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はじめに

AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第17号を発刊致しました。第17号のラインナップ
は以下の通りです。

1. 中国における個人データ（個人情報）保護法制【前編】

～サイバーセキュリティ法の解説～

巨大IT企業による個人データ（個人情報）流出事件の頻発や2018年5月のGDPRの施行等を受
けて、個人データ（個人情報）保護法制への関心が高まっています。本稿では、中国における
個人データ保護法である中国サイバーセキュリティ法について、データに関する2点にフォーカ
スし、本号と次号に分けて解説いたします。

2. 本格化する小売業や飲食業のインド進出のために押さえておくべき規制

～FDI規制・プラスチック使用規制～

小売業界や飲食業界の外国直接投資（FDI）規制について簡単にご説明した上で、近時現地に
おいて話題となっているプラスチックバッグ規制についてご紹介します。

3 PICスキーム廃止後のシンガポールの知的財産に対する税制優遇制度

賦課年度2018に廃止された税制優遇制度（PICスキーム）に替わり、賦課年度2019より、新
たな税制優遇制度が開始しています。本稿では、この新たな税制優遇制度について解説すると
ともに、活用についてご提案いたします。

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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中国における個人データ（個人情報）保護法制
～サイバーセキュリティ法の解説～

Ⅰ 中国における個人データ（個人情報）保

護に関する法律

巨大IT企業による個人データ（個人情報）

流出事件の頻発や2018年5月のGDPRの施行

等を受けて、個人データ（個人情報）保護法

制への関心が高まっています。この流れは、

欧米先進諸国だけではなくアジアにおいても

同様であり、アジア各国で、日本の個人情報

保護法に相当する法律の新設や改正の動きが

見られます。

中国においても、個人データ保護に関する

包括的規律を持った法律が存在しています。

それが、中国サーバーセキュリティ法（ネッ

トワーク安全法。以下「法」ともいいます）

であり、GDPRに先立ち2017年6月1日に施行

されています。

サイバーセキュリティ法というその名のと

おり、ネットワークを使用する事業者のセ

キュリティ整備体制についても定められてい

ますが、それとともに、個人データの取扱い

についても規定が置かれていることに注意が

必要です。特に近時、周辺規則やガイドライ

ンが急速に整備されていることから、いよい

よ政府による個人データ分野の本格的な執行

も予測され、個人データを取り扱う事業者に

とっては、対応を加速すべき重要な法律とな

ります。

通例、サイバーセキュリティ法の解説では、

①サイバーセキュリティに関するこの法律に

おける特徴的な制度であるネットワーク安全

等級保護制度、②個人データの保護、③個人

デ ー タ 等 の 越 境 移 転 規 制 及 び Data

Localizationの3点について解説しているもの

が多いですが、本稿では、データに関する2

点にフォーカスして、本号と次号に分けて解

説します 。*1

目次
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Ⅱ 個人データ保護
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3. サイバーセキュリティ法における要求事

項

4. 個人情報安全規範による推奨対応

5. センシティブデータの取扱い
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Ⅲ 個 人 デ ータ 等 の 越境 移 転 規 制と Data

