AW Letter

Vol.20
2020年7月

目次

1

接触確認アプリから見た個人情報保護・プライバシーの問題

2

2

デジタルトランスフォーメーション（DX）時代の知財部の役割

9

3

AW Updates-1
古賀遼弁護士 加入のお知らせ

14

4

AW Updates-2
「アジア法務の思考回路」Business Law Journal掲載

15

AW Alert/AW Letterの配信登録は、以下のURLからお願い致します。
https://www.asiawise.legal/news-letter

1

© AsiaWise Group

接触確認アプリから見た個人情報保護・プライバシーの問題
• 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を

プライバシー vs ○○といった単純な構図

受け、テクノロジーを利用した感染拡大防

で問題は解決しないことは、新型コロナウイ

止策が各国で試みられていますが、プライ

ルスの感染拡大以降に開催したWebinarや、

バシーや個人データ保護の観点から問題提

Business Law Journal 2020年8月号掲載の拙稿

起がなされています

「アジア法務の思考回路 個人データ保護法

• 本稿では、テクノロジーを利用した感染防
止策のひとつである接触追跡を例として、
日本を含む各国（中国、シンガポール、イ
ンド）の取組みを概観するとともに、日本

対応の着眼点」でも指摘してきたところです。
この感染拡大防止や接触追跡の問題は、様々

な問題を含んでおり、今回はその一部のみを
取り上げることになります。

でリリースされたアプリ（「新型コロナウ

まずは、中国、シンガポールやインドの取

イルス接触確認アプリ」）について、プラ

組みを見た上で、日本の取組みについて考え

イバシーと個人データ保護の観点から検討

てみたいと思います。

しています
新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大
した2020年ですが、テクノロジーを利用して
感染拡大を防止しようとする動きは、中国、
台湾、韓国といった一部の国や地域では、感

染発生初期より見られていたところでした。
また、感染拡大の第1フェーズとも言うべき
段階を脱した各国においても、スマートフォ
ンアプリを利用した接触追跡により感染拡大
防止策を講じる動きが見られ、日本でも6月

19日に「新型コロナウイルス接触確認アプ
リ」がリリースされました *1。
他方で、このようなテクノロジーを利用し
た感染拡大防止に対しては、国家による個人
（国民）の監視に繋がるとして、プライバ

シーや個人データの保護の観点からの問題提
起がなされています。
今回は、このようなテクノロジーと感染拡
大防止対策や接触追跡の観点から、プライバ

1．中国
（1）中国では既に2月頃から、Alipayや
WeChatのようなQRペイメントアプリや
チャットアプリなどに、ヘルスコードと呼ば

れる追跡機能が搭載され、感染拡大防止に利
用されていました。このヘルスコードを運営
しているのは、アリババやテンセントなどの
民間企業ではなく、中国国務院です。Alipay
やWeChatはそのインターフェイスとなるア
プリを提供しています。
ヘルスコードにおいて、ユーザの申告によ
り収集されているデータは、以下のとおりで
す。
・名前

・身分証明書番号
・戸籍、本籍（身分証明書番号から判明）
・電話番号

シーや個人データ保護について考えてみたい

・現住所、所在地（日本で言うところの市町
村レベル）

と思います。

・ハイリスク地区の訪問、駐在歴

Ⅰ 各国の接触追跡対応

・ハイリスク地区の人々との接触歴
・現在の健康情報（体温、咳の有無など）

*1/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
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接触確認アプリから見た個人情報保護・プライバシーの問題
また、アプリの権限において収集している
データには位置情報も含まれているほか、名
前、身分証番号、電話番号は、アプリからの
データによって、申告された内容との整合性
が取られているものと思われます *2。
（2）ヘルスコードがこれらの情報を利用し
てどのようなアルゴリズムで判定を行ってい
るかははっきりしませんが（地域によっても
異なるようです）、例えば、深センでは、緑
（接触者ではない）・黄色（熱、咳などの症
状あり）・赤（過去14日以内に感染者に接触
している）・黒（有効期限切れ *3）のレベル
分けで、アプリ上に安全レベルが表示されて
います。
そして、中国国内の移動については、この
ような色によって、各省、自治区、直轄市、
市、州、区、県の内部及び越境の移動が、そ
れぞれ事実上制限されています。また、中国
国民が海外から中国へ入国する場合はヘルス
コードの使用が義務付けられており、事前に
ヘルスコード経由で自己申告をしなければ、
中国への帰国便に搭乗できないようになって
います。
（3）以上に加えて、各種報道によれば、既
に設置されている監視カメラや警察官が被る
カメラ付きヘルメットにより顔認証技術を用
いてリスクが高いと目される人物の追跡を
行ったり、体温のスクリーニングを行ったり、
ドローンを用いたマスク着用有無の監視を
行っていると言われています。
しかし、このようなカメラやドローンと
いったテクノロジーを用いた施策とヘルス
コードがどのように結びつけられているのか
は、明確ではありません。

