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 EDITOR’S NOTE

It gives me great pleasure to bring you the latest edition of the ALB Japan 
e-magazine. For those unfamiliar with this publication, this bilingual (English/
Japanese) e-magazine focuses on the trends and developments that impact lawyers 
in both private practice as well as in-house.

In this issue, we speak to female lawyers on the challenges faced by women 
in Japan’s legal industry, and hear their thoughts on how those can be overcome. 
We also seek opinions from lawyers on Prime Minister Kishida’s call to close the 
gender pay gap in Japan, and how effective it will be.

Apart from this most pressing issue, we cover a number of cutting-edge topics 
such as NFTs and the Metaverse, and virtual banking, and see what new opportuni-
ties for legal work these are bringing to lawyers.

The ALB Japan e-magazine also welcomes contributions from in-house counsel 
in the country. We invite you to offer analysis on critical developments and trends 
within the country and across the region that are impacting your work.

We would like members of the legal community in Japan – whether you are 
part of a law firm or an in-house counsel – to be part of our journey. Please do not 
hesitate to email us should you have queries or story ideas. – RANAJIT DAM

この度、「ALBジャパンeマガジン」最新号をお届けできることを大変うれしく
思います。日英バイリンガルで発行される本誌は、法律事務所の弁護士および社内
弁護士に関係する新ビジネスやトレンドに焦点を当てています。

今 号では、注 目の女 性 弁 護 士の方 々3 人のバーチャル対 談を掲 載しています。
ワークライフ・バランスやキャリア形成について貴重なご意見をうかがいました。ま
た、男 女の賃 金 格 差 公 表 義 務 化 がもたらしうる変 化 についても、弁 護 士の先 生 方
にご意見を頂いています。

その他 、ホットな分 野であるN F Tやメタバース、バーチャル銀 行のアジア各 国
での規制状況も特集しています。

ALBジャパンeマガジンは、国内外の企業法務担当者様によるご寄稿も掲載し
ています。ご寄稿を通して、日本の弁護士に影響を及 ぼすような国内及びアジア地
域全体の重要な動向やトレンドについて、専門家の分析をお伝えしたいと考えてい
ます。

本 誌の発 展に向け、法 律 事 務 所の弁 護 士や社 内 弁 護 士をはじめ、日 本の法 曹
コミュニティの皆さまにお力 添えいた だ け れ ば幸いです。どうぞよろしくお願いい
たします。 – ラナジット・ダム

David Gyung/Shutterstock.com
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ALB: The JFBA’s statistics show that 
the percentage of women in the legal 
profession is still quite low. What do you 
think are the main reasons for this? From 
your own experience, what are the chal-
lenges you feel women lawyers face?
Akemi Suzuki, Partner, Nagashima 
Ohno & Tsunematsu: There are various 
reasons. First, the percentage of women 
who seek a career in the legal profes-
sion is low (approximately 25 percent 
to 34 percent in 2020, according to a 
JFBA survey). This also appears to be the 
case in other highly skilled professions. 
For example, in 2018, the percentage 
of female doctors was approximately 
21.9 percent, according to the Gender 
Equality Bureau, Cabinet Office.

In 2020, among those in the 
Japanese legal profession working as 
judges, prosecutors, and lawyers in 
private practice, the percentage of female 
lawyers working in private practice was 
the lowest at 19.1 percent, according to 
the Gender Equality Bureau. Moreover, 
many of the law firms in Japan are small. 
One- and two-person firms account for 79 

percent of the total number of law firms, 
JFBA statistics show. This may be a factor 
in the lack of (or limited) institutional 
support for childbirth and childcare avail-
able for female lawyers working in private 
practice, as organizational resources at 
small law firms appear scarce.

On the other hand, female lawyers 
work in a wide variety of environments. 
In recent years, bar associations and law 
firms across Japan have been providing 
more comprehensive support for life events 
involving female lawyers. In my circle of 
female colleagues, I find that many pursue 
long-term careers as lawyers, opting to 
work in-house for companies or in public 
office, in view of their personal and family 
circumstances, while leveraging their qual-
ifications as lawyers and taking advantage 
of shorter working hours and telecom-
muting to their respective law firms.
Satomi Tanaka, Senior Attorney, IBM 
Japan: Working conditions vary signifi-
cantly depending on the workplace, but 
in general, many have expressed that it 
is difficult to raise a child while aiming 
for partner at a law firm.

First, this is not limited to women, 
but working at law firms generally means 
that you are (like) an independent prac-
titioner, so it is crucial to put the client 
first to keep your future relationship with 
them. This does not just pertain to merely 
maintaining the quality of your work, but 
in many cases, it means that you must 
meet the schedule that the client desires. 
So, for example, if there are multiple 
clients with urgent matters to attend to, 
you need to meet everyone’s expecta-
tion, even if it is a little tight. Otherwise, 
there is a risk that they won’t retain you. 
The nature of the business makes it diffi-
cult to anticipate your working hours in 
advance, and it tends to become normal 
to work even on weekends. Before I had 
children, I worked like that, and I felt 
joy and fulfillment by the fact that I was 
meeting client expectations.

However, once I had children, such 
working style became impossible to 
maintain. Particularly when the child is 
small, he/she is very delicate and needs 
close attention, and you can’t predict the 
tasks in advance. For example, you don’t 

BY ASIAN LEGAL BUSINESS

 MAIN STORY

 JAPAN’S
 DIVERSITY PUSH
様々な働き方を
The percentage of female lawyers in Japan has more than doubled from 8.9 percent in 2000 to 19.0 
percent in 2020, according to the Japan Federation of Bar Associations (JFBA). However, there is still 
a long way to go until this number reaches an equal balance. ALB Japan interviewed female lawyers of 
law firms and a corporation about their careers and what they think the future looks like.

弁護士人口に占める女性の割合は、日本弁護士連合会によると、2000年の 8.9% から2020年の 19.0%へと倍増以上
の伸びを示した。しかし、女性が半数を占めるには道はまだまだ遠い。ALBジャパンは法律事務所と企業法務の女性弁
護士に、これまでのキャリア形成と今後の見通しについて話を聞いた。
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know when they may have a fever, when 
you may get sick by getting infected by 
them, or that your sleep may be deprived 
from their crying at night. There are so 
many unexpected occurrences, that 
there is a limit to your preparedness to 
take care of them even if you employ a 
babysitter regularly. I found it very diffi-
cult to adjust my working schedule, espe-
cially for urgent matters (because both 
work and childcare are urgent).

These are not limited to female 
lawyers. In Japanese society, it is still 
generally expected for women to be the 
main caretaker in child-rearing, and it’s 
not always the case that the spouse’s 
workplace understands men to share 
equal responsibility in this aspect. I think 
all of these are leading to many women 
lawyers saying it’s difficult to work in a 
law firm.

Meanwhile, in the case of in-house 
lawyers, they are protected as employees 
under the Labor Standards Act. So, 
companies cannot force in-house lawyers 
to work excessively over normal working 
hours. The Act also prohibits working late 
hours after certain period from giving birth 
to a child, which means other members 
would be assigned to the late-night inter-
national calls. If you take an annual paid 
leave, as the employee’s right under the 
Act, your internal clients generally under-
stand that they cannot expect to hear 
back from you during your time off (so 
they need to contact the backup lawyer), 
which allows you to relax in peace.

Additionally, as your clients are 
internal members of the same company, 
the power balance with them is different 
from when you are at a law firm. For 
example, in most cases, the response 
deadline can be discussed and adjusted. 
Also, if the legal team has a budget, you 
may have an option to retain an external 
law firm to handle urgent matters if they 
are over the capacity of the team to handle 
within general working hours. I’ve heard 
many say that it’s easier to work as an 
in-house lawyer as you can easily balance 
work and life, and I cherish with that.

However, the reason why the 
percentage of female lawyers is low is not 
only due to such working conditions. It’s 
partly because not many young women 
are aware of the legal industry and its 
career possibilities.

This is my assumption, but if you ask 
high schoolers about the lawyer profes-
sion, the majority of them will talk about 
“machi-ben,” or lawyers who support 
individuals about their personal issues 
in local communities. If the image of 
“machi-ben” is embedded in them from 
TV dramas—who face criminal cases, 
complicated personal cases, such as 
divorce and inheritance, and difficult 
clients—being a lawyer may not be an 
attractive option for young women who 
are not interested in such cases or want 
to work in corporate matters.

In reality, there are 
options to work as lawyers 
supporting corporate clients, 
or as an in-house lawyer in 
companies or government 
offices, but I don’t think these 
types of work are widely recog-
nized among the younger 
generation. As a matter of 
fact, I myself didn’t know 
about a corporate lawyer 
when I started studying law.

Therefore, in addition to 
supporting women lawyers’ 
working environment, I think 
it’s important to raise aware-
ness among young women 
that there are various options 
and opportunities as a lawyer 
and that there are in fact 
many female lawyers who 
are successful in such careers.
Xue Wang, partner, Allen 
& Overy: I believe the tide is 
turning, and we are seeing the 
efforts made by lawyers, law 
firms and the press like your-
selves bear fruit. These days, 
lawyers generally (regardless 
of gender) are more empow-
ered to advocate for their work-and-life 
balance. Wider acceptance of more flex-
ible hours and working from home has 
also made a big difference to empow-
ering people to manage the balance.

I still think the traditional long-hour 
model of the lawyer’s day is still linked 
to promotions and remuneration in most 
firms. This means that, particularly in 
societies where it is not financially nor 
socially easy to delegate home duties, 
there is a bigger issue of how to achieve 
equality that is fit-for-market whilst 

maintaining fairness across the board. 
The issue is deeply social and systemic, 
especially in societies where childcare 
and home duties primarily fall on women.

At A&O, we are fortunate to have 
several initiatives to drive these move-
ments. Our “Emerging Female Leaders” 
programme identifies female lawyers 
with high leadership potential and 
helps them become active role models 
within A&O. Our “Stepping Forward” 
programme supports women in mid-
level positions.

It helps to have senior 
level role models, male and 
female, that help reimagine 
what a successful career in the 
law could look like and how to 
strike a fair balance at home. 
I hope to continue playing my 
part in doing so.

ALB: How have you managed 
to build up your career so far? 
And, throughout your work 
until now, what kinds of 
hurdles did you experience 
as a woman?
Suzuki: After having children 
in my 30s, I inevitably had 
to reduce my working hours 
and reserve more time for chil-
drearing. While my husband 
was of great help at home, 
I took the advice of senior 
lawyers at my firm and focused 
on work in those areas where 
I felt I could shine the most. 
We also relied on external 
resources such as sick-child 
daycare and housekeeping 
support when my children 
were preschoolers.

Fortunately, I have not 
faced any major challenges at work 
due to being a woman. However, there 
were limited situations where clients or 
colleagues did not seem very comfort-
able retaining me or involving me in their 
matters shortly before and after child-
birth. While we should be considerate 
of female lawyers raising children, I find 
the so-called “mommy track” a real chal-
lenge.
Tanaka: I have tried choosing working 
environments where I can tackle issues 
that interest me and help me grow under 

Akemi Suzuki
鈴木明美

Satomi Tanaka
田中聡美

Xue Wang
シュエ・ワン
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my circumstances (constraints) at such 
moments.

I started my career in a large law 
firm, devoting much of my life to work. 
After I had my first child, I asked the firm 
to second me to an in-house position in 
a company. Fortunately, the company 
I was seconded allowed me to work 
fixed hours (9:00 to 17:00). As the only 
lawyer in the company, I supported the 
M&A without any assistance from senior 
lawyers, which was a growth experience 
for me in a different way than I would 
have been able to in a law firm’s office.

Following the secondment, I chose 
to study abroad, received training experi-
ence in a U.S. law firm, and came to my 
current position as an in-house lawyer. 
Each of those decisions was to keep me 
growing in my own way without inter-
rupting my career while cherishing 
the limited time with my family. At my 
current workplace, I value my private life 
while being able to challenge various 
legal and practical matters.

Regarding hurdles as being a 
woman, as I mentioned above, each 
lawyer in a law firm is expected to work 
on a client-first basis. As you become 
more senior, it gets harder to find a 
replacement for you to accommodate 
the clients. This could be a dilemma for 
a lawyer with young family members.

This is based on my personal expe-
rience, so I do not think that this is the 
same for all cases. But in my case, when I 
wanted to work on legally exciting trans-
actions, I felt that I would either have 
to sacrifice the time with my family or 
my sleeping hours. On the other hand, 
if I were to prioritize my private life and 
work on normal working hours, the types 
of work that I could handle were limited 
such as research on laws and regula-
tions or contract translation reviews. 
This (depending on the practice area) 
did not seem to fit into the framework of 
medium- to large- corporate law firms 
where you need to enhance your exper-
tise through number of deal experiences 
to become a partner.

While there may be these obstacles 
working in a law firm, the qualification as 
lawyer enables women to have various 
options in where and how you work. I 
think being a lawyer is a great profes-
sion for women that allows women to 

change the workplace depending on the 
life stage or return to career even after 
some blank years to prioritize children.
Wang: I have worked hard to get to where 
I am. Coming from a diverse cultural back-
ground and upbringing, I have always had 
to be versatile and adaptable to different 
cultures, which has helped me immensely 
in building an international career. I have 
had my fair share of challenges to balance 
along with work, business travel, home 
and kids. However, I’ve found that if you 
show up and speak up, establish yourself 
as the expert in the room and maintain 
an open mind and positive attitude, these 
challenges can be overcome.

I have also been blessed with an 
extremely supportive team along the 
way – partners, peers and juniors, 
and my own network of female legal 
professionals in Tokyo and globally. For 
example, I took maternity leave for 10 
months prior to entering A&O’s partner-
ship selection process, and this has not 
negatively impacted my career progres-
sion or the partnership selection process 
in any way. A&O was very supportive of 
me in trialing working arrangements 
that, although unconventional, allowed 
to me strike a balance between work and 
home in life that worked for me.