Localization

Ⅳ 今後について

Ⅱ 個人データ保護

1．適用対象

サイバーセキュリティ法は、「ネットワー

ク運営者」を対象として、様々な義務を課し

ています。そして、同法は、「ネットワーク

運営者」を、「ネットワークの所有者・管理

者及びネットワークサービスの提供者をい

う」と定義し（法76条3号）、「ネットワー

ク」を「コンピュータその他の情報端末及び

関連設備により構成され、…情報について収

集、保存、伝達、交換及び処理をするシステ

ムをいう」と定義しています（法76条1号）。

「ネットワーク運営者」という定義からす

ると、通信会社やオンラインマーケットを運

営している企業等のみが対象のように見えま

すが、

*1 ネットワーク安全等級保護制度については、別の機会を設けて、解説したいと考えています。



この定義を見れば、企業内でネットワークを

有して事業活動に用いている会社も含めて、

相当広範囲の企業が適用対象となることが分

かります。

2．個人データの定義

サイバーセキュリティ法では、「個人デー

タ」 *2を、「電子データその他の方式により

記録され、単独又はその他の情報と組み合わ

せて自然人の個人身分を識別することができ

る各種情報をいう。」と規定し、「自然人の

氏名、生年月日、身分証番号、個人の生物識

別情報（筆者注：生体識別情報のこと）、住

所、電話番号等を含むが、これらに限らな

い。」としています（法76条5号）。

日本の個人情報保護法が「個人情報」につ

いて特定識別情報であることを求めているの

に対し、サイバーセキュリティ法では非特定

識別情報であっても個人データに該当するた

め、その範囲が広いといえます。例えば、後

で述べる個人情報安全規範においては、MAC

アドレスのような装置識別情報であっても、

個人データに該当する例として挙げられてい

ます。

3．サイバーセキュリティ法における要求事項

(1)個人データの収集及び利活用に当たっての

原則

まず、サイバーセキュリティ法は、個人

データの収集、使用に当たり、合法・正当・

必要の原則を遵守することを求めています。

その上で、収集及び使用に関する規則を公開

し、収集及び使用の目的、方法、範囲を明示

して、個人データ提供者（本稿では、今後、

個人データを提供している者を広く「データ

主体」といいます）の同意を得なければなら

ないと定めています（法41条）。

(2)第三者提供の禁止

第三者提供については、日本と同様に、対

象者の同意がない限り、原則として禁止され

ています（法42条）。但し、特定の個人を識

別できない形での第三者提供は認められてい

ます。

なお、当然のことながら、収集した個人

データの漏洩、改ざん、毀損も禁止されてお

り、これを確実にするための技術的な安全措

置を講じる必要があります（法42条）。

(3)漏洩時の対応

個人データの漏洩、毀損、紛失が発生する

か、発生する恐れがある場合は、直ちに救済

措置を講じるとともに、遅滞なくデータ主体

に告知するとともに、関連主管部門に報告す

る義務があります（法42条）。

(4)個人の権利

個人は、ネットワーク運営者が法律や行政

法規に違反して個人データを収集又は使用し

ていることを発見した場合、ネットワーク運

営者に対して、当該個人データを削除するよ

う求めることができます（法43条）。

加えて、個人は、ネットワーク運営者が収

集又は保存している個人データに誤りがある

場合は、ネットワーク運営者に対して、当該

個人データの更正を求めることもできます。

この場合、ネットワーク運営者としては、そ

の個人データを削除するか更正しなければな

りません（法43条）。

(5)窓口の設置

ネットワーク運営者は、苦情及び通報の制

度を確立し。苦情の申立や通報方式等の手続

に係る情報を公表しなければなりません（法

49条）。

*2 サイバーセキュリティ法やその関連規則では、「データ」ではなく「情報」の用語を使っていますが、本稿では
「データ」の語を用います。
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そして、ネットワーク運営者は、このような

苦情申立て及び通報を受理した場合は、遅滞

なく、これを処理しなければなりません（法

49条）。

なお、同じく法49条は、ネットワーク運営

者に対し、ネットワーク安全情報機関及び関

係機関が法により実施する監督検査に協力す

る義務を負わせています。

4．個人情報安全規範による推奨対応

以上が、サイバーセキュリティ法本体に規

定されている内容ですが、これでは具体的に

どのように対応すればよいか、今ひとつはっ

きりしません。そこで、2018年5月1日に施行

された「個人情報安全規範」を参考にするこ

とが有益です。個人情報安全規範（以下「安

全規範」ともいいます）は、法的拘束力こそ

ありませんが、個人データセキュリティに関

する国家推奨的な対応であると考えられてい

るため、実務上の対応方針として機能すると

目されています 。*3

(1)個人データ取得に当たっての合法性・正当

性の要件

上記3.(1)で述べたように、個人データの取

得に当たっては、合法かつ正当であることが

求められています。安全規範では、この点に

ついて、以下のとおり具体化がなされていま

す（安全規範5.1条）。

①データ主体を欺罔・誘導・脅迫して個人

データを提供させてはならない

②製品又はサービスが有する個人データの収

集機能を隠蔽してはならない

③不法な方法で個人データを入手してはなら

ない

④収集を明文で禁止されている個人データは

収集してはならない

この中では、②が注目されます。現代にお

いて、個人データは、データ主体が気付かぬ

形で収集され、思いもよらない利活用のされ

方がなされていることに問題があるところ、

②はこのような問題点のうち、少なくとも収

集に関する点について一定の働きがなされ得

るためです。

(2)個人データ取得に当たっての必要性の要件

合法性・正当性と同様に、必要性について

も、個人情報安全規範において具体化がなさ

れています（安全規範5.2条）。

①収集する個人データは、製品又はサービス

の実現に直接的な関連性を有しなければなら

ない

②個人データの自動的な収集については、製

品又はサービスの実現に必要最低頻度でなさ

れなければならない

③個人データの間接的な収集の数量は、製品

又はサービスの実現に必要な最小数量でなけ

ればならない

(3)関連規則の公開と同意の取得

上記3.(1)のとおり、サイバーセキュリティ

法においては、収集及び使用に関する規則を

公開し、収集及び使用の目的、方法、範囲を

明示して、データ主体の同意を得なければな

らないと定められております。そして、この

点についても、安全規範は、具体化を行って

います。すなわち、ネットワーク運営者*4 は、

中国における個人データ（個人情報）保護法制
～サイバーセキュリティ法の解説～

*3 安全規範には、2019年6月25日に発行された最新の意見募集稿版が存在します。この意見募集稿の内容については、
適宜、脚注等において触れることにします。なお、以下、当該安全規範意見募集稿を「2019年安全規範」といいます。
*4 厳密には、安全規範の名宛人は「個人データ管理者」（＝個人データの処理の目的、方式等の決定権を有する組織
又は個人）となっており、「ネットワーク運営者」よりも広範な者が名宛人となっていますが、ここでは説明の連続性
の観点から、ネットワーク運営者を主語として説明を進めます。以下同様



