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Ⅰ. はじめに 

 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、「情報システム・モデル取引・契約書」（受

託開発（一部企画を含む）、保守運用）（以下「情報システム・モデル取引・契約書」と

いいます。）の第二版（以下同契約書の第二版を「第二版」といいます。）を昨年 12 月

22 日に公開しました（最終更新日は本年 1 月 12 日）。情報システム・モデル取引・契

約書は、経済産業省によって 2007 年に公開されたもので、IPA は、民法改正に直接関

わる論点（契約不適合責任等）を見直したバージョンを 2019 年 12 月に公開していま

したが、第二版では、民法改正に直接関わらない論点として、①セキュリティ、②プロ

ジェクトマネジメント義務及び協力義務、③契約における「重大な過失」の明確化、④

システム開発における複数契約の関係、⑤システムの再構築対応という 5 つの論点に関

する検討がなされ、その結果を反映した変更がなされています。 

上記のうち、①セキュリティに関して、セキュリティ仕様の不備に伴う責任を取り扱

った裁判例を参照して変更が為されていることを考慮し、本ニュースレターにおいて当

該変更部分の説明を行うとともに、関連する留意点に触れることとしました。 
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Ⅱ. 全体像・対象範囲 

 

1. 全体像 

 

情報システム・モデル取引・契約書は、①総論、②モデル契約プロセス、③モデル

契約書・逐条解説から構成されています。①総論には、情報システム・モデル取引・

契約書の作成に至った経緯等が記されており、これによれば、第二版は、情報システ

ム・モデル取引・契約書の第一版（2007 年 1 月）公開後に、経済産業省のデジタル

トランスフォーメンションに向けた研究会が公表した 2018 年 9 月 7 日付「DX レポ

ート～IT システム「2025 年の崖」克服と DX の本格的な展開～」1において、DX（Digital 

Transformation）を円滑に進めるにはユーザーとベンダーの間で新たな関係を構築す

る必要がある旨、その構築のために契約の在り方を見直す旨が提言されていることを

受けて検討されたものです。 

②モデル契約プロセスは、デューディリジェンス（実態把握）の実施から、契約締

結（企画・開発、保守・運用）、変更管理手続（仕様変更・契約変更）に至るまでのプ

ロセスにおいて、ユーザー・ベンダーがそれぞれ行うべき事項（例えば、ユーザーが

RFP：request for proposal に記載すべき事項やベンダーが提案書に記載すべき事項）

を示すものであり、企画段階・開発段階・運用段階の各フェーズで達成されるべき事

項とユーザー・ベンダーの各役割が示されています。第二版のモデル契約書のセキュ

リティに関する条項が大幅に見直しされたこと（後記Ⅲ参照）に伴い、各フェーズに

おいて、セキュリティ確保のためにユーザーとベンダーが履践することが望ましい契

約外のプロセスについても加筆が行われています。 

③モデル契約書は、企画・開発、保守・運用の各フェーズの基本契約書のほか、基

本契約や個別契約に添付される関連書類のサンプル（例えば、各当事者の作業責任分

担表やプロジェクト推進体制図のサンプルなど）を含んでいます。基本契約書の中心

となっているのは、ユーザーがベンダーに対してソフトウェアの開発に関する業務を

委託する「ソフトウェア開発委託基本モデル契約書」（以下「基本モデル契約書」とい

います。）です。 

 

2. 対象範囲 

 

情報システム・モデル取引・契約書（基本モデル契約書も含みます。）は、当事者等

に関する一定の前提条件をおいて作成されています。具体的には、①対等に交渉力の

あるユーザー・ベンダーが契約当事者であること（例えば、民間大手企業であるユー

ザーと情報サービス企業であるベンダー）、②ウォーターフォール型の開発モデルで

あること（ただし、完全に前工程への手戻りを否定するものではないとの留保がつい

ています。）、③重要インフラ・企業基幹システムの受託開発（一部企画を含む）、保

 
1 https://www.meti.go.jp/shing kai/mono info service/digital transformation/20180907 report.html 

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
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守・運用であることを前提としており、念頭におかれているのは、比較的大きな企業

が重要なシステムを最初から順序だてて開発する場合と言えます。ただし、これらの

前提条件に該当しないケース（ユーザーが中小企業の場合、反復繰り返し型の開発を

行う場合、パッケージのシステムをカスタマイズして利用する場合）に関する一定の

留意点も示されています2。 

 

