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• Eコマースはいわゆる「リープフロッグ」

の代表ともいえますが、インドネシアにお

いても例外ではなく、今やユニコーン企業

と化した国内スタートアップを含むEコ

マース企業、Eコマース産業は、COVID-

19という社会的困難にむしろ後押しされる

かたちで、急成長を続けています

• インドネシアは外資規制が緩い国ではなく、

またEコマースに関する法規制は複雑な部

分も多いため、日本企業が同国のEコマー

スに参入、活用するには、リーガル・コン

プライアンスを軽視することはできません。

そこで本稿では、「Eコマース取引に関す

る政府規則2019年第80号」及び「Eコマー

ス事業者の営業許可、広告宣伝、開発及び

監督に関する規定に関する商業省令2020

年第50号」を中心に、Eコマースに関する

法規制を解説致します

Ⅰ．インドネシアにおけるEコマース産業の概

要

アジア新興国では一般に、「リープフロッ

グ」という言葉をよく耳にします。日本語に

直訳すると「蛙飛び」となるこの言葉は、先

進国が発展してきた段階を飛ばし、一気にデ

ジタルネイティブな発展を遂げる様を指す事

が多いです。例えば、クレジットカードや

ATMの普及を待たずにモバイル決済アプリが

急速に発展する、近所に美味しいレストラン

が出来る前に出前アプリで家に居ながらにし

て高級料理店の食事を楽しむようになる、と

いった具合です。

Eコマースも、そうしたリープフロッグの

代表です。先進国を含むあらゆる国において、

インターネット産業の黎明期にまず立ち上が

る大きな産業はEコマースですが、インドネ

シアではそれが2010年前後に起こりました。

現地の若き起業家が立ち上げた「Tokopedia

（トコペディア）」と「Bukalapak（ブカラ

パク）」というインドネシアを代表する二大

Eコマース企業は、いずれもその時期に始ま

り、瞬く間に、いわゆる「ユニコーン企業」、

すなわち時価総額が1,000億円単位のスター

トアップとなりました。

インドネシアではその後、外資の参入も活

発化しました。ドイツのロケットインター

ネット社により設立されその後中国アリババ

によって買収された「Lazada（ラザダ）」、

シンガポールで最大のスタートアップである

SEA（シー）が運営する「Shopee（ショッ

ピー）」、そして中国でアリババに次ぐ2位E

コマースの「JD」、これら3社が、積極果敢

な広告・人員投資によって頭角を現していき

ます。現在では、国内勢二強を含めた上記5

社が、インドネシアのEコマース市場を寡占

割拠する状況となっているのです。

今年に入って流行しているCOVID-19の影

響は、インドネシアにおいても例外というこ

とはなく、10月現在も収束しているとはいえ

ません。しかし他の多くの国と同様、ロック

ダウンやソーシャルディスタンシングが人々

のEコマース活用を促し、Eコマース市場はむ

しろ活況を呈しています。ある調査によれば、

2020年のEコマース産業の規模は2019年の約

2.3兆円から約3.5兆円に到達するといわれて

います*1。今年は、従来からリープフロッグ

により急速に立ち上がってきたインドネシア

のEコマースの成長が、より加速すると考え

られます。

日本企業がインドネシアのEコマースに参

入、または活用するには、現地大手への出店

販売や提携などが考えられます。

インドネシアにおけるEコマースの最新動向

*1  RedSeer Management Consulting「Report On Indonesia ECommerce Metamorphosis In A Post Covid World」
（https://redseer.com/reports/indonesia-ecommerce-metamorphosis-in-a-post-covid-world/）