個人データ取得前に、製品又はサービスに応

じて、取得する個人データの類型及び個人

データの取得・使用に関するルールを明確に

データ主体に対して告知し、その同意を得な

ければなりません（安全規範5.4条 ）*5。要

するに、プライバシー・ポリシーを策定して、

容易にアクセスできる状態にしておくことに

なると考えられます。そして、そのプライバ

シー・ポリシーのサンプルも、安全規範の別

紙Dに記載されているため、これを参考に作

成することが考えられます。

上記のような原則に対して、安全規範では、

同意取得が不要となる例外事由についても規

定しています。例えば、データ主体が公衆に

公開している情報である場合、製品やサービ

スの安全で平穏な運用に必要な場合、直接に

国家安全・安全保障に関わる場合等が挙げら

れています（安全規範5.6条）。さらに、

2019年安全規範5.6条では、データ主体の要

求に基づき契約を締結又は履行するために必

要な場合という、GDPRにおけるのと同様の

例外事由が追加されています。

(4)業務委託及び第三者提供

上記3.(2)のとおり、サイバーセキュリティ

法は、個人データの第三者提供を原則として

禁止しているところ、安全規範は、業務委託

と第三者提供及び共有について、以下のよう

な定めを置いています。

ア 個人データの取扱いを第三者へ委託する

場合の要件として、まず、データ主体が事前

に同意した範囲内での委託でなければなりま

せん（安全規範8.1条）。その上で、ネット

ワーク運営者は、委託先に対して安全影響評

価を行い、委託先を監督する義務を負ってい

ます（安全規範8.1条）。

イ また、個人データの第三者提供や共有は

原則として禁じられています（安全規範8.4

条）。そのような必要性がある場合は、①事

前に安全影響評価を行い、データ主体に対し

て第三者提供や共有の目的、提供先や共有先

の性質を告知した上で、事前同意を取得する

必要があります（安全規範8.4条）。合併等の

企業再編の場合については、データ主体に関

連する情報を事前に告知することで足ります

が、変更後のネットワーク運営者は、変更前

のネットワーク運営者の責任と義務を承継し

なければなりません（安全規範8.3条）。

なお、データ主体が自ら公開しているデー

タや、国家公共の安全目的の場合は、上記の

例外とされています（安全規範8.5条）。

(5)インシデント発生時の対応

上記3.(3)のとおり、サイバーセキュリティ

法上も、インシデント発生時の対応策の実施

や報告義務が課されていますが、安全規範に

おいても追加的に定めが置かれています。

まず、平時の対応として、ネットワーク管

理者は、インシデント発生時の対応を纏めた

緊急対応策を制定し、関係する従業員に対し、

少なくとも毎年1回定期的に、研修及び訓練

を実施しなければなりません（安全規範9.1

条）。

その上で、有事の際は緊急対応策に従って

事象の記録を行い、影響を評価した上で対応

策を実施し、主管部門及びデータ主体の双方

に対して告知を行わなければなりません。

(6)基本原則

以上のほか、安全規範は、個人データの取

扱いに際しての7つの基本原則を定めていま

す（安全規範4条）。

© AsiaWise Group
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*5 2019年安全規範では、個人データを収集する際に通知しなければならない内容を若干緩和し、個人データの収集及
び使用の目的、方法、範囲を通知するとのみ規定しています（2019年安全規範5.4条）。また、プライバシー・ポリ
シーのみで、必要な情報を伝えることが認められるビジネス類型とプライバシー・ポリシーに加えて別途情報を伝達し
なければならない類型を分けました（2019年安全規範5.4条、3.16条）。



なお、説明の分かりやすさの観点から、具体

的にイメージできる項目を先に説明し、基本

原則をその後に説明するという順序としまし

たが、基本原則の重要性が他に劣るという意

味ではありません 。*6

(7)その他

以上のほか、個人データの保存・管理の場

面における、仮名化、匿名化の実施（安全規

範6.1条）、データ主体の権利として、基本原

則にも定められている同意撤回権やアカウン

ト抹消請求権、あるいは、データのコピー請

求権や不服申立権などが規定されています

（安全規範4条）。

また、体制の整備として、個人データの取

扱件数が多い企業などに対し、専任の個人

データ責任者と個人データ保護部門の設置

（安全規範10.1条）、個人データ安全影響評

価の定期的な実施（安全規範10.4条）、従業

員の管理や研修の実施（安全規範4条）、プ

ライバシー・ポリシー等関連規則に対する審

査（自動審査システム導入も推奨）（安全規

範10.7条）、個人データ取扱いに係る監視や

記録等の実施（安全規範10.3条）、といった

体制整備に係る規定も多数存在しています。

さらに、2019年安全規範では、自動化され

た意思決定に対して、セキュリティ影響評価

の実施、影響評価に基づく少なくとも年に1

回の保護対策の改善、自動決定に対する異議

申立ての手段を確保し、異議に対して人の判

断を介在させるようにする、といったいくつ

かの規制が追加されました（2019年安全規範

7.7条）。自動化された意思決定とは、いわゆ

るプロファイリングに係る問題であり、

GDPRと同様に、プロファイリングに関する

規定を設けたことは注目に値します。

5．センシティブデータの取扱い

サイバーセキュリティ法本体には、センシ

ティブデータの取扱いに関する特段の規定は

置かれていませんが、安全規範において定め

が置かれていますので、安全規範上の規制を

守ることが強く推奨されます。以下では、簡

単にその内容を見ていきます。
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中国における個人データ（個人情報）保護法制
～サイバーセキュリティ法の解説～

*6実際に、GDPRではGDPR 5条が定める基本原則違反を理由とした執行事例が出てきています。

原則 内容

1
権限責任の一
致

個人データの取扱いにより、
データ主体の合法的権益に
損害を生じさせた場合、そ
の取扱者が責任を負う

2 目的の明確性
合法、正当、必要かつ明確
な個人データの取扱目的を
有しなければならない

3 同意選択

データ主体に、個人データ
取扱いの目的、方式、範囲、
規則等を明示し、同意を求
めなければならない

4 最小限の利用

取り扱う個人データは、
データ主体が同意した目的
に必要最小限の類型・数量
でなければならない。また、
その目的が達成された場合
は、遅滞なく個人データを
削除しなければならない

5 透明性

明確で、分かりやすく、合
理的な方法で、個人データ
取扱いの範囲、目的、規則
等を公開し、外部（筆者
注：政府や社会公共を意味
していると考えられます）
の監督を受けなければなら
ない