ALB: How do you plan to build up your 
career further going forward?
Suzuki: Although this is somewhat sepa-
rate from my own career, over the past 
five years I have become increasingly 
involved in various initiatives in the firm 
to improve the working environment for 
junior female lawyers. Traditionally, law 
firms tended to be more homogeneous in 
terms of the culture and how all lawyers 
were expected to work and advance 
through the ranks. However, I believe 
firms that embrace diversity and various 
role models to emulate, whether male or 
female, are stronger as an organization.
Tanaka: Having been a parent for six 
years, I feel that children grow up faster 
than you realise. I think these moments 
are precious limited time in a long career 
that continues for 30+ years. Until my 
children need no more support, I think 
I will continue to work as an in-house 
counsel. I hope to become someone who 
will be valued by my internal clients by 
adding value in my own way.

Wang: We find ourselves in a time of 
flux and transition - our clients’ needs 
are diversifying and evolving, as are the 
industries they work in. We can only 
remain their trusted, strategic legal advi-
sors if we truly understand the dynamics 
in which they operate, and the chal-
lenges they are facing. It is important 
to continue building strong external 
and internal networks, stay curious and 
enjoy learning new things to challenge 
my beliefs to remain flexible and open-
minded. A&O’s training programmes 
help create an internal network as well as 
provide legal training. External networks, 
such as Women in Law in Japan, also 
help develop important professional 
relationships.

Maintaining a healthy work-and-
life balance is also very important. A&O 
encourages us to bring our full, authentic 
selves to work, which I think is impor-
tant from a work output and productivity 
standpoint. Looking after yourself is crit-
ical in pursuing success for long-term, 
which will look different for everyone, and 
only you can really know what you want 
your path to look like. I really appreciate 
that A&O offers a wide variety of health 
and wellbeing programmes to make 
sure employees are well taken care of 
holistically.

On a personal level, I hope I can 
continue being a role model to my team 
and peers. My team is nearly 60 percent 
female (50 percent overall for the Tokyo 
office). As a partner, I’d love for those 
considering a long and successful career 
in the law, be it male or female, to take 
some inspiration from my journey, and 
think “I can do this too!” Visible role 
models are an important way to increase 
the understanding of different styles of 
work patterns and career paths. For 
example, seeing that the path to being 
a partner is not always linear.
ALB: What kind of measures do 
Japanese law firms—especially, large 
law firms—need to implement so that 
women can be more successful? If 
there are already measures, what is the 
outlook? Would you share the reason 
why you think so?
Suzuki: In considering measures for our 
firm, we examined those adopted by law 
firms in Europe and the U.S. Specific 
systems, such as shorter working hours 



5ASIAN LEGAL BUSINESS – JAPAN E-MAGA ZINEW W W.LEGALBUSINESSONLINE.COM

or support for daycare, are important. 
On the other hand, the situations that 
lawyers, particularly women lawyers, 
face at different stages of their lives and 
careers—including those periods when 
they are raising children—are diverse. I 
believe the most important considera-
tion is to have flexible systems in place 
that take each lawyer’s desired mid- to 
long-term career paths into considera-
tion and provide support to assist him or 
her in realizing those paths. Our firm has 
introduced a mentorship programme, 
and I greatly value the close communica-
tions I have with mentees.
Tanaka: In recent years, I feel that many 
companies are very serious and eager to 
hire capable lawyers, sometimes offering 
better working conditions (salary and 
working hours) than law firms. While 
large law firms are attractive in terms of 
compensation and the ability to experi-
ence a variety of cases (among others), for 
someone who wants to spend sufficient 
time with one’s family like me, it’s difficult 
to enjoy those merits. I hope that more 
precedents for diverse ways of building 
up careers will be born in large law firms.

It is difficult for large law firms, 
whose profits are mostly earned from a 
client-first mentality and urgent cases, 
to completely meet these needs. But it 
might be beneficial for such firms to have 
a backup system in place. It may be good 
to adopt similar levels of support given to 
in-house lawyers. Also, it may be helpful 
to allow the lawyers to choose fixed time 
work or be exempted from late night 
works, while not drastically reducing 
their compensations. It’s important to 
have financial stability while being able 
to work limited hours. Such systems 
would be the easy way to see whether 
their law firms welcome a balanced way 
in work and life.
Wang: It is important firstly to listen 
to what staff need, and provide suffi-
cient support. The female talent issue 
is part of a broader need for change, 
and that is something which remains 
a key challenge for law firms globally. 
A&O has introduced a series of rigorous 
reporting to measure progress on how 
we are supporting women in the legal 
industry. This includes a target of 50 
percent women lawyers at every level 
below partner, with the firm continuing 

its work to ensure that more women 
progress through to partner candidacy 
to help achieve the ultimate goal of 50 
percent female partners.

We are looking at identifying high 
potential female lawyers earlier in their 
careers, improving discussions around 
career development, increasing the 
level of sponsorship of our women, and 
developing more specific female devel-
opment programmes that complement 
our regular associate development 
framework.

I think achieving better gender 
balance at work and in home roles is 
often heard of in Japan (in recent years) 
as the ageing population has brought 
the issue of elderly care to centre stage. 
Ultimately, the female talent issue is but 
one example of how law firms should 
diversify and how this can benefit both 
the organisation as well as its current 
and future talent pool. It is important 
that, as industry leaders, we do our part 
to create a safe environment that encour-
ages organisations and individuals to 
advocate for change. 

ALB：ご自分の女性のお友達や同僚及び
ご自身の体験として、女性弁護士の労働
環 境をどのように見ておられますか（育
児は無理など）。
鈴木明美、パートナー、長島・大野・常松
法律事務所：要因は様々あると思います。
まずは 法 曹を目 指す女 性の割 合 が少 な
い（2 0 2 0 年で約 2 5 % ～ 3 4 %、日 弁 連 調
べ）ことが挙げられると思いますが、これ
は 他の専 門 的 な職 業 についても同 様の
傾向があるように思います。例えば、医師
のうち女性の割合は2018年の数値で約
21.9%（内閣府男女共同参画局調べ）と
なっています。

裁 判 官・検 事・弁 護 士の法 曹 三 者の
中では、2020年で19.2%と弁護士の女性
比率が最も低いのが現状ですが、その原
因の一つには、規模が小さい法律事務所
が多く（1人及び2人の事務所が全体の約
79% を占めています - 2021年、日弁連
べ）、組織として余裕がないため出産・育
児に対する制度的なサポートがない、あ
るいは限定的であることが挙げられるか
もしれません。

他方で、女性弁護士が身を置く環境
も千 差 万 別であり、また、近 時では 弁 護

士 会や各 事 務 所における女 性 弁 護 士の
ライフイベントに対するサポートも以前よ
り充実してきている面もあると思います。
私の周囲では、ご自身と家族の状況を踏
まえ、弁 護 士としての資 格を生かして企
業や官公庁での勤務を選択したり、法律
事務所の中での時短・在宅勤務を活用し
たりしながら、長期的にキャリアを形成さ
れ、活躍している女性弁護士が多いと感
じています。
田中聡美、弁護士、日本IBM：労働環境は
職場によって大きく異なると思いますが、
一般的には、子育てしながら法律事務所
でパートナー弁護士を目指すのは大変だ
という声は多いです。

まず、女性に限らずですが、法律事務
所で働くということは、一般的には（事実
上）個人事業主として、継続的に依頼して
もらえるよう、クライアント・ファーストで
対応することが重要になります。それは、
仕事の質だけでなく、多くの場合、依頼者
の希望するスケジュール内に対応するこ
とを意味するので、例えば複数の依頼者
から急ぎの対応を求められれ ば、多少無
理をしてでもその全員の期待に応えなけ
れ ばならない場 面 が出てきますし、それ
ができなけれ ば次回依頼してもらえなく
なるリスクも孕んでいます。そうした業務
の性質上、法律事務所での勤務は労働時
間の見通しが効かず、時には週末も働か
なけ れ ばならない状 況 が 常 態 化しがち
で、私も出産前はそういう働き方をしてい
ましたし、そこにやりがいも喜びも感じて
いました。

しかし、子供を持つとそうはいかなく
なりました。特に小さい頃の子供はとても
繊細で依存性が高く、事前にどのようなタ
スクが生じるのかや、自分がどのような状
態になるのかも予想がつきません。いつ熱
を出すかわからないし、いつ自分に移され
て体調不良になるかも、夜泣きで寝不足
になるかもわかりません。そういう不測の
事態があまりに多いので、例えば定期的
なベビーシッター等を頼んでいても突発
的な事態への対応には限界があり、仕事
との調整、特に緊急案件との調整が非常
に難しいように感じました（どちらも緊急
なので）。また、家族と予定を合わせて休
暇を取得していたとしても、自分が担当の
案件や依頼者から緊急対応を求められれ
ば、自身で対応せざるを得ないことも出て
来るため、家族（特に子供）との約束を守
りながら依頼者の期待にも応え続けるの
が大変な側面はあるように思います。

なお、こうした事 態 は 女 性 弁 護 士に
限った話ではないものの、日本社会にお
いては、まだまだ 子育ては女性がメイン
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で配 偶 者の職 場 が男 性の子 育てに理 解
があるとも限らないため、結果的に女性
弁護士の方が「働きづらい」と言う発言が
多く出るのかもしれません。

他 方、企 業 内 弁 護 士の場 合、まず労
働基準法上の「労働者」として、制度上守
られているので、労働時間が所定労働時
間を大幅に超過しないように会社として
管理されていますし、産後であれ ば深夜
労働は法律上禁じられているので、会社
として夜間の国際電話会議が発生するよ
うな案件には他のメンバーをアサインし
なければなりません。有給休暇を取れば、
その日はその人へは連絡してはならない
し、対応は期待できない（なのでバックア
ップの人 へ 連 絡すべき）という認 識 が社
内でも浸透しているので、安心して休むこ
とができます。

また、依頼者が同じ社内の人間であ
ることから、依頼者とのパワーバランスが
法律事務所における依頼者との関係とは
違います。例えば、相 談 へ の回 答 期 限 は
かなり調整が効きますし、予算が取 れれ
ば法務部員の通常業務内で対応できない
ような緊急案件については、外部の法律
事務所を起用するという選択肢もありま
す。

このように、私 生 活の時 間の確 保 が
しやすい点において、企業内弁護士の方
が働きやすいという声は多く、私もそう感
じています。

これは 想 像ですが、「弁 護 士」という
職業について高校生に質問すれ ば、多く
の人は「町弁」のような仕事を回答するの
ではないでしょうか。そして、「町弁」はドラ
マに見るような刑事や民事のドロドロし
た案件や難しい依頼者を相手とするイメ
ージがあるとすれ ば、そうした案 件に苦
手意識を持っていたり、ビジネスに関与し
たいと思う女性の選択肢に弁護士は入っ
てこないことが想像されます。

実際は、ビジネスをサポートする企業
法務なり、会社員や公務員として組織内
で働くという選択肢もあるものの、そうい
う働き方が若い世代には浸透していない
ような気はします。実際、私も自分が弁護
士を目指し始めた頃は企業法務という仕
事はまったく知りませんでした。

な ので、働きやすさもさることな が
ら、弁護士にはかなり多岐に渡る働き方
や活躍のチャンスがあること、そして実際
にそうした分野で活躍している女性も多
くいることを周知することが重要 な気が
します。

シュエ・ワン、パートナー、アレン・アンド・
オーヴェリー外 国 法 共 同 事 業 法 律 事 務

所：確かにまだ弁護士の中で女性の占め
る割合が比較的少ないという印象はある
ものの、少しずつ流 れ が変 わってきてい
るように思います。業界全体として（性別
を問わず）ワークライフバランスが重要視
されつつあり、フレックス制や在宅勤務の
普及も追い風になっていると思います。ま
た、こういったことがメディアを通して注
目されることで、個人や事務所・企業レベ
ルでの「働き方改革」が進めやすくなって
いるのではないでしょうか。

ただ、課題も多く残ります。例えば、依
然として弁護士の労働時間の長さが昇進
や報酬体系を大きく左右するため、これに
よってワークライフバランスの維持が困難
となるケースが多いと思います。しかし国
や地 域、あるいは 各々の経 済 的・社 会 的
状況によってケース・バイ・ケースである
ことが多いため、全体的な公平性を保つ
ことが難しいのも事 実です。特に女 性の
育児・家事負担が重くなりがちな社会で
は、きわめて社会的かつ制度的な課題と
いえるでしょう。

A & O で は 、幸 い なことに、こうした
動きを推進するいくつかの取り組みが行
われています。例え ば、「エマー ジング・
フィーメイル・リー ダーズ（ E m e r g i n g 
Female Leaders）」プログラムでは、優
れたリー ダーとなる素 質 を持 つ 女 性 弁
護士に対し、A＆O内でアクティブなロー
ルモデル に な れるよう支 援しています。
また、ミッド・キャリアの女性達を支援す
る「ステッピング・フォワード（Stepping 
Forward）」プログラムや、若手の女性弁
護士を対象とした「ウーマン・メイキング・
ゼア・マーク（Women Making Their 
Mark）」プログラムもあります。

性 別 を問 わず、ロールモデルとなる
先輩の存在は、「法曹界で成功するとはど
ういうことか」、「家庭生活とのバランスを
取るにはどうすればよいか」を考え直すう
えで大きな助けとなります。私は、これか
らもその一翼を担っていきたいと思いま
す。

ALB：ご自身はこれまで、どのように工夫
してキャリアを積んでこられましたか。ま
た、これまで働き続ける中で、女性である
ことに起因する障害としてどのようなこと
がありましたか。
鈴木：30代で出産した後は、育児の時間
が必然的に増えましたので、夫と二人三
脚で育児をこなしつつ、事務所の先輩弁
護士の助言も頂きながら、自分の特性を
生 か せる分 野 の 仕 事 に 注 力してきまし
た。子供が未就学の頃は、病児保育や家
事支援などにもお世話になりました。