さらに、昨今では同国においても活況を呈し

はじめているソーシャルコマース、ライブコ

マース等も、同様に検討可能です。いずれに

しろ、外資規制が緩い国ではないため、リー

ガル・コンプライアンスについては事前に

しっかり確認した上で進めていく必要があり

ます。

Ⅱ．インドネシアのEコマースに関する法規制

0．はじめに

インドネシアのEコマースに関する法規制

としては、Eコマース取引に関する政府規則

2019年第80号（以下「政府規則2019年第80

号」といいます。）があります。さらに、こ

の政府規則を具体化するものとして、Eコ

マース事業者の営業許可、広告宣伝、開発及

び監督に関する規定に関する商業省令2020年

第50号（以下「商業省令2020年第50号」とい

います。）が2020年5月16日付けで制定され、

同年11月16日から施行される予定です。

以下では、これらの規制の概要についてご

説明いたします。

1．Eコマース事業者

（1）政府規則2019年第80号及び商業省令

2020年第50号によれば、Eコマース事業者は、

以下の3類型に区分されます。

① Eコマース販売者（pedagang）

Eコマース販売者は、電子システム上で取

引を実際に行う事業者です。取引を自社のプ

ラットフォーム上で行うか、他社が提供する

プラットフォームを使用するかは問いません。

② Eコマース管理者（penyelenggara

perdagangan melalui sistem elektronik）

Eコマース管理者は、電子システムを通じ

た商取引に対応するための電子通信手段を提

供する事業者です。自身では直接販売を行わ

ず、買い手と売り手をマッチングさせるEコ

マースプラットフォーム（いわゆるマーケッ

トプレイス）の管理者がその例です。

③ 仲介サービス事業者（penyelenggara sarana

perantara）

仲介サービス事業者は、Eコマース販売者

が製品を買主に販売するために用いるソー

シャルメディア運営者や検索エンジン事業者、

ホスティングサービス事業者、キャッシング

サービス（一時的な情報保存サービス）事業

者など、自身はEコマース取引を行わないも

のの、Eコマース取引に関する電子通信を媒

介する者を指します。

（2）事業認可

政府規則2019年第80号第15条は、上記3種

類のEコマース事業者はいずれもその事業活

動を行うために政府の認可を得なければなら

ない旨を規定しており、その詳細については

省令に委ねられています。そして今回制定さ

れた商業省令2020年第50号は、各Eコマース

事業者が得るべき事業認可について、より具

体化しています。

事業認可の要否は、Eコマース事業者の類

型ごとに異なることに加え、Eコマース販売

者及びEコマース管理者については、インド

ネシア国内の事業者と国外の事業者とで扱い

が異なります。申請及び認可の手続きはOSS

（Online Single Submission）システムと呼ば

れるオンライン上のシステムを通じて行われ

ます。
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① Eコマース販売者

国内

第三者のプラットフォームを使用
商取引事業認可の取得
が必要

自社プラットフォームを使用
商取引事業認可に加え
て電子商取引事業認可
の取得が必要

国外

国外のEコマース管理者のプラット
フォームを使用

事業認可不要

国内のEコマース管理者のプラット
フォームを使用

事業認可不要
Eコマース管理者に対
する情報提供義務あり

② Eコマース管理者
国内

電子商取引事業認可に加え、電子システム管理者登録認証の取得
が必要

国外 一定の条件を満たす場合、代表者の選任が必要

③仲介サービス事業
者

国内
国外

原則として電子商取引事業認可の取得が必要
（例外あり）
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① Eコマース販売者