2．シンガポール、インド

シンガポールやインドについては、AW Alert
で追跡アプリの概要をご報告したところです
が *4、さらにその後のアップデートなどを加
味すると、以下のように理解できます。
(1)シンガポールでは、TraceTogetherと呼ば
れる追跡アプリが3月より公開されています。
仕組みは、後述の日本で採用されるアプリと
似ているようであり、Bluetooth通信を介した
ものとなっています。
まず、TraceTogetherのアプリ上で電話番
号及び国民・外国人登録番号を登録すると、
シンガポール政府のサーバからアプリをイン
ストールしているスマートフォンに対し、固
有のIDが割り振られます。これらの電話番
号・登録番号・固有IDは、紐付いた形で政府
が保存しています。
固有IDが割り振られたスマートフォン同士
が一定時間以上近くにいた場合、Bluetooth通
信を介してお互いの固有IDを送り合い、自身
の固有IDが相手側のスマートフォンに、相手
の固有IDが自身のスマートフォンに、接触し
た日時のタイムスタンプとともに端末内に蓄
積されます。TraceTogetherでは位置情報は
取得されず、誰と接触した可能性があるのか
を固有IDを用いてのみ知ることができます。
そして、これらの情報は端末内に21日間保存
されます。
シンガポールで新型コロナウイルスに感染
した人が判明した場合、保健省はまず本人か
らの聞き取り調査を行い、その人の過去14日
間の行動範囲をマッピングします。

*2/4月29日にヘルスコードに関する国家標準が公表され、取得対象となる個人データの種類などについて案内がされて
います。今のところ強制力のあるものではないようですが、今後、取得されるデータはこの国家標準に沿ったものに統
一されていくことが予想されます。
*3/有効期限は24時間であり、24時間毎に情報更新が行われています。
*4/AW Alert Asia 2 (https://www.asiawise.legal/blog/aw-alert-asia-2-covid-19-tracetogether-aarogya-setu)及びAW
Alert India 8 (https://www.asiawise.legal/blog/aw-alert-india-8-covid-19-aarogya-setu-2020-5-3 )をご参照下さい。

接触確認アプリから見た個人情報保護・プライバシーの問題
そして、この人がTraceTogetherを使用してい
た場合、政府（保健省）は、スマートフォンに
蓄積された他人の固有IDと接触した時刻のタイ
ムスタンプの開示を受けることができます。保
健省は、この固有IDに紐付けられた電話番号に
ついて、登録時に使用されたデータベースを用

クを「safe」「low risk」「moderate」「high
risk」に分類し、判定を行います。
加えて、Aarogya Setuは、スマートフォンの
位置情報も取得し、政府のサーバにアップロー
ドします。具体的には、1） 陽性反応が出た場
合、2） 問診で発熱や咳等の症状が有ると回答

いて取得し、感染者と接触したと見られる人物
に対し、アプリによって通知を行うとのことで
す。
ただし、シンガポールにおいて
TraceTogetherの利用は法的には義務付けられ

した場合、3) リスク判定においてリスクがある
と判定された場合のいずれかに該当する場合の
み、固有IDと紐づいた位置情報が、15分おきに
政府のサーバにアップロードされます。インド
政府は、このような位置情報と上記の接触情報

ておらず、その利用率は全国民の20～30％にと
どまっているとされています。iOS版はバッテ
リの消耗が激しく敬遠されていることや、ス

等を用いることで、感染者が移動した経路を特
定し消毒に役立てたり、感染のおそれのある人
の特定精度を上げ、また感染が広がる可能性の

マートフォンを持たない老人、子どもの存在を
考慮して、シンガポール政府は、接触追跡デバ
イスを開発して在住者全員に配布することを検

あるホットスポットの特定を行うとしています。
現在、段階的なLockdown解除を目指してい

るインドにおいては、このAarogya Setuの利用
についても流動的であると言えますが、例えば、
5月30日付で出された「Guidelines for Phased
Re-opening (Unlock 1)」 *5では、使用者に対し、
可能な限りすべての従業員にAarogya Setuをイ
ンストールさせるよう求めています。航空機や
鉄道を利用したインド国内での移動についても
Aarogya Setuのインストールが義務付けられて
おり、Aarogya Setuのリスク判定が用いられて
いると言えます。ただし、インドにおいてもそ
の利用率は、10％程度にとどまっています。

