。経営者に対しては、

十分な規模・多数同時接続可能な VPN の確保、会社の顧客のための安全なビデオ会議

の提供等の 11 項目、従業員に対しては、私物端末の業務使用（BYOD10）の許可を受

けた場合を除いて自分のコンピュータではなく会社支給のものを用いること、可能な

限り同じデバイスで業務と余暇活動を混在させず、特に新型コロナウイルス関連と見

 
7 European Network and Information Security Agency の略称。 
8 https://www.enisa.europa.eu/tips-for-cybersecurity-when-working-from-home 
9 同じく 3 月 24 日に CERT-EU（Computer Emergency Response Team for the EU Institutions, bodies 

and agencies）が公表した“Cyber Security Guidance to Survive the Covid-19 Crisis”（「Covid-19 危機

を生き残るためのサイバーセキュリティガイダンス」）によれば、疾病センターからのアラート、感染

拡大状況の情報や専門家のアドバイス等の主題を騙ったフィッシングメール、ウイルスに関する情報を

提供するかに見せかけてマルウェアをダウンロードさせようとする動き等が生じているとのことです。 
10 Bring your own device の略。 

 

https://www.enisa.europa.eu/tips-for-cybersecurity-when-working-from-home
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えるメールに注意すること、安全なネットワークを経由してインターネットに接続す

ること（オープン、無料のネットワークを避けること）等の 10 項目を推奨しており、

EU 外の企業にとっても参考になります。 

 

（2）米国 

NIST11は、テレワークの増加を受けて、本年 3 月 18 日付でテレワークのセキュリ

ティに関するサマリーを公表するとともに12、同月 24 日付でモバイル機器（ラップ

トップ、最も基本的な電話や IoT 機器を除く。）のセキュリティ管理に関するガイド

ラインの改定案を公表し、パブリックコメントの受付を開始しました13。前者は、

NIST によるテレワーク・リモートアクセス等に関するガイドラインの主要なコンセ

プトを要約した概念的な説明ですが、後者は、モバイル機器の特性（例えば、第三者

に介入されうる Bluetooth や Wifi による通信が可能、アプリを簡単にダウンロード

しやすい仕組み等）に基づいて具体的なリスクを説明しており、また、当該リスク

を軽減するためのセキュリティ対策とリスクの対応関係を示している点で、テレワ

ークにおいてモバイル機器の利用を認める企業にとって、参考になると思われます。 

 

Ⅲ. 新型コロナウイルス感染に関する個人情報の取り扱い 

 

以上、新型コロナウイルスの感染及び感染拡大を防止するための方策としてテレワー

クとサイバーセキュリティについて概説してきましたが、仮に社内の従業員等が新型コ

ロナウイルスに感染したという情報を取得した場合には、当該情報をどう取り扱うかが

問題となります。 

 

1．個人情報保護委員会によるガイダンス 

 

この点に関して、個人情報保護委員会は、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止

を目的とした個人データの取扱いについて」という Web ページ14を本年 4 月 2 日付

けで公表し、「（別紙）個人情報保護法相談ダイヤルに多くよせられている質問に関す

る回答」として、①社内公表する場合の注意点、②取引先への提供の可否を挙げてい

ます。 

 

（1）社内への公表について 

個人情報保護委員会は、社員に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出たと

 
11 National Institute of Standards and Technology の略称。 
12 https://csrc.nist.gov/publications/detail/itl-bulletin/2020/03/security-for-enterprise-telework-remote-
access-and-byod/final 
13 https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-124/rev-2/draft 
14 https://www.ppc.go.jp/news/careful information/covid-19/ 

 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/itl-bulletin/2020/03/security-for-enterprise-telework-remote-access-and-byod/final
https://csrc.nist.gov/publications/detail/itl-bulletin/2020/03/security-for-enterprise-telework-remote-access-and-byod/final
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-124/rev-2/draft
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/
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いうケースにおいて、同一事業者内における個人データ15の提供は「第三者提供」に