（a）インドネシア国内の事業者

（i）第三者のプラットフォームを使う場合、

商取引事業認可（SIUP：Surat Izin Usaha 

Perdagangan）のみ取得すればよいとされて

います。

（ii）自社のプラットフォームを使う場合、

商取引事業認可に加えて、電子商取引事業認

可（SIUPMSE: Surat Izin Usaha Perdagangan

melalui Sistem Elektronik）の取得も必要とな

ります。

（b）インドネシア国外の事業者

（i）インドネシア国外のEコマース管理者が

提供するプラットフォームを使用する場合、

事業認可の取得は不要です。

（ii）インドネシア国内のEコマース管理者が

提供するプラットフォームを使用する場合、

事業認可の取得は不要ですが、自社が取得し

ている業務上の許認可に関する情報（当該許

認可に係る所管官庁から発行されたもの）を

当該Eコマース管理者に対して提供しなけれ

ばなりません。

② Eコマース管理者

（a）インドネシア国内の事業者

電子商取引事業認可に加え、電子システム

管理者登録認証（TDPSE：Surat Tanda 

Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik)の

取得が必要です。

（b）インドネシア国外の事業者

以下のいずれかの条件を満たす場合、イン

ドネシア商業駐在員事務所として認可された

外資Eコマース企業駐在員事務所の形態で、

インドネシア国内で代表者を選任しなければ

なりません。

（i）1年間でインドネシアの消費者と1,000件

以上の取引があること

（ii）1年間で1,000個以上の商品（パッケー

ジ単位）をインドネシアの消費者に配達して

いること

表：各Eコマース事業者が取得すべき事業認可等



駐在員事務所は、①消費者保護義務の履行、

②競争力向上のための指導、及び③紛争解決を

行う権限を有します。1つの駐在員事務所は、

インドネシア国外のEコマース管理者1社のみを

代表することができるとされており、2社以上

の駐在員事務所を兼ねることができません。

③ 仲介サービス事業者

仲介サービス事業者については、国内のみな

らず国外の事業者についても、事業認可の取得

が必要となります。ただし、(a)取引から直接に

利益を得ず、かつ(b)Eコマース取引の当事者間

の契約関係に直接関与していない場合には、事

業の認可を得る必要がありません。

もっとも商業省令2020年第50号は、何をもっ

て「利益を得」たと判断するのか、「直接関

与」するとはどういうことか、といった点につ

いては明確にしていません。

（3）外資規制

インドネシアにおいては、外国資本による投

資を規制する業種が大統領府令2016年第44号に

基づくネガティブリストに列挙されています。

同ネガティブリストによると、インターネット

を通じた小売業はネガティブリストの対象業種

であり、インドネシア国内の中小・零細企業と

のパートナーシップ （小規模企業を支援し育成

するパートナーシップ形態（プラズマ・コア）

のほか、下請け、代理店、フランチャイズ等の

形態をいいます*2。）を組むことが参入の条件

とされています。したがって、Eコマース事業

者のうち、顧客への直接販売を行うEコマース

販売者は、現地企業とのパートナーシップを結

ぶことが参入の前提条件となります。

また、投資額が1000億ルピア未満のマーケッ

トプレイス事業については外資の上限が49％ま

でとされています（1000億ルピア以上のマー

ケットプレイス事業については外資による出資

が100％まで許容されます）。自社が顧客へ直

接販売を行わないEコマース管理者はこのマー

ケットプレイス事業に属すると考えられるため、

その投資額に応じて外資規制に服するか否かが

決まります。

2．Eコマース事業者の義務

（1）オンライン広告

政府規則2019年第80号は、Eコマース事業者

に対してオンライン上で広告を行うことを認め

ており、Eコマース事業者は広告が法令に適合

することを確認し、その内容の真実性に責任を

負うものとされていました。商業省令2020年第

50号においてもこの原則は再確認されています。

また同省令は、オンライン広告が満たすべき一

般的な条件についても以下のとおり規定してい

ます。

① 商品又はサービスの品質、数量、原材料、機

能、価格及び精密動作性についての真実性が担

保されていること

② 商品又はサービスの安全及び保証についての

真実性が担保されていること

③ 商品又はサービスの使用に伴う危険性につい

ての情報が含まれていること

④ 消費者に誤認を与えるような情報が含まれて

いないこと

⑤ 特定の出来事や人物を、関連当局又は対象と

なる人物の事前の許諾なく広告に利用しないこ

と

⑥ 消費者にオンライン広告を閉じる手段が与え

られていること

インドネシアにおけるEコマースの最新動向

*2 大統領府令2016年第44号第5条 5
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（2）ローカル製品・サービスの優遇策への協