幸いなことに、仕 事 において女 性で
あることに起因する障害を経験したこと
は特段ありませんでしたが、ごく限られた
場面ではあるものの出産前後に依頼控え
に近い状況を経験したことはあります。育
児 中の弁 護 士に対する配 慮 が必 要 な一
方で、いわゆるマミートラックの問題も悩
ましいと感じています。
田 中：私 は 、その 時 々の 自 分 の 状 況（制
約）のもとでも興味が持てて、成長につな
がる経験ができるような環境に身を置く
ようにしてきました。

最 初 は 大 手 法 律 事 務 所で仕 事 中 心
の生活を送り、その後、出産してからは企
業への出向を希望し、ご縁のあった企業
で定 時（9 - 1 7 時）という条 件で働かせて
もらいました。弁護士は私1人という環境
で、先輩弁護士の補助なくM&Aにも関与
させてもらえたので、事務所とは違った形
で成長できたと思っています。

その後も、留学、研修を経て現在の企
業内弁護士の職に就いたわけですが、い
ずれも子供との限られた時間も大切にし
つつ、キャリアを中断せずに成長し続ける
ための自分なりの決断でした。今の職場
も、私 生 活 は 大 切にしながらも法 律 的 、
実務的にチャレンジングな課題に様々挑
戦させてもらっています。

女 性としての障 害ですが、上 述の通
り、法律事務所は、クライアント・ファース
トが期待されており、年次が上がれ ば上
がるほど、担当している案件や依頼者に
対し、自 分 の 代 わりが 効きにくくなる点
が、家庭をもつ弁護士にとってはジレンマ
だと思いました。

私の個人的な経験なので、全てのケ
ースがそうだとは 決して思 いませんが、
私の場合は、法律的に面白い取引案件に
関与したけれ ば、家族との時間か自分の
睡眠時間を犠牲にせざるを得ないと感じ
ました。他方で、私生活を確保しながら定
時での働き方を希 望するならば、法 令リ
サーチや翻訳レビュー等、案件の幅が制
約され、（専門分野にもよるものの）案件
経験数を通じて専門性を高めていきなが
ら、適切な年次でパートナーになるという
中堅～大手企業法務事務所の枠組みに
はフィットしにくいように感じました。

ただ、法律事務所に限定すれ ばそう
いう難しさはある一方で、むしろ弁護士と
いう資 格があるからこそ、多 様 な職 場や
働き方が選択肢としてあり、ライフステー
ジに合わせて転職したり、一度キャリアを
中断しても子育てが落ち着けば戻りやす
い等、女性にとって素晴らしい職業だとも
思います。
ワン：かなりの努力はしてきたと自負して
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います。私自身が多様な文化的背景で育
ったので、常に異文化へ適応・順応をし続
けてきました。これが、国際的なキャリア
を築くうえで大きな力となっています。

仕事、出張、家庭、育児のバランスを
取るには、それなりの苦労がありました。
しかし、多くの経験を通じて学んだのは、
さまざまな場 面 に出 向くこと、積 極 的 に
発 言をすること、その場の自 分に自 信を
持ち（時には「専門家」としての立ち位置
を存分に発揮し）、柔軟かつポジティブな
姿勢を貫くこと。こういった意識や努力で
多くの課題が乗り越えられると実感して
います。

一方では、他のパートナーや同僚、後
輩達、そして自分が東京や国外で築いて
きた女性法律家のネットワークにも、大い
に助けられてきました。例えば、私はA＆O
のパートナー選考に応募する前の10カ月
間 は 産 休を取っていたのですが、そのた
めにキャリアアップやパートナーの選 考
で不利になることは一切ありませんでし
た。A&Oは、慣習にとらわれず、良いワー
クライフバランスを整えるための試行錯
誤に非常に協力的でした。

A&O東京では、育児を中心になって
担う者にも補助的な役割を果たす者にも
支援を提供し、出産を控えた女性所員と
その上司に対して移行をサポートするマ
タニティ・コーチングも行っています。子供
を持つ所員が性別を問わず利用できる緊
急時のベビーシッター・サービスもありま
す。貴重な支援システムであるFamilies
@A&O、A&Out、AccessAbility APACを
通して、インクルーシブ・ポリシー、採用と
人材の保持、研修といった、より広範なビ
ジネス上の課題についても助言を受ける
ことができます。

ALB：今後さらにキャリアを積んでいく上
で、どのようなやり方をしようと考えてお
られますか。
鈴木：自分自身のキャリアとは少し離 れ
ますが、5年ほど前から、後輩弁護士が働
く環境をより良いものにするための各種
の取り組みに関わっており、これらを一層
拡充していきたいと思っています。ともす
るとカルチャーや働き方が同質的な傾向
が強くなりがちな法 律 事 務 所において、
男 性・女 性 を問 わず、いろいろなロ ール
モデルがいて様々な働き方が出来ること
が、組織の強みになると考えています。
田中：子育てをしている中で、子供の成長
は一瞬だと感じます。３０年以上続くキャ
リアの中で、今この瞬間は貴重 だと感じ
ているので、子供の手が離 れるまでは今
のような働き方を継 続し、自 分 なりの価

値の出し方で会社にとって重要な存在に
なっていきたいと思っています。
ワン：状況が目まぐるしく動き、変化するこ
の時代にあって、クライアントのニーズも
各業界も多様化し、進化し続けています。
そんなクライアントの事業環境の変化や
直面する課題をしっかりと把握してこそ、
私達は信頼に足る戦略的な法務アドバイ
ザーであり続けることができるのです。今
後も内外で強固なネットワークを築き、好
奇心と新たな学びを楽しむ気持ちを忘れ
ないことが、柔軟で広い視野を持ち続け
ると言う私の信念にとって大切です。A&O
の研修では、所内でネットワークを築きな
がら法 務 を学ぶことができます。日 本の
Women in Law Japanをはじめとする
所外のネットワークも、重要な人脈づくり
に役立ちます。

加えて、健全なワーク・ライフ・バラン
スを保つことも大変重要です。A&Oは、私
達がありのままの自分を仕事に活かせる
よう後押ししてくれます。これは、私達がよ
り多くの仕事をこなし、生産性を高めるう
えでも大切なことです。

長期的な成功を目指すには、自分を
大切にしなければなりません。何をもって
成 功と言うかは 人それぞれです。自 分が
どのような道を歩みたいか理解している
のは、自分のみです。所員が心身ともに健
康でいられるよう、さまざまな健康とウェ
ルビーイングのプログラムを提供してくれ
るA＆Oには、心から感謝しています。

個人的には、これからも自分のチー
ムと同僚にとってのロールモデルであり
続けたいと思います。私のチームのほぼ6
割は女性です（東京事務所は全体で5割）
。パートナーとしては、男 女を問 わず、法
曹界で長期的なキャリアアップを目指す
後輩が私の経歴に触発されて、「自分もで
きる！」と思ってくれれ ば嬉しいです。さま
ざまな働き方とキャリアパスへの理解を
深 めるためには、目に見えるロールモデ
ルの存在が欠かせません。例えば、パート
ナーへの道のりも、常にまっすぐとは限ら
ないからです。

ALB：日本の法律事務所、とりわ け大手
の法 律 事 務 所 がさらに女 性 の活 躍を可
能にするためには、何が必要でしょうか。
鈴木：当事務所での施策を検討するにあ
たり、より女 性 参 画 が進んでいる欧 米の
法 律 事 務 所 における施 策 なども研 究い
たしました。時短制度や個別具体的な制
度ももちろん置いていますが、弁 護 士が
出 産・育 児その他のライフステージで直
面する状況は様々であり、最も重要なの
は、各弁護士が希望する中長期的なキャ

リアパスを理 解し、それを実 現するた め
の伴 走や後 方 支 援 をする体 制では ない
かと考 えています。その 意 味 で、私 自 身
は、柔軟なメンター制度が重要と考えて
おり、実際に当事務所でも実施していま
す。
田中：近時の傾向を見ていると、企業の多
くは 弁 護 士の獲 得 に向 けて熱 心で、（報
酬、勤務時間の面で）法律事務所に比し
て好条件を提示するところも少 なくあり
ません。大手法律事務所は、豊富な実務
経験を積 めるという点と、報酬面におい
て魅力がある一方（もちろんそれ以外の
魅力もありますが）、私のように家族との
時間を確保したいという人にとっては、こ
の魅力を享受しづらい面があります。そう
いう場合の法律事務所内でのキャリアの
積み方について、もっと前例が増えると良
いなと思います。

クライアント・ファーストで、大型・緊
急案件が事務所の収益の大きな柱である
大手法律事務所において、こうした弁護
士のニーズに完全に応えるのは簡単では
ないと思うものの、バックアップ体制を充
実させるという対応は有効かもしれませ
ん。

施 策 は 難しい課 題 だと思いますが、
金銭面において企業で採用されている対
応に劣らないよう制度を導入することは
重要かもしれません。子供が小さい間は
固 定 時 間や夜 間 対 応 不 可 な働き方を選
択しても、極端に報酬が減額されない仕
組 みを作ることは 有 効 な気 がします。働
ける時間に制約がある間の経済面のサポ
ートは結構重要です。

金銭面での待遇は、家庭を持ちなが
ら働くことが歓 迎されているのかどうな
のかを感じる上でわかりやすい指標にな
ると思います。
ワン：まずはスタッフの声に耳を傾けてニ
ーズを把握し、十分な支援を提供するこ
とが大切です。女性の活用は、求められて
いる大きな変 化の一 部にすぎません。そ
の変化は、世界中の法律事務所が直面し
ている幅広い課題の中の1つです。

日 本では、職 場と家 庭におけるジェ
ンダーバランスの向 上 がよく話 題になり
ますが、高 齢 化 が進むにつれ、高 齢 者の
介護問題もクローズアップされています。
女性人材の活用は、結局のところ、「どの
ように多 様 化を推 進し、それを組 織と現
在および将来の人材プールの充実に役立
てるか」という、法律事務所が直面する課
題の一例にすぎません。私達が業界のリ
ーダーとしてすべきことは、組織と個人が
安心して変化を提唱できる環境づくりに
貢献することです。
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TALL ORDER

遠い目標

Japan is currently the country with the worst gender pay gap in 
the Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD), and Prime Minister Fumio Kishida recently called on large 
companies to close it. While some lawyers are optimistic that this 
will happen, others are less so, due to Japan’s archaic labour laws 
and regulatory structure.

岸田文雄首相のイニシアチブにより、今夏から大企業に対して男女間の賃金
格差開示が義務化された。これによってOECDで最低という日本の状況が改
善するという期待を持つ弁護士がいる一方で、他の労働関係法と併せた全
体の法体系の変更が必要だという意見もある。

BY MARI  IWATA

QUESTION:

WHAT IMPACT DO YOU EXPECT FROM PRIME MINISTER 
KISHIDA’S POLICIES TO ADRESS JAPAN’S GENDER PAY GAP? 
WHAT CAN LAW FIRMS DO TO HELP NARROW THE GAP?

質問

岸田首相のこの施策をどのように評価されますか。また、男女の収入格
差について法律事務所が果たせる役割を教えてください。

Akiko Yamakawa,
Partner,
Vanguard Tokyo
山川亜紀子、
パートナー、
Vanguard Tokyo
法律事務所

According to the Ministry of Health, 
Labour and Welfare, in 2020 there was 
a 26 percent wage difference between 
men and women. This is because women 
are often in non-regular and low-paid 
positions, and they are often not in higher 
positions that come with higher salaries 
even if they work in an organisation as 
regular staff.

Prime Minister Kishida’s measure 
of disclosure of the gender pay gap is 
commendable as it has made it manda-
tory to rectify this gap. Since it only 

applies to large companies, we won’t 
see a major social impact immediately. 
However, customarily, this type of reform 
in the legal system trickles down from 
large companies to medium and small 
companies over time. Therefore, it will 
apply to all companies over a certain 
period and, eventually, it could narrow 
the wage difference.

As for what law firms can do to help 
narrow the gap, it is important they 
themselves further improve work life 
balance within the firms first. It would 
give them deeper understanding of the 
importance and know-how on how to 
lower the gap.

Nevertheless, there is as much 
as a 20 percent gap in the employed 
population of men and women, and 
women’s rate of part time employment 
that are not protected rigorously by the 

Labour Law unlike permanent posi-
tion is roughly half whereas men’s are 
at about a-quarter. So, in the future, 
the promotion of measures to provide 
working environments for women 
centered around childcare support will 
be needed. 

厚生労働省によりますと、男女の賃金格
差は2020年で26%もあります。これは、
女性が比較的賃金の低い非正規雇用で
ある場 合が多いことと、同じ組 織で働い
ていても高い地位すなわち給与の高い地
位についている場合が少ないためです。

岸田首相による男女間賃金格差の開
示は、これを是正することを目的として義
務 化したことを評 価します。対 象 が大 企
業に限られていますから、当 初から大き
な社会的変化は予想されませんが、この
ような法制度の改革は、大企業から中小
企業、やがて全企業へと対象が広がって
いくのがこれまでの日本の行政のやり方
なので、いずれ男女の賃金差は狭まって
いくものと考えられます。

とは 言っても、男 女の就 業 人 口の差
は20%もあり、しかも非正規雇用の割合
は 女 性が半 数を超えているのに対して、
男性は4分の1程度ですから、今後も引き
続き育児支援を中心に女性の働く環境を
整備する政策の推進が求められます。

Tsuyoshi Omura,
Partner,
Miura & Partners
大村 剛史、
パートナー、
三浦法律事務所

I understand that, since the wage gap 
between men and women is currently 
larger compared with that outside 
of Japan, the difference in men’s and 
women’s wages has now been disclosed 
as a measure to reduce this gap as much 
as possible.

