AW Letter

Vol.16
2019年10月

目次

1

はじめに

2

2

注目が集まるインド・スタートアップ投資
～スタートアップ投資の特徴とConvertible Noteの理解

3

3

【Inclusive Japan!】
外国人材雇用の際、最低限知っておくべき法的知識

8

4

【AW X-Data プロジェクト始動】
データを法的に保護するためには？

12

5

AW Update – AW X-Data プロジェクト始動のご連絡

17

1

© AsiaWise Group

はじめに
AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第16号を発刊致しました。第16号のラインナップ
は以下の通りです。

1. 注目が集まるインド・スタートアップ投資
～スタートアップ投資の特徴とConvertible Noteの理解

日本企業によるインド・スタートアップ投資の方法として、規制緩和がなされたConvertible
Noteの発行が活用されています。本稿では、今後さらに需要の高まるだろうConvertible Noteの
特徴や関連規制、限界やデメリットについて解説しています。

2. 【Inclusive Japan!】外国人材雇用の際、最低限知っておくべき法的知識

外国人労働者数が過去最高人数を更新し続けるなか、雇用する側の日本企業は、法令違反に
陥ってしまうことも少なくありません。本稿では、日本企業が外国人材の雇用について気を付
けるべきポイント、望ましい対応についてご説明いたします。

3 【AW X-Data プロジェクト始動】データを法的に保護するためには？

企業が保有する利活用可能なデータに価値が見いだされる一方で、データを「法的にどう保
護するか」は今後の課題となります。保護のための権利構成の概括に合わせ、データ戦略とし
ての一体的・全社的対応についてもご提案しています。

AsiaWise Groupでは、クライアントの課題解決のため、今後「際」を超えたコラボレーショ
ンを加速して参ります。AW Letterもその実験場のひとつとして、複数の分野・国の専門家が執
筆者となってコラボ編集することにより、これまでにない新しい価値の提供に務めたいと考え
ております。

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
AsiaWise法律事務所
代表 久保 光太郎
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注目が集まるインド・スタートアップ投資
～スタートアップ投資の特徴とConvertible Noteの理解
＜サマリー＞

まだまだ課題が山積しています。そういった
オフラインでの課題、特に既得権益等も絡む
伝統的な産業分野においても、少しずつです
が、スタートアップの新しいテクノロジーを
利用する機運が高まっています。

• モディ政権下でのスタートアップに対する
優遇策など、現在のインドは非常に資金調
達のしやすい環境にあり、”ユニコーン企
業”入りする企業も増えています

また、純投資ではなく、インドと日本の市
場、企業、イノベーションがより連携して互
いのビジネスを補完し合えるような関係にな
ることを目指すと、投資としての価値がさら
に高まるといえます。例としては、ソフトバ
ンクがPayTM(約19億USドル出資)やOYO(約
6億 USドル出資)のテクノロジーやビジネス
モデルを日本で活用していること等が挙げら
れます。

• 日本企業によるインド・スタートアップ投
資の特徴としては、スタートアップ企業振
興政策の一環として発行についての規制緩
和がなされた、Convertible Noteの活用が
挙げられます
• 本稿では、今後より魅力的な資金調達手法
と な っ て い く と 考 え ら れ る Convertible
Noteについて、その特徴や適用される規
制を、CCPSや普通株式と対比しつつ、限
界やデメリットと合わせて解説いたします

（2）日本企業によるインド・スタートアップ
投資案件の特徴

1．インド・スタートアップ投資の特徴および
留意点

次に、日本企業によるインド・スタート
アップ投資案件の特徴について見てみます。
まずシードでの規模は日本と大差はなく、1
社から10万～50万 USドル程度の投資を行う
ケースが多いです。

（1）インド・スタートアップの特徴と狙い目
資金調達のしやすさという点において、イ
ンドは現在、非常に良い環境にあります。
2018年には、エクイティ・ファイナンスに
限っても計126億8000万USドル（日本円換算
で約1兆3770億円)の調達がなされ、新たに8
社が“ユニコーン企業”の仲間入りを果たしま
した。2019年5月に行われたインド下院選挙
でモディ政権が大勝したことにより、スター
トアップに対する優遇策を含め、デジタル技
術を通じた課題解決に関する政策が、さらに
促進されると見られています。

シリーズAからは米国のVCも多数参加して
きます。シリーズAのバリュエーションは、
プレで1000万～3000万 USドル、調達額は
500万～1000万 USドル程度です。1社あたり
50万～100万USドル程度の投資を行うケース
が多いです。

分野としては、2018年はAI関連スタート
アップに注目が集まりました。引き続きフィ
ンテック、リテール、モビリティ、ロジス
ティクス、ヘルスケア等のセクターは、投資
が集まりやすい状況にあります。インドでは、
分野によっては、日本よりもはるかにデジタ
ル化が進んでいる面があります。しかし他方
で、実際の生活レベルやビジネスレベルでは、
3