Ⅲ. セキュリティに関する変更点 

 

第二版で修正された、基本モデル契約書3におけるセキュリティに関する条項は、概

要、次のとおりです。 

 

1. セキュリティの定義の新設 

 

「セキュリティ」は、「本件ソフトウェアにより記録され、又は発信され、伝送さ

れ、若しくは受信される情報及び本件ソフトウェア自体（以下「当該情報等」という。）

の漏えい、滅失又は毀損（以下「セキュリティインシデント」という。）の防止その他

の当該情報等の安全管理のために必要な措置が講じられること」と定義されました（2

条 15 号）。当該定義は、サイバーセキュリティ基本法 2 条におけるサイバーセキュリ

ティの定義の一部（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）を参照しています。た

だし、ソフトウェア開発の範囲外の要素を多く含む②及び③は、反映されていません。 

 

2. セキュリティ要件 

 

基本モデル契約書では、ユーザーが作成する「要件定義書」につき、ベンダーがそ

の作成を支援する業務が予定されています（第 3 章 1 節 要件定義作成支援業務）。

要件は、開発されるソフトウェアの機能に係る要件（機能要件）と、機能要件以外の

全ての要素に係る要件（非機能要件）とからなっており、要件定義書とはこれらの要

件をとりまとめた文書を意味します（2 条 2 号）。第二版では、セキュリティ要件が

非機能要件に含まれる旨が明記されました。 

  

 
2 IPA は、第二版と同時に、「情報システム・モデル取引・契約書（パッケージ、SaaS/ASP 活用、保
守・運用）」（第二版 追補版）も公表しています。 
3 基本モデル契約書は、第 1 章 総則、第 2 章 本件業務の推進体制、第 3 章 本件業務、第 4 章 契

約内容等の変更、第 5 章 資料及び情報の取扱い、第 6 章 権利帰属、第 7 章 保証及び責任、第 8 章 

一般条項の合計 8 章から構成され、「本件業務」は、(i)要件定義作成支援業務、(ii)外部設計書作成（支

援）業務、(iii)ソフトウェア開発業務、(iv)ソフトウェア運用準備・移行支援業務からなっています。 



 

 
 

 

データ・セキュリティ NEWSLETTER 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 

4 

3. セキュリティ仕様に関する権限及び責任 

 

ユーザ－及びベンダーは、個別契約における各自の責任者を選任し、相手方に通知

するものとされています（9 条 1 項）。当該責任者が有する権限及び責任には、要件

定義書・外部設計書の確定等、様々なものがありますが、その中に、セキュリティ仕

様（セキュリティ対策についてソフトウェアに具備する具体的機能）の採否を行う権

限及び責任（ユーザー側について）及びセキュリティ仕様の承認を求める権限及び責

任（ベンダー側について）が明記されました（9 条 3 項 9 号及び同条 4 項 8 号）。ユ

ーザー及びベンダーのそれぞれの責任者の役割としてセキュリティに関わる権限等

を明示することにより、セキュリティに関する両当事者の対話を促進し、「セキュリ

ティはえてして専門家に任せきりになることが多いが、ソフトウェアにおけるセキュ

リティの確保については、両当事者の責任者の役割として、システム化方針（利便性

の確保等）とのトレードオフ等の整理も責任者が行うこと」が意図されています（情

報システム・モデル取引・契約書（修正履歴版）88 頁）。 

 

4. 第 50 条の修正 

 

第一版の基本モデル契約書では、非常に簡易な規定（ベンダーが納入するソフトウ

ェアのセキュリティ対策について、ユーザー及びベンダーが、その具体的な機能、遵

守方法、管理体制及び費用負担等を協議の上、別途書面により定めるとする規定）が

おかれているのみでしたが、第二版では、大幅な見直しが行われています。 

 

まず、セキュリティ仕様についてクリアすべき基準及び開発プロジェクトを進める

上での提案や合意に関する手順が確立されていない場合を A 案、確立されている場合

を B 案として区別して規定しています（上記 3 のとおり、「セキュリティ仕様」とは、

セキュリティ対策についてソフトウェアに具備する具体的機能を指しています。）。セ

キュリティに関してユーザー及びベンダーの間でどうコミュニケーションをとって

いくかに関する規律が細かく定められていますが、B 案では、そうした細かい規律は

簡素な規定（既に確立されている手順に従って、両者の合意で別途のドキュメントに

盛り込まれることが前提）となっています。以下では、A 案について概説します。 

 