Disclosing this information will serve 
as a basis for job seekers to select work, 
and since companies will take this point 
into consideration, it could indirectly 
aid in the rectification of the wage gap 
between men and women.

However, this disclosure alone 
wouldn’t narrow the gap in wages 
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directly (due to other legislation that 
hampers women from working full time). 
In order to actually narrow the gap, it is 
important that companies avail them-
selves of this opportunity to change their 
way of thinking and move toward the 
diversification of human resources and 
how work is performed, and taking on the 
initiative to rectify the wage gap.

In the long run, I do not believe that 
mandatory disclosures only will eliminate 
the gender gap in salaries unless there 
are significant changes in the overall 
employment system in companies in 
Japan, including the hiring, promoting, 
human resource training, maternity and 
childcare leave system, and system of 
wages.

I believe that our role as a law firm 
will be to support companies in their 
transformation efforts to achieve this in 
a lawful manner. 

現在、男女の賃金格差が諸外国と比較す
ると大きいことから、それをできる限り小
さくするための一つの方策として、今回、
男女の賃金格差を開示義務化したと理解
しています。

この点、開示がなされれ ば、例えば、
求職者の選択基準になるため、企業がそ
の点に留意することになるので、間接的
に男 女 賃 金 格 差の是 正の一 助とは なる
可能性はあります。

但し、開示そのもので、直接的に男女
の賃 金 格 差の是 正 がなされるわ けでは
ないため、実際に賃金格差を是正するた
めには、今回の開示義務化を契機に、企
業 が人 材や働き方の多 様 化 に向 けて意
識改革を進め、男女の賃金格差の是正に
取り組んでいくことが重要となっていくも
のと思われます。

そうは 言っても、賃 金 格 差の開 示 義
務化だけで給与の男女差が解消されるこ
とはないと考えます。これに加えて、日本
の企業における採用、昇進、人材育成、産
休・育休制度、賃金制度の仕組みなど、各
企業の雇用システムそのものを大きく変
化させていくことが、給 与の男 女 格 差の
是正、解消のポイントになると思われると
ころ、日本の労働条件や雇用制度を大き
く変更すること自体が法的に難しい側面
も多々見られ、抜本的な変化をすること
は軽々にはできないように思われます。

企業がその変革を行っていく中で、い
かに適法 な形でこれを実現できるかを、
一緒にサポートしていくことが法律事務
所として果たせる役割と考えています。

Yumiko Ohta, partner,
Orrick, Herrington &
Sutcliffe LLP
Tokyo Law offices,
a gaikokuho joint
enterprise
太田祐美子、パートナー、
オリック東 京 法 律 事 務
所・外国法共同事業

Pay equity (the principle of equal pay for 
work of equal value) is the notion that, on 
the basis of job duties, equal pay must 
be given to work of equal value. It was 
originally a principle aimed at resolving 
the gender pay gap.

The “equal pay for equal work” 
principle introduced in Japan under the 
previous administration of Prime Minster 
Shinzo Abe was, uniquely in the context 
of Japan, intended to address unequal 
pay between regular and contingent 
employees, and was not intended to 
address specifically unequal pay between 
the genders.

The implementation of the instant 
disclosure obligations of pay discrepan-
cies between the genders is the first step 
in Japan toward Pay Equity.

The calculation method takes into 
account international standards and 
companies must disclose with respect to 
the discrepancies in aggregate compen-
sation between the genders for (1) all of its 
employees, (2) among regular employees 
and (3) among contingent employees. 
It is notable that compensation compo-
nents such as overtime pay, various 
benefits and bonuses are included.

By quantifying gender pay gaps and 
requiring companies to disclose them, 
the expectation is that the disclosures 
would serve as impetus for companies 
to seriously think about why pay gaps 
occur and how the gaps can be reduced, 
and that, further down the line, based 
on the numerical data disclosed, addi-
tional measures would be put in place 
so that women will be able to earn fair 
compensation. 

Pay Equity（同一価値労働同一賃金原
則）とは、職務を基準として、同一価値の
労 働 に対して同 一の賃 金 を支 払 わ なけ
れ ばならないという考え方であり、男 女
の賃 金 格 差 解 消を目 的に生まれた原 則
です。安倍政権下で日本で導入された「同
一労働同一賃金」は、正規と非正規の待
遇格差を対象とした日本独自の概念であ
り、男女の賃金格差に切り込んだもので
はありませんでした。

今 回の男 女 賃 金 差 異の情 報 公 開の
義 務 化 は、日 本におけるPa y Eq u i t y へ
の第一歩です。算出方法において国際基
準が考慮されており、企業は、(1)全従業
員 、( 2 ) 正 規 、( 3 ) 非 正 規それぞれについ
て、男女の総賃金の差異を公表しなけれ
ばならず、時間外勤務手当、各種手当、賞
与等が含まれる点に注目しています。男
女の賃金格差を数値化し、公表すること
を企 業に義 務 付 けることにより、な ぜ格
差が生じているのか、どうしたら格差を縮
めることができるのかを企業が真剣に考
える契機になることが期待されるととも
に、いずれは、公表された数値に基づき、
更なる対策が取られ、女性が正当な賃金
を得られるようになることを期待していま
す。Im
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Sports, media and entertainment 
is a decades-old practice area that was 
relatively unexplored in Japan until 
recently, despite the country’s richness 
in cyber-friendly intellectual property 
like comics, animation and video games. 
However, the demand for legal advice in 
this area has been gaining traction as the 
metaverse becomes more widely recog-
nised as a source of new businesses. 
This is the result of new technologies, 
including technologies related to the 

third generation of the web, or Web 3.0., 
and the wider adoption of work-from-
home brought about by the COVID-19 
pandemic.

Web 3.0 uses artificial intelligence 
and machine learning and makes it 
possible to understand information in 
the way humans do. This characteristic 
allows more realistic and richer experi-
ences in cyber space, the metaverse.

In the metaverse, users can create 
avatars of themselves and buy items of 

virtual fashion such as shirts, dresses 
and shoes and put them on; create 
their own homes and decorate it with 
purchased items such as furniture and 
art; become athletes and play sports; 
become a character in video games and 
acquire gaming items and use them in 
the games; communicate with other 
people’s avatars and make friends or 
join a circle of friends or a team.

Many businesses and people are 
now entering the metaverse. The value 

BY MARI  IWATA

 FEATURE

NEW LEGAL HORIZONS

メタバースが切り拓く新境地

The global market for virtual reality applications and the metaverse has exploded thanks to the 
development of new technologies and more work-from-home. Alongside, demand for related legal 
advice has risen sharply. Law firms entering the space have to equip themselves to tap the new 
opportunities, while those with experience are strengthening their capabilities.

新たな技術の進歩やリモートワークの受容を受けてメタバースの世界市場が急激に拡大する中、法的助言の需要も
急増している。この分野への参入を図る法律事務所が、新たな機会を捉えるべく体制を整える一方で、経験豊富な事
務所も対応能力の強化を進めている。
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of the global market is estimated to have 
reached $47.9 billion in 2020 and is 
expected to experience an annual growth 
rate of 39.4 percent through 2030 to top 
$678.8 billion, according to research and 
consulting company Strategic Market 
Research in the U.S.

NEW PRACTICE GROUP
Japan’s Big Five firm Anderson Mori & 
Tomotsune launched AMT Metaverse 
Legal Study Group in April, to focus on 
e-sports and entertainment.

“The arrival of Web 3.0 technolo-
gies and businesses using blockchain 
– that enables the creation of NFTs (non-
fungible tokens) among other things – is 
leading to the emergence of businesses 
regarded as a new economic sphere and 
have attracted significant global atten-
tion,” says AMT Partner Takeshi Nagase.

The emergence of multiple virtual 
worlds, such as the one in the “Second 
Life” virtual game, and “further growth in 
user participation in the virtual space and 
associated economic activities is widely 
expected.”

Experienced law firms are also 
putting more focus on these new devel-
opments.

Another Big Five firm, TMI 
Associates, launched its sports, media 

and entertainment practice group back 
in 1990 and was one of the first law firms 
in Japan to become heavily involved in 
this area. It saw the potential of the 
e-entertainment-related legal sector, 
particularly in film, music, broadcasting, 
advertising and events.

“In the last decade we saw a striking 
increase in the number of interactive 
services that distribute entertainment 
and sports content over the Internet, 
in which viewers can enjoy using their 
mobile devices and consumers can 
also participate, thanks to the dramatic 
progress in the communications environ-
ment represented by 5G technology,” 
say TMI partners Atsushi Igarashi and 
Tomohiro Tohyama.

BRIGHT OUTLOOK IN EVOLUTION
Nagase feels the outlook for legal 
services related to the metaverse is 
bright, given how many Japanese organi-
sations, including some of the biggest 
corporate names, are jumping on this 
bandwagon.

One example is Sony, which has 
launched new devices for the metaverse, 
including dedicated headphones and 
monitors as part of an attempt to diver-
sify its revenue, which until recently 
depended mainly on physical gaming 
devices.

Other examples are the Osaka-
Kansai Expo in 2025 and the 20th 
Asian Games of Aichi-Nagoya in 2026. 
The Osaka Expo plans to include a 
metaverse world as part of the event 
that will allow participants to explore 
a virtual city of Osaka. Nagoya industry 
associations are discussing ways to 
make it possible for supporters of the 
Asian Game to participate in e-sports 
concurrently.

TMI expects these events to drive 
demand in the space.

“In Japan, with the Osaka-Kansai 
Expo scheduled for 2025 and the Aichi-
Nagoya Asian Games scheduled for 
2026, the demand for legal services in 
the entertainment and sports fields will 
continue to increase,” say Igarashi and 
Tohyama.

METAVERSE & E-SPORTS
That said, keeping up with new and 
rapidly evolving technology along with 

the subsequent regulations, for which 
there is no existing blanket law in Japan, 
can be a tough task.

“Legal services we provide in this 
area have changed due to (ever-devel-
oping) new technologies. With the 
current emergence of various Web 3.0 
services, such as the metaverse and 
NFTs, the entertainment sector is also 
facing a variety of new legal challenges,” 
they say.

AMT is now putting special focus 
on e-sports as well as cross-border 
e-commerce using avatars.

“These developments have put legal 
considerations relating to virtual spaces 
in the spotlight, and industry observers 
are gradually recognising the need to 
regulate such activities,” Nagase tells.

To tackle the challenges without 
delay, AMT’s approach has been to invite 
outside specialists to their teams to deal 
with specific cases.

“Members of this study group are 
not limited to attorneys of our firm but 
include external consultants and industry 
experts involved in virtual space projects, 
as well as relevant members of govern-
ment ministries and agencies engaged 
in the regulation of virtual spaces. One 
of the key areas of focus for the study 
group is the analysis of legal issues and 
questions currently being explored by 
corporations and government minis-
tries,” Nagase says.

And because virtual spaces and 
related technologies are in constant 
flux, the necessary legal expertise is not 
limited to the treatment of digital assets 
in the virtual space, says Nagase.

“More specifically, besides advising 
on laws relating to IP and the protec-
tion of privacy, and data protection of 
users who conduct transactions in the 
cyber space through avatars, we also 
advise on, among others, cyber space-
related e-commerce rules in the cross-
border context, the legal characteris-
tics of digital assets in the form of NFTs 
minted on blockchains, and relevant 
financial regulations in the adoption of 
blockchain-backed digital tokens as a 
means of payment in cyber space,” says 
Nagase. “As virtual spaces involve no 
physical locations or borders, we believe 
the need for legal advice on the linkage 
of economic activities in virtual spaces 
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to the real world for tax purposes will 
increase.” 

スポーツ・メディア・エンターテイン
メントといった分野は、長年、提供されて
いるプラクティス・エリアだが、日本は漫
画・アニメ・テレビゲーム等、サイバー空
間との親和性が高い知的財産（IP）を豊
富に持つ国でありながら、この分野は近
年までそれほど開拓されてこなかった。し
かし、新型コロナウイルスの感染拡大に
より自宅で長い時間を過ごす人が増える
一方で、Web3.0（第3世代のウェブ・テク
ノロジー）等の新しい技術が登場し、メタ
バースが新たなビジネス機会として注目
され始め、この分野での法的助言の需要
がここ最近高まっている。

Web3.0は人工知能（AI）やそれによ
る学習機能を活用した技術で、人間に近
いレベルでの情 報 理 解を可 能とし、サイ
バー空間、すなわちメタバースでの、より
リッチでリアルな体験を提供できる。メタ
バースでは、ユーザーが自身のアバター
を作成して、シャツ、ドレス、靴といったバ
ーチャル・ファッション・アイテムを購入し
てアバターに着せたり、自分の部屋を作
って家具やアートを購入して飾ったりでき
る。他にも、アスリートになってスポーツ
ゲームをプレイしたり、ゲームのキャラク
ターになって獲 得したアイテムをゲーム
内で使ったり、他の人のアバターと交流し
て友達を作り、友人同士のサークルやゲ
ームのチームに参 加したりといったこと
が可能だ。

今 や、こうした 機 能 に 注 目した 多く
の企業や人々がメタバースに参入してい
る。米国の調査コンサルティング企業スト
ラテジック・マーケット・リサーチは、メタ
バース市場の規模は2020年に全世界で
479億ドルと推定し、2030年まで年平均
成長率39.4%で拡大し続けて6788億ド
ルに達すると予想している。

法律事務所で新チームを
日本五大法律事務所のひとつであるアン
ダーソン・毛利・友常法律事務所（AMT）
は 、e ス ポ ー ツとエンター テインメント
に 特 化した 研 究 および法 的 助 言 を行う

「 A M Tメタバース法 務 研 究 会 」を今 年 4
月に設置した。「Web3.0テクノロジーと
ブロックチェーン（非代替性トークンNFT
等の作成等を可能にする技術）を使った
ビジネスが登場して、新たな経済圏と見
なされるようになり、世界的にも大きな注