は該当しないため、社内で個人データを共有する場合は本人の同意は不要であり、

仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、当該事業者内の 2

次感染防止や事業継続のために必要である場合は、本人の同意を得る必要はないと

しています。 

ただし、これはあくまで個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）に限った

ものであり、徒に感染者等の情報を広くかつ詳細に社内に共有することは、本人の

プライバシー権を侵害するおそれがあります。また、各々の事業者は労働者に対す

る安全配慮義務を負い、その履行として、労働者の健康管理活動を行う必要があり

ます（労働契約法 5 条）が、労働者の心身に関する情報は適正に取り扱わなければ

なりません16。 

以上を踏まえ、社内に公表する場合には、2 次感染防止や事業継続という目的に照

らし、必要な範囲での情報提供を行うことが望ましいと考えられます。 

 

（2）社外への提供について 

個人情報保護委員会は、新型コロナウイルスに感染した社員の個人データを取引

先に提供するにあたって、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたと

しても、取引先での 2 次感染防止や事業活動の継続のため、また公衆衛生の向上の

ため必要がある場合には、本人の同意は必要ないとしています。 

これは、個人情報保護法第 23 条第 1 項 2 号「人の生命、身体又は財産の保護のた

めに必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」又は 3 号

「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき」の適用を前提としたものです。いず

れにしても、「同意を得ることが困難である」との要件があることには留意が必要で

あり、まずは本人に対して、一度は同意を得て理解を得ることを試み、一定時間内

に返答がない、あるいは明確な拒否をされたといったエビデンスを残しておくこと

がポイントになります。 

なお、当該条項を利用するという場合、やはり本人のプライバシー権等への配慮

が必要であり、取引先での 2 次感染防止や事業活動の継続のため、また公衆衛生の

向上という目的に照らして必要な範囲での情報提供を行うことが望ましいと考えら

れます。 

 

 

 
15 前提として、提供する情報が個人データ（個人情報データベース等を構成する個人情報）に該当し

ない個人情報であれば、そもそも第三者提供に関する規律は適用されません。 
16 この点に関連して、ハンドブック Q14、個人情報保護委員会・厚生労働省「雇用管理分野における

個人情報のうち健康情報を取り扱うにあたっての留意事項」（2017 年 5 月 29 日）、「労働者の心身の

状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」（労働者の心身の状態

に関する情報の適正な取扱い指針公示 1 号）等も参照。 
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2．欧州の GDPR 及び e プライバシー指令との関係について 

 

欧州データ保護会議（EDPB）は、本年 3 月 19 日付けで、新型コロナウイルス感

染に係る一般データ保護規則（GDPR）の適用に関する声明を公表しています17。 

雇用主が、データ主体の権利及び自由を保護するための適切かつ個別の措置に関し

て定める EU 法又は加盟国の国内法に基づき、公衆衛生の分野において、公共の利益

を理由とする処理が必要となる場合（9.2 条(i)）、データ主体が物理的又は法的に同意

を与えることができない場合で、データ主体又はその他の自然人の生命に関する利益

を保護するために処理が必要となるとき（同条(c)）においては、データ主体の同意な

く特別カテゴリーの個人データである健康に関するデータを処理できるとしていま

す。この点、GDPR の前文の 46 では、「例えば、感染症及びその感染域の監視を含

め、人道上の目的のために処理が必要となる場合･･･は、公共の利益及びデータ主体

の生命に関する利益の両者が重要な根拠となりうる」としていることも参考になりま

す。 

もっとも、健康情報の申告や検査を求めるには法令上の根拠が必要であるとしてい

ます。また、感染に係る情報を知らせることが法令上認められている場合でも、該当

する従業員への事前通知や尊厳への配慮をするべきとしています。 

また、感染に係る情報収集のために携帯端末の位置情報を収集することについて、

e プライバシー指令により、公衆衛生のために必要な措置として各国法制において例

外的に許容されていない限り、原則として匿名化するかデータ主体の同意を得ること

が必要であるとしています。 

 

 

文献情報 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Cybersecurity 2019  

- Japan Chapter」 

掲載誌   Global Legal Group Ltd 

著者    林 浩美 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Data Protection  

2019 - Japan Chapter」 

掲載誌   Global Legal Group Ltd 

著者    林 浩美 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Telecoms, Media  

and Internet Laws and Regulations  2019 - Japan Chapter」 

 
17https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/news/edpb statement 2020 processingpersonaldataandc
ovid-19 en.pdf 

https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations
https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/news/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/news/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
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掲載誌   Global Legal Group Ltd 

著者    林 浩美 

 

➢  論文    「Outline of potential amendments to privacy law」 

掲載誌   OneTrust, LLC. 