6 安全確保

個人データの守秘性、完全
性、使用可能性を保護する
ために、安全リスクに対応
できる十分な、能力、管理
措置、技術手段を用いなけ
ればならない。

7
データ主体の
関与

データ主体に対して、個人
データの閲覧、修正、削除、
同意の撤回、アカウントの
抹消が可能となる方法を提
供しなければならない



(1)定義

センシティブデータとは、「一旦、漏洩、

不法に提供または濫用されると、人身や財産

の安全を害するおそれがあり、さらには個人

の名誉、心身の健康が害されたり、偏った待

遇等をもたらすおそれがある個人データ」で

あると規定されています（安全規範3.2条）。

これだけでは具体的にはよく分かりません

が、安全規範別紙Bに例示列挙されており、

それによると、身分証明書番号、生物識別情

報、銀行口座番号、通信記録及び内容、財産

情報、信用情報、行動履歴、所在情報、健康

生理情報、取引情報（筆者注：決済情報等の

オンライン取引情報であると思われます）、

14歳以下の児童の個人データなどが含まれる

とされています。

(2)同意の取得方法等

センシティブデータの取得、利用に関する

同意の取得方法は、通常とは異なる定め方が

されています。すなわち、データ主体から取

得する同意は、必ず明示的なものでなければ

ならず、その明示的な同意は、データ主体が

完全に理解をした上で自発的に行う、具体的

かつ明確的な意思表示でなければなりません

（安全規範8.2(c)条）。

具体的な取得方法については、安全規範別

紙Cにサンプルが示されていますので、それ

が参考になります。

また、センシティブデータを第三者に提供

する場合は、データ主体に対して、提供の目

的、提供先の性質、提供の結果起こりうる影

響、提供先のデータ管理能力といった情報を

提供した上で、その同意を得なければなりま

せん（安全規範8.2条(b)）。

6．罰則

個人データの取扱い等に対する違反につい

ては、以下のような罰則が設けられています

（法64条）。

①主管部門による是正命令

②情状に応じ、警告、違法所得の没収、違法

所得の同額～10倍（違法所得がない場合は

100万元以下）の過料。これらは単独又は併

科される

③直接責任者に対する1万元～10万元の過料

④情状が重い場合は、②③に加えて、関連業

務の一時停止、業務停止、Website閉鎖命令、

関連する許可証の没収

以下、次号に続く
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本格化する小売業や飲食業のインド進出のために押さえてお
くべき規制～FDI規制・プラスチック使用規制～

＜サマリー＞

• ユニクロのインド1号店の開店、「カレー

ハウスCoCo壱番屋」を運営する壱番屋が

三井物産とともにインドに会社を設立等、

巨大市場であるインド市場への挑戦が加速

しています

• 本稿では、そうした流れを受けて、小売業

界や飲食業界の外国直接投資（FDI）規制

について説明の上、近時現地において話題

となっているプラスチックバッグ規制につ

いて紹介します

1．インド市場への日系企業の挑戦

2019年10月、ユニクロのインド1号店が、

デリーに開店しました。この開店を心待ちに

していた現地日本人はもちろん、多くのイン

ド人が店舗に殺到し、大きな話題となりまし

た。開店時にはファーストリテイリング（ユ

ニクロ）の創業者兼会長である柳井正氏も現

地を訪れ、今後もインド市場に注力していく

ことを明言しました。

また、2019年7月には、「カレーハウス

CoCo壱番屋」を運営する壱番屋が、三井物

産とともにインドに会社を設立したとの報道

がなされました。壱番屋については、2020年

にはデリー近郊に実店舗をオープンさせると

いう報道もありました。今後、巨大市場であ

るインド市場への挑戦がますます加速してい

くものと思われます。

本稿では、小売業界や飲食業界の外国直接

投資（FDI）規制について簡単にご説明した

上で、近時現地において話題となっているプ

ラスチックバッグ規制について紹介します。

2．飲食業・小売業に対するFDI規制について

（1）飲食業については、ホテル業等に分類

され、出資比率100％まで自動承認ルート

（事前に政府から承認を得る必要がなく、事

後届け出で足りる）により投資することが認

められています。なお、食品を加工せずに店

舗でそのまま販売するようなケースにおいて

は、後述の小売業に当たるのではないかとい

う議論もあります。

（2）小売業に関しては、単一ブランドと複

数ブランドで規制が異なります。単一ブラン

ドの場合は、100％の自動承認ルートが認め

られていますが、外資の出資比率が51％超の

場合、インド国内からの現地調達率について

の規制が設けられています。具体的には、製

品調達額の30％をインド国内で調達する必要

がありますが、事業開始から5年間に限って

は、その間の調達額の平均が30％となれば足

りるとされています。

（3）これに対し、複数ブランド（総合小売

業）については、今なお、外資の出資比率の

上限は51％とされており、出資に際しては政

府の事前承認が必要とされています。

3．プラスチックの使用規制

小売業や飲食業にも関連する政策として、

インド政府による「‘Clean India’ Initiative」

が近時話題になっています。これにより、プ

ラスチックごみによる環境悪化を抑止するた

め、2022年までにプラスチックの使用を段階

的に廃止することが検討されています。かか

る政策に関連して、特に現政権のインド人民

党（BJP）が政権を握っている州においては、

州政府がより厳格な規制の運用を始めていま

す。

（1）ハリヤナ州の規制について

日系企業が数多く存在し日本人居住者も多

いグルガオンは、飲食業や小売業を営む日系

企業にとって、進出の足がかりとするのに適

した都市といえます。
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そのグルガオンを含むハリヤナ州では、ハリ