力義務

Eコマース事業者に対して、以下の政府の

施策に協力することが要請されています。

① インドネシア国内で生産された商品・サー

ビスの取引を優遇すること

② インドネシア国内で生産された商品・サー

ビスの競争力を向上すること

③ インドネシア国内で生産された商品・サー

ビスを宣伝するための空間を提供すること

（インドネシア国内のEコマース事業者向

け）

以上のような要請を満たすため、Eコマー

ス事業者は、インドネシア国内の零細・中小

企業に対し、積極的に取引する機会を設ける、

顧客へリーチする機会を与える、などのサ

ポートを提供することが要請される可能性が

あります。そして、こうした協力義務は国内

のEコマース事業者のみならず、国外のEコ

マース事業者を含む全てのEコマース事業者

に対しての要請である点に注意する必要があ

ります。

（3）違反に対する制裁

政府規則2019年第80号又は商業省令2020年

第50号に違反した場合、Eコマース事業者に

対する制裁が予定されています。制裁の内容

は違反の類型に応じてさまざまですが、警告

状の発布、ブラックリストへの登録、ウェブ

サイトへのアクセスの一時停止、事業認可の

取消しなどが規定されています。

3．今後の留意点

上述のとおり、商業省令2020年第50号は政

府規則2019年第80号を具体化するために制定

されたものですが、依然として不明確な点は

残っています。

インドネシア国外の事業者が、インドネシ

アにおいてEコマースプラットフォームを運

営する場合、本稿１．の3つの区分によると、

当該事業者はEコマース管理者に該当するこ

とになります。この場合において、インドネ

シア国外のEコマース事業者が一定の要件

（取引件数又は製品の配送個数）を満たすと

きには、駐在員事務所の設置及び代表者の選

任が必要となりますが、インドネシア当局が

どのようにそれらの基準該当性を判断するの

か（どのようにして取引件数や配送個数を判

定するのか）については、今のところ不明で

す。

また、仲介サービス事業者に含まれうる範

囲は相当広いという点にも、注意が必要です。

純粋に電気通信のみを媒介する電気通信事業

者はここに含まれないと解されますが、当事

者がEメールやSNS上のメッセンジャーアプ

リで取引に関するメッセージのやり取りを行

う場合、このメッセージを媒介する事業者は、

仲介サービス事業者に含まれうるといえます。

仮に仲介サービス事業者に含まれると解され

る場合には、上述のとおり一定の例外要件に

該当しない限りは、電子商取引事業認可の取

得が必要となります。しかし、どのような場

合に例外に該当するのかについては文言上不

明確であるため、今後の動向を注視する必要

があります。

違反に対しては行政上の制裁も予定されて

いるため、今後インドネシアを対象としたE

コマース事業を営んでいく上では、まず自社

がEコマース事業者の3類型のうちのいずれに

該当するかを確認の上、事業認可の取得の要

否や遵守事項の確認といった事前準備をしっ

かりと行うことをお勧めいたします。

インドネシアにおけるEコマースの最新動向
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• 「ギグワーカー」とは、インターネット上