著者    岡田 淳 

 

➢  論文    「IoT 先端技術の法律問題（第 3 回）コネクテッドカーと法制度」 

掲載誌   NBL No.1161 

著者    岡田 淳 

 

➢   論文    「情報銀行とは何か」 

掲載誌   月刊監査役 No.705 

著者    吉田 和央 

 

➢   論文    「事例で学ぶ個人情報保護法の最新実務 第 7 回 安全管理措置義 

務」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2020 年 2 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇 

 

➢   論文    「M&A におけるデータ・コンプライアンスの実務（契約編）」 

掲載誌   NBL No.1163 

著者    【共著】 岡田 淳、根橋 弘之、中野 玲也 

 

➢   論文    「情報銀行の意義と金融機関にとっての可能性ーFinTech や 

InsurTech との関係も含めてー」 

掲載誌   金融法務事情 No.2131 

著者    吉田 和央   

 

➢  論文    「事例で学ぶ個人情報保護法の最新実務 第 8 回 個人情報の取得 

（法 17 条関係）」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2020 年 3 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇 

 

➢  論文    「Japan - Cookies & Similar Technologies」 

掲載誌   OneTrust DataGuidance 

著者    岡田 淳 

 

https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations
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➢  論文    「Chambers Global Practice Guides Cyber Security 2020 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Cyber Security 2020 

著者    小野寺 良文、田中 浩之 

 

➢  論文    「Analysis of Cabinet of Japan’s approved bill to amend APPI」 

掲載誌   Analysis of Cabinet of Japan’s approved bill to amend APPI」 

著者    田中 浩之、北山 昇、大林 尚人 

 

➢  論文    「改正対応！「実務に役立つ」「対話で学ぶ」個人情報保護法の基 

礎 名前がなければ個人情報でない？」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2020 年 4 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇 

 

➢  論文    「欧米における Cookie 規制の最新動向と今後の展望」 

掲載誌   NBL No.1168（予定） 

著者    【共著】 岡田 淳、根橋 弘之、小林 花梨 

 

NEWS 

➢  The 10th Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました 

The 10th Edition of Best Lawyers in Japan にて Telecommunications Law のカテ

ゴリで山元 裕子弁護士及び林 浩美弁護士が選ばれました。 

 

➢  蔦 大輔 弁護士が入所しました  

蔦 大輔 弁護士からのご挨拶 

 

皆様におかれましては、ますますご清祥のことと拝察致しております。 

 

この度、森・濱田松本法律事務所にて執務させていただくこととなりました、

蔦大輔と申します。2010 年 12 月に弁護士登録を行い、約 3 年間、大阪の法律事

務所で勤務弁護士として執務し、一部上場企業、中小企業、個人と多種多様なク

ライアントの皆様のお手伝いをさせていただくこと等を通じて研鑽を積み、弁護

士としての土台を築きました。 

その後は様々な省庁で約 6 年間、国家公務員として執務しました。まずは財務

省近畿財務局において主として法務監査官として執務し、局内で生じる課題（金

融商品取引法、金融関係の業法、国有財産関係法令、会計法令等）に関する法務

に携わりました。次に総務省行政管理局情報公開・個人情報保護推進室において
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副管理官として執務し、行政機関個人情報保護法等の改正に関する立案を通じ、

プライバシー・個人情報保護法制及び情報公開法制に関する業務に深く携わりま

した。さらにその次に内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)におい

て上席サイバーセキュリティ分析官として執務し、サイバーセキュリティ基本法

の改正に関する立案や、サイバーセキュリティ関係法令の調査検討を担当し、サ

イバーセキュリティに関する業務に深く携わりました。 

森・濱田松本法律事務所においても、これまでの弁護士としての経験はもちろ

ん、金融関係・プライバシー関係・サイバーセキュリティ関係の執務経験を最大

限活かし、研鑽を重ねて専門性をより一層深め、皆様のお役に立てるよう、全力

を尽くす所存です。 

皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒、よろしくお願い

申し上げます。 

 