ヤナ州非生分解性ごみ規制法（The Haryana 

Non-Biodegradable Garbage （Control） Act, 

1998）により、州政府が非生分解性物質の使

用に制限を課すことができるとされています。

州政府は、この法律に定められた権限に基づ

いて、2013年に通知を出しており、以下の製

品を対象に、プラスチックの使用を厳格に規

制する措置を開始しています。

a）バージン（新品）プラスチック*1または

リサイクルプラスチック製のキャリーバッグ

やプレート、カップ、タンブラー、スプーン、

フォーク、ストローなどの物品の製造、仕入

れ、流通、販売、使用の禁止

b）食料品の保管、運搬、分配または包装の

ためのリサイクルプラスチック製の容器の使

用の禁止

特に、プラスチック容器の製造に関しては、

以下の条件が定められています。

（i）バージンプラスチック製の容器は、自然

な色合いまたは白色であること

（ii）食品の保管と包装以外の目的で使用さ

れるリサイクルプラスチック製の容器は、規

定の基準に適合する顔料や着色剤を使用して

製造すること

これらの条件の違反については、最高で3

カ月の懲役または5万ルピーの罰金、または

その両方で処罰される可能性があります。

上記に加えて、連邦政府が制定した2016年

プラスチック廃棄物管理規則（Plastic Waste 

Management Rules, 2016）を順守するため、

以下の措置を講じることも必要です。

・キャリーバッグまたはリサイクルプラス

チック製の製品は、飲食物、または食料品の

保管、運搬、分配、包装に使用できません。

・バージンプラスチックまたはリサイクルプ

ラスチックで作られたキャリーバッグまたは

包装用多層フィルム用のプラスチックシート

の厚さは、50ミクロン以上とする必要があり

ます。

・各キャリーバッグまたは包装材料は、所定

のマーケティングおよびラベル表示要件を満

たさなければなりません。

・ブランド所有者（登録されたブランド商品

を販売する個人または会社）は、製品から発

生するプラスチック廃棄物の収集システムを

確立する必要があります。

（2）デリー連邦直轄地の規制について

デリーにおいては、2000年デリー分解性ビ

ニール袋（製造、販売、および使用）および

ごみ（規制）法（2008年改正）（The Delhi 

Degradable Plastic Bag （Manufacture, Sale 

and Usage） and Garbage（Control） Act, 

2000）が規定されています。これにより、デ

リー首都圏内において、食品を保管、運搬、

梱包（こんぽう）するためのリサイクル・プ

ラスチック・バッグ（ビニール袋）および容

器についての製造、販売などが禁止されてい

ます。

また、前述の2016年プラスチック廃棄物管

理規則については、デリー首都圏においても

同様の順守が求められます。

4．小括

このような厳格な規制があるために、現地

においてビニール袋が全く使用されていない

かというと、そういうわけでもありません。

本格化する小売業や飲食業のインド進出のために押さえてお
くべき規制～FDI規制・プラスチック使用規制～
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*1「バージンプラスチック」とは、以前に使用されておらず、スクラップまたは廃棄物とブレンドされていないプラス
チック材料を意味します



インドにおいては、往々にして、厳格な法規

制があるにもかかわらず、実質的には取り締

まりがなされていないように見えることがあ

ります。他方で、高額紙幣の廃止のように、

突然、強行的に制度の運用が始まることもあ

ります。日系企業としては、最新の法規制の

動向に加えて、執行機関の「本気度」や、同

業他社の動向に目配りすることが大切です。

以上

本格化する小売業や飲食業のインド進出のために押さえてお
くべき規制～FDI規制・プラスチック使用規制～
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PICスキーム廃止後のシンガポールの知的財産に対する税
制優遇制度

＜サマリー＞

• 賦課年度2018に廃止された税制優遇制度

（PICスキーム）に替わり、賦課年度2019

より、新たな税制優遇制度が開始していま

す

• 本稿では、この新たな税制優遇制度の概要

を説明した上で、対象となる費用や具体的

な申請手続きを要約し解説するとともに、

この制度の活用において有効と考えられる

ことを提案しています

シンガポールでは、賦課年度2011より、知

的財産（IP）を含む様々な分野に対する税制

優遇制度である、“PICスキーム”が利用され

てきました。このPICスキームは賦課年度

2018に終了しましたが、賦課年度2019より、

新たな税制優遇制度が開始されています。本

稿では、この新たな税制優遇制度を、具体的

にご紹介します。

1．知的財産に対する税制優遇制度の概要

イノベーションへの投資や商業化を円滑に

するため、知的財産権の取得にかかる費用に

対して税控除を認めることが、シンガポール

所得税法に記載されています。ここでは、知

的財産権として、特許、商標、意匠、植物品

種保護の4つの権利が規定されています。

この新たな税制優遇制度は、賦課年度2025

まで継続すると発表されています。賦課年度

2019から2025までの各年度において、IPの取

得にかかった費用のうち10万ドルまでは

200%の税控除を認められ、10万ドルを超え

た部分についても、100%の税控除が認めら

れる仕組みになっています。

IP取得費用控除対象の期間と税控除額

このような税控除の対象となるのは、シン

ガポールにおける事業体に限られます。また、

取得した知的財産権が、法的及び経済的にこ

の事業体に属している必要があります。具体

的には、この事業体の名義で知的財産権が出

願され、これらの知的財産権の利用により得

られる経済的な利益が、この事業体に対して

生じることが要件となります。

2．対象となる費用と申請手続き

税控除は、特許、商標、意匠、植物品種保

護を取得する際にかかった費用に適用され、

特許庁に支払う庁費用にも手続きを行う代理

人に支払う代理人費用にも適用されます。具

体的に対象となる庁費用と代理人費用を以下

の表にまとめました。
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対象期間 賦課年度2019～2025の各年度