討しています。
（2）インドでは、Aarogya Setuと呼ばれる追跡
アプリが4月から公開されています。登録時に
氏名、電話番号、年齢、性別、職業、過去30日
以内に訪問した国に関する情報が収集され、こ
れらのデータをハッシュ化（不可逆変換）する
ことにより生成された固有IDと紐づけて政府が
保存しています。Bluetooth通信を用いた機能に
ついては、TraceTogetherと同様に固有IDを相
互に端末内に保存する仕組みです。
TraceTogetherと異なる点としては、接触した

3．日本

時刻（タイムスタンプ）だけではなく、接触し
た場所（後記の位置情報）も端末内に保存され
ることが挙げられます。また、Aarogya Setuで
は、AIチャットボットによる問診が行われます。
これは、海外渡航の有無、陽性反応が出た人と
の接触の有無、発熱や咳等の症状の有無を対話

日本においても、厚労省を運営者として、
Google及びAppleが共同開発したAPIを利用し
た接触追跡アプリが導入され、6月19日よりダ
ウンロードが可能となっており、仕様やプライ
バシーポリシーなども公開されています *6。

形式で回答していくものです。これらの情報を
もとに、Aarogya Setuは、アプリ利用者のリス

*5/https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt_30052020.pdf
*6/ https://cio.go.jp/node/2613やhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html をご参照。
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接触確認アプリから見た個人情報保護・プライバシーの問題
（1）日本の場合、名前、住所、電話番号、
メールアドレス、性別、生年月日、位置情報
といったデータは一切取得されません。

ている接触符号と照合します。照合の結果、
接触符号が一致した場合、陽性者との接触あ
りとしてアプリから通知がなされ、適切な行
動や接触者相談センターへの相談方法がガイ
ダンスされます。なお、この時、陽性接触者
が誰であるのか、時間はいつであるのかと
いった個人を特定できるような情報は通知さ
れません。

まずアプリの利用希望者は、同意の上で本
アプリをインストールします。そうすると、
「日次キー」 *7と呼ばれる識別子が生成され
るとともに、日次キーから10分毎に「接触符
号」 *8と呼ばれる識別子も生成されます。こ
れら日次キーと接触符号は、アプリを導入し
た端末内にのみ保存されます。

4．国による取組みの違い
以上のとおり、接触追跡と言っても、国に
より収集しているデータやデータの使い方、
アプリ導入の義務などについて、様々なスタ
ンスがあります。おそらく街中に設置された
監視カメラを通した追跡・分析まで行ってい
ると思われる中国の取組みと日本が導入しよ
うとしているアプリとでは話が変わってくる
ということは、誰の目にも明らかだと思いま
す。また、本稿で取り上げている国の中では
プライバシーへの配慮が中間的と言えるシン
ガポールやインドの取組みと日本の取組みと
の間にも、違いがあります。少なくとも、明
示的には個人の識別に繋がるような情報をア
プリ経由で一切取得していない日本のアプ
ローチは、シンガポールやインドのそれと異
なることがわかるのではないでしょうか。

このアプリがインストールされたスマート
フォン同士が、概ね1メートル以内の距離で
継続して15分以上近接していると、お互いの
接触符号がBluetoothで交換され、それぞれの
端末内に14日間保存されます。
（2）アプリ利用者について新型コロナウイ
ルス陽性判断が確定した場合、アプリに登録
するための「処理番号」が、厚労省が別途管
理する感染者情報管理システムから当該利用
者に通知されます *9。利用者は、接触者に通
知をすることを自らの同意の下で選択する場
合は、処理番号をアプリに入力します。入力
された処理番号は、感染者情報管理システム
と連携している厚労省が設置したサーバへと
送信され、間違いなく陽性者であることが確
認されたときは、陽性者の端末に保存されて
いる日次キー及び日次キー発行に関するタイ
ムスタンプ情報（これらを合わせて「診断
キー」と呼ばれています）が当該サーバに送
信され、14日間保存されます。

Ⅱ プライバシー、個人データ保護の観点か
らの検討 ～日本のアプリについて～
日本のアプリについては、各方面から様々
な意見が上がっているところではありますが、
プライバシー、個人データ保護の観点から若
干検討してみたいと思います。