シリーズBのバリュエーションは、プレで
5000 万 ～1 億 USド ル 、 調 達 額 は 2000 万 ～
3000万 USドル程度になります。この段階に
なると、日本企業がリードインベスターとな
ることはほとんどありません。なお、バリュ
エーションは米国や中国と比べて低いと言わ
れていましたが、最近はスタートアップに
とっての調達環境が非常に良く強気なケース
が多いため、高騰傾向にあります。
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基本的に、シリーズD以降で、バリュエー

ては、以上のようなFDI/ECBの「二元論」に

ションが5億USドルを超えて初めて、IPOを

基づく規制が維持されてきましたが、スター

検討し始めます。また、同時に、ソフトバン

トアップ企業振興政策の一環として、2017年

クからの出資がささやかれるようになります。

1月に規制が緩和され、特定のスタートアッ

ちなみに、 昨年ユニコーンとなったSwiggyは、

プ企業に限り、外国投資家に対して

100億 USドル以上の調達をシリーズHで行っ

Convertible Noteを発行することが可能にな

ているのですが、まさにインドならではです。

りました。

日本からインドのスタートアップへの投資は
過去5年で120億USドルを超え、金額ベース
では、そのうち80%以上をソフトバンクが占
めています。また、インドのユニコーン27社
のうち12社以上が、日本のVCから資金調達
済です。

（2）Convertible Noteは、米国等において、
ベンチャー・キャピタルがバリュエーション

の困難なアーリーステージのスタートアップ
企業に投資する場合に、特に魅力的な手法と
考えられています。インドの適用規制上、特
定のスタートアップ企業が発行する

ストラクチャーとしては、Convertible

Convertible Noteは、当初は負債と取り扱わ

Noteを活用した調達が増えてきています。

れますが、投資家の裁量により、①全額の返

Convertible Noteの設定条件については、プ

済を受けること、又は、②投資家の裁量若し

レミアムやDiscount Rateの設定の仕方や、株

くは特定のイベント（対象会社の一定規模以

価のCapや株式に転換する際の条件等、日本

上の次回ファンドレイジングや、支配権の移

では馴染みの少ない内容も含まれているため、

動が生じる株式譲渡等）の発生により、普通

リーガル面で注意が必要となります。そこで

株式に転換することが可能とされます 。*1な

次項では、Convertible Noteについて詳しく

お、Convertible Noteは、スタートアップ企

ご説明いたします。

業が成長しなかった場合、満期において償還

２．Convertible Noteについて

することが可能です。その場合の満期は、発
行後5年以内であることが必要となります。

（1）日本企業がインド企業に対して外国直

かかる制約に鑑みると、Convertible Noteに

接投資（FDI）をする場合、これまでは、資

は、シードやブリッジ・ラウンド用の短期資

本金的な性格を有する普通株式（equity

金調達としての役割が期待されています。ま

shares）や、普通株式への転換が強制される

た、Convertible Noteの最低引受金額は250万

Compulsorily Convertible Preference Shares

ルピーであり、一回の決済で資金全額を入れ

（CCPS）、又はCompulsorily Convertible

ることが必要です。

Debentures（CCD）等の発行を受けること
が必要でした。他方で、普通株式への転換権
の行使が強制的ではない場合（Optionally
Convertible Debenture）、負債（debt）とし
て扱われ、対外商業借入（External
Commercial Borrowings（ECB））規制の対
象とされていました。これまでインドにおい

（3）Convertible Noteは、普通株式やCCPS
と異なり、その発行時に、インド準備銀行
（RBI）が定める株式発行・譲渡価格規制
（Pricing Guidelines）の適用を受けません。
したがって、その発行に際しては、規制上バ
リュエーションが必要とされず、CCPS等と
比較すると迅速な発行が可能となります。

*1 Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017
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もっとも、普通株式への転換に際しては、