税控除額

IP取得にかかった費用
のうち10万ドルまで

200%

10万ドルを超える分 100%

種類 対象となる庁費用
対象となる代理人費
用

特許
出願費用、調査審
査請求費用、登録
料

出願費用、明細書や
他の書類作成費用、
有効性や侵害に関す
る助言料、先行技術
文献調査費用、翻訳
費用

商標 出願費用
出願費用、書類作成
費用、有効性や侵害
に関する助言料

意匠 出願費用
出願費用、書類作成
費用、有効性や侵害
に関する助言料

植物品種保
護

出願費用、審査請
求費用

出願費用、書類作成
費用、有効性や侵害
に関する助言料

税控除対象となる庁費用と代理人費用



これらの費用に関して税控除を受ける際に、

何か追加の書類を提出する必要はありません。

ただし、以下の情報を準備し、保持しておく

必要があります。最低でも5年間保持し、要

求に応じて提出しなければなりません。

①知的財産の簡潔な説明

②知的財産が登録された国

③共同所有者の名前と税務参照番号（当ては

まる場合）

④知的財産登録費用の内訳

⑤法的経済的所有権に関する確認

• 知的財産が法的にその事業体により所有さ

れている／される予定である

• 知的財産の利用により得られる経済的利得

は、その事業体に対して発生する／発生す

る予定である

3．日本企業への提案

上記のシンガポールの事業体に対する知的

財産権の税制優遇制度を最大限に活用するに

は、シンガポールでアジア各国の知的財産権

の管理を行うことが有効であると考えられま

す。また、シンガポールでアジア各国の知的

財産権を管理することには、以下の3つの利

点が考えられます。

（1）シンガポールの知的財産のみならず、他

国の出願にかかる費用も税控除対象となる点

税控除の対象となる知的財産権はシンガポ

ール国内に限定されず、シンガポール国外に

おける取得の際にかかった費用も含まれます。

シンガポールの知的財産権を取得しない場合

でも、シンガポールの事業体が、タイ、イン

ドネシア、インドのような周辺国の知的財産

権を取得するのであれば、翻訳料や現地代理

人費用も含めて税制優遇制度を活用すること

ができます。

（2）シンガポールにはアジアの知財を一元管

理することに慣れた特許事務所が多い点

シンガポールは地域統括拠点とみなされる

ことが多いですが、特許についても例外では

ありません。シンガポールの特許事務所には、

東南アジア各国に拠点や協力会社を持ち、シ

ンガポールで各国の知的財産権を一元管理し

ているケースが珍しくありません。そのよう

な特許事務所では、各国の制度の違いを理解

した担当者が、請求書や期限管理等をまとめ

て扱っているので、必要に応じて活用を検討

する価値はあります。

（3）シンガポール政府が現在知財人材の育成

に力を入れており、人材確保の見込みがある

点

シンガポールの労働力開発庁、知的財産庁、

SkillsFutureが、共同で知的財産分野の人材育

成プログラムを策定しました。知的財産分野

の様々な職種に必要なスキルとキャリアパス

を明確にし、そのようなスキルの獲得を支援

するトレーニングやワークショップを政府主

導で提供しています。このような教育を受け

た知財人材を活用しながらシンガポールで各

国の知的財産権を管理していくことも、今後

十分検討に値すると考えられます。

PICスキーム廃止後のシンガポールの知的財産に対する税
制優遇制度

14 © AsiaWise Group
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奥 啓徳
AsiaWise Cross-Border Consulting Singapore Pte. Ltd. 代表
Chair of IP Practice
<Career Summary>
11年に及ぶ企業知財部の経験をベースに、6年に及ぶインド＆シンガポール
（ASEAN）の現場経験をMIXさせ、日本企業のインド＆ASEANにおける知財
課題の解決を専門とする。
<Contact>
yoshinori.oku@asiawise.legal

田中 陽介
AsiaWise Cross-Border Consulting Singapore Pte. Ltd. 所属
Cross Border IP Expert
<Career Summary>
2010年からのシンガポールにおける現地経験をもとに、インド、ASEAN等の
知的財産案件（特許・意匠・商標権利化、特許調査）を専門とする。
<Contact>
yosuke.tanaka@asiawise.legal

PICスキーム廃止後のシンガポールの知的財産に対する税
制優遇制度

参考：
https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-Corporate-
Income-Taxes/Business-Expenses/Tax-Treatment-of-Business-Expenses--Q---R-
/#title5
https://www.skillsfuture.sg/skills-framework/intellectual-property

https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-Corporate-Income-Taxes/Business-Expenses/Tax-Treatment-of-Business-Expenses--Q---R-/#title5
https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-Corporate-Income-Taxes/Business-Expenses/Tax-Treatment-of-Business-Expenses--Q---R-/#title5
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文：藤田美樹