一方で、アプリがインストールされた端末
は、上記のサーバから保存されている診断
キーを取得しており、診断キーから陽性者の
端末の接触符号を導出し、端末内に保存され

*7/24時間毎にランダムに生成されるとのことです。
*8/接触符号から日次キーを割り出すことはできないとのことです。
*9/処理番号は、感染者情報管理システムが無意に発行する番号ですが、厚労省においてはどの処理番号がどの陽性者
個人に割り当てられているか把握しているとのことです。
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接触確認アプリから見た個人情報保護・プライバシーの問題
1．個人情報保護法の適用について
（1）適用される法律
ここで個人情報保護法の適用という場合、
検討対象となる法律は、民間で問題となる
「個人情報の保護に関する法律」（以下、単
に「個人情報保護法」といいます）ではなく、
「行政機関の保有する個人情報の保護に関す
る法律」（以下「行政機関個人情報保護法」
といいます）です。アプリを運用して個人情
報を一次的に取得しているのは厚労省である
ところ、行政機関個人情報保護法が国の守る
べき義務等を規定しているからです *10。
（2）「個人情報」該当性
次に、厚労省に対する行政機関個人情報保
護法の適用の有無については、「接触確認ア
プリに関する有識者検討会合」から、5月26
日付でレポート（以下「有識者レポート」と
いいます）が公表されています *11。
これによると、まず「処理番号」について、
厚労省はどの処理番号がどの陽性者に割り当
てられているか把握しており、特定の個人を
識別することが可能であること、また処理番
号が発行されている個人は、その性質上、陽
性者であると診断されている者であることか
ら、処理番号は「要配慮個人情報」 *12に該
当し、行政機関個人情報保護法上の義務を負
うとされています。
他方で、「診断キー」については、診断
キーは日次キーとそのタイムスタンプで構成
されており特定の個人を識別することができ
ないことから、原則として、「個人情報」に
は該当しないと考えられるとしています。
もっとも、処理番号と診断キーがサーバ上で
紐付けられているとすれば、診断キーから特

定個人を識別することが可能となり、上記同
様、必然的に陽性者であるとの情報と結びつ
くことから、要配慮個人情報になり得るとし
ています。
以上に対して、「日次キー」と「接触符
号」については各端末内に保存されているた
め、厚労省等が取り扱う情報に含まれないと
して、個人情報には該当しないと整理されて
います。
2．プライバシーへの配慮？
（1）有識者レポートは整合しているのか
以上のとおり、有識者レポートは、「日次
キー」「接触符号」「診断キー」について、
行政機関個人情報保護法上の個人情報に該当
しないと整理しています。しかし他方で、有
識者レポートは、「本アプリはユーザが陽性
者や接触者であるかどうかという機微な情報
を取り扱うものであり、これらの情報が第三
者に知られれば、特定のユーザやその家族の
差別につながる等、個人の人格的利益を損な
うおそれがある」として、アプリが満たすべ
きプライバシー上の配慮について、別途検討
しています。
この、「日次キー」と「接触符号」につい
ては各端末内に保存されているため厚労省等
が取り扱う情報に含まれない（から個人情報
には該当しない）という説明と、アプリは
ユーザが陽性者や接触者であるかどうかの機
微な情報を扱う（からプライバシーへの配慮
が必要である）という説明は、整合していな
いように思われます。

*10/もっとも、厚労省がアプリに関連する業務を委託している民間企業において取り扱う個人情報が発生するような場
合は、当該民間企業については個人情報保護法が問題となります。
*11/https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/techteam_20200526_02.pdf
*12/行政機関個人情報保護法第2条4項、同法施行令第4条2号。

接触確認アプリから見た個人情報保護・プライバシーの問題
アプリが機微情報を取り扱っているという
点はそのとおりですが、これはアプリ全体の
仕組み、構造を概括的に観察して初めて言う
ことができる話です。そうであるとすれば、
個人情報該当性についても、「日次キー」と
「接触符号」は各端末内のみに保存されてい
るので行政機関個人情報保護法は適用されな
いと形式論理に終始するのではなく、より実
質的な考察があってもよかったように思われ
ます。
（2）日本におけるプライバシーと個人情報保
護法
このように考えていくと、接触追跡アプリ
の問題は、個人情報保護法とプライバシーの
関係性について、再考の機会を提供していま
す。
有識者レポートは、なぜ行政機関個人情報
保護法の検討とは別にプライバシー問題を検
討したのでしょうか。一つの可能性としては、
個人情報保護法は、プライバシーの保護と必
ずしも重なり合わないため、別個にプライバ
シーの問題を検討したということが考えられ
ます。このような区別は、諸外国においては
必ずしも一般的ではなく、日本特有の考え方
と思われます。実務においても、企業として
個人情報保護法を遵守していても、別にプラ
イバシー侵害の有無について検討が必要であ
るとされると、コンプライアンス・コストが
増大しますし、理論的に見ても、このような
考え方は複雑な解釈問題を生じさせます *13。