セキュリティ仕様の確定・書面化等 

ユーザー及びベンダーは、協議のうえで、開発業務開始前までにセキュリティ仕様

を確定し、書面化することが求められています（50 条 1 項）。ソフトウェア開発後に

セキュリティ対策を講じるには限界があり、かつ、セキュリティ投資が過大となるお

それが高いため、開発着手前にユーザーとベンダーが十分なコミュニケーションをと

ってセキュリティ仕様を作成する必要があるという基本的発想に従ったものです。 

確定したセキュリティ仕様はシステム仕様書（要件定義書及び外部設計書の総称。
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2 条 4 号）の一部を構成し、その変更は基本モデル契約書所定の変更管理手続のみに

よって可能である旨が定められています（50 条 3 項）。今日ではセキュリティ侵害行

為が多様化し、セキュリティ仕様が確定後でも新たなセキュリティ脅威が生じること

もあり得るため、これに対応する変更ができるようにする趣旨です。 

 

セキュリティガイドラインを参照する場合 

セキュリティ仕様を作成する際に、両当事者が何らかのセキュリティガイドライン

を参照することに合意した場合、当該ガイドラインの名称とバージョンだけではなく、

当該ガイドラインを参照して適用すべき事項（実装する対策）をセキュリティ仕様に

個別に記載すべきこと等を定める条項が、50 条 2 項と 3 項の間にオプションとして

示されており、ユーザーが当該ガイドラインに示された対策の一部を講じない判断を

したときは、その判断（対策を講じないことにより軽微とはいえない影響が生じるこ

とが予測できる場合には、その影響を含む。）について、連絡協議会において確認し

たうえ、議事録に記載すること等が定められています。 

セキュリティ仕様は個々のソフトウェアの内容等によって異なりますので、基本モ

デル契約書が仕様として盛り込むべき何かを具体的に定めているわけではありませ

んが、セキュリティ仕様書は「セキュリティ基準等公表情報」（公的機関や業界団体、

セキュリティ関連企業等が提供する、脅威分析を行い攻撃への影響と対策（緩和策）

等を検討するための参照情報）を使用して作成するものであり（情報システム・モデ

ル取引・契約書（修正履歴版）26 頁）、「国の一般的な周知活動により、その納入の時

点でベンダーに広く知られた脅威または脆弱性への回避策を示した公的なセキュリ

ティ水準を達成するものとすることが望ましい」とされています（情報システム・モ

デル取引・契約書（修正履歴版）49 頁）。IPA は、上記の「セキュリティ基準等公表

情報」の一例として、第二版とともに「情報システム開発契約のセキュリティ仕様作

成のためのガイドライン ～Windows Active Directory 編～」4を公表しています。 

 