まず、私が株式会社リセを立ち上げた経緯ですが、弁護士として勤務していた時代に、以

下のような、契約締結の時点で慎重に対応していれば、ある程度防げたのではないかと思わ

れる例を何件も見ました。

・納品したシステムにバグがあったため、納品先企業の事業が止まり、莫大な損害賠償を請

求された事例

・海外と取引していたものの、思った通りに利益が上がらないため契約を解除しようとした

ところ、多額の違約金を請求された事例

当初から弁護士に依頼いただければと思う一方、特に中堅中小企業の場合、法務にそれほ

ど費用をかけられないという会社側の事情も理解はでき、どうにかならないのかともやもや

した気持ちを抱いていました。もちろん、弁護士費用が大幅に安くなれば解決するわけです

が、マンパワーで提供している以上、大幅に安くするというのは難しい部分もあります。

そんな中、海外のリーガルテック企業からプレゼンを受けるなどして、リーガルテックの

存在を知り、テックを使えば法的助言を合理的な価格で提供できる、そういう会社を作りた

い、と思ったのがきっかけです。

このような経緯でできた会社ですので、会社のスローガンは、「最高の法律助言を、最先

端の技術で、合理的な価格で提供」です。実際に、労働や知的財産権、不動産など各分野の

トップレベルの知識をお持ちの外部の協力弁護士の方々にも、会社の理念にご賛同、ご協力

いただき、また、私自身の20年弱の企業間紛争専門の弁護士としての経験に基づき、各条

文の解説などを、できる限り紛争を予防できるものにしようと作成しています。

年明けからは海外との英文契約への対応も予定しており、特にクロスボーダー取引につい

ては、AsiaWise法律事務所の他の弁護士も協力してくれています。

つまり、法務サポートAI『り～が～るチェック』は、専門知識が必要な契約書のレ

ビューや、時間のかかる契約書の作成をサポートする、法律のプロによって構築されたAI

で、労働や知的財産権、クロスボーダーなど、各分野のトップレベルの協力弁護士のノウハ

ウや、当職の企業紛争の経験に基づく紛争を避けるためのノウハウが詰まっています。

AW Update 1

株式会社リセ 契約書のレビューや作成を行える、ク
ラウド法務サポートAI『り～が～るチェック』サービ
ス提供開始のご報告

AsiaWise法律事務所のカウンセルである藤田美樹が代表取締役を務める株式会社
リセは、ウェブ上で契約書のレビューや作成を行える、クラウド法務サポートAI
『り～が～るチェック』サービスの提供を開始しましたので、以下ご報告いたし
ます。
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■『り～が～るチェック』の特徴

1．契約書自動レビュー

契約書ファイルをアップロードし契約時の自社の立場を選択すると、数秒で、手本となる文

案、欠落条項、要注意条項、解説等を自動表示します。

高度な専門知識を要せずとも、レビュー工数を大幅に低減することができます。また、条文

を変更する際の、事由等も解説します。

2．契約書雛形（り～が～るベストテンプレート）提供

契約書を新規作成する際に、売主、買主などの各立場に応じて有利な条項を盛り込んだ契約

書雛形を提供します。条文毎に、注意点、論点になり易い点などに関する、解説も盛り込ま

れています。

時間がかかる契約書雛形を入手する作業工数を削減でき、自社にとって安心できる契約書を

簡単作成することが可能です。

3．契約書雛形管理

自社の契約書雛形を登録し、管理する事ができます。同時に、過去の事例等を、条文毎に管

理・登録できるため、属人化を避け、社内にノウハウを蓄積することができます。

契約内容で注意が必要な条項を社内共有できることで、案件毎に発生してきた法務以外の部

署への説明の手間を省くことができます。

■『り～が～るチェック』導入方法

現在は、お問い合わせ頂いたお客様に対してのみ、サービス導入をご案内させていただいて

おります。導入をご検討中のお客様からのご質問にもお答えさせていただきますので、お気

軽にお問い合わせください。

■会社概要

商 号：株式会社リセ

代表取締役：藤田 美樹

設 立：2018年6月

所在地：東京都渋谷区桜丘町4-17

事業内容：企業の法務業務支援

コーポレートサイト：https://lisse-law.com/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_9036070

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社リセ 広報担当

TEL：03-5789-5290

Email：info@lisse-law.com

AW Update 1
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新メンバー加入のお知らせ

AsiaWise Groupの新しい仲間として、中国人パラリーガル・江 广嘉（ジャン・ジャス
ティン・グァンジャ）が加入致しました。

江 广嘉（ジャン・ジャスティン・グァンジャ）

江 广嘉は、中国南部の広州出身で、2014年に来日し、名古屋大学

に入学致しました。2017－2018年のニューヨーク大学での交換留

学を経て、2019年に名古屋大学法学部を卒業。同年、東京の2つ

の法律事務所でインターンシップを経験しました。今年11月、テ

クノロジー化・ダイバーシティ化・グローバル化の未来に対する

重要性を見据え、クロスボーダー法務をキャリアとして決意し、

AsiaWise法律事務所に入所致しました。

中国語（北京語、広東語）・英語・日本語が堪能な語学力を存分

に生かしリサーチ業務等を担当しつつ、律師試験の受験に向けて

日々学んでおります。

ご存知の通り、中国は最近、テクノロジー、イノベーションに傾注し、続々とスタート

アップ企業を創出しております。AsiaWise Groupは、これまでインド、東南アジアのクロ

スボーダー案件に注力してまいりましたが、今後は新たなテクノロジー分野を中心にした中

国業務も手掛けてまいります。アジアのクロスボーダー・プロフェッショナル・ファームと

してのAsiaWise Groupの今後の展開にご期待下さい。
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文：松村正悟