➢  新型コロナウイルス感染症への対応について（3 月 27 日更新）  

新型コロナウイルス感染症拡大に備え、当事務所では下記の対応を実施いたしま

す。 

 

■感染予防および拡大防止対策について 

新型コロナウイルス感染予防および拡大防止のため、当事務所の弁護士等が会議

等の場でマスクを着用していることがございます。何卒ご理解のほどお願い申し

上げます。 

 

■当事務所主催のセミナーについて 

今後の状況によって、当事務所主催のセミナーを中止もしくは延期させていただ

く場合がございますので、予めご了承ください。 

中止もしくは延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにその旨を

記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差し上げ

ます。 

なお、既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問い合わ

せください。 

 

■非対面会議の推奨について 

クライアント等の皆様との会議につきましては、電話等による非対面形式での実

施を推奨しております。 

 

■時差出勤・在宅勤務・交代制勤務について 

混雑時間を避けた時差出勤および在宅勤務・交代制勤務を導入しております。お

電話でのお問い合わせには若干お時間をいただく場合がございますが、予めご了
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承ください。 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

（セミナーに関するお問合せ先） 

 森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm seminar@mhm-global.com  

 

➢  新型コロナウイルス対応 参考リンク集（4 月 7 日更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめました。今後、随時アップデートしてまいります。 

詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 

●ニュースレター 

・「新型コロナウイルス感染症への企業対応と競争法」（Client Alert 2020 年 4 月

号（Vol.76）） 

・「新型コロナウイルス感染症における人事労務分野の最新動向」（Client Alert 

2020 年 4 月号（Vol.76）） 

・「新型コロナウイルス感染症を踏まえた定時株主総会対応」（Client Alert 2020

年 4 月号（Vol.76）） 

・「新型コロナウイルス感染症を理由とするいわゆる「ロックダウン」（外出自粛・

施設使用制限等）の特措法上の位置付けについて」（Client Alert 2020 年 4 月号

（Vol.76）） 

・「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた融資・資金繰り支援等」（Client 

Alert 2020 年 4 月号（Vol.76）） 

・「東京証券取引所「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応方針につ

いて」」（Client Alert 2020 年 4 月号（Vol.76）） 

・「中国における新型コロナウイルスの影響に伴う関連政策」（Client Alert 2020

年 4 月号（Vol.76）） 

・「仲裁：新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた主要仲裁機関の対応等に

ついて」（（Client Alert 2020 年 4 月号（Vol.76）） 

・「新型コロナウイルス関連情報～緊急事態宣言とロックダウン、電話等による

診療・服薬指導、マスクの増産等～」（HEALTHCARE NEWSLETTER 2020 年 4

月号（Vol.11）） 

・「新型コロナウィルスの感染拡大による影響に関するアップデート」 （MHM 

Asian Legal Insights 第 108 号（2020 年 3 月号）） 

・「中国各当局が決定した主要な施策」（中国最新法令 速報 No.322） 

mailto:mhm_seminar@mhm-global.com
http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
http://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041651/20200406-031320.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041650/20200403-025540.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041650/20200403-025540.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041532/20200323-012254.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041532/20200323-012254.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041532/20200323-012254.pdf
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（2020/3/6） 

・「新型コロナウイルス感染症による人事労務への影響・不正調査案件への影響・

M&A 契約への影響」（Client Alert 2020 年 3 月号（Vol.75）） 

・「ホテル・旅館ビジネスにおける新型コロナウイルスをめぐる法的諸論点と実

務上の対応」（TOURISM INBOUND NEWSLETTER 2020 年 2 月号（Vol.6）） 

・「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国際取引契約に関する不可抗力対応に

ついてー転ばぬ先の杖ー」（MHM Asian Legal Insights 第 107 号（2020 年 2 月

号）） 

 

●著書・論文 

・「新型コロナウイルスと株主総会での対応」（月刊監査役 No.708・松井 秀樹） 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00041532/20200323-012254.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041442/20200305-014856.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041383/TOURISM%20INBOUND%20NEWSLETTER(Vol.6).pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041345/20200220-024214.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00041345/20200220-024214.pdf
http://www.mhmjapan.com/ja/publications/year/2020/60.html