やValuation Capの定めにかかわらず、Fair

Pricing Guidelinesの適用を受けます。具体的

Market Valueが転換価格の下限となることに

には、転換価格について、原則として、勅許

留意が必要です（たとえば、Discount Rateや

会計士等が算定する公正価格（Fair Market

Capを適用した結果、転換価格が日本円にし

Value）を下限（フロア）とすることが義務

て1株5万円と算定されたとしても、一方で

付けられます。この点、Pricing Guidelines上、

Fair Market Valueが1株7万円であると算定さ

勅許会計士等の選任手続については特段規制

れる場合、転換価格は1株7万円を下回ること

は設けられておらず、投資家側で選任するこ

ができません）。

とも可能です。また、株価の算定基準につい

（5）これに対して、インド企業に対するク

ては、国際的に実務上受け入れられている株

ロスボーダーローン（負債）については、前

価算定基準を採用する限り、会計士の裁量に

述のように、ECB規制が適用されます。ECB

委ねられています。

規制については、近時規制緩和が相次いでお

（4）Convertible Noteを普通株式へ転換する

りますが、それでも厳格な規制が維持されて

際の転換価格（Conversion Price）を定める

おり、誰でも貸し手になれるわけではありま

にあたっては、契約において、Discount Rate

せん。他方、Convertible Noteは、基本的に

およびValuation Capを定めておくことが一般

全ての外国投資家がその発行を受けることが

的です。

可能です（ただし、パキスタン、バングラデ
シュの投資家については例外とされます）。

Discount Rateは、「転換を生じる投資（適

加えて、ECBに基づくローン債権の譲渡につ

格投資、Qualified Financingと呼ばれます）

いては、当局の権限を代理行使する決済銀行

時点での株価に対して、X%ディスカウント

（Authorized Dealer Bank）の承認を得るこ

した価格により株式を取得できる」という条

とが必要である一方で、Convertible Noteに

件を定めるものです。これにより、

ついては、居住者・非居住者を問わず、自由

Convertible Noteを発行した投資家は、

に譲渡することが可能です（ただし、譲渡価

Qualified Financingから新たに入ってくる投

格については、前述のPricing Guidelinesの適

資家に比べてX%安い金額で株式を取得する

用による制約を受けます）。その気軽さから、

ことができます。また、Valuation Capは、株

日本企業も事業戦略上興味のあるスタート

式への転換時におけるValuation の上限額を

アップ企業のConvertible Noteを引き受ける

Capとして合意しておくものです。仮に対象

ことで、その資金調達と成長を援助するとと

会社のValuationが高騰しても、転換にあたっ

もに、将来の事業展開に向けた関係を構築す

てはCap額が上限となるため、予想外の希釈

る動きが広がっています。

化を防ぐことができます。

（6）もっとも、Convertible Noteにも限界や

Discount RateやValuation Capの定め方に

デメリットがあります。まず、Convertible

ついては特段の規制はなく、当事者間の合意

Noteによる国外からの資金調達は、連邦政府

に委ねられています。もっとも、前述のとお

（Department for Promotion of Industry and

り、Pricing Guidelines上、Fair Market Value

Internal Trade）が定める特定の基準を満たす

を下回る金額での転換は原則認められていま

スタートアップのみが利用可能です。

せん。そのため、契約におけるDiscount Rate
5
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また、発行時のバリュエーションが不要であ

かかることもあります。そのような事情もあ

るということは、迅速なファンドレイジング

り、イグジットの方法としては、IPOよりも

を可能にする一方で、投資家の側からしてみ

M&Aの方が多いのが現状です。したがって、

ると、将来の転換価格について不透明性が残

M&Aによるイグジットに際してのリターンの

る結果になります。さらに、Convertible

受け取り方についても、注意する必要があり

Noteに関する規制は、比較的新しい規制であ

ます。

るため、解釈に曖昧な点が残っています。た
とえば、Convertible Noteを株式へ転換する
際、普通株式ではなく優先株式へ転換させる

以上

ことができるかどうかは、解釈上疑義が残る
とされています。そのため、実務では、契約
上転換対象を普通株式としたうえで、別途契
約により優先株式と同等の権利を付与するこ
とも行われています。
今後、実務での利用を通じて、曖昧な点が
明確化され、より魅力的な資金調達手法に
なっていくことが期待されています。
3. 最後に
最後に、まとめに代えて、日本企業がイン
ド・スタートアップ投資をする際に発生しが
ちな問題をもとに、注意点をいくつか指摘し
たいと思います。
投資に際して、デューデリジェンスに時間
がかかりすぎることが原因で、重要な投資機
会を逸したという話を耳にします。もちろん
慎重に進めることも重要なのですが、インド
のスタートアップならではのリスク評価方法
を用いることも必要です。
他方で、イグジットに際しては、辛抱強く
待つ必要があります。シリーズBの調達後に
バリュエーションが三桁に乗ってくると、日
本企業としてはIPO等のイグジットを期待し
たいところです。ところが、インドにはマ
ザーズのような新興企業向け市場がありませ
ん。シリーズBからIPOまでの期間が5年以上
6
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【Inclusive Japan!】
外国人材雇用の際、最低限知っておくべき法的知識
＜サマリー＞
• 外国人労働者数が過去最高人数を更新し続
けている一方で、雇用する側の日本企業に
おいては、法令違反状態に陥ることが多く
みられます
• 本稿では、外国人材の雇用について日本企
業が気を付けなければいけない主要なポイ
ントとして、①在留資格上の制限、②労働
法上の規制、③技能実習制度について解説
した上で、どういった対応が望ましいかに
ついてもご提案しています

管法で定められる在留資格の活動範囲内に限
定される、ということです。
現在、在留資格は29種類ありますが、就労
の可否に着目すると、大枠として次の3パ
ターンに分類することができます。

就労の可否

在留資格の種類

1

在留資格に定
められた範囲
で就労可能

外交、公用、教授、芸術、
宗教、報道、高度専門職（1
号・2号）、経営・管理、法
律・会計業務、医療、研究、
教育、技術・人文知識・国
際業務、企業内転勤、介護、
興行、技能、特定技能（1
号・2号）・技能実習（1
号・2号・3号）、特定活動