我々AsiaWiseは、11月12日から17日にかけて、香港・深圳へ視察に行ってまいりました。ここでは、香港で

の視察についてご報告いたします。

他方で、この緊迫した情勢がいつまで継続するのか不明、収束の目途も立ってない、という点を懸念する声も

あります。香港に進出している企業が撤退する動きも今後増えていくのでないかとの意見もありました。

実際に訪問してみて、今回の香港における抗議活動やこれに伴う情勢の不安定化によって、ビジネスがシュリ

ンクしているという印象はあまり受けませんでした。依然として、金融都市としての香港の重要性は揺るがない

のではないかと思います。

AW Update 3

香港・深圳出張報告 第1弾 ～香港篇～

香港といえば、現在反政府抗議活動が激

化している影響で、非常に緊迫した情勢に

あります。そんななか我々は、香港の中心

商業地区である中環（Central）を訪問し、

現地に拠点を置く法律事務所や企業を訪問

いたしました。中環はビジネス街であり、

朝の時点ではデモの形跡もさほどなく平和

そのものだったのですが、お昼にはデモ隊

と警察の衝突が発生したため雰囲気が一変

しました。黒いマスクを着けた若者が抗議

のため車道を封鎖し、街中のいたるところ

に武装した警察官が配備されるなど、非常

に緊迫した空気に包まれていました。

ところが、現地の方々に話を聞い

てみると、香港のこの緊迫した状況

は、（デモによる交通障害を除け

ば）さほどビジネスには影響を与え

ていない、むしろ今の懸案事項は米

中間の貿易戦争である、という意見

がありました。やはり香港の特徴・

強みといえば金融やIPOであり、先

日もアリババ集団が香港取引所で

IPOの手続を開始したと報道された

ところですが、中国の有力スタート

アップが香港での上場を目指すとい

う流れは、今後もひとつのトレンド

となるようです。
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文：江 广嘉

我々AsiaWiseは、11月12日から17日にかけて、香港・深圳へ視察に行ってまいりました。今回は、深圳での

視察についてご報告いたします。

AW Update 4

香港・深圳出張報告 第2弾 ～深圳篇～

深圳がある広東省

といえば、昔からの

ものづくりの場所だ

とイメージされる方

も少なくないかもし

れません。かしここ

数年、深圳では、政

府優遇措置の減少、

コストの上昇、マー

ケットの飽和により、

外資企業（特に製造業）の撤退案件が増えているという話を、訪問先の現地法律事務所などで耳にしまし

た。広東省に製造拠点を置いた多くの日系企業も、東南アジアへの移転を検討、一部実行しており、「脱中

国製造」がトレンドになっています。

他方で、深圳については今年、総企業数が200万社の壁を越えており、中国一のスタートアップ密度があ

ると言われるなど、経済発展が続いているといえる状況です。こうした状況と「脱中国製造」トレンドとの

ギャップの理由としては、中央政府による“産業チェーンアップグレード”の指導方針に応じて、広東省が広

州・深圳・香港など（いわゆる大湾区）の連携を進めた結果、単なる製造拠点ではなく、技術開発から生産

まで可能な産業チェーンとして発展し始めているという現状が挙げられます。

そうした産業チェーンのなかで、深圳の主な役割はイノベーションです。深センの街を歩いてみると、す

でにいたるところでハイテク技術が採用され、馴染んでいることが分かります。中国国産のEVのタク

シー・バス、顔・車両認識ができる監視カメラネットワーク、どこでも使えるモバイル決済、なんでも買え

るEコマースサイト……深圳では、政府から一般人まで、新技術に興味を持ちいち早く取り入れる傾向があ

り、新たなプロダクトが受け入れられやすいマーケットだと実感いたしました。

この数日間の訪問のなかで、現地のいくつ

かの企業から、技術の研究・獲得のために日

本企業を訪問したいという要望を受けました。

現地の知的財産事務所によると、深圳にはイ

ノベーションは生まれているものの、一部の

最も重要なコア技術までは獲得できていない

という課題があるとのことです。つまり、高

い技術を持つ中国未進出の日本企業には、中

国企業とコラボレーションするかたちで中国

のマーケットにスムーズに進出し、プレセン

スをより一層高めるチャンスがあるというこ

とです。
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AW Update 4

もっとも、自社の技術が適切に保護されるのかという懸念を抱く企業も多いため、そこをどう乗り越えてい

くかが、今後の日中企業間コラボレーションにおける課題となると思われます。

また、各種法分野においても、こうしたトレンドが見てとれます。汚染解消・環境保護に関する法律等、

伝統的な製造業に関連するもの、反不正当競争防止法修正案・2020外商投资法（2020実行予定）等、投資

に際する安全・便利な知財・投資環境を作るもの、中国サイバーセキュリティ法・重要情報インフラ安全保

護条例（草案）・個人情報安全規範（草案）等、テック・ITをベースとした次時代インフラの完備を目指

すものまで、深圳・大湾区の、新技術を中心として次時代に発展するというモデルを支える新な法律の整備

も、徐々に進められています。

広州出身の私にとっても、２年ぶりの深圳は、２年前にはほとんど存在もしていなかったようなビジネス

が業界ごと流行るなど、さらに大きく変化しているように感じられました。深圳・大湾区の発展のバンドワ

ゴンに、一刻も早く乗りたいと思っております。

我々AsiaWiseも、アジアの法律事務所として、深圳・大湾区で新たなかたちで活躍していく日本企業、日

本進出を試みる深圳・大湾区育ちの企業に対し、リーガルサポートが提供できることを、楽しみにしており

ます。
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