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はじめに
AsiaWise Groupでは、この度AW Letter第3号を発刊致しました。第3号のラインナップは以下の
通りです。

1. 【Data Protection】アジア各国で法制化が進む個人情報保護法

近年、全世界的に個人情報保護に対する意識が高まっています。
アジアでは、法制化が進む国があるなか、未だ検討段階という国も存在し、各国が様々な
ステージにあります。本稿では、アジア各国の個人情報保護の状況、概要について報告いたし
ます。

2. インド製薬業界におけるM&Aのチャンス
AsiaWise Groupは、アジアの中でも特にインドに注目しております。
本号では、インド製薬業界の規制状況を整理するとともに、スペシャリストをゲストに迎え、
クロスボーダーM&Aの可能性と留意点を解説いたしました。

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/proposal

AsiaWise法律事務所
代表 久保 光太郎
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【Data Protection】
アジア各国で法制化が進む個人情報保護法
＜サマリー＞
• 2018年5月25日、欧州連合（EU）におけ
る「一般データ保護規制（GDPR）」が施
行され、全世界的に個人情報保護に対する
意識が高まっています。
• 本稿では、アジア各国（シンガポール、マ
レーシア、フィリピン、インド、ベトナム、
インドネシア及びタイ）における個人情報
保護のための法整備の状況及び概要等につ
いて検討していきます。

1 シンガポール
⑴ 法令及び個人情報の定義
シンガポールにおいては、個人情報の保護
に関する一般法として、個人情報保護法
（Personal Data Protection Act, 2012）が制
定されています。同法の対象となる個人情報
は、「真実であるか否かを問わず、当該情報
又は当該情報と情報取得者がアクセス可能な
若しくはアクセス可能であろうその他の情報
とあわせて、その個人が識別可能な情報」と
されています。

個人情報に加え、前年度（過去12ヵ月）にお
ける個人情報の取得、使用及び開示の状況や
情報保護ポリシー及び苦情手続等に関する事
項を伝えなければならず、不正確な記載等を
訂正又は削除しなければならないこととされ
ています。
さらに、情報取得者は、個人情報担当者を
定め、その連絡先を開示した上で、個人情報
を違法アクセス等から保護するための合理的
なセキュリティシステムを講じる必要があり
ます。なお、シンガポールにおいては、セ
キュリティシステムに関し、現地規格として
SS493という規格があります。しかし多くの
企業が国際規格であるIS/ISO/IEC 27001に依
拠しており、これらが基本的な規格として利
用されているようです。
⑷ 違反

個人情報保護法に違反した場合には、1万
シンガポールドル（約830万円）以下の罰金
若しくは3年以下の収監又はその併科が刑事
罰として科される可能性があります。
2 マレーシア
⑴ 法令及び個人情報の定義

⑵ 個人情報の取得

マレーシアにおいては、個人情報保護法
（Personal Data Protection Act 2010）が制定
されており、同法により保護される個人情報
は、「自動的に処理される機械等によりその
全部若しくは一部が処理されるもの又は処理
されるために記録されたものであること、又
は、個人に関する情報で一定のファイリング
システムに記録された若しくは記録される、
商取引に関する個人情報であり、かつ、直接
又は間接に、当該情報又は情報取得者の保有
するその他の情報から個人を識別又は識別可
能とする情報」とされています。

個人情報を取得、使用又は開示する場合、
本人からの事前の同意が必要です。情報取得
者が商品又はサービスを提供するための合理
的範囲を超えて本人に同意を求めることは、
禁止されています。なお、本人は、かかる同
意を撤回することが可能です。
⑶ 個人情報の管理
情報取得者は、個人情報が正確かつ完全に
取得されるよう合理的な努力をしなければな
らず、事業又は法的目的のために個人情報を
保有等する必要がなくなった場合には、当該
個人情報を削除しなければなりません。
また、情報取得者は、本人の求めに応じて、
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【Data Protection】
アジア各国で法制化が進む個人情報保護法
また、同法は、身体的及び精神的健康状態
に関する情報、政治的意見、宗教上の信念そ
の他これに類する情報、犯罪歴及び犯罪の嫌
疑に関する情報をセンシティブ個人情報とし
て定め、特に保護の対象としています。なお、
情報使用者の業種に関する法令（Personal
Data Protection (Class of Data Users) Order
2013）に記載される一定の情報取得者につい
ては、登録が必要となります。