のプラットフォームを経由して企業や個人

から単発の仕事を請け負う「ギグワーク」

に携わる者を指しますが、現在の日本では

労働法令上の「労働者」にあたらず労働法

令上の保護が受けられないと解釈されてお

り、保護に欠ける点が注目されています

• 本稿では、同様の問題に関してすでに検討

の進んでいる、アメリカ、ヨーロッパ各国、

中国といったギグワーク先進国における法

的判断や対応状況について、概要を紹介い

たします

1. はじめに

インターネット上のプラットフォームを経

由し企業や個人から単発の仕事を請け負う

「ギグワーク」が、新型コロナウイルスの感

染拡大問題をきっかけに、日本でも増加して

います。身近なところではUberEatsがそれに

該当しますが、会社に所属しないで働く「ギ

グワーカー」は、現在の日本の労働法令上で

は「労働者」には該当しないと解釈されるこ

とになります。そのため、いわゆる会社勤め

の正社員が享受する、最低賃金、解雇制限規

制、労災保険等といった労働法令上の保護を

受けることができないと考えられています。

そうした状況を受けて、昨今では、ギグワー

カーに対する保護の必要性が日本国内でも注

目されるようになってきたところです。そし

て同様の問題が、欧米等をはじめとするギグ

ワーク先進国では、先行して検討されていま

す。本稿では、ギグワーク先進国でのギグ

ワーカー保護の検討状況等について、概要を

ご紹介します。

2．アメリカ

（1）Uberは、2009年の創業以来、Uberの運

転手は「個人事業主」であり「労働者」では

ないとして、アメリカ各州の労働法や失業保

険法は適用されないと整理していました。し

かし、プラットフォームが拡大していくにつ

れ、ギグワーカーに対する保護への関心が高

まるようになっていきます。2015年の大統領

選では、ヒラリー・クリントン氏がギグワー

カーに対する保護の必要性について言及し、

彼らを個人事業主として整理することに疑問

を投げかける程になりました。

（2）世間の関心が高まっていくなか、カリ

フォルニア州最高裁判所は、2018年4月、宅

配サービスの運転手の労働者性が争点となっ

たDynamex社事件（Dynamex Operations 

West, Inc. v. Superior Court of Los Angeles 

County）において、労働者性の判断基準とし

て従前用いられていたBorelloテストの射程を

限定し、新たな基準としてABCテストを採用

しました。ABCテストでは、以下の3つの要

件を満たすことを雇用主側が立証しない限り、

対象となる従業員を「労働者」とみなすとさ

れています。このABCテストの採用により、

労働者性は、より広範かつ容易に認定される

ようになりました。

（A）当該ワーカーは、契約上かつ実際上、

業務の遂行に関して会社の指揮命令から自由

であること

（B）当該ワーカーは、会社の通常業務外の

業務を遂行すること

（C）当該ワーカーは、会社の行う業務と同

質の独立したビジネス、事業、職業に慣習的

に従事していること

カリフォルニア州政府は上記判断を受け、

2019年9月、労働者性の判断枠組みにおいて

ABCテストの手法を取り入れたAB5法

（Assembly Bill No.5）を成立させ、2020年1

月に同法を施行しました。
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雇用主は、従業員が「労働者」であると判断