情報提供義務 

ユーザーは、ベンダーに対して、セキュリティ仕様を確定するために必要な情報を

適時に提供する義務を負う旨が定められています（50 条 2 項）。 

もし、ユーザーが提供した情報に誤りがあったことに起因してセキュリティインシ

デントが生じて、セキュリティ仕様に従った対策が奏功しなかった場合には、原則と

 
4 当該ガイドラインは、IPA に設置された「モデル取引・契約書見直し検討部会」配下の「セキュリティ

検討 PT」においてとりまとめられたもので、「ユーザーとベンダーがセキュリティ仕様を策定する際の、

検討のためのたたき台として」の一定のセキュリティ設定が提示されたものです（当該ガイドライン 4

頁）。このほか、「セキュリティ仕様策定プロセス」（当事者が当該ガイドラインを参考にする場合にシス

テム開発業務プロセスにおいて最適なセキュリティ仕様を策定するための理想的なモデルプロセスを解

説したもの）も同時に公表されています。当該ガイドラインは、タイトルのとおり、Windows Active 

Directory 環境を前提としています。Active Directory とは、要するに、組織内の端末やユーザーを集中的

に管理できる仕組みのことで、利便性が高く多くの組織が導入している一方で、攻撃者からも狙われや

すい傾向にあります。 
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してベンダーは免責されます5。 

ユーザー及びベンダーのいずれも、セキュリティ仕様の確定後から納入までの間に

確定したセキュリティ仕様では対応できない脅威や脆弱性（個別契約の目的を達する

ことができないものに限る。）について知ったときは相手方に対して書面で通知する

義務を負います（50 条 4 項）。この義務は、納入後は消滅しますが、確定したセキュ

リティ仕様では対応できない脅威や脆弱性（個別契約の目的を達することができない

ものに限る。）をベンダーが知った場合には、ベンダーは、検収がなされるまでの期

間に限り、ユーザーに対して通知する義務を負います（50 条 5 項）。 

この情報提供を可能にする契約外のプロセスとして、ユーザー側は、ベンダー選定

に際して、ベンダーがセキュリティ基準等公表情報に基づいてセキュリティ仕様を検

討できる態勢をとれるか否かに関する情報収集を行うこと、そうした情報収集の着手

前に、ユーザー自身が情報資産の棚卸しを行い、守るべき情報資産が完全に把握でき

るか否かを確認することなどが予定され（情報システム・モデル取引・契約書（修正

履歴版）31 頁）、ベンダー側は、ユーザーに対する提案書においてセキュリティ基準

等公表情報への準拠に伴う条件をユーザーに提案し、要件定義に入るまでにユーザー

が準備すべきことを促すことが望ましいとされています（情報システム・モデル取引・

契約書（修正履歴版）36 頁、「セキュリティ仕様の作成・実装に関する各フェーズ

での実施事項と作成ドキュメント等」に関する表参照）。 

 

セキュリティ仕様の不備等に関する責任 

上記のとおり、当事者は、一定期間、情報提供義務を負うわけですが、ベンダーは、

セキュリティ仕様で対応できないセキュリティ上の脅威又は脆弱性に関する情報を

収集する義務を負わないとされ、積極的に情報を収集する義務を負うわけではありま

せん（50 条 7 項前段）。ただし、ベンダーの主任担当者及び業務従事者が、個別契約

の目的を達成できないような脅威または脆弱性があることを知りながらユーザーに

通知しなかった場合（重過失により知らなかったときを含む。）には、義務違反とな

ること（同 7 項後段）が定められています。ここでいう重過失によって知らない場合

の意味については、(x)脅威または脆弱性が単に既知であること（例えば IPA が運営す

る脆弱性対策情報のデータベース JVN iPedia6に登録されているという状態）では足

りず、(y)当該脆弱性に関するセキュリティ攻撃が頻発するなどの事態を受けて国が一

般的な方法で広く周知活動を行うなど、当該脅威または脆弱性が広くベンダーに知ら

 
5 基本モデル契約書は、セキュリティ仕様を含むシステム仕様書との不一致がある場合にはベンダーが

追完、損害賠償等の契約不適合責任を負うことを定めていますが（29 条 1 項、3 項及び 4 項）、契約不

適合がユーザーの提供した資料等またはユーザーの与えた指示によって生じたときは、ベンダーは当該

責任を負わない（ベンダーがその資料等または指示が不適当であったことを知りながら告げなかった場

合を除く。）としています（同条 6 項）。 
6 IPA は、日本国内で利用されているソフトウェア製品又は主に日本国内からのアクセスが想定されて

いるウェブサイトで稼働するウェブアプリケーションに係る脆弱性関連情報が発見された場合、その届

出の受付機関となっており（情報処理の促進に関する法律施行規則 47 条、ソフトウェア製品等の脆弱

性関連情報に関する取扱規程（平成 29 年経済産業省告示 19 号））、メーカー等との調整を経て、脆弱性

を公開しています。 
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れるものとなっており、(z)加えて結果回避が容易である場合（特別な技術や多大なコ

ストを要しない対策が広く知られているなど）には、重過失が認められる余地がある

との解釈を示していることに留意が必要です。これは、SQL インジェクション事件に

関する裁判例（東京地判平成 26 年 1 月 23 日判例時報 2221 号 71 頁）7を参考にした

ものです。当該裁判例は、ベンダーの重過失を認定するに際して8、経済産業省及び

IPA がウェブアプリケーションに対する代表的な攻撃手法として SQL インジェクシ

ョン攻撃を挙げ、SQL インジェクション対策をするように注意喚起していたことに

より、対策をしていない状態では当該攻撃による情報流出という結果が生じ得ること

は予見可能であったこと、当該事案において対策を行うことに多大な労力や費用がか

かることをうかがわせる証拠はなく、結果回避は容易であったことを理由として挙げ

ています。 

また、ベンダーはセキュリティ仕様に従ってソフトウェアのセキュリティ対策を講

じる義務は負いますが、セキュリティインシデントが生じないことを保証するもので

はないことが明記されました（50 条 6 項）。 

なお、上記のうち、セキュリティ仕様の確定・書面化等（50 条 1 項・3 項）、ユー

ザーの情報提供義務（同条 2 項）及びベンダーの義務内容の限定（同条 6 項）は、B

案にも基本的には共通する内容です。 

 