必要があります。
⑷ 罰則
個人情報保護法に違反した場合には、30万
リンギット（約830万円）以下の罰金若しく
は2年以下の収監又はその併科が刑事罰とし
て科される可能性があります（登録違反につ
いては50万リンギット（約1400万円）以下の
罰金も若しくは3年以下の収監又はその併
科）。

⑵ 個人情報の取得

3 フィリピン

情報取得者は、個人情報の取得に際し、本
人から同意を得る必要があります。個人情報
の取得は、情報取得者の事業に直接関連した
適法な目的を有し、個人情報の取得が当該目
的の達成に必要又は当該目的に直接関連する
ものでなければならず、目的の達成に必要な
限度に限り、許容されます。センシティブ個
人情報に関する本人からの同意は明示的なも
のである必要があります。

⑴ 法令及び個人情報の定義
フィリピンにおいては、個人情報保護法
（Data Privacy Act of 2012）が制定されてい
ます。同法における個人情報とは、「記録の
有無に関わらず、当該個人が明確に特定され
る、情報取得者の保有する情報によって合理
的かつ直接的に確定される、又は他の情報と
照らし合わせて個人が合理的かつ確実に確定
される情報」のことをいいます。また、情報
保護法は一定のセンシティブ個人情報を特に
保護の対象にしています。ここに、センシ
ティブ個人情報とは、①個人の人種、民族、
婚姻の有無、年齢、肌の色、宗教、哲学又は
政治的信条に関する情報、②個人の健康、教
育、遺伝又は性生活に関する情報、③犯罪歴
及び嫌疑を受けた犯罪、当該犯罪の処分及び
判決に関する情報、④社会保障番号、過去又
は現在の病歴、ライセンスの取得・拒否・取
消・破棄及び所得申告等の政府機関の発行に
関連する情報、⑤行政命令又は法律により特
に指定された情報等をいいます。

また、本人に対して、英語及びマレー語で、
①情報取得者により取得等される個人情報の
説明、②取得等の目的、③個人情報の取得元、
④本人が当該情報について修正を請求する権
利を有していること及び請求する場合の連絡
先、⑤個人情報の開示請求先等について、書
面により通知をする必要があります。
⑶ 個人情報の管理
個人情報は、取得目的に鑑みて必要な期間
に限り、正確かつ最新の状態で保有されなけ
ればなりません。情報取得者は、本人におい
て提供した個人情報にアクセスし、不正確な
情報等を訂正できるようにしなければならず、
本人による個人情報へのアクセス要請につい
ては、原則21日以内に対応しなければならな
いとされています。

⑵ 個人情報の取得
情報取得者は、個人情報の取得等に際し、
個人情報を取得する前又は取得後直ちに、特
定かつ適法な個人情報の取得の目的を告げた
上で、本人の同意を得なければなりません。

また、情報取得者は、不正アクセス等を防
止する情報セキュリティシステムを構築する
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アジア各国で法制化が進む個人情報保護法
⑶ 個人情報の管理

神的健康に関する情報、④性的指向、⑤診察
記録及び病歴、⑥バイオメトリックス情報等
に関する個人情報（センシティブ個人情報）
等が特に保護の対象となっています。

情報取得者は、取得の目的に鑑みて必要な
範囲・期間に限り、個人情報の保有を許容さ
れます。また、情報取得者は、不当な破棄や
処理等から個人情報を保護するために、合理
的かつ適切なセキュリティシステムを構築し
なければなりません。かかるセキュリティシ
ステムとしては、①不慮の事故等からコン
ピューターネットワークを保護する安全装置
の導入、②個人情報の保有等に関するセキュ
リティポリシーの設置、③コンピューター
ネットワークにおける合理的かつ予測可能な
脆弱性を特定する手段及びセキュリティ侵害
につながる可能性を予防、是正、緩和する手
段の設置、及び、④セキュリティ侵害に対す
るモニタリングの実施等が挙げられています。