2

原則として就
労不可

文化活動、短期滞在、留学、
研修、家族滞在
ただし、資格外活動の許可
を得れば、留学及び家族滞
在の在留資格で在留する外
国人は原則週28時間まで就
労可能*1

3

就労活動に制
限なし

永住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、定住者

1．はじめに

厚生労働省の発表によれば、日本における
外国人労働者数は約146万人（2018年10月末
時点）で、前年比14.2％（約18万人）の増加
傾向にあり、事業者に対して外国人材の雇入
れに関する届出を義務付けた2007年以降、過
去最高人数を更新しています。東京都内のコ
ンビニエンスストア等、数年前に比較して圧
倒的に外国人従業員が多くなったことについ
ては、実感されている方も多いのではないの
でしょうか。しかし、制度の改正が進み雇用
の門戸が開かれていく一方で、雇用する側の
日本企業のコンプライアンス違反が目立ちま
す。誰もが知っているような大手企業でさえ、
法律を知らなかった、確認不足だった、と
いった理由で法令違反状態になっていること
が、しばしば見受けられます。
本稿では、そのような現状を踏まえ、外国
人材の雇用について日本企業が気を付けなけ
ればいけない主要なポイントをまとめます。

2．在留資格上の制限
(1) まず念頭におかなければならないことは、
外国人が就業できる業務は、原則として、入

したがって、外国人材の採用に際しては、
まず、当該外国人材の在留資格を確認し、予
定している業務に就労させることが可能か
チェックしなければなりません。外国人材の
在留資格は、まず、在留カードの提示を求め
ることで確認することができます。在留カー
ドの提示を受けた際には、在留カードが真正
なものか、ホログラムの状態等を確認し、ま
た、法務省が公開している失効情報照会がで
きるウェブサイト*2を 活用し、就労可能な在
留資格を有することを確認する必要がありま
す。

*1 なお、留学の在留資格で在留する外国人は、在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで就労することが
可能です。教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲は資格外活動許可書により確認することができます
*2 https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
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また、自社で外国人材に行ってもらう業務

近時、特に製造業において、働き手不足か

内容が、在留資格で認められた活動の範囲内

ら外国人材を派遣労働者として受け入れるこ

であるかの確認も不可欠です。仮に、通訳や

とが多くなっていますが、派遣先を介してお

エンジニア職を行うための「技術・人文知

り自社と外国人材には直接の雇用関係がない

識・国際業務」の在留資格の許可を受けた外

ことをもって不法就労助長罪の成立を免れる

国人材が、専ら飲食店の店舗で接客・調理を

かは、疑義のあるところです。指揮命令関係

行うことや、工場のラインで単純な業務に従

があれば、不法就労助長罪の正犯や、少なく

事した場合は、不法就労活動（入管法24条3

とも従犯は成立し得ると考えられます*4 。

の4号イ、19条1項）に該当し、後述のとおり、
就労する外国人材は退去強制事由に該当し、
雇用主にも、不法就労助長罪が成立します。

そのため、正社員としての外国人材の雇用
だけではなく、アルバイトや派遣労働者とし
ての雇用、受入れについても、自社内で適法

このような、在留資格で認められた活動以

に当該外国人材が自社で行う業務を行い得る

外の業務に外国人材を就労させることは、法

かを確認するプロセスを構築することが必要

令違反の意識がなく行われることが多いこと

です。

にも注意が必要です。例えば、現場研修や担
当部署の変更等により、当初想定していた内
容と別の業務に従事させる場合には、特に気
を付けなければなりません。また、外国人留
学生のアルバイトは、資格外活動の許可が

また、不法就労をした外国人材は、刑事罰

に加え、退去命令等により国外退去後も一定
期間、日本に上陸することができなくなる可
能性があります。

あった場合でも、原則として週28時間という

(2) なお、外国人材を雇用（アルバイトも含

時間的制約が課されているという点に留意す

む）する場合、当該外国人材の氏名、在留資

る必要があります。この週28時間*3 の時間を

格、在留期間等について、厚生労働省（実際

超えて就労させた場合にも、在留資格で認め

の届出先はハローワーク）に届出をしなけれ

られた活動以外の活動で報酬を得たとして、

ばなりません *5。インターネット上での届出

やはり、不法就労活動に該当します。

も可能ですが、忘れがちな手続であるため、

不法就労活動については、不法就労を行っ
た外国人材だけでなく、雇用主である法人の
みならず、実際に不法就労活動を助長した代
表者、従業員等も、不法就労助長罪として3
年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せら
れます（入管法第73条の2、第76条の2）。実
際に入管法違反による雇用主らの逮捕、処罰
事例は多くあります。

注意しましょう。
3．労働法上の規制
外国人材であっても、労働者である以上、
労働基準法や労働契約法等の労働関連法令が
適用されます。したがって、当然のことなが
ら、雇用主としての日本企業は、日本人を雇
用する場合同様に、外国人材に対しても労働
関連法令の定めを遵守する必要があります。

*3 週のどの曜日から起算しても28時間を超えないことを要します。
*4 第116回国会参議院法務委員会議事録第3号9頁、及び、坂中＝齋藤『出入国管理及び難民認定証逐条解説改訂第
四版』1000頁参照。
*5 厚生労働省（ハローワーク）への届出は当該外国人材の離職の際にも行う必要があります
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加えて、雇用契約書や就業規則等について