目を集 めています」と同 事 務 所のパート
ナーである長瀨威志弁護士は語る。また、
こうした流れのなかでバーチャルの世界
に「セカンドライフ」のようなメタバースが
生まれ、「バーチャル空間に参加するユー
ザー数、そして関連する経済活動の拡大
が広く期待されています」とも言う。

一方、この分野での経験豊富な法律
事務所も、新たな展開への対応に力を入
れている。同じく五大法律事務所の一角
を占 めるT M I 総 合 法 律 事 務 所 は 、1 9 9 0
年にスポーツ・メディア・エンターテイメン
ト関連の法務を担うグループを設置して
おり、日本でこうした分野に深く関与する
法律事務所としては先駆的な存在だ。同
事務所は、eエンターテインメント関連で
も、特に映画、音楽、放送、広告、イベント
といった業界の法務に可能性を見出して
きた。TMIのパートナーである五十嵐敦弁
護士と遠山友寛弁護士は、「この10年間
で、インターネットを通じてエンターテイ
ンメントやスポーツのコンテンツを配信す
る双方向のサービスの数は大幅に増加し
ました。視 聴 者 はモバイル端 末でコンテ
ンツを楽しむだけでなく、自ら参加するこ
ともできるようになっています。これを可
能にしたのが、5Gをはじめとする通信環
境の飛躍的な進歩です」と述べる。

進化の中に明るい兆し
日本でもメタバースが大企業をはじめと
する多くの事業にようやく利用されるよう
になってきており、長瀨弁護士は、関連す
る法務需要の見通しは明るいと考えてい
る。

ソニー はその好 例 だ 。同 社 はメタバ
ース用に特化したヘッドフォンやモニター
等を発売し、これまで主にプレステなどの
物理的なゲーム機に依存していた収益の
多様化を図っている。また、2025年に開
催される大阪・関西万博と、2026年開催
の第20回愛知・名古屋アジア競技大会も
好例となりそうだ。大阪万博では、実際の
万 博 開 催と共にメタバースも立ち上 げ、
視聴者がバーチャル大阪を探索できるよ
うにする。また、名古屋大会では、協賛す
る各種業界団体等が、サポーターが競技
と同 時にeスポーツを楽しめるような仕
組みを作れないか議論を進めている。

T M I は 、これらイベントの 効 果で今
後数年間に需要がさらに大きく伸びると
予測している。五十嵐弁護士と遠山弁護
士は、「日本では2025年に大阪・関西万
博、2026年に愛知・名古屋アジア競技大
会の開催が予定されており、エンターテイ
ンメント・スポーツ分 野での法 務 需 要 は
今後も高まってゆくでしょう」とする。

メタバースとeスポーツ
とはいえ、日進月歩で進化している新た
な技 術と、それを追って制 定される規 制

（現 時 点で日 本 には 包 括 的 な 法 律 は 存
在していない）を、すべて把握するのは容
易ではい。

「この分野の法務は、（次々と開発さ
れる）新たな技術に合 わせて変化してき
ました。メタバースやNFT等、Web3.0関
連の様々なサービスが誕生している今、
エンターテインメント部 門 もこれまでに
なかった 多 様 な 法 的 課 題 に 直 面してい
ます」と五十嵐弁護士と遠山弁護士は述
べ、TMIはそこに新たに焦点を絞っている
という。

AMTはeスポーツや、アバターを活用
した越境ECに特に力を入れている。「こう
した分 野 が発 展するにつれ、バーチャル
空間関連の法的側面が注目されるように
なり、そこでの活 動に対する規 制の必 要
性についても業界や政府など関係筋で徐
々に認識されてきています」というのが長
瀬弁護士の見解だ。

こうした新課題に迅速に対応するた
め、AMTは各ケースの内容に応じて外部
の専門家をチームに迎えるというアプロ
ーチを取っている。「研究会には、当事務
所の弁 護 士 だ けでは なく、バーチャル空
間のプロジェクトに関 わっている外部の
コンサルタントや業界の専門家、さらには
関係省庁でバーチャル空間関係の規制に
関わっている方々にも加わっていただい
ています。この研究会が特に重点を置い
ているのは、企業や政府省庁がその時々
で検討している法的課題・問題の分析で
す」と長瀬弁護士は言う。

バーチャル空間とそこに関連する技
術は絶えず変化しているため、必要な法
的専門知識の範囲も、バーチャル空間に
おけるデジタル資産の取り扱いにとどま
らないと長 瀨 弁 護 士 は 述 べる。「助 言の
範囲は、知的財産、プライバシー保護、ア
バターを通じてサイバー空間で取引を行
うユーザーのデータ保護だけにとどまり
ません。私 共 は 、サイバー 空 間での越 境
E Cに関する規 定、ブロックチェーン上で
作成されたNFTという形態でのデジタル
資産の法的特性、サイバー空間での支払
い方法としてブロックチェーン・ベースの
デジタルトークンを採用する際に把握し
ておくべき金融関連の規制等についても
助言を行っています。バーチャル空間には
物理的な位置や境界が存在しないため、
そこでの経済活動をリアルの世界での税
制に結 びつける際の法 的 助 言の必 要 性
が高まってくると考えています」（長 瀨 弁
護士）
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It has been more than 17 years 
since the Japanese government launched 
a plan to make intellectual property a 
growth driver of its economy. With 
fanfare, the government established 
the Intellectual Property High Court to 
speed up the processing of an expected 
surge in IP lawsuits.

Contrary to expectations, however, 
the number of IP cases has remained 
low. The number of new IP cases in 
Japanese district courts in 2021 was 611, 

only a slight rise from the 567 recorded 
in 1997 according to High Court statis-
tics. Something similar can be seen 
internationally, an arena in which many 
companies do not have comprehensive 
IP strategies to protect and utilise their 
technologies.

One good example of the type 
of retroactive moves big Japanese 
companies are making is Nippon Steel’s 
lawsuit in October 2021 against Toyota 
Motor and China’s Baoshan Iron & Steel 

alleging infringement of patents for 
production technologies related to a 
key device for electric vehicles. This 
dispute could have been prevented if 
Nippon Steel had obtained Chinese 
patents for the technologies, lawyers 
say.

Akiko Araki, the managing partner 
of Araki International IP & Law, says 
Japanese companies, unlike those in 
places like the U.S., have been less 
proactive in using their own IP assets 

BY MARI  IWATA

 FEATURE

A PROACTIVE APPROACH TO IP

先手を打つIP戦略

Japanese companies have traditionally been slow when it comes to proactively protecting and utilising 
their intellectual property. However, this is changing as an increasing number of organisations take 
notice of the importance of IP strategy.

日本企業は、自社の知的財産を保護・活用するための予防的な対策をそれほど積極的には取っていない。だがこのと
ころ、国際的に事業を展開する企業が知的財産戦略の重要性に気づき始めている。この分野で経験豊富な弁護士が不
足しているという問題はあるものの、こうした風潮を後押しし、新たな機会を見出している法律事務所も存在している。

Im
ag

e:
 Ji

rs
ak

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



14 ASIAN LEGAL BUSINESS – JAPAN E-MAGA ZINE OCTOBER 2022

globally. However, she says “in recent 
years, more Japanese companies have 
been recognising that IP are important 
assets created as a result of corporate 
R&D investments, and they have been 
trying to further use these assets in 
global markets in various proper ways 
such as licensing and alliances.”

Han Xu, counsel of Ropes & Gray, 
echoes Araki’s observation.

“Japanese international companies 
tend to have strong IP portfolios, but 
they may be under-utilised. It will be 
increasingly important for such compa-
nies to protect and enforce their IP assets 
against others from freely using their 
technologies.”

Shogo Matsunaga, a partner at 
Sonderhoff & Einsel Law and Patent 
Office, believes a commitment to IP 
strategy by management is crucial.

“Unlike Western companies, 
Japanese firms rarely have professionals 
who are involved in management at 
executive levels. It is also rare to see 
managers and IP departments work 
closely together or communicate with 
each other on a daily basis. It is impera-
tive that the management mindset 
changes for IP department resources to 
be better utilized,” Matsunaga says.

HUMAN RESOURCES
Some big companies have started to take 
IP strategy more seriously, though.

For example, chemical materials 
giant Asahi Kasei announced a three-
year growth plan earlier this year. In the 
plan, one key area of focus is IP. It has 
also created a dedicated IP division. 
“The effective utilisation of IP will play 
an important role in achieving the growth 
strategy,” the company said in a state-
ment.

Another example is major food 
and beverage maker Kirin Holdings. It 
disclosed its first detailed IP strategy 
report in June.

These are encouraging signs, but 
there is a big challenge: the scarcity of 
human resources.

Some sophisticated Japanese 
companies have built up and engaged 
in proactive global IP strategies over the 
past several years, but their know-how 
and experiences have not been widely 
shared internally and externally due to 

low mobility of human resources typically 
seen in Japan.

“I myself have been very interested 
in international IP issues from when I saw 
firsthand during my time as a law student 
in the U.S. After coming back to Japan, I 
engaged in cross-border IP licensing as 
an in-house counsel, which was an impor-
tant milestone of my career,” Araki says.

However, at least by now, “interna-
tional IP transactions were not very much 
a thriving practice for outside counsels 
in this country. Therefore, there are not 
many young lawyers who enter this area. 
We have to somehow develop a bigger 

human resource pool to support such 
companies in cross-border licensing and 
other IP transactions,” Araki notes.

In hiring new IP lawyers, “we gener-
ally recommend our candidates spend 
significant time working in the U.S. to 
develop IP litigation experience on the 
ground, including conducting deposi-
tions and attending trials,” Xu says.

Xu suggests companies and law 
firms cooperate.

“Secondments are also great ways 
for international law firms and Japanese 
companies to train their personnel, 
exchange knowledge and build relation-

ships. For example, Japanese compa-
nies can seek opportunities to second 
their IP employees to international 
law firms for training in IP litigation, or 
have international lawyers (loaned from 
outside law firms) spend time working 
in-house to train their employees,” says 
Xu.

“IP assets enforcement helps to 
realise value from portfolios that a 
company has spent significant invest-
ment to develop (including R&D and 
maintenance), particularly for IP that 
covers pioneering technologies. More 
importantly, IP litigation can validate the 
strength of the company’s IP. IP assets 
that have been successfully litigated in 
major jurisdictions such as the U.S. are 
generally recognised as the most valu-
able (and honoured by other companies). 
In addition, IP litigation demonstrates 
a company’s willingness to enforce its 
IP assets, which Japanese companies 
have traditionally not been known for,” 
Xu adds. 

日 本 が知 的 財 産 を経 済 成 長 の原
動 力とする取り組みを開 始したのは、今
から17年以上も前のことだ。政府が知的
財産訴訟の増加を見込み、裁判手続きを
迅速化させるため、知的財産高等裁判所
を鳴り物入りで設立した。

だが予想に反して、知的財産関連の
訴訟件数は低水準で推移している。知的
財産高等裁判所によると、日本の地方裁
判所における2021年度の新規知的財産
訴訟件数は611件で、2012年度の567件
からの増加は僅かにとどまっている。また
自社の技術を国際的に保護・活用するた
めの包括的な知的財産戦略を策定してい
る企業も多くはない。

荒 木 法 律 事 務 所 の代 表 を務 める荒
木昭子弁護士は、米国などと比較して、日
本では、これまで、グローバルマーケット
における知 的 財 産の戦 略 的 活 用にはあ
まり積極的では ない傾向があった、と言
う。しかし、「近 年、知 的 財 産 は 自 社の研
究開発投資の結果として生み出された有
用な資産であるとの認識が浸透し、これ
をライセンスやアライアンスなど適 切 な
方法でグローバル活用していくという動
きが増えてきています」

例えば日本の大企業による後手に回
った対応のひとつに、日本製鉄が昨年10

“Secondments are
great ways for

international law firms
and Japanese companies
to train their personnel,

exchange knowledge
and build relationships.”