される場合には、最低賃金、残業代の支払い、

病気休暇等、法令上要求される保護を与えな

ければなりません。このAB5法の施行により、

ギグワーカーは「労働者」と解釈されること

になります。それにより、従前ギグワーカー

を「労働者」ではないと整理してきたプラッ

トフォームは、同法の成立・施行にあたって、

大きな決断、方向転換を迫られることになり

ました。

AB5法の成立前には、Uberが、同法の例外

適用を求めるロビイング活動を展開していた

と い わ れ て い ま す 。 ま た 、 Uber 及 び

Postmates（フードデリバリー業者）は、同

法施行直前の2019年12月30日、AB5法は違憲

であると主張し、カリフォルニア州を相手方

として訴訟を提起しており、裁判を通じて同

法と徹底抗戦することを表明しています。他

方、カリフォルニア州政府は、2020年5月、

AB5法に従って運転手を「労働者」として扱

わず最低賃金等の保障を欠いたとして、Uber

及びLyftを提訴し、新法の適用について強い

態度を示しています。

さらに、ニューヨーク州やニュージャージ

ー州でも、AB5法同様の立法を行う動きがあ

るとの報道があります。ただし、連邦議会で

は、ギグワーカー保護に関連する法案は提出

されているものの、現状では可決の見込みは

低いようです。

以上のように、カリフォルニア州をはじめ

とするアメリカでは、従前の労働法上の「労

働者」の法的枠組みを変更し、ギグワーカー

に対する保護を与える動きが活発となってい

ます。

3．ヨーロッパ

（1）労働者性の判断について、欧州司法裁

判所としては各国法に委ねられると解釈して

いるところ、EU加盟国の各国裁判所におい

ては、昨今、ギグワーカーの労働者性の有無

が争われる動きがあります。

例えばドイツでは、2019年12月、ミュンヘ

ン労働裁判所が、クラウドワーカーが契約解

除の効果を争った事案において、クラウドワ

ーカーは注文を承諾する義務がない個人事業

主であるため、フルタイム労働者には該当し

ないとの判断をしています。

他方、フランスでは、2020年3月、フラン

ス最高裁が、Uberの運転手について、Uber

への従属性を理由として、「労働者」である

との判断を出しています。

イギリスでは2016年10月にすでに、雇用審

判所（Employment Tribunal）が、Uberの運

転手の就労者（worker）性*1を認めています。

同判断は、Employment Appeal Tribunal及び

Court of Appealでも維持され、最高裁で訴訟

継続中のため、その判断の行方に注目が集ま

っています。

（2）以上に加えて、欧州議会レベルでは、

従前の労働者性の解釈問題とは別に、ギグワ

ーカーの保護を、立法的な観点から確立しよ

うとする動きがあります。

欧州議会は、2019年4月、ギグワーカーの

保護を目的とした新指令（Directive）を採択

しました。EU加盟国は、新指令を踏まえた

国内法を整備し、3年以内に施行しなければ

なりません。

同指令は、非正規雇用、短期雇用、on-

demand雇用、プラットフォーム労働者等に

該当し、週3時間、4週間で12時間以上働くワ

ーカーを対象として、以下の内容の保護を与

えるように求めるものです。

*1/英国法上、就労者（worker）とは、雇用契約又は当該個人が、専門職や事業の顧客とはいえない契約の相手方に対
して、自分で労働やサービスを提供する契約の当事者をいうとされる。
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• 業務開始時の情報提供