る各企業において、雇用契約に基づき労働者

は、はっきりと内容が理解できるよう、英語

として働くことになります。そのため技能実

等の日本語以外の言語で用意するといった工

習生にも労働関係法令が適用され、労働時間

夫が求められます。もちろん、外国人である

の上限や残業代の支払い、産休育休等、日本

ことを理由とした差別は禁止されますし、外

人従業員と同様に扱わなければなりません。

国人であることを条件とした採用の募集も許

さらに、技能実習は、労働力の需給の調整の

されません。

手段として行ってはならないものとされてお
り、技能実習計画に基づいて実施される必要

4．技能実習制度について

があります。

技能実習制度は、本来、人材育成を通じた

技能実習計画には、実習の目標として、合

発展途上地域への技能等の移転による、国際

格する対象の技能検定と、当該技能検定の合

協力の推進を目的した制度です。労働力の需

格のために必要とされる業務（必須業務・周

給の調整の手段として用いてはならない制度

辺業務・関連業務）が規定されます。技能等

ではありますが、実際にはそのように用いら

の移転による人材育成を通じた国際協力であ

れており、また、技能実習生が弱い立場に立

るため、各技能実習生が技能等を身につけた

たせられることが多く、望ましくない就労を

かを確認する必要があり、その確認手段とし

強いられている事例もあります。

て用いられているのが技能検定（職業能力開

技能実習制度とは、外国人の技能実習生が

発促進法44条）です。2年目以降の技能実習

日本において企業や個人事業者等の実習実施

を行う場合、移行対象･職種作業として定め

者と雇用契約を結び、出身国において習得が

られた職種及び作業を行う必要があります。

困難な技能等の習得・習熟・熟達を図る制度

そして、この移行対象･職種作業は、技能検

です。技能実習生を受け入れる方式には、企

定の科目と対応しており、技能実習計画には、

業単独型（日本企業等（実習実施者）が海外

技能検定に合格するのに必要な業務が規定（

の現地法人等の職員を受け入れて技能実習を

必須業務・周辺業務・関連業務）されるとい

実施する方法）と団体監理型（事業協同組合

う仕組みになっています。必須業務は、必須

等の非営利団体（監理団体）が技能実習生を

カリキュラムや必修科目といった例えが可能

受け入れ、傘下の企業等（実習実施者）で技

かもしれません。

能実習を実施する方法）の2つのタイプがあ

このように、技能実習制度は、「人手不足

ります。技能実習生は入国後日本語教育や技

だから」といった理由で取り組んでいいもの

能実習に必要な知識等についての講習（原則

ではなく、あくまで人材育成による国際協力

1ヶ月）を受けた後、実習実施者との雇用関
係のもと、実践的な技能等の習得を図ります。

の推進のために行うものであって、業務の内
容も「実習」として位置づけられるものです。

この制度については、まず、入国当初の講

「人手不足」としての対策であれば、2019年

習期間中、技能実習生は一切業務をすること

4月から開始された特定技能制度の活動を検

ができないという点に注意が必要です。また、

討するべきでしょう。

講習を終えた技能実習生は、実習実施者であ
10
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現在技能実習に取り組まれている企業（実
習実施者）も、今後、技能実習に取り組まれ
る企業も、技能実習生の制度趣旨をご理解頂
き、制度趣旨に合致するように取り組んで頂
く必要があると思います。
なお、実習実施者である企業等は、技能実
習開始の届出や実施状況報告書を適宜外国人
技能実習機構に提出しなければなりません。
5．まとめ～日本企業に望まれる対応～
以上、外国人材の雇用に関連して注意する
主要なポイントをお伝えしましたが、実際の
ところ、外国人のアルバイトの採用や技能実
習生に対する対応は、各事業所に一任されて
います。そのため、現場レベルでは法令等の
規制を知らず、他方で、本社の法務部や人事
部では管轄外のため目配りが漏れていた結果、

気づいたら法令違反となっていた…という事
案が多発しています。雇用された外国人材に
とっても、日本企業にとっても、法令違反は
重い結果をもたらすものであるにもかかわら
ず、きちんとした対応が取れていません。法
務部や人事部が率先して外国人材の雇用に関
する制度、規制をきちんと理解、把握し、事
業所等の現場へ適切なメッセージを発信する
ことが急務です。

次世代の日本が多様性に富んだ発展を遂げ
るためには、日本国内でのクロスボーダーが
不可欠です。日本人にとっても、外国人にと
っても、適切な労働環境を整えることは、そ
の第一歩になると考えます。
以上
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【AW X-Data プロジェクト始動】
データを法的に保護するためには？
＜サマリー＞
• 利活用可能なデータは、石油にも匹敵する
ほどの価値を有します。そうした高価値の
データについては、それを「法的にどのよ
うに保護していくか」が問題となるため、
本稿ではまず、無体物であるデータを保護
するための権利の構成として、①著作権、
②特許権、③営業秘密化、④限定提供デー
タ化、⑤契約に基づく権利等を概括してい
きます
• 他方でオープンイノベーションの隆盛等も
あり、データについては、オープン化の要
請もあります。これらはデータ戦略として
一体的・全社的に対応するのが好ましいで
すが、日本の企業ではなかなか進展しない
という現状があり、本稿では、その点につ
いて、新たな協働モデルをご提案していま
す