今後、テクノロジーとプライバシーの調整
の問題が不可欠な時代がやってくることを考
えると、個人情報保護法とプライバシー権の
間に存在する「ズレ」を正し、立法的な解決
を図ることで、解釈の明確性を確保するとい
うことも考える必要があると思われます。ま
た、プライバシーの内実に関しても、自己に
関する情報をコントロールする権利であると
いうことと個人データの保護は厳密に重なる
のか、改めて考え直すことが必要ではないで
しょうか *14。
Ⅲ アプリの導入へ向けて
新型コロナウイルスとの戦いはまだ始まっ
たばかりで、今後第二波の到来も予想されて
います。各国の取組みについても、まだ「正
解」は出ていない状況です。国によっては、
アプリを導入することで当局が濃厚接触者を
把握することや、クラスター発生箇所の予測
に役立てることに目的を設定しています。
そんななか、日本のアプリは、中国やシン
ガポール、インドのアプローチに比べ、収集
データの種類やデータの使い方等の面におい
て、個人データやプライバシーへの配慮がな
されています。有識者レポートも、個人情報
保護法上の義務が課せられる識別子の種類は
少なく、プライバシー保護の観点からも優良
である旨述べています *15。

*13/「日次キー」や「接触符号」が、仮に厚労省等が取り扱う情報として、個人情報該当性の議論の俎上に上がってき
たとしても、これらの識別子では特定個人を識別できないとすれば、やはり「個人情報」には該当しません。しかし、
このアプリは全体として機微な情報を扱っておりプライバシーの問題が存するはずです。ここから、「個人情報」の定
義そのものが、プライバシーあるいは個人データの保護の観点から適切ではない可能性が読み取れます。
*14/プライバシーとは何かという点についてご関心のある向きは、さしあたり、山本龍彦『プライバシーの権利を考え
る』（信山社、2017年）、曽我部真裕「自己情報コントロールは基本権か？」憲法研究3号（2018年）71頁、山本龍彦
「自己情報コントロール権について」憲法研究4号（2019年）43頁、曽我部真裕・山本龍彦「誌上対談 自己情報コント
ロール権をめぐって」情報法制研究7号（2020年）128頁などをご参照下さい。
*15/例えば、厚労省やユーザがアプリを介して取得している情報は、目的達成の為に必要最小限度となっていると評価
しています。

接触確認アプリから見た個人情報保護・プライバシーの問題
そのような制度設計をしたのであれば、ス
マートフォン所持者についてアプリのインス
トールを法的義務とすることについて、より
真剣に検討すべきだったと思われます *16。

将来のまだ見ぬウイルス対策のためにも、
どっちつかずの中途半端な施策としないこと
が重要であると考えます。
以上

いずれにせよ、このようなアプリの導入を、
*16/しかし、日本の接触追跡アプリの目的設定と監督体制には問題が残ります。国ないし厚労省は、本アプリの導入目
的を明確に述べませんが、接触追跡アプリのHPには「利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受
診など保健所のサポートを早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待
されます。」と記載されているのみで、結局、感染拡大防止との関係で最終的に何を目的としているのかが曖昧です。
適正な個人情報の保護を図る上で、目的や利活用の方法を明確に語ることは重要なファクターです。
また、個人情報保護委員会は、厚労省を監督する権限を持っていません。個人情報保護委員会は、個人情報保護法に基
づき設置されている機関であって、行政機関個人情報保護法は所管外だからです。個人情報保護法制が分裂している弊
害がここにも生じます。
そして、このような目的の曖昧さと監督体制の不足が相まって、個人情報が当初想定されていた以上の活動に利用され
ていくことはありがちな問題であり（ミッション・クリープ）、個人データの適正な保護に対する懸念がここに存しま
す。