Ⅳ. 留意事項 

 

情報システム・モデル取引・契約書は、上記Ⅱのとおり、あくまでソフトウェアの開

発などの一定の前提条件のもとに作成されたものであり、当該前提条件があてはまらな

いケースは多数あります。例えば、複合的なハードウェアとソフトウェアから構成され

る情報システムの構築や運用保守に適用されるものではありません。今日においては、

自社開発システム（だけ）ではなく、第三者が販売する汎用機器・サービスに依拠して

情報構築を行う場面が多いため、汎用機器・サービスの脆弱性には留意が必要です。 

例えば、昨年 11 月から 12 月にかけて、政府機関を含む国内約 600 組織に対して不

正アクセスが行われた旨の報道がありましたが、その原因は、テレワーク環境で多く用

いられる VPN 製品の脆弱性であったとされており、複数のセキュリティ関係機関等か

らこれに関連する注意喚起も発出されました。 

ここで利用された脆弱性は、第三者が当該製品から任意のファイルを読み込む可能性

があるというもので、2019 年時点で JVN iPedia で公開され、当該製品のメーカーは既

に脆弱性を修正したバージョンを公開し、日本国内代理店（ディストリビューター）に

対する注意喚起も行われたと考えられ、それに加え、専門機関による周知も図られてい

 
7 ウェブサイトにおける商品受注システムの設計、保守等の委託契約において、ベンダーが製作したア

プリケーションの脆弱性により顧客のクレジットカード情報が流出した事案において、個人情報の漏洩

を防ぐために必要なセキュリティ対策を施したプログラムを提供すべき義務等について、ベンダーの債

務不履行責任（約 2,262 万円の損害賠償責任）が認められた事案です。 
8 損害賠償額は個別契約金額の範囲内に制限する旨の条項はベンダーに重過失があれば適用されないと

し、その重過失の有無が争点となりました。 
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ました。それでも上記のような情報漏えいが発生した原因の一つは、当該製品を組み込

んで情報システムを構築したベンダーからユーザーまで、当該脆弱性の修正等に関する

情報が十分に行き渡っていなかったことだったと考えられます（また、ユーザー側は、

当該製品を利用していること自体認識できていなかった可能性も考えられます。）。 

このように、汎用機器・サービスを第三者から購入して情報システムを構築し運用す

るという場合には、導入後に発生した脅威や脆弱性について、どのように情報収集・対

応を行うことが考えられるか、また、情報システムを構築、運用保守するベンダーとユ

ーザーとの間で責任をどう分担するかを、可能な限りあらかじめ合意しておくことが望

ましい（その合意内容が重過失の認定等に影響を与え得る）といえます。 

 

 

セミナー 

➢ セミナー  『グローバルデータコンプライアンス～世界各国のデータ保護法の 

最新動向～（2021 年 1 月）』 

視聴期間  2021 年 1 月 26 日（火）～2021 年 3 月 31 日（水） 

講師    岡田 淳、田中 浩之、北山 昇 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

文献情報 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides TMT 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides 

著者    林 浩美、湯川 昌紀、蔦 大輔 

 

➢ 論文    「情報漏えい・サイバーセキュリティインシデント発生時の実務対 

応（1）」 

掲載誌   NBL No.1188  

著者    蔦 大輔 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Cybersecurity 2020     

- Japan Chapter」 

掲載誌   Global Legal Group Ltd 

著者    林 浩美、湯川 昌紀、蔦 大輔 

 

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

2020 - Japan Chapter」 

掲載誌   Global Legal Group Ltd 

著者    林 浩美、湯川 昌紀 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/25.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/25.html
https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations
https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations
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➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Telecoms, Media  

and Internet Laws and Regulations  2020 - Japan Chapter」 

掲載誌   Global Legal Group Ltd 

著者    丸茂 彰、林 浩美 

 