• 合意済みの業務を遅れてキャンセルした場

合、補償を受ける権利

• 試用期間は最大6ヶ月まで

• 副業の自由

• 業務期間の事前提示義務

• 無償トレーニングを受ける権利 等

同指令は、労働法上の「労働者」としてギ

グワーカーを保護するのではなく、ギグエコ

ノミー自体の透明性を確保し、雇用する側の

提供すべき最低限のルールを定めることで保

護しようとした点が特徴的です。

このように、EU各国では、各国裁判所が、

現状の労働法の枠組みの中で、ギグワーカー

を「労働者」であると解釈して保護を与えよ

うとする動きが散見されます。しかし同時に、

EU全体として新たなワーカーのカテゴリー

を創造し、一定レベルの保護を与えることで、

ギグワーカーを立法的に保護しようとする動

きが出てきています。

4. 中国

中国では、2016年にUber Chinaを買収した

滴滴 (Didi)を始め、中国系のプラットフォー

ムが多数存在しています。しかしその多くは

ギグワーカーと雇用契約を締結しておらず、

彼らを「労働者」とは整理していません。た

だし、雇用契約を締結していない場合であっ

ても、ワーカーとの関係が実務上「従属性判

断基準」と呼ばれる基準を満たす場合、事実

上の雇用関係があるものとして、当該ワーカ

ーは、労働関係法令上の「労働者」とみなさ

れることになります（「労働関係の確立に関

する事項の通知」労働・社会保障部2005年5

月25日公表）。この点は日本と同様です。

「従属性判断基準」では、人的従属性、経

済的従属性と組織的従属性の3つの側面から

労働者性を判断します。具体的には、以下の

①～③が認められる場合には、当該ワーカー

は「労働者」であるとみなされることになり

ます。

①労働者の勤務時間、仕事場、業務内容及び

業務の履行方法等が使用者の指揮命令下にあ

り、労働者自身が業務を選択する権利や自由

がないこと（人的従属性）

②使用者が労働者の提供する労働の代償とし

て賃金を支払うこと（経済的従属性）

③労働者の業務が使用者によって管理される

こと（組織的従属性）

したがって、中国では、ギグワーカーが「

労働者」に該当するかは、日本と同様にケー

スバイケースの個別事情に基づいて判断され

ることになります。具体的な事案を挙げると、

直接代行運転サービスを利用した客から代金

を受け取り、その代金の20％相当額をプラッ

トフォームに納めていた事案について、経済

的従属性に欠けるとして、当該運転手の労働

者性が否定されたもの*2があります。また、

プラットフォームが直接ワーカーに仕事を割

り当て、毎週定期的に報酬を送っていた事案

については、労働者性が認められました*3。

中国では、欧米のような、ギグワーカーの保

護に特化した議論というものはあまり進んで

いない印象があり、どちらかというと、プラ

ットフォームを利用した経済の発展に重きを

置いている状況のようです。

5．最後に

伝統的な労働者性の判断基準は、各国とも

日本の基準（指揮監督下の労働であるか、報

酬の労務対償性があるかといった使用従属性

の有無から判断）と、大きく異なる点はない

*2/（2018）京03民終5233号
*3/ (2017）京0108民初53634号
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ようです。そうしたなかでも各国司法判断の

結果が異なるのは、ギグエコノミーの促進と

ギグワーカーの保護のバランスに対する価値

判断、スタンスの違いによるように思います。

日本の場合、ギグワーカーを労働法令上の

「労働者」とするハードルは、中々に高いと

いえます。そうなると、EU議会のDirective

の考え方を参考にして、ギグワーカーを含む

特定の者を保護するような、新たな制度を構

築することも必要になってくるのではないか

と思います。その上で、いかなる範囲のギグ

ワーカーに保護を与えるのか（要件論）、い

かなる保護を与えるか（効果論）について、

各国の状況を踏まえつつ、プラットフォーマ

ー及びギグワーカーそれぞれのニーズを念頭

に入れ、検討していく必要があります。

新型コロナウイルス感染症を契機として、

多くの方々が働き方の変化を迫られました。

テクノロジーを使った便利なサービスを享受

できるなか、そのサービスを支えるワーカー

が適切な保護を受けられる環境を整備するこ

とも、大切になってくるでしょう。新たな働

き方に移行していく上で、いわゆる正社員だ

けではなく、本稿で取り上げたギグワーカー

や技能実習生等の外国人労働者、非正規雇用

のワーカー等、様々な形態で働く人々がより

幸せな働き方ができるよう、これからも模索

していく必要があります。

以上
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「ウィズコロナ」の社会の在り方が問われる中、法律事務所の業務スタイルや、弁護士の働き方も

また、時代に応じて変化していくことが必要です。われわれは、時代の変化を先取りする先駆者であ

りたいと考え、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、2020年2月からいちはやく、全弁護

士・スタッフを対象とした在宅勤務を開始いたしました。これは、従前から進めていたペーパーレス

化やリモートワークツールの活用等の施策により可能になったものです。

そして今、「オフィス」の意味や活用を再考した結果、ワークスペースを提供しイノベーションコ

ミュニティづくりに注力するCIC（ケンブリッジ・イノベーション・センター）の、アジア初の拠点

であるCIC Tokyoへの入居を決めました。

AsiaWiseはまた、サービスの内容面においても、弁護士とIP専門家の協働によるDXプロジェクト

支援活動、アジア・クロスボーダー分野のデータ法務、電子契約の導入支援等、新たなプラクティ

ス・エリアにおいて積極的に専門化を図っております。

今回のCIC Tokyoへの入居を機に、今後はスタートアップ企業の法務支援に加えて、大企業とス

タートアップ企業の間の協働支援（オープン・イノベーションの実現）といった新分野にも注力して

まいりたいと考えております。

前例のない混乱のなか幕開けした2020年代は、それ以前に増して社会課題の解決のため、社会全

体で知恵を絞ることが必要になってくると思われます。社会の利害調整のルールの専門家であるリー

ガル・プロフェッションは、社会的な責任を負う存在といえます。

AsiaWiseは新たなパラダイムを積極的に先取りしつつも、時代の変転のなかで変わらぬ通奏低音に

耳を澄まし、教育・啓蒙、人権保護の促進等の社会的責任を果たしたいと思っています。新たな出発

をまえにして、自戒の念を込めてその決意をここに記します。

事務所移転のお知らせ (2020/10/1)

AsiaWise法律事務所は10月1日付で、東京・虎ノ門ヒルズビジネスタワーにオープンした「CIC 
Tokyo」に入居致しました。
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