渡邊 満久
AsiaWise Legal Japan アソシエイト
弁護士（日本）
<Career Summary>
弁護士登録後、企業を当事者とする紛争解決、M&Aを含む企業法務全般を強
みとする国内法律事務所及び外資系法律事務所にて勤務。訴訟・仮差押え・
仮処分等の裁判業務、税務紛争、M&A、債権法・会社法・労働法・消費者関
連法等企業法務全般の経験を有する。
一方で、近時は、個人データに限らずデータ全般を利用したビジネス･プロ
ジェクト組成、AI利用に係る法的問題点の解決、クロスボーダーでのデータ
利活用等について、課題解決に取り組む。
<Contact>
mitsuhisa.watanabe@asiawise.legal
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デジタルトランスフォーメーション（DX）時代の知財部の役割
• 顧客がハードウェアを購入する際に決め手
とするのが、ハードウェア本体のスペック
やデザインから、モバイルアプリのユーザ
体験やソフトウェアにより実現される機能
となっていく現象（デジタルトランス
フォーメーション（DX））が起きていま
す

ます。例えば、デジタル家電の分野では、
ディスプレイ、バッテリ、プロセッサなどの
パーツを組み合わせて組み立てたハードウェ
アはどれも似たり寄ったりで、一部のハイエ
ンドを除けば完全にコモディティ化していま
す。一部に特徴的なハードウェアがあった場
合でも、遅かれ早かれ真似されてしまうため、
類似商品との差別化のためにモバイルアプリ
の開発に力を入れ始めています。

• 本稿では、DXの特徴と実際にDXに力を入
れている製造業の実例を挙げつつ、企業知
財部としてDXに対してどのようなアプ
ローチを取ることができるかについて、ご
提案しています

このように、価値がハードウェアからソフ
トウェアやモバイルアプリに移行することを、
デジタルトランスフォーメーション（DX）
と呼ぶことが多いです。ここで言う「価値が
移行する」とは、顧客が購入する際に決め手
となるポイントが、ハードウェアのスペック
やハードウェアのデザインではなく、モバイ
ルアプリのユーザ体験やソフトウェアにより
実現される機能となっていくことを指します。
今後このような事例は、ハードウェアの均質
化が進むにつれて、ますます増えていくと考
えられます。

1. DX化する世界
著名な投資家であるマーク・アンドリーセ
ン氏の寄稿文”Why Software Is Eating The
World“（ソフトウェアが世界を飲み込む理
由）が話題となった2011年以来、ソフトウェ
アが一見ソフトウェアと関係なさそうな分野
をも飲み込んでいく事例が、様々な分野で見
られるようになりました。多くの国々でタク
シーはUberという配車サービスに飲み込まれ、
ホテルはAirbnbという予約サービスとの競争
を余儀なくされ、CDのような音楽販売は
Spotifyをはじめとする音楽配信サービスに
とって代わられていきました。

2. DXの特徴とDXに力を入れた製造業の実例
（1）DXの特徴

DXの特徴の一つとして、ハードウェアを
ネットワークにつなぎ、スマートフォンや
サーバ上でデータ処理することが挙げられま
す。

このような動きは、サービス業やコンテン
ツ産業だけでなく、製造業にもやってきてい

ハードウェア

スマートフォン
（モバイルアプリ）

サーバ

センサ

アクチュエータ

ディスプレイ

（図：DX化されたハードウェアの典型的な例）
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デジタルトランスフォーメーション（DX）時代の知財部の役割
ハードウェア内のセンサで取得されたデー
タがスマートフォンに送信され、スマートフ
ォン内又はスマートフォンから転送されたサ
ーバにおいて受信されたデータが過去に取得
されたデータを参照しながら分析され、現在
の状態を推定したり近い将来起こりうること
の予測に使われることで、スマートフォンの
ディスプレイ上で警告を出したり、ハードウ
ェア内のアクチュエータで何かを作動させた
りすることが可能になります。これはネット
ワークにつながっていないハードウェアには
できないことであり、やり方によっては類似
商品との大きな差別化ポイントになり得るも
のです。
ハードウェアは一度売ってしまうと、買い
替えなければ性能が変わらないのが一般的で
す。しかし、DX化されたハードウェアは違
います。ハードウェア上にインストールされ
たファームウェアやモバイルアプリを更新し
ていくことにより、機能改善や新機能の追加
が日常的に行われています。一度売ってそれ
きりではなく、日々フィードバックを受けな
がら開発を続けることにより改善し、どんど
ん進化するのが一般的です。買った当初は完
成度が低く見えるものでも、数か月もすれば
見違えるような進化を遂げるものも少なくあ
りません。DX化されたハードウェアを日常
的に使っている人からすると、買い替えない
と性能が変わらないハードウェアは、死んだ
ハードウェアに見えるかもしれません。