なお、現在、インドにおいては、健康等に
関連する個人情報についての新法案（Digital
Information Security in Healthcare, Act)も検
討段階にある他、抜本的な個人情報保護法の
制定の動きもあり、注意が必要です。
⑵ 個人情報の取得
情報取得者は、個人情報の取得に際し、①
個人情報の取扱い及び方針、②取得する個人
情報の類型、③個人情報の取得と使用の目的、
④個人情報の開示に関する事項、⑤合理的セ
キュリティ措置に関する事項を記載したプラ
イバシーポリシーを作成し、ウェブサイト上
に掲載することが義務付けられています。ま
た、センシティブ個人情報については、情報
取得者の事業等に関係する合法的な目的のた
め必要であると考えられ、かつ、情報提供者
による書面での事前の同意を得た場合に限り、
取得等が許容されます。

⑷ 違反
個人情報保護法に違反した場合には、最大
400万ペソ（約830万円）以下の罰金及び7年
以下の収監の刑事罰を科される可能性があり
ます。
4 インド

⑶ 個人情報の管理

⑴ 法令及び個人情報等の定義

取得した目的以外でのセンシティブ個人情
報の使用は禁止されています。また、情報取
得者は、情報提供者において提供した個人情
報を適宜確認できるようにし、情報提供者の
求めに応じて不正確な記載等を訂正する必要
があります。苦情窓口を設置し、担当者の氏
名と連絡先をウェブサイトに明示することも
必要です。

インドにおいては、いわゆる個人情報保護
法は制定されておらず、2000年IT法（the
Information Technology Act, 2000)及び2011
年個人情報保護規則（the Information
Technology (Reasonable Security Practices
and Procedures and Sensitive Personal Data
or Information) Rules, 2011 )が、個人情報保
護について定めています。2011年個人情報保
護規則において、個人情報は、「自然人に関
する情報で、直接又は間接に、情報取得者の
利用する又は利用可能な情報と相まって当該
個人を特定することのできる情報」と定義さ
れ、①パスワード、②銀行口座、クレジット
カード、デビットカードその他の支払方法の
詳細等の金融情報、③肉体的、生理的又は精

2000年IT法上、センシティブ個人情報を取
扱う情報取得者において、合理的なセキュリ
ティ措置を講じることを怠り、その結果とし
て情報提供者に損害を生じさせた場合には、
損害賠償義務を負うことが定められています。
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この点、IS/ISO/IEC 27001を利用する情報
取得者は、合理的なセキュリティ措置を講じ
ているものとみなされますが、それ以外の方
法で同様の水準に達することも可能と考えら
れています。現状、インドで事業活動を展開
する多国籍企業は必ずしもIS/ISO/IEC 27001
を採用してはいないものの、同水準のセキュ
リティ措置を講じている企業が多いようです。
近時、国民ID制度であるAadhaar関連により
国民のプライバシー意識も向上してきており、
インド大企業においても、IS/ISO/IEC 27001
に対する意識が高まりつつあるようです。
⑷ 罰則
2011年個人情報保護規則の違反については、
50万ルピー（約90万円）以下の罰金若しくは
事業責任者の3年以下の収監又はその併科が
科せられる場合があります。