- Han Xu, counsel, Ropes & Gray

「出向も、国際法律事務
所と日本企業が人材を育
成し、知見を共有し、関係
を構築することができる、

優れた方法です」
- ハン・シュー、カウンセル、ロープス＆グレー
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月、トヨタ自動車と中国の宝山鋼鉄を、自
動車の電動化に必要不可欠な部品に使
われている鋼板生産技術の特許を侵害し
たとして提訴した件がある。この紛争につ
いては複数の弁護士が、日本製鉄が中国
でこの特許を取得していれば防げたはず
だという見解を示している。

ロープス＆グレー外国法事務弁護士
事務所でカウンセルを務めるハン・シュー
弁護士も、荒木弁護士と同意見だ。「日本
の国際企業は優れた知的財産を持ってい
てもそれを十分に活用できていない場合
が多いのではないでしょうか。そうした企
業にとっては、自社の知的財産権を保護
し、自社の技術を自由に使用している他
企業に対し権利行使を行うことが一層重
要になってくるでしょう」とシュー弁護士
は述べる。

「知財ポートフォリオの構築、特に先
駆的 な技術分野の知財となれ ば研究開
発や保 守 などに多 額の投 資 が必 要です
が、知的財産権の行使はこれらポートフォ
リオの収益化に役立ちます。また、知財訴
訟により、自社の知的財産の強みを立証
できるというのが大きなポイントです。米
国のように重要な法域での訴訟に成功し
た知的財産は、非常に価値が高いと広く
認識されることになります。また、訴訟を
することで、知的財産権を行使するという
企業の意思を示すことにもなります。積極
的な権利行使のイメージは、これまで日
本企業にはあまりありませんでした」と、
シュー弁護士は言う。

ゾンデルホフ＆アインゼル法 律 特 許
事務所パートナーの松永章吾弁護士は、
経営陣によるIP戦略への関わりが欠かせ
ないと言う。「欧米企業と異なり、日本企

業では経営に携わる役員クラスに知財の
専門家がほとんどみられません。また、経
営者と知財部門が密接に連携し、日常的
にコミュニケーションを取っている例も稀
です。知財部門のリソースをより有効に活
かすにはこの状況を変える必要がありま
す」

とは言え、大手企業の中には知的財
産戦略を真剣に検討し始めているところ
もある。化学・素材大手の旭化成が今年
発 表した3ヵ年の中 期 経 営 計 画では、知
的財産が重要な要素のひとつに位置づけ
られており、これに特 化した部 署 も新 設
された。同社は「知的財産の有効活用は、
成長戦略を達成する上で重要な役割を果
たすだろう」と述 べている。また、大 手 食
品・飲料メーカーのキリンホールディング
スも、知的財産に関する詳細な戦略報告
書を今年6月に初めて公開した。

人材難の克服を
このような動きの一方で、人材不足という
問題もある。グローバルの知財戦略に積
極的に取り組む日本企業もあったが、ごく
限られた人材が担当しており、ノウハウが
広 範 囲に浸 透しづらかったからだ。荒 木
弁護士は「私自身、国際的な知財問題に
関 心を持ったのは、米 国 留 学 時に、米 国
では知的財産ライセンスを専門とする弁
護士が活躍していることを知ったことがき
っかけでした。帰国後に企業内で実際に
クロス・ボーダーのライセンス業務に従事
したこともキャリア形成の大きな転機と
なりました」と語る。

ただ、少なくとも現時点では「日本で
は 知 的 財 産のグローバル活 用の分 野を
専門の柱としようとする日本の若手弁護

士はまだ限定的です。国際的な知財戦略
の重要性を認識する企業も増えてきてお
り、日本のマーケットで、米国などの海外
の弁 護 士と対 等に知 財 関 連の契 約 交 渉
を行うことができる弁護士人材を増やし
ていく必 要 があります」と荒 木 弁 護 士 は
指摘する。

またシュー弁護士は、新人の知財担
当弁護士を採用する際には、「通常、候補
者には米国でそれなりの期間を過ごし、
証言録取や裁判への出廷など、知的財産
訴訟の経験を現地で積むように勧めてい
ます」と言う。

荒木弁護士によれ ば、国際案件の経
験豊富な外部法律事務所の弁護士と協
働するのもひとつの方法だ。「日本の企業
文化を知る日本の弁護士が、日本企業と
外国企業の橋渡しとなることで、交渉を推
進できる場面は多いと考えています。海外
での訴 訟も見 据えると、日 本のみならず
海外現地の専門家も含めた国際的なチー
ムを構築することも重要です。このような
分野を専門とする日本の弁護士はまだ多
いわけではありませんが、私は、これまで
の経験を活かし、クライアントや知財業界
の仲間と協働して、日本の知財業界のノウ
ハウの蓄積に貢献しようとしています」

シュー弁護士も荒木弁護士同様、企
業と法律事務所の協働を提案している。

「出向も、国際法律事務所と日本企業が
人 材を育 成し、知 見を共 有し、関 係 を構
築することができる、優れた方法です。日
本の企業は、知財担当者が知財訴訟の経
験を積めるよう国際法律事務所に出向さ
せ、弁護士は企業の法務で仕事をしても
らい、従 業 員を訓 練するような機 会を求
めるとよいのではないでしょうか」Im

ag
e:

 ta
ka

yu
ki

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



16 ASIAN LEGAL BUSINESS – JAPAN E-MAGA ZINE OCTOBER 2022

ecosystem for start-ups. “As a model 
case of the policy, the proposal puts more 
focus on regulatory relaxations in the 
rapid growth of NFT businesses in 2021,” 
says Naoya Kumagai, a senior associate 
at GVA who has authored books about 
startups and new technologies. GVA is a 
specialised law firm for startup support.

Can the proposed regulations help 
nurture an active NFT market in Japan? 
Why? Are there any concerns about the 
proposed regulations?
If the proposal becomes a regulation, 
“not only start-ups but also major 
listed companies that are required to 
comply regulations strictly can find 
good opportunities in NFTs and other 
token businesses through clarification 
in tax, accounting and legal standards,” 
Kumagai says. “As Japan has rich intel-
lectual properties in the form of comics 
and animation films, NFT businesses 
from within the country can thrive. If it 
happens, demand for legal advice would 
increase.”

That said, NFTs are not entirely 
immune to the possibility of crimes 
such as fraud and money laundering, 
Kumagai adds. There is big hope for 
less rigorous regulations on NFTs, given 
that the unique nature of each product 

What is behind this LDP proposal?
Currently, Japan has no regulations on 
non-fungible tokens (NFTs). An NFT is a 
cryptographic asset created on a block-
chain with unique identification codes, 
which makes it possible to distinguish 
one from another. This characteristic is 
well-suited for art and trademark items 
such as pictures, game items in the 
metaverse, music and fashion designs. 
Unlike cryptocurrencies, NFTs cannot 
be traded or exchanged at equivalency 
thanks to their unique nature. Therefore, 
it is less likely to attract speculators that 
are the target of Japan’s tight restrictions 
on stablecoins.

The NFT market has grown signifi-
cantly around the world. The size of the 
market is estimated at $15.5 billion in 
2021 and is expected to grow by the 
average 33.9 percent yearly from 2022 
to 2030 worldwide, according to U.S.-
based market research and consulting 
company Grand View Research.

Amid this trend, the most encour-
aging sign for the Japanese crypto busi-
ness is the ruling Liberal Democratic 
Party’s (LDP) proposal of regulations 
announced this past spring. This is one 
of the pillars of Prime Minister Fumio 
Kishida’s “New Capitalism” growth 
strategy, which aims to create a business 

makes it harder to manipulate the 
market. “However, as NFTs penetrate the 
population at large, the risk of fraudu-
lent cases would become greater. Such 
cases, if they materialise, would prompt 
the government to impose strict regula-
tions,” Kumagai says.

Another concern is violation of 
Japan’s Criminal Law. To buy a random 
set of gaming items at a fixed price is a 
popular practice in Japan, but it could be 
considered gambling because the total 
value of a given set may surpass or not 
amount to the price the buyer pays.

What kind of inquiries regarding NFTs 
are lawyers seeing now, and how do 
you plan to tap into this new area of 
legal work?
“While we are keeping up with the 
progress of NFT and Web 3.0 busi-
nesses that are continually evolving, 
we aim to be the first choice for start-
ups that are taking up the challenge of 
NFT and Web 3.0 business, as we have 
strength in corporate law relevant to 
venture companies as our core business,” 
Kumagai says.

GVA has received NFT-related 
inquiries mainly about how to sell NFT 
products legally, especially in relation to 
gambling, and the possibilities for NFT 
business in Japan by overseas entities, 
according to Kumagai.

“Laws and regulations have not yet 
been amended, so problems relating 
to NFTs and gambling remain unset-
tled. However, in advising clients on 
infringement of regulations pertaining 
to gambling and NFTs, I consult the LDP 
proposal that suggests ways to sell NFTs. 
Also, I expect that problems concerning 
gambling and NFTs would be (largely) 
solved, once the new regulations on NFTs 
are established in the future and new 
guidelines from an industry organization 
are created.”

Currently, most inquiries are 
about gaming. However, for the mid- 
to longer-term, NFT businesses are 
expected to expand from the current 
sphere to include wider businesses such 
as ticket sales for concerts or events, 
and membership in exclusive clubs, 
Kumagai says. Also, the expected new 
regulations on tax and accounting of 
crypto assets in the next year or so 

NEW ENGINE FOR GROWTH

NFT- 次なるホット・スポット

In April this year, the country’s ruling Liberal Democratic Party 
released a white paper titled “Japan’s NFT Strategy for the Web 
3.0 Era” and also launched an NFT policy task force, emphasising 
that the government sees the domestic non-fungible token (NFT) 
sector as a new growth engine. Lawyers say that this will definitely 
provide a fillip to Japan’s nascent NFT space.

ステーブルコインの規制を強化する法律が先頃成立し、ステーブルコイン・ビ
ジネスの鈍化が予想される中、今後はNFT（非代替性トークン）が日本にお
ける暗号資産の最後のフロンティアとなることが予想される。弁護士は、自
民党が今春に公表したNFT政策提言を受けて、この分野での法的助言の需
要が高まるのではないかと期待を寄せている。

 E XPL AINER

BY MARI  IWATA
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could lead to active “initial exchange 
offerings” (IEOs) and “initial DEX 
(de-centralised) offerings” (IDO), which 
are like IPOs. This could accelerate 
the development of NFT businesses, 
according to Kumagai. 

自民党による政策提言の背景を教えてく
ださい。
現在、日本ではNFT（非代替性トークン）
を規制する包括的な法律は整備されてい
ない。NFTとはブロックチェーン上で生成
される暗号資産で、各個に識別コードが
割り当てられていることから、他のNFTと
区別することが可能なものだ。

この特 性から、N F T は 絵 画やメタバ
ース上のゲーム・アイテム、音楽、ファッシ
ョン・デザインといったアート作品や商標
権が付されたコンテンツへの活用に適し
ている。また、その固 有 性 のた めに不 特
定の仮想通貨の交換とは違って、等価交
換や等価取引ができず、ステーブルコイン
の規制強化でターゲットとされた投機家
を引きつける可能性は低いと見られてい
る。

既に世界のNFT市場は著しく成長し
ている。米国を拠点とする市場リサーチ・
コンサルティング会社のグランド・ビュー・
リサーチによれば、その市場規模は2021
年に155億ドルと推定され、2022年から
2 0 3 0 年 にか けて 世 界 全 体 で年 間 平 均
33.9%の成長が見込まれている。

こうした中、日本のビジネス界で最も
期待されているのが、この春に与党自民
党が公表した規制の政策提言だ。岸田政
権の掲 げる「新しい資 本 主 義」の成 長 戦
略の一つとしてスタートアップ・エコシス
テムの構築による新規ビジネスの創出が
掲 げられている。「NFTビジネスは2021
年に世 界 中で急 成 長を遂 げた事 業 分 野
であり、政策実現のためのモデルケースと
して規制緩和策が打ち出されたのではな
いでしょうか」と話すのは、GVA法律事務
所のシニア・アソシエイトである熊谷直弥
弁護士だ。

これにより日本のNFTビジネスは活性化
するでしょうか。その理由とNFTビジネス
の今後の懸念を教えてください。
自民党の提言が規制になれば、「法律・税
務・会計面でのグレーゾーンが解消され
ることで、厳格なコンプライアンスを求め
られる上 場 企 業 などの大 手 企 業 も含 め
てNFTビジネスやトークンビジネスに参

入しやすくなります。日本にはマンガ・アニ
メ等で豊富なIP資産があり、これらを活
用したブロックチェーン・ゲームを海外で
はなく、日本から展開することができるよ
うになるでしょうし、ビジネスが活性化す
れ ば、必然的にそれに対する法的助言の
ニーズも高まるでしょう」と熊谷弁護士は
述べる。

そうは 言うものの、N F T に関 連して
詐欺やマネーロンダリングといった犯罪
の可能性がないわけではない。NFTが個
々に識別可能なトークンであるため市場
操作 などが難しいという特性から、規制
はステーブルコインに対してよりも厳しく
ないことが期待されてはいるものの、「今
後、一般の方に広く普及していく中で消費
者被害的な事例が発生し、規制の対象と
なることも予想されます」（熊谷弁護士）

もう一つの懸念材料として、刑法で定
める賭博罪にあたる可能性という問題が
ある。ランダムに決定されるゲーム・アイ
テムを固定価格で獲得する、いわゆる「ガ
チャ」は、日本では一般的だ。しかし、獲得
するアイテムの総 額 が、購 入 者 が支 払う
価格を越えていたり、下回っていたりする
ことにより、賭博に該当すると解釈される
可能性がある。

現時点でNFTに関してどのような問い合
わせを受け、それに対してどのように助言
していますか。将来この分野の需要をど
のようにして捉えていきますか。

G V A は 現 状 、N F T の 販 売 方 法と賭 博 罪
との関 係で賭 博 に該 当しない販 売 方 法
や、そもそも海 外 法 人からの販 売とすべ
きか、等の相談を比較的多く受けている。

「N F Tと賭 博 罪 の問 題 は 、依 然 、法 改 正
等による解決はされていませんが、自民
党のホワイトペーパーで示された一定の
販売方法について賭博にあたらないとす
る解釈は実務上、かなり参考にしていま
す。今後、業界団体のガイドライン公表や
続く立法的な解決によって、この論点はあ
る程度解消されることを期待しています」
と熊谷弁護士は話す。

N F Tビジネスの 隆 盛 は 、しばらくは
ゲーム関連で目立つと考えられるが、今
後はチケットや会員権ビジネスへのNFT
の活 用 が進 むのでは ないかと熊 谷 弁 護
士 は 見ている。また、来 年 にかけて暗 号
資 産に関する税 制 及 び会 計 面での環 境
整 備が進 め ば、日 本からのI E O（i n i t i a l 
exchange offering）やIDO（initial DEX 
(de-central ised) offering）も活性化
し、それに付随してNFTビジネスもより展
開しやすくなるのでは、と期待されるとい
う。

「 常 にトレンド が 変 化 す る N F T や
Web3ビジネスにキャッチアップしていき
つつ、弊所の祖業であるベンチャー法務
の強みと合 わせて、W e b 3ビジネスに挑
戦するスタートアップの第一 選 択となる
法律事務所を目指しています」（熊谷弁護
士）Im
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The volume and value of Thailand’s 
mergers and acquisitions in 2022 are 
poised to experience continued growth 
from the previous year, despite rising 
interest rate impact on financial costs 
as businesses and people began to 
adapt alongside the COVID-19 pandemic, 
according to a recent report from PwC.