ウェアを製造する多種多様なスタートアップ
を自社グループに取り込むことによって、年
々カバーする分野を拡大しています。
シャオミの製品では、ハードウェアがスマ
ートフォンと連動することが前提であるため、
ほとんどの操作はハードウェア上で行われず、
モバイルアプリから行います。音声での操作
がメインのものや、機械が学習した結果そも
そも人間による操作が不要なものもあります。
その結果として、ハードウェア上に物理的な
ボタンが非常に少ないのが特徴です。このよ
うに物理的なボタンを大幅に減らすことでデ
ザイン上の制約を減らし、さらには部品点数
も減らすことができ、製造コストが下げられ
ます。そして、より重要なのは、例えば炊飯
器の場合、お米についているバーコードをス
マートフォンで読み込むことにより、お米に
あった炊き方を提案してくれるといった点で
す。ネットワークにつながることで新しい価
値の提供が可能となり、そこでキーとなるの
はモバイルアプリなのです。
最近日本に進出した例でいえば、楽器のウ
クレレをDX化したポピュレレ*1が非常に興味
深いです。指板に72個のLEDが埋め込まれて
おり、スマートフォンのモバイルアプリと連
動して、チューニングの方法やどの弦を押さ
えるかをガイドしてくれるというものです。

（2）DXに力を入れた製造業の実例
昨年末日本にも進出した世界第4位のスマ
ートフォンメーカーであるシャオミ（小米科
技）は、デジタル家電にも力を入れており、
扱う商品の多くがスマートフォンと連動する
前提で設計されているという、極めてDXに
力を入れた製造業の会社といえます。スター
トアップへの投資も得意としており、ハード

（写真：島村楽器PayPayモール店ウェブサイトより引用*2）

*1/https://www.populelejapan.com/
*2/https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/shimamura/item/mt0089078/

デジタルトランスフォーメーション（DX）時代の知財部の役割
この商品が成功すると、ウクレレという楽
器がコモディティになり、モバイルアプリが
主戦場になると考えられます。一見DXとは
何のかかわりもなさそうなウクレレですら
DX化していることを考えると、安価な消費
財も含め、製造業で扱うありとあらゆる商品
がDXの影響を受けると考えられます。DX化
を得意とするシャオミが投資先のスタートア
ップと組んで参入してくる前に、なんらかの
手を打っておくことはとても大切です。
3. DX時代の知財部の役割

上記の点を踏まえて、企業知財部として
DXに対してどのようなアプローチを取るこ
とができるかについて、以下の3点をご提案
させていただきます。
①DXという切り口からの業界の現状分析、
今後の可能性を予想

また、あらゆるものがIoT化される中国で
は、おそらく既に多くのIoT関連技術が開発
され、製品がリリースされているのではない
かと思われます。特許出願も数多く行われて
いるのではないでしょうか。そのため、ある
程度方向性を定めた後に、一度中国語の先行
技術文献調査を行ってみることをお勧めいた
します。
②自社としてどの方面でDX化するか、それを
どう実現するか
DXには様々な形がありますが、現状では
モバイルアプリが最も導入しやすいDX化の
例ではないかと考えています。例えば商品に
加速度センサを取り付けて、そこから得られ
るデータを解析するというのは、DX化の代
表的な手法と言えます。スマートフォンが発
売される前の 2006 年からあるNike + iPod
Sport Kitが参考になるかと思います。

②自社としてどの方面でDX化するか、それ
をどう実現するか
③知財部が関与する標準化を想定したDX時
代の製品開発
①DXという切り口からの業界の現状分析、今
後の可能性予測
まず、自社の属する業界がDXによりどの
ような影響を受けているのか、今後どのよう
な影響を受けるのかを知ることが大切です。
シャオミがこの分野に入ってくるとすればど
んなアプローチがあり得るのかという思考実
験も非常に効果的だと考えられます。固い頭
で安易に可能性を否定するのではなく、ブレ
インストーミングのような形であらゆる組み
合わせを検討し、そこから続いていく未来を
想像することが必要です。こういうセンサが
あればこうしたデータが取れて、継続的にデ
ータを集めて分析すればこのように先読みで
きるのではないかと、可能性を模索してみて
はいかがでしょうか。

（日経XTECH2006年7月21日の記事 *3より引用）

この商品に対応したシューズには加速度セ
ンサを入れるためのくぼみがあるのが特徴で
す。より良いデータが取れる位置に邪魔にな
らないような形で加速度センサを入られる商
品を対応商品として販売するのは、比較的
DX化しやすいのではないかと考えられます。
また、得られたデータの解析を通じて顧客に
役立つ情報を提供し、顧客の安全や健康に懸
念が生じた場合には警告を出すことも考えら
れます。