本人から、取得の範囲、目的及び使用に関し
て同意を得なければならないとされています。
同法における規定の違反については、刑事罰
の対象となります。他にも、電子取引法
（Law No. 51/2005/QH11 of the National
Assembly dated 29 November 2005 on ETransactions）、第52号法令（Decree No.
52/2013/ND-CP of the Government dated 16
May 2013 on e-commerce）等において、個
人情報保護に関する規制があり、個人情報の
取得の目的や個人情報を保有する期間等を記
載したポリシーを作成し、消費者に対し、同
意を取得する前に開示しなければならないこ
とを定めています。情報保護措置を講じな
かった場合等には、最大2000万ドン（約10万
円）の罰金が科せられる可能性があります。
6 インドネシア
インドネシアにおいても、ベトナム同様、
個人情報保護に関する特段の規程はなく、特
定の分野に特化した個別の規制がいくつか存
在するのが現状です。なお、個人情報を含む
情報保護規制について、現在検討段階にある
状態ですが、具体的な施行日や規制の内容は
未定のようです。個別の規程としては、例え
ば、電子情報取引法（Law No. 11 of 2008
regarding Electronic Information and
Transactions as amended by Law No. 19 of
2016 regarding the Amendment of Law No.
11/2008）、電子メディア及びシステム上の
個人情報の取扱いを規制する政府規則2012年
第82号（Government Regulation No. 82 of
2012 regarding Provisions of Electronic
systems and Transactions）及び電子システム
上に保管される個人情報の保護に関するイン
ドネシア通信・情報大臣令（以下「本件規
則」といいます。Minister of
Communications & Informatics Regulation No.
20 of 2016 regarding the Protection of
Personal Data in an Electronic System）等が
あります。

5 ベトナム
ベトナムにおいては、個人情報保護に関す
る特段の規程はなく、特定の分野に特化した
個別の規制がいくつか存在するのが現状です。
例えば、IT法（Law on IT 2006）では、情報
取得者は、インターネット上で個人情報を取
得する場合には、原則、本人から同意を得な
ければならないと規定されています。情報取
得者は、本人に対し、個人情報の取得や利用
の形態、範囲、場所及び目的を通知し、適正
な目的のため、法定又は当事者間で合意され
た期間のみにおいて個人情報を利用しなけれ
ばならないとされています。また、当該個人
情報が破損等されることないよう管理・技術
措置を採ることを保証し、見直しや修正、削
除について請求があった場合には直ちに必要
措置を採り、修正等が完了するまでは関連情
報も含めて利用等してはならないとされてい
ます。
また、サイバー情報保護法（Law on Cyber
Information Security 2015）では、情報取得
者は原則として、個人情報を取得する前に、
6
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本件規則では、個人情報を、正確性及び機密
性が保持、維持及び保護されている個人情報
と定義しており、規制の対象は、電子システ
ム提供者(Electronic System Provider)とされ
ています。

す。現時点で包括的な個人情報保護規程のな
い国についても、個人情報保護法の制定に向
けて検討段階にある、抜本的な見直しを検討
しているといった状況の国もあるため、各国
の立法状況にも注意を払っていく必要があり
ます。

電子システム提供者は、個人情報を取得す
る際、本人に対して個人情報の取得等に関す
る説明を行った上で同意を得ることが必要で
あり、かかる同意を取得するためのフォー
マットはインドネシア語で記載されている必
要があるとされています。また、電子システ
ム提供者は、個人情報を保護するための社内
規程を整備しなければならないこと等も定め
られています。

したがって、個人情報を取り扱う場合には、
各国の最新の規制状況を確認、把握した上で、
実情に即した個人情報保護体制等を構築する
ことが、重要な課題となります。次回以降の
ニュースレターでは、引き続き、個人情報の
第三者への開示や域外移転に関してお伝えし
たいと思います。

電子商取引法に違反した場合には、最大で
50億ルピー（約4000万円）若しくは10年以下
の収監又はその併科が刑事罰として科される
可能性があります。

以上

7 タイ
タイにおいては、現状、個人情報保護に関
する特段の規程や特定の分野に特化した個別
の規制もなく、いわゆる民法上の不法行為に
該当するか否か等の観点での検討に止まるこ
とになります。ただし、個人情報保護法の草
案が検討段階にあり、2018年1月には4回目の
パブリックコメントの募集もされているため、
制定に向けた動きについては、今後注目する
必要があります。
まとめ
以上のように、アジア各国の個人情報の保
護に対する規制の制定状況については、個人
情報の取得に際して本人等からの事前の同意
が原則必要なこと、目的に即した適切な使用
のみが許容されること等、普遍性も認められ
るものの、上記検討したように細かい点まで
踏まえると、各国で様々に異なります。国に
よっては、プライバシーポリシーの設置等に
関し言語上の制約を課していることもありま
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インド製薬業界におけるM&Aのチャンス
＜サマリー＞