1．はじめに
巨大オンラインプラットフォーマーでなく
とも、事業活動を行っている日本企業の内部
には大量の（生）データが蓄積されています。
例えば、自社の取引・販売・売上等に係る
データ、IoTによりもたらされるデータ*1 、
人事データなどがそれにあたり、これを有意
な形でセグメント化等すれば、大きな価値を
有するデータ（セット）へと生まれ変わり、
利活用が可能となります *2。
このような利活用が可能となったデータを
法的にどのように保護していくべきかは、悩
ましい問題です。言い換えると、データに対
して日本企業は如何なる権利を及ぼし、守っ
ていくことができるでしょうか。例えば、自

社が保有する極めて貴重な工作機械があった
として、その機械が第三者に盗まれて勝手に
使用された場合を想定すると、その機械の返
還や、損害賠償を第三者に請求することがで
きます。これは、法的には、自社がその工作
機械の所有権を有しているため、その所有権
の侵害を根拠として法的な請求が可能となる
わけです。
では、データについては、どのような方法
により権利主張・保護を検討していくべきで
しょうか。また、そのような問題意識を持ち、
解決策を検討すべきなのは企業のどの部署な
のでしょうか。本稿では、方法について概説
した後、主体についての課題と解決策を述べ
たいと思います。
2．データを「所有」することはできない
日本では、有体物についてしか所有権を観念
することができません（民法206条、85条）。
したがって、無体物であるデータを「所有」
することはできず、所有権による絶対的・排
他的な保護をデータに及ぼすことはできませ
ん。
データに対する支配の文脈において、
「データ・オーナーシップ」や「データ保
持」といった回りくどい表現がなされること
があるのも、これが理由です*3 。
3．知的財産権による保護
無体物に対する権利として真っ先に思い出
されるのが、知的財産権ではないでしょうか。
知的財産権には、特許権、意匠権、著作権、
商標権等がありますが、データに対して成立
しうる権利としては、主に著作権と特許権が
あります。

*1 ここには、機械・機器、インフラ設備等に取り付けられたセンサーからもたらされるデータから、家電機器に取
り付けられたセンサーからもたらされるデータまで、多種多様なものが含まれます
*2 更に付言すれば、オンライン上で集積されるバーチャルデータに対して、このような現実的・物理的な活動等を
通じて得られるデータをリアルデータと呼ぶことがあり、このリアルデータの覇権争いはこれから本格化するとも
言われています
*3 所有権が観念できない以上、「データ・オーナーシップ」や「データ保持」といった表現がどのような意味で用
いられているのかについては、その文脈に応じて慎重な配慮が必要です
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（1）著作権による保護の可能性
日本の著作権法によれば、著作権の対象と
なる著作物とは、「思想又は感情を」「創作
的に表現したもの」と定められています（著
作権法2条1項1号）。画像データ等であれば
ともかく、そうではない生データに対して「
創作」性が認められることは極めて稀である
と思われますので*4 、個々のデータに著作権
が認められることは殆どないと言えるでしょ
う。
しかし、日本の著作権法は、データベース
の著作物というものを認めており、それによ
れば、「データベースで」「その情報の選択
又は体系的な構成によって創作性を有するも
の」は、データベースの著作物として保護さ
れる余地があります（著作権法12条の2第1項
）。つまり、セグメント化等の手法によって
価値を有するに至ったデータセット（総体と
してのデータ）には、創作性が認められ、著
作物として保護される余地が出てくるという
ことです。

」な「創作」性が求められる発明であると認
められる可能性は低いと言わざるを得ません。
しかし、近時、データ構造について特許権
の出願をチャレンジする事例が出始めており、
今後データ構造の特許権化は権利保護の手法
の1つとして検討に値するものとなり得ます
*5。
また、データそのものではないものの、デ
ータの集め方・取り方については、特許権の
取得が認められることがありますので、現実
的に取りうる手段の1つとなっています。
4．不正競争防止法による保護
日本の不正競争防止法も、営業秘密等の無
体物に対する一定の悪質な行為（不正競争行
為）を規制し、無体物を保護しようとする法
律ですので、データに対する不正な侵害行為
も、不正競争防止法により保護される可能性
があります。
（1）「営業秘密」に係る保護の可能性

（2）特許権による保護の可能性

不正競争防止法は、差止めや損害賠償を請
求できる不正競争行為の対象として「営業秘
密」を挙げ、保護対象としています。営業秘
密とは、①「秘密として管理されている」、
②「事業活動に有用な技術上又は営業上の情
報」で、③「公然と知られていないもの」で
あると定められております（不正競争防止法
2条6項）。