The report noted that new technolo-
gies, emerging trends, environmental 
awareness, and more are set to shape 
the robust M&A scene in the coming 
year. “There’s an upward trend in M&A 
deals this year for Thailand and the rest 
of the world, even with the outbreak 
of the Omicron variant, rising interest 
rate, inflation and regulations that may 
hinder reaching deals agreement,” wrote 
Chantanuch Chotikapanich, deals lead 
partner at PwC Thailand. “This conten-
tious situation, however, is actually accel-
erating M&A activity.”

“As global trends become clearer, 
business leaders will continue to review 
their business strategies and portfolio,” 
she added. “Meanwhile, others will adjust 
their cost structure or acquire businesses 
they lack to maintain steady growth.”

One key factor behind the boom has 
been proactive policymaking. The Thai 
government has been pulling out all 
the stops to revive the tourism-pillared 
economy. It is currently spearheading the 

Thailand 4.0 Economic Plan, a value-
based, innovation-centric economic 
blueprint, that has positioned the country 
as a serious player in regional economic 
integration and global initiatives.

Already buoyed by this policy trend, 
law firms see the easing of COVID-
related restrictions as playing a critical 
role in creating favourable conditions 
that empower M&A growth. Not only 
are some deals getting reactivated after 
being put on hold, but new opportuni-
ties are also mushrooming in corporate 
reorganisations and asset disposals.

This is particularly notable in the 
technology field, as companies, eager 
to take advantage of the post-pandemic 
normality, overhaul and recraft their 
operational strategies. “M&A activities 
in the technology sector has remained 
strong given the digital transformation 
across many industries,” says Arkrapol 

Pichedvanichok, a senior partner at 
Chandler MHM. Arkrapol emphasises the 
development of e-commerce in terms of 
platforms as well as electronic payments.

Fintech and e-commerce companies 
in Southeast Asia are raking in hefty 
amounts of capital as global investors 
scouting for new opportunities, reported 
Reuters. For instance, Southeast Asia’s 
internet economy is forecast to triple 
to $300 billion by 2025 from the end 
of 2020, according to a report cited by 
Reuters. Some analysts are bullish about 
Thailand’s growth potential as with its 
large domestic population comes sizable 
digitalisation opportunities.

Meanwhile, in the telecommunica-
tion scene, Arkrapol highlights the amal-
gamation of state-owned telecommu-
nication giants TOT and CAT Telecom 
last year, which his firm advises on, as 
a demonstration of the vigour of a deal-
making sphere further pivoting to digital-
isation. The merger of True Corporation 
and Total Access Communication (DTAC), 
although still pending clearance for 
pre-merger control approval, serves as 
another high point.

Arkrapol notes that venture capital 
investment is one of the main engines 
fuelling M&A transactions in Thailand, in 
technology and other sectors. “We have 
seen an increase in joint ventures between 
Japanese and Thai developers in relation 
to condominium developments. The indus-
trial estate, automotive part manufacturers 
including EV-related business, healthcare 
and energy sectors remain strong,” he says.

Dominating Chandler MHM’s M&A 
practice this year is major internal corpo-
rate restructurings spanning a wide 
range of industries.

“For example, we advised Thai Oil 
Public Company Limited on the restruc-
turing of its shareholding in its power 
business. We also advised on several 
cross-border disposals often as part of 
global multi-jurisdictional transactions,” 
Arkrapol says, adding that service for 
private equity acquisitions and disposals 
is also highly sought after in medical and 
healthcare sectors.

CLOSER SCRUTINY
However, the booming M&A deals 
are inviting closer regulatory scru-
tiny, with authorities placing a larger 

FULL STEAM AHEAD

全速前進

Neither the pandemic nor the combined impact of rising interest 
rates, inflation and regulations have been able to derail the growth 
trajectory of Thailand’s M&A scene, with a strong 2021 set to be 
followed by an even better 2022. Lawyers say despite some further 
regulatory changes on the horizon, this growth is set to continue.

新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）だけでなく、金利上昇
とインフレ、規制の複合的影響があるにもかかわらず、タイのM&A市場は成
長軌道から外 れることなく、2021年に続いて2022年も力強く前進し、さら
に活発化する見通しだ。弁護士らは、今後も規制の変更が予想されるもの
の、M&A市場の成長は続くとみている。

 THAIL AND REPORT

BY SARAH WONG
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focus on the country’s merger control 
regime. Thailand’s Trade Competition 
Commission, Arkrapol points out, has 
issued a number of clarifications over 
the past year with respect to the Trade 
Competition Act of 2017 in a bid to stifle 
unfair competition.

“The full enforcement of the Personal 
Data Protection Act in June this year has 
also impacted all businesses in how they 
conduct their operations,” Arkrapol adds.

But looking ahead, Arkrapol believes 
any major shift in the M&A market is 
unlikely despite backdrop of a global 
tightening circle of monetary poli-
cies to rein in surging inflation, which 
is projected to peak in Thailand in the 
third quarter. The Bank of Thailand is 
expected to keep raising its key interest 
rate at its next meeting on September 28 
after hiking it August for the first time in 
nearly four years.

The bright side is that Thailand’s 
economy is expected to grow 3 percent 
to 3.5 percent this year at a time when 
the risks of recession loom over the U.S. 
and Europe.

“Our expectation is that the market 
will see a mix of corporate restructurings, 
divestments and acquisitions, particularly 
private M&A,” Arkrapol says. “In particular, 
we expect more medium-sized local M&A 
deals as part of business diversification. 
The technology and consumer sectors 
are likely to remain active, particularly 
e-commerce and e-payments. Industrial 
manufacturing, medical and healthcare 
sectors would also stay active.” 

PwCの最近のレポートによると、企
業や個 人 が新 型コロナの世 界 的 流 行に
順応しつつある中、金利上昇が金融コス
トに与える影響にもかかわらず、2022年
におけるタイのM&A件数と金額は、昨年
からの成長が続く見込みだ。

このレポートは 、新 た な 技 術 、最 新
の 傾 向 、環 境 保 護 意 識 の 高 まりな どに
よって、来年のM&A市場も堅調になると
予想している。PwCタイのChantanuch 
Chotikapanichディール・リードパートナー
は、「今年は契約の締結を阻む可能性のあ
るオミクロン株の大流行に加え、金利上昇
やインフレ、規制変更にもかかわらず、タイ
だけでなく全世界でM&Aが増加傾向にあ

ります。こうした厳しい環境がかえってM&A
活動を加速させているのです」と述べる。

「 世 界 的 なトレンドが 明 確 になるに
つれ、経営者は自社のビジネス戦略とポ
ートフォリオを改 めて見直すでしょう。一
方、その他の企業も自社のコスト構造調
整や安定成長維持に欠かせない事業の買
収を検討するでしょう」（Chotikapanich）

活発なM&A市場を支える1つの重要
な要素は、予防的な戦略立案だ。観光を
柱とする経済の回復に全力を尽くしてい
るタイ政府は現在、イノベーションを中心
とした 付 加 価 値 ベ ースの 経 済 を目 指す

「タイランド4 . 0」という経 済 計 画を推 進
している。その結果、タイは、地域経済統
合と世界戦略に正面から向き合っている
国となっている。

こうした政 策 がすでに追い風となっ
ている上、法 律 事 務 所 は、コロナ関 連の
規 制 緩 和 がM & Aの成 長を後 押しする好
条 件 を生 み出すのに重 要 な役 割を果た
していると考えている。保留になっていた
一部の取引が再び動き出しただけではな
く、企業再編と資産売却での新たな機会
も急増している。

こうしたトレンドは、特に技術の分野
で顕 著であり、パンデミック後の通 常 化
の波に乗ろうとする企業は、業務戦略の
整備と再構築を行っている。チャンドラー
MHMのシニア・パートナーであるアカラポ
ン・ピチェードヴァニチョーク弁護士は「多
くの業界でデジタル革命が起きているた
め、技術セクターにおけるM&A活動は依
然として活発な状況が続いています」と述
べ、プラットフォーム及び電子決済におけ
るeコマースの発展を強調している。

世 界 中 の投 資 家 が 新た な機 会 を求
める中 、東 南アジアのフィンテック及 び
eコマース企 業 は 多くの資 本をかき集 め
ているとロイターは伝えている。例えば、
ロイター が引 用するレポートによれ ば、
東 南 アジア のインター ネット関 連 市 場
は 、2 0 2 5 年までに2 0 2 0 年 末から3 倍の
$3,000億に達すると予測されている。一
部のアナリストは、タイの比較的大きな人
口がデジタル経済へと進むに連れて機会
が急 増すると予 想して、タイ経 済の成 長
に強気の見通しを持っている。

通信分野では、M&A市場の堅調によ
ってデジタル化への方向転換がさらに進
んだ 例として、アカラポン弁 護 士 は 所 属
の法律事務所が助言した昨年のタイ国営
通信大手TOTとCATテレコムの合併を挙
げた。タイ通信大手トゥルー・コーポレー
ションとトータル・アクセス・コミュニケー
ション（DTAC）の合併もまた、承認はまだ
だが、注目すべき例といえよう。

アカラポン弁 護 士 は 、タイの技 術 及
びその他のセクターにおけるM&A取引を
促進する主な要因の1つとして、ベンチャ
ーキャピタル投資を挙げる。「日本とタイ
のデベロッパーの間でコンドミニアム開
発のジョイント・ベンチャーが増加してい
ます。工業用地、EV関連を含む自動車部
品メーカー、ヘルスケア及びエネルギー
産業にも依然として活発な動きが見られ
ます」（アカラポン弁護士）

今 年のチャンドラー M H MのM & A 実
務の大半を占めるのは、幅広い業界にわ
たる大規模な企業内の合理化だ。

「たとえ ば、国 営 石 油 P T T 傘 下 のタ
イオイルに対しては、電 力 事 業の持ち分
の再編について助言を行いました。また、
複数の管轄区にわたるクロスボーダーの
資産売却取引についても助言しました」
とアカラポン弁 護 士 は 話し、医 療および
ヘルスケアセクターではプライベート・エ
クイティの買収と売却の需要が高いと付
け加えた。

規制当局は厳しく
ただし、M&A取引の増加に伴い規制当局
の目も厳格化し、政府は合併の管理にと
りわけ重点を置くようになっている。アカ
ラポン弁護士によれ ば、タイの公正取引
委員会は、不正な競争を防ぐための措置
として、昨年、2017年取引競争法に関す
る多数の説明文書を公布した。

「今年6月に個人情報保護法が完全
に施 行されたことも、あらゆる企 業の業
務に影響を与えています」（アカラポン弁
護士）

とは 言っても、インフレ抑 制 のた め
の世 界 的 な金 融 引き締 めにもかか わら
ず、M&A市場が今後大きく変わるとは思
えないと、アカラポン弁 護 士 は 考えてい
る。インフレは第3四半期にピークを打つ
と予想されている。タイ中央銀行は8月、
ほ ぼ 4 年 ぶりに 主 要 政 策 金 利 を引き上
げ、9月28日の会議でも引き上げが予測
されている。

明るい材料としては、欧米で景気後退
リスクが高まる中でも、タイ経済は今年3
～3.5%の成長が見込まれていることだ。

「 市 場 では 、企 業 の 合 理 化 、事 業 売
却と買収が混在し、特に非公開の地元企
業によるM&Aが増えるだろうと私共は予
測しています。中でも、事業売却の一環と
して国内で中規模企業のM&A取引が増
えるでしょう。技術セクター及びコンシュ
ーマー、特に、eコマースと電子決済に加
え、製造業、医療及びヘルスケアも引き続
き活発な状況が続くと予想されます」とア
カラポン弁護士は話す。
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BY ASIAN LEGAL BUSINESS

 BANKING & FINANCE

ASIA EMBRACES VIRTUAL BANKS

仮想銀行を受け入れるアジア諸国

At the end of August, Singapore saw the launch of its first digital bank in the form of GXS Bank, a joint 
venture between ride-hailing firm Grab Holdings and telecommunications conglomerate SingTel. But 
it’s not alone in the region: Hong Kong and Japan have already seen digital banks being established, 
while Malaysia and Thailand have rolled out rules for the same. We look at the regulatory state of play 
in different markets.

8月末、シンガポールでは、配車サービスのグラブ・ホールディングスと通信会社シングテルの合弁会社であるGXS銀
行の設立によって、国内初のデジタル・バンクが開業した。ただし、アジア全域で見ると、デジタル・バンクは他にも存
在する。香港と日本ではすでにデジタル・バンクが設立されており、マレーシアとタイではデジタル・バンクに関する規
則を施行している。以下に、さまざまな市場における規制の状況をまとめる。

grocery retailers FairPrice Group and 
NTUC Enterprise.

The range of products Trust Bank 
offers includes a credit card, savings 
account, and family personal acci-
dent insurance. This is combined with 
Link Rewards, a loyalty programme 
integrated with the FairPrice Group’s 
ecosystem.

Trust Bank’s launch happened 
roughly around the same time as the 
introduction of GXS Bank.

GXS Bank is the virtual bank venture 

Asian Legal Business examines the 
latest regulatory developments around 
the growth of digital banks in key markets 
across the region.

SINGAPORE
The first two full virtual banks were 
recently launched in Singapore.

Trust Bank, one of the new kids on 
the virtual bank block, is backed by a 
S$400 million ($284.5 million) invest-
ment from its shareholders, which are 
Standard Chartered Bank as well as 

Virtual banks have been touted by 
some as the banks of the future. These 
newly minted institutions have started 
popping up across the region and regu-
lators have been issuing licenses and 
strengthening regulations for these new 
institutions.

Yet, across the Asia Pacific, the regu-
latory environment is uneven. Many new 
digital banks are still operating under 
rules originally created for and meant 
to regulate traditional bricks and mortar 
institutions. Im
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of telecoms company SingTel and ride-
hailing company Grab Holdings. It is 
targeting the “underbanked” demo-
graphic that includes gig economy 
workers, self-employed entrepreneurs, 
and early jobbers.

Charles Wong, the Singapore CEO 
of GXS, estimates this to be two out of 
every five adults.