➢ 論文    「Information Security Considerations (Japan)」 

掲載誌   PRACTICAL LAW  

著者    田中 浩之、北山 昇、嶋村 直登 

 

➢ 論文    「Cyber Incident Response and Data Breach Notification (Japan)」 

掲載誌   PRACTICAL LAW 

著者    田中 浩之、北山 昇、嶋村 直登（共編著） 

 

➢ 論文    「「ルール」「人」「技術」のバランスを意識した対策を テレワーク 

導入に伴う情報漏えいリスクと対処法」 

掲載誌   ビジネス法務 2020 年 11 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔 

 

➢ 論文    「著作権法、個人情報保護法の抵触リスクを検討する－従業員へのオ 

ンライン教育・研修実施に係る法的留意点」 

掲載誌   ビジネス法務 2020 年 11 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、松本 亮孝 

 

➢ 論文    「テレワークを前提に「秘密情報」をどう管理する？ 情報管理規定 

整備のポイント」 

掲載誌   ビジネス法務 2020 年 11 月号 

著者    大野 志保、松本 亮孝 

 

➢ 論文    「Q&A で解説！「DX」法務相談トップ 10」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.21 No.1 

著者    岡﨑 誠一、蔦 大輔、北山 昇、中野 玲也、松本 亮孝 

 

➢ 書籍    『事例に学ぶサイバーセキュリティ 多様化する脅威への対策と法務 

対応』（2020 年 11 月刊） 

出版社   経団連出版 

著者    増島 雅和、蔦 大輔 

 

 

https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations
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➢ 論文    「欧州域外データ移転に関する Recommendations および新 SCC 案 

の解説 SchremsⅡ判決を受けたガバメントアクセス対応の観点を 

中心に」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 2 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇 

 

➢ 論文    「The GDR Insight Handbook 2021 – Japan: Cybersecurity」 

掲載誌   The GDR Insight Handbook 2021 

著者    小野寺 良文、田中 浩之、蔦 大輔、嶋村 直登 

 

➢ 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  

第 9 回 個人データの漏えい時にはどう対応すべきなの？」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2021 年 2 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇、松本 亮孝 

 

NEWS 

➢ 飯田 耕一郎 弁護士のコメントが、日本経済新聞 11 面『企業法務変わる制度

（7）電子署名、法的な懸念解消』と題した記事に掲載されました 

 

➢ Who's Who Legal: Thought Leaders Global Elite – Data 2020 にて高い評価を

得ました 

Who's Who Legal: Thought Leaders Global Elite – Data 2020 において、当事務所の

小野寺 良文弁護士が Thought Leader に選ばれました。 

 

➢ Who's Who Legal: Thought Leaders にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Thought Leaders において、当事務所の 3 名の弁護士が下記の

分野にて Thought Leader に選ばれました。 

 

・Thought Leaders – Competition 2020 

伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

・Thought Leaders - Data - Information Technology 2020Thought Leaders – Data  

– Information Technology 2020 

小野寺 良文 

・Thought Leaders - Data - Telecoms & Media 2020 

小野寺 良文 

 

➢ 岡田 淳 弁護士がデータ利活用をめぐる政策に関して、自由民主党「知的財産

戦略調査会」において、有識者として意見陳述を行いました 
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➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（2021 年 1 月 14 日更新） 

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当事務所では下記の対応

を実施しております。 

 

■在宅勤務について 

11 都府県における緊急事態宣言の再発出を受けて、当事務所の国内オフィ

ス（高松オフィスを除く）では緊急事態宣言に沿う形で在宅勤務の比率を

上げ、出勤者を減らすなどの対応をとることとしております。当事務所の

その他のオフィスでも出勤者を減らすなどの対応をとっております。 

 

国内外すべての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継

続できる体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切

れ目なく継続してまいります。 

 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、

担当者の連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきま

すようお願い申し上げます。 

 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。

予めご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをい

ただきますようお願い申し上げます。 

 

■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は

延期いたします。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの

開催は継続してまいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸い

です。 

 

なお、中止又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。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。 

 

■非対面会議への移行について 

 

クライアント等の皆様との会議につきましても、引き続き当面の間、対面

での会議は原則として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での

実施することとしております。 
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皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りま

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 

 

 

 

（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 