*3/https://xtech.nikkei.com/dm/article/NEWS/20060721/119345/

デジタルトランスフォーメーション（DX）時代の知財部の役割
このようなDX化にあたって、自社のリソ
ースのみでは開発困難である場合には、他社
との提携を視野に入れることをお勧めします。
例えば自社製品のユーザの多くが使っている
モバイルアプリがあるとすれば、そのモバイ
ルアプリを開発している企業との提携は双方
にとって有益である可能性が高いです。新し
い分野のモバイルアプリや小型センサの開発
であれば、小回りの利くスタートアップが提
携先候補となる可能性が高くなります。大学
の研究室からスピンアウトしたスタートアッ
プが研究成果に基づく小型センサを開発して
いる可能性もあります。また、インド・バン
ガロールには数多くのモバイルアプリを開発
するスタートアップがありますので、提携先
候補となる企業があるかもしれません。

ーカーと一部協力しながら廉価な粗悪品を市
場から締め出していくことも、検討に値する
のではないでしょうか。技術を知り、自社製
品と他社製品との間のバランスが要求される
標準化を目指す上で、知財部が開発において
果たす役割は大きいと考えられます。
以上

③知財部が関与する標準化を想定したDX時代
の製品開発
単に企業として新たにモバイルアプリをリ
リースするだけであれば、知財部の関与は不
要かもしれません。しかしながら、ハードウ
ェアからソフトウェアへの価値の移行である
DXとなると、業界の現状を分析して自社の
立ち位置を見極め、自社のビジネスの保護と
業界の成長を天秤にかけたバランス感覚が必
要とされます。技術に精通し、技術の権利範
囲の線引きに長けている知財部の関与は、オ
ープンイノベーションとクローズドイノベー
ションの使い分けが要求されるDX時代の製
品開発には、必須と考えられます。
例えば消費者からすると同じ分野のIoT製
品が乱立するのは好ましくないと考えられま
す。また、商品の中のより良いデータが取れ
る位置に邪魔にならないような形でセンサ類
を入れるというのは、先進的なメーカーにと
っては共通の課題です。そのため、中途半端
なかたちで独占を目指すより、業界の大手メ
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AW Updates 1
新メンバー加入のお知らせ
AsiaWise Groupの新しい仲間として、古賀遼（こが・はるか）弁護士が加入致しました。

古賀

遼（こが・はるか）

古賀遼弁護士は、2018年の弁護士登録後、国内企業にて企業内弁
護士として勤務し、主に海外投資案件や訴訟等様々な案件を担当
してまいりました。その後、アジアを始めとするクロスボーダー
案件に携わりたいとの想いが強まり、AsiaWise法律事務所に加入
致しました。
加入後は、早速、アジア各国の契約、紛争等の法律案件に取り組
む予定です。

AsiaWise Groupは、様々なボーダーを乗り越え、実務の最前線で挑戦し続けるとともに、
クロスボーダーの世界に飛び出していこうとする若手弁護士の挑戦を、応援致します。
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AW Updates 2
「アジア法務の思考回路」Business Law Journal掲載

文：久保光太郎

この度、AsiaWise法律事務所では、Lexis Nexis Japanが毎月発行するBusiness Law Journalに
おいて、「アジア法務の思考回路」と題する連載を開始致しました。

AsiaWise法律事務所には、日々、アジア新興国各国の法律に関する相談が寄せられています
が、アジア・クロスボーダー法務の実務では、国や法改正に即した対応をとるだけではなく、
アジアの特殊性や課題を踏まえた実務を確立することも必要です。
そこで、本連載では、アジア企業法務の実務上の課題に応じ、テーマ別に横串を通すかたち
で、アジア新興国の法律上の論点を解決するための思考法を俯瞰する予定です。すでに、以下
の通り、第1回から第3回の記事が掲載されております。

第1回「契約リスク発見のコツ」（2020年5月号）
第2回「準拠法・紛争解決をめぐる攻防」（2020年6月号）

第3回「アフター・コロナのコンプライアンス2.0」（2020年7月号）

上記のとおり、私たちアジア法務の実務家が、企業からご相談を受けた際にどのようなこと
を考え、そしてアドバイスをしているのか、思考過程を可能な限りお見せしたいと考えていま
す。この連載に取り上げてほしいというテーマがありましたら、ぜひご連絡ください。
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