“GXS is a homegrown bank on a 
mission to support the needs of the 
entrepreneurs, gig economy workers 
and early-jobbers in our community. To 
start, we are challenging the notion of 
what a basic savings account can do to 
support their goals and dreams,” said 
Wong.

The virtual bank may have more 
products coming out soon to help 
customers reach their financial goals.

“Over the coming months, we will 
also tackle other obstacles that hinder 
consumers and small businesses from 
reaching their goals sooner, such as 
growing their wealth or accessing 
credit.”

Both banks have no minimum 
balance requirements and provide more 
attractive interest rates than traditional 
banks that accrue daily.

In Singapore, there are two cate-
gories of virtual banks. The Monetary 
Authority of Singapore (MAS) has 
awarded licenses to digital full banks 
and digital wholesale banks.

Digital full banks are allowed to 
carry out all banking businesses and 
offer all types of products to customers, 
just like traditional banks. Trust Bank 
and GXS Bank hold these licenses and 
have commenced operations while 
Singapore tech conglomerate Sea, which 
also secured a digital full bank license, 
has had IPO on NY Stock Exchange in 
2019.

MAS has made it obligatory for 
digital full banks to operate as a 
“restricted digital full bank” until it has a 
minimum paid-up capital of S$1.1 billion 
($1.5 billion), expected within three to five 
years of business. At this stage, it can 
progress to being a “digital full bank” 
and all deposit caps are removed. Prior 
to this point, the bank would be subject 
to a deposit cap of S$75,000 per indi-
vidual or S$50 million in aggregate that 
is increased progressively. At the starting 

stage, restricted digital full banks can 
only solicit deposits from a limited scope 
of customers, and this limit is also lifted 
over time.

Digital wholesale banks, on the 
other hand, can only engage in the 
proposed business outlined in its appli-
cation, although they may subsequently 
seek approval to expand its scope. While 
it has no restrictions on deposits from 
businesses, deposits from individuals 
must be at least S$250,000. They are 
expected to cater to businesses and non-
retail customers only, although MAS may 
allow offerings to retail customers on an 
exceptional basis.

The two holders of digital wholesale 
bank licenses commenced operations in 
June 2022.

China’s Ant Group launched ANEXT 
Bank with a focus on micro, small and 
medium enterprises (SMEs), particularly 
those with cross-border operations.

A consortium comprising Ant Group, 
Greenland Financial Holdings, Linklogis 
Hong Kong, and Beijing Co-operative 
Equity Investment Fund Management 
holds the other digital wholesale bank 
license. They have launched it as Green 
Link Digital Bank.

Digital full banks are subject to 
the same regulatory requirements as 
existing full banks, while digital whole-
sale banks are subject to the same regu-
latory requirements as existing whole-
sale banks. These include requirements 
relating to technology risks, money 
laundering and terrorism financing 
risks, and the conduct of non-financial 
businesses.

MALAYSIA
Just north of Singapore’s borders, the 
virtual-bank scene has been heating up 
in Malaysia.

Bank Negara Malaysia (BNM), the 
central bank, had already received 29 
applications for virtual bank licenses by 
July 2021.

“The Central Bank of Malaysia has 
announced the approval granted to five 
successful applicants for the digital 
bank licences and will herald a change 
to the banking landscape in Malaysia 
when these applicants commence opera-
tions,” says Sue Wan Wong, a partner in 
the corporate, commercial and securities 

practice at Malaysia’s Wong & Partners, 
a member firm of Baker McKenzie.

All 29 applications were thoroughly 
assessed pursuant to section 10 (1) of 
the Financial Services Act 2013 and 
Islamic Financial Services Act 2013. It 
required BNM to consider all the factors 
in Schedule 5 of the Acts and other rele-
vant policy requirements.

The assessment criteria include the 
character and integrity of applicants, 
nature and sufficiency of financial 
resources, soundness and feasibility of 
business and technology plans, and their 
ability to meaningfully address financial 
inclusion gaps.

The applicants are also assessed on 
their own merits as well as relative to 
other applications based on each assess-
ment criteria.

There are four levels of assess-
ment carried out before licenses are 
issued and the reviews are supported 
by a cross-functional technical team, a 
review team, and internal independent 
observers from BNM’s risk and legal 
departments.

“Digital banks are expected to 
further advance financial inclusion. 
By adopting digital technology more 
widely for everyday transactions, we 
can significantly increase opportuni-
ties for our society to participate in the 
economy – by overcoming geographical 
barriers, reducing transaction costs and 
promoting better financial manage-
ment,” said Bank Negara Malaysia 
governor Tan Sri Nor Shamsiah.

“Digital banks can help individuals 
and businesses gain better access to 
more personalised solutions backed 
by data analytics. As businesses move 
online, digital banking also provides 
a safer and a more convenient way to 
transact,” she added.

Wong feels that any incumbents 
will need to step up through continuous 
innovation on the front to the back end. 
This can mean anything from product 
offering that is priced competitively and 
offering a seamless customer experience 
to technology stack that is reliable and 
current.

“New entrants will need to look 
beyond ‘freebies’ as a means to draw 
customers and focus on meeting the 
needs of the underserved markets 
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through their innovative services and 
products,” said Wong.

Virtual banks in countries with a big 
Muslim population like Malaysia will 
have the chance to delve into Islamic 
banking, which comes with its own set 
of rules in areas such as interest.

“As opposed to other markets, a 
key distinguishing feature and a space 
to watch in Malaysia would be the offer-
ings and the reach of the two successful 
applicants for Islamic digital banking 
licenses,” said Wong.

It is not merely the product suite or 
the user interface that will be closely 
watched.

“Any affinity partnerships that 
they may have when the products are 
rolled out and the approach to customer 
acquisition and growing the customer 
base will be of keen interest,” said 
Wong.

Two out of the five Malaysian virtual 
bank licenses are under the Islamic 
Financial Services Act 2013. The holders 
are a consortium of AEON Financial 
Service, AEON Credit Service (M) and 
MoneyLion; and a consortium led by KAF 
Investment Bank.

The other three license holders are 
under the Financial Services Act 2013. 
They consist of a consortium of Boost 
Holdings and nd RHB Bank; a consor-
tium led by GXS Bank and Kuok Brothers; 
and a consortium led by Sea and YTL 
Digital.

After the announcement in April 
2022, the license holders will go through 
a period of operational readiness. BNM 
will validate the process through an audit 
before they can commence operations. 
This entire process could take anywhere 
from 12 to 24 months.

BNM has said it will go on to work 
with the financial and fintech industries 
and relevant stakeholders to continu-
ously enhance access to financial 
services throughout the country in line 
with the five strategic thrusts outlined 
in Malaysia’s Financial Sector Blueprint 
2022-2026.

THAILAND, INDONESIA, AND
THE PHILIPPINES
There is keen interest in virtual banks 
by other countries in the region, but the 
level of development varies.

“The region is fertile ground for 
virtual banks - a significant number of 
the population are digital natives, and 
this includes those in the underserved 
segments of any APAC country,” says 
Wong of Baker McKenzie.

“The ability of virtual banks to break 
the strong grip of conventional finan-
cial institutions in the APAC region will 
increase penetration in a broader swathe 
of the market with product innovation 
and greater choice for customers. A 
consolidation of the sector may be neces-
sary in the longer run,” she adds.

But there are different levels of 
maturity among these relatively new 
institutions and from one country to the 
next.

Thailand has only just started 
building the regulatory environment for 
its own virtual banks.

In March 2022, the Bank of Thailand 
published guidelines for a public hearing 
during the second quarter on a licensing 
framework for virtual banks and for the 
sector’s engagement in digital busi-
nesses.

The new guidelines reflect previous 
recommendations from the central bank 
aimed at repositioning Southeast Asia’s 
financial sector to serve a sustainable 
digital economy, according to the BOT. 
So far, there have yet to be any develop-
ments of note.

It is much the same case in Indonesia 
where Otoritas Jasa Keuangan, the coun-
try’s financial services authority, issued 
new regulations in August 2021 to intro-
duce its digital bank regulatory frame-
work. This permits digital banking to be 
carried out by way of an establishment of 
a new virtual bank, or a transformation 
of an existing conventional bank into a 
digital bank.

The Philippines has actually been 
earlier than some of its ASEAN peers in 
moving forward with virtual banks.

In December 2020, the Philippines’ 
central bank Bangko Sentral ng Pilipinas 
(BSP) issued its guidelines for the inclu-
sion of ‘digital banks’ as a distinct clas-
sification of banks and to map out its 
corresponding licensing framework in 
its existing Manual of Regulations for 
Banks.

Much like Indonesia, the Philippines 
allows for the establishment of a new 

digital bank or the conversion of an 
existing bank to a digital bank. But as 
of September 2021, BSP stated it would 
stop accepting applications for digital 
banking licenses for three years. The 
number of digital banking licenses issued 
will be capped at just seven, to allow 
the government to monitor the digital 
banking industry.

HONG KONG
When it comes to virtual banks, Hong 
Kong has been an early mover. The SAR 
has arguably blazed the trail for these 
institutions when it started issuing the 
first batch of licences in March 2019 
to online lending platform WeLab and 
joint ventures involving Bank of China 
(Hong Kong), Standard Chartered Bank 
and mainland Chinese insurer ZhongAn 
Online.

Virtual banks had collectively 
onboarded a total of 1.25 million 
customers with deposits totalling 
HK$24 billion ($3.06 billion) by the end 
of 2021, according to the Hong Kong 
government’s second money laundering 
and terrorist financing risk assessment 
report.

“Since launching the initiative in 
2018, the Hong Kong Monetary Authority 
(HKMA) has approved eight virtual banks, 
which are subject to the same regulatory 
regime for authorisation and ongoing 
supervision as a traditional bank,” says 
Karen Man, a partner in Baker McKenzie’s 
financial services group.

“Reflecting the initial aim that virtual 
banks should be a catalyst for financial 
inclusion along with promoting fintech 
and innovation in Hong Kong, the differ-
entiating factor is that a virtual bank’s 
services are primarily offered to retail 
and SMEs through the internet or other 
electronic channels rather than physical 
branches.”

Man feels virtual banks need to 
differentiate themselves from traditional 
banks, despite being subject to the same 
rules and regulatory environment.

“As new entrants to the market, 
virtual banks have needed to adopt inno-
vative approaches to attract and main-
tain their customer base, including by 
relying on the level regulatory playing 
field which enables them to seek the 
same authorisations as traditional banks 
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to offer bundled investment-related 
services in addition to the usual deposit 
taking and payment services,” says Man.

Recently, Hong Kong’s ZA Bank 
launched its investment fund service. 
This makes it the first virtual player in the 
area to provide an integrated personal 
financial platform that covers banking, 
investment, and insurance.

ZA Bank’s customers can build their 
fund portfolios based on personal finan-
cial goals and transactions are automati-
cally settled from savings accounts. This 
allows for the purchase and sale of funds 
with relative ease.

“Various surveys indicate that the 
general public is very interested in the 
banking services provided by virtual 
banks. However, it may take more time 
to know the details of such services and 
understand their new features as well 
as the relevant terms and conditions,” 
stated Arthur Yuen, the deputy chief 
executive of the Hong Kong Monetary 
Authority (HKMA), in a note.

“As the product design of the above 
recently launched personal credit prod-
ucts are relatively innovative, bank 
customers may not feel very familiarised 
with such products. The HKMA, there-
fore, requires virtual banks to enhance 
the related disclosures to customers,” 
he added.

An HKMA circular issued in 
September 2020 requires banks, whether 
conventional or virtual, to provide 
customers with a ‘double reminder’ when 
retail customers and small and medium-
sized enterprises apply for unsecured 
loans and credit card products on digital 
platforms.

Even before they launched, the 
HKMA has also put in place a number of 
regulatory requirements on virtual banks 
regarding technology risk management 
and data processing, and requires virtual 
banks to obtain verification of their 
compliance by an independent third 
party.

“In the past few months, much work 
had been done on internal testing and 
preparations, as well as contingency 
plans for potential operational risks on 
the part of the virtual banks. While the 
groundwork has been meticulous, it 
may be unavoidable that some teething 
issues arise,” said Yuen in 2019.

“After all, a virtual bank is a brand-
new institution operating in a brand-new 
way amid the ever-changing challenges 
of the real world. Should any unexpected 
issues arise, the virtual bank concerned 
should of course address them quickly 
and properly. At the same time, we also 
hope the public can demonstrate under-
standing.”

While innovation is the key to the 
success of virtual banks, the regulatory 
environment needs to match the pace to 
provide a balance.

“Virtual banks have had to consider 
novel product /service combinations, 
marketing approaches and incentives 
as they seek to build their customer 
base. One of the key lessons has been 
that balancing the focus on innovation 
whilst also continuing to ensure compli-
ance with the existing regulatory regime 
requires a considerably more nuanced 
approach with increased regulatory 
consultation to determine potential solu-
tions than may otherwise be the case for 
a more traditional banking service model 
and product combination,” says Man.

“The HKMA, and where applicable, 
the separate securities regulator the 
Hong Kong Securities and Futures 
Commission continue to facilitate this 
dialogue and enable innovation as virtual 
banks continue to strive for greater finan-
cial inclusion.” 

一部から「未来の銀行」と呼ばれる
仮想銀行が、アジア全域で新たに出現し
始め、規制当局はこれらの新たな機関に
対して認可を行うとともに規制を強化し
ている。

しかし、アジア太 平 洋 全 域 における
規制環境は同等ではない。新たなデジタ
ル・バンクの多くは、依然として従来の店
舗 型 銀 行を対 象に制 定された規 制の下
で運営されている。

アジアンリーガルビジネスは、アジア
の主要市場におけるデジタル・バンクの
成長を巡る規制状況を概観する。

シンガポール
最近、シンガポール初の完全仮想銀行2
行が開業した。

新たな仮想銀行の1つであるトラスト
バンクは、スタンダードチャータード