薬剤師法（Pharmacy Act, 1948）、1954年医
薬品の広告規制に関する法令（the Drugs and
Magic Remedies Act, 1954）等があります。

• インド政府の方針転換により対外的に開放
された製薬業界においては、近年、クロス
ボーダーM&Aの機会が増加しています。

これらの法令に基づく規制は、基本的に、
中央政府と州政府の両者による、いわゆる
「二階建て」の管理システムの対象とされて
います。中央政府は新薬の承認、臨床実験、
基準の設定、輸入医薬品に対する規制等を所
管しています。他方、州政府の役割としては、
免許の発行、医薬品やその他の関連製品の製
造、流通及び販売の監督が挙げられます。

• 本稿では、インドにおける薬事規制とFDI
規制をそれぞれ解説した上で、クロスボー
ダーM&Aの具体的事例を検討していきま
す。
• クロスボーダーM&Aの法的リスクが顕在
化した案件を例として検討し、DDの重要
性を指摘した上で、具体的チェックポイン
トについても提案しています。

価格設定については、前述の医薬品価格管
理令及び国家必須医薬品リスト（National
List of Essential Medicines）により規制され
ます。また、政府機関の中では、国家医薬品
価格管理局（National Pharmaceutical Pricing
Authority）が、医薬品価格管理令の目的のた
め、価格に関する監視役として機能していま
す。

１ はじめに
かつて、インドの製薬業界においては、医
薬品価格管理令（Drug Price Control
Orders）により、外国企業による投資や医薬
品販売価格が厳格に制限されていました。し
かし近時、インド政府は製薬市場を対外的に
開放する方針に転じ、日本を始めとする先進
国からの投資案件が出始めております。その
結果、インドの製薬業界は、特にジェネリッ
ク医薬品を中心に、輸出拠点として世界の市
場をリードする業界へと変化を遂げてきてい
ます。

(2) FDI規制について
インド製薬業界に対する国外からの直接投
資に関しては、統合版FDIポリシー
（Consolidated FDI Policy）に基づき、すで
に100％の株式持分が対外的に開放されてい
ます。なお、投資に際しての政府承認の要否
に関しては、ブラウンフィールド（既存事業
案件）への投資については、従前100％自動
承認ルートによる投資が可能であったところ、
規制強化により、74％を超える投資について
政府の事前承認が必要とされました（他方、
グリーンフィールド案件は100％いわゆる自
動承認ルートの対象です）。政府承認が必要
となるブラウンフィールド案件においては、
政府は承認に際して適宜、適切な条件を設定
することが可能です。多くのジェネリック
メーカーの買収の結果、規制強化がなされた
分野であり、今後さらなる規制強化の可能性
がゼロではありません。