日本の特許法によれば、特許権の対象とな
る発明とは、「自然法則を利用した技術的思
想の創作のうち」「高度のものをいう」と定
められています（特許法2条1項）。この定義
からして、生データに対して特許権が認めら
れる可能性は極めて低いことは明らかです。
また、セグメント化等により価値を有するに
至ったデータ（セット）についても、「高度

したがって、この3要件に該当するように
データを管理すれば*6 、営業秘密として、不
正競争行為からの保護を受けることが可能と
なります。但し、営業秘密は、元来、技術情
報等の営業秘密を想定しているため、（ビッ
グ）データには対応しきれない面がありまし
た。そこで、2018年改正により、下記の「限
定提供データ」の類型が生まれました。

但し、2019年1月1日より施行されている改
正著作権法では、データ（セット）をAIのデ
ィープラーニングに用いるような場合につい
ては、著作権の権利制限を認めているため（
著作権法30条の4第2号）、著作権の保護は働
かないということになります。

*4 例えば、個人の傷病に関するデータに「創作」性がないことは明らかです
*5 成功事例として、https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201312/jpaapatent201312_005-027.pdf 参照
*6 2019年1月には、「営業秘密」該当性の判断に関する参考資料たる営業秘密管理指針が、近時のデータ利活用の
機運の高まりを踏まえて改正されており、3要件該当性の参考になります
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（2）「限定提供データ」に係る保護の可能性
不正競争防止法は、2018年の法改正により、
「営業秘密」に加え、新たに「限定提供デー
タ」を不正競争行為の対象に加えました。不
正競争行為の対象となることにより、差止め
や損害賠償請求が可能となります。限定提供
データとは、①「業として特定の者に提供」
され、②「電磁的方法により」、③「相当量
蓄積され、及び管理されている技術上又は営
業上の情報」であると定められており（不正
競争防止法2条7項）*7 、企業がデータ取引等
により特定の外部の第三者へ提供するような
データが想定されています。
したがって、この3要件に該当するように
データを管理すれば*8 、限定提供データとし
て、不正競争行為からの保護を受けることが
可能となります。但し、営業秘密と異なり、
まだ具体的な実例が蓄積されていないため、
より慎重な検討が必要になるでしょう。
5．契約による保護
（1）上記3.の知的財産権による保護は、知的
財産権が成立すれば、原則的に何人に対して
もその権利を主張でき、また上記4.の不正競
争防止法による保護も、広く不正競争行為者
に対して権利行使が可能であることから、こ
れらの制度は、保護が受けられる範囲が広い
と言えます。他方で、知的財産権が成立する
場合は限定的で、不正競争防止法における営
業秘密や限定提供データと認められるために
は一定の要件を満たす必要があるため、これ
らの制度により権利保護が認められる場合は、
必ずしも多くないという欠点があります。
そのため、データを外部に提供したり、オ
ープンイノベーションを指向する際には、相
手方と締結する契約において、データの利用

権限等を適切に設定することにより、契約に
よってデータを保護していくという対応が必
要になります。もっとも、契約である以上、
契約相手以外の第三者は当然当該契約には拘
束されないため、保護の範囲は必然的に狭ま
ります。
（2）データの利活用に関する契約という点
では、2018年6月に「AI・データの利用に関
する契約ガイドライン」が経産省より公表さ
れており、参考になります。
但し、このようなガイドラインを参考にし
つつも、個別案件においては、データ取引を
行う理由、自社にとってのメリットをどこに
見出しているのか、実際のデータフロー、デ
ータの利用態様、派生データの発生可能性等
を可能な限り明確化し、それらを契約にどの
ように織り込んで、紛争を未然に防ぐのかと
いった点が重要になります。

6．法務と知財、弁護士と弁理士の協働
（1）以上のように、日本企業が、価値を有
するに至ったデータを保護するための権利を
構成する方法としては、①著作権、②特許権、
③営業秘密化、④限定提供データ化、⑤契約
に基づく権利の方法があります。
これらの方法は、互いに排他独立で1つの
権利でデータを守らなければならないもので
はなく、選択しうる複数の方法を用いて重層
的に保護の網を張ることができるものです。
むしろ、「データは21世紀の石油である」な
どと言われている現在においては、「石油」
ほどの価値のあるモノに関して、取り得る権
利はできる限り取得し、有事の際のリスクヘ
ッジを考えることが、企業の必須の対応であ
ると言えます。

*7 但し、秘密として管理されているものは除かれます。
*8 限定提供データ該当性についても、2019年1月に、経産省から、限定提供データに関する指針が公表されており、
これを要件該当性の参考にすることが考えられます
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他方で、例えばオープンイノベーションの

てこの問題を解決します 。AsiaWiseでは、

隆盛が見られることもあり、闇雲に権利化を

Cross-Border Data/AI Practiceを立ち上げ、

推し進めたり、データの囲い込みを行えばよ

データ／AIに係る法的課題を横断的に解決す

いというものでもありません。つまり、ここ

るのに加え、法務と知財の協働という課題に

までお話ししてきたデータの保護・権利化と、

対し、IP Tech特許業務法人*9と協働し、企

同時に重要となるオープン化は、一体的・全

業の法務部・知財部が協働し、一体的にデー

社的なデータ戦略の下に行われなければなら

タの権利化を含む対応を行うことができるよ

ないものなのです。

うサポート致します。

（2）しかし、日本企業においては、このよ

日本企業のデータ戦略・対応の一助となる

うなデータにまつわる戦略や対応が、一体的

よう、私たちは、法務と知財のBorder（境界

・全社的に行われていることはまだまだ稀で

）を超えて参ります。

す。

以上

まず、企業側の問題として、データの取扱
いや特許権といった話になると、典型的には
知財部マターとなり、契約の話になれば法務
部マターとなり、著作権や不正競争防止法（
営業秘密、限定提供データ）の話になれば、

内容によって知財部が取り扱ったり、法務部
が取り扱ったりというように、各部署での縦
割り対応となるという点があります。こうし
た状況では、横断的な対応や情報共有、まし
てや一体的なデータ戦略の策定等には、なか
なか進展していきません。
また、外部専門家側にも問題があります。
弁理士や特許事務所では、主に特許権のみが
取り扱われます。弁護士や法律事務所では、

契約・著作権・不正競争防止法を取り扱いう
るのですが、権利侵害対応という有事対応を
越えて、より積極的な権利化やデータ戦略と
いったことを考える弁護士は皆無であるとい
えます。さらに、弁理士と弁護士が特許侵害
対応を超えて協働している事例も、ほとんど
ないものと思われます。
（3）そこで、AsiaWiseは、外部専門家とし
*9 https://iptech.jp/
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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

湯浅 竜
IPTech特許業務法人 副所長兼COO
株式会社テック・コンシリエ顧問
弁理士 (日本)
<Career Summary>
株式会社TechnoProducerを経て、株式会社ドワンゴ知的財産セクションのセ
クションマネジャーを務めたのち、現職に至る。東京理科大学非常勤講師
（知的財産・企業分析論）や情報セキュリティ大学院大学などでの講演活動、
日本知財学会等での執筆活動にも積極的に携わる。専門はスタートアップ、
ITの知財戦略、コンサルティング。愛読書はサミュエル・スマイルズ著『自
助論』
<Contact>
info@iptech.jp
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「人工知能に係る発明の主体と特許法による保護に関する試論」日本知財学
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「社会変革を興すIoT・AIと知的財産 第５回 コンテンツ事業会社における人
工知能研究活動に関わる法的課題について」経済産業調査会(2017)
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AW Updates
AW X-Data プロジェクト始動のご連絡

AsiaWise Groupでは、この度、X-Data（クロスデータ） プロジェクトを立ち上げましたので、ご
案内致します。
AsiaWise Groupでは、テクノロジーがこれからの世の中を大きく変えていく原動力になると考え、
データやAIについても、その利用のあり方や企業における課題について議論して参りました。
日本やアジア各国において、国境を超えてデータ・ビジネスやデータ流通を行う企業が増加してお
ります。ところが、これまでの法律事務所のサービスは、GDPR、日本の個人情報保護法等、各国法

の対応にとどまり、必ずしもクロスボーダーの特殊性に焦点を当てきれていなかった反省があります。
また、データやAIは、企業の部門を横断した対応が必要となります。しかし、これまで弁護士は、与
えられた問題に答えることに集中するあまり、企業の内部に入って問題解決をしてこなかったきらい
があります。
他方で、データやAIを用いた優れたビジネスアイディアや事業モデルが、世論やメディアによって
必要以上に逆風にさらされ、レピュテーション・リスクになるような事例も散見されます。世界に目
を向けると、日･米を中心としてデータの自由な流通を目指す陣営と、中･露などのデータの国内留置
を指向する陣営の間で、データ流通のあり方の綱引きが行われています。さらに、データやAIによる
人の選別（差別）の問題が顕在化しつつあります。
以上のとおり、ニーズが先行し、課題が山積するクロスボーダー分野におけるデータ、AIの活用に
際しては、今ほど、適切な羅針盤を提供するプロフェッショナルが求められる時代はないと考えます。
特に2018年から2019年にかけて、データ、AIの分野でネガティブなニュースが相次ぎました。しか
し、テクノロジーの発展、そして中国やインドを始めとするアジア新興国における社会実装のスピー
ドは驚嘆すべきものがあります。日本はアジアの一員として、ヨーロッパ、米国とは異なる価値観を
発信し、データ、AI分野の旗手になる可能性を秘めていると考えます。AsiaWise Groupは、データ
やAIといったテクノロジーがもたらす豊かな社会の進展と個人の権利のバランスの問題から目を逸ら
すことなく、専門的な情報や知見を発信し続けることにより、社会貢献を行いたいと考えております。

久保光太郎
渡邊

満久

渡邊 満久
<mitsuhisa.watanabe@asiawise.legal>

久保 光太郎
<kotaro.kubo@asiawise.legal>
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www.asiawise.legal

AsiaWise Groupはアジアを中心に活動するCross-Border Professional Firmです。国境を超え、
業際を超え、クライアントへのValueを追求しております。

本稿の無断複製・転載・引用は固くお断りいたします。
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