他方で、海外からの投資案件の中には失敗
に終わったものも少なくありません。インド
に限らず製薬市場に対する投資は一筋縄では
行きません。本稿では、インドの製薬会社に
対するクロスボーダーM&Aの事例に見る「落
とし穴」や、当事者が直面する課題について
検討致します。
２ インド製薬業界の規制体系
(1) 国内の薬事規制について
インド製薬業界において留意すべき適用法
令としては、1940年医薬品及び化粧品法
（Drugs and Cosmetics Act, 1940）、1948年
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他方、医療機器（medical device）の製造
業に関しては、グリーンフィールド及びブラ
ウンフィールドの双方において100％の外国
直接投資が可能とされています。インドの衣
装機器製造業はいまだ小規模の事業者が業界
のマジョリティを占めており、外資の技術導
入による合理化の余地が大きい分野です。
3 インド製薬業界におけるM&A事例とその
教訓
近年、日系企業によるいわゆるin-outクロ
スボーダーM&Aは増加趨勢にあります。とり
わけ、アセアン・インド向け事案は、毎年コ
ンスタントにディール成約していますので、
タッピングや交渉過程にある潜在的な機会は
相当数あると推察されます（対インドM&Aは
2011年以降、平均22件／年）。インド向けに
絞ってみますと、自動車産業に係るものを筆
頭に製造業が圧倒的に多い中、製薬関連の成
約事案も少なくありません。また、製薬関連
事案の特徴としては、大企業による大規模デ
ィールに加え、近年は大企業による中規模デ
ィールや中堅企業からの中規模ディールなど、
案件規模が幅広くなってきています。具体的
には以下のような事例がありました。
・ 第 一 三 共 株 式 会 社 に よ る Ranbaxy
Laboratories Ltd 社 の 買 収 (63.92% 、
USD5,477M*)
・三井物産株式会社によるArch Pharmalabs
社の買収(26.71%、USD68M*)
・大塚ホールディングス（大塚製薬）、三井
物産によるClaris Lifesciencesとの合弁設立
(80%、USD193M*)
・明治ホールディングス（明治製菓）による
Medreichの買収(100%、USD290M*)
・東ソーによるLilac Medicareの買収(100%、
NA*)

Ranbaxyの買収事案は、インドにおけるク
ロスボーダーM&A取引の法的リスクが顕在化
した例として、そのディール規模にかかわら
ず、検討に値します。第一三共は、低コスト
のR&D、製造施設を手に入れるとともに、ジ
ェネリック分野で製品ラインの多様化を図る
こと等を目的として、Ranbaxyを買収しまし
た。しかしその後、米国食品医薬品局（FDA
）が、Ranbaxyによる製造品質管理に違反が
あったとして同社の医薬品の流通を禁止した
ため、第一三共は多大な損失を被ることにな
りました。第一三共の事案からは、投資に際
して潜在的な法的リスクを発見するため、法
務デューデリジェンス（DD）を徹底するこ
との重要性が改めて実感されます。
製薬業界に限らず、インド企業を買収する
場合、税務関連の問題がDDにおける重要な
監査項目になります。また、インドにおいて
は従業員の離職率が高く、労務紛争も珍しく
ないため、労働関連の問題も注意が必要です。
サプライヤー、業者との取引の適正性や、政
府当局との関係（贈収賄規制）についても問
題を含んでいることが多くあります。日本企
業並みとは言いませんが、しっかりとした内
部通報制度や、外部・内部監査制度が機能し
ているか、コンプライアンス体制を確認する
ことが必要です。
また、製薬企業特有の問題点としては、第
一三共の事例にもあるように、薬事法、輸出
管理規制やGMP等に準拠した経営がなされ
ているかも注意が必要です。特にインドにお
いては、製薬業界に対する規制当局の監視が
厳しいことに加え、執行機関による取締りも
積極的に行われていることから、薬事関連の
コンプライアンス管理システムの導入が適切
になされているかがチェックポイントになり
ます。

*（）内の数値は取得比率、ディールバリュー。Merger Market、プレスリリースを参照。
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加えて、米国市場向け製品の取扱いがある
場合の留意点として、ビジネスDDの際の、
FDA認可・申請・認可後のフォローアップの
内部体制や担当部門のアセスメントが挙げら
れます。
4 最後に
最後に、これは製薬業界に限らず、インド
M&A全般に言えますが、ディール成約後のポ
スト・マージャー・インテグレーション（
PMI）が重要です。特に、買収形態がジョイ
ント・ベンチャー（JV）で、日系マジョリテ
ィである場合には、意思決定フローについて
の現地プロモーターとのすり合わせや、日本
本社とのコミュニケーションの頻度や方法、
日本の本社経営陣からの定期的なメッセージ
・コミュニケーションの伝達などについてま
で、気を配る必要があります。

以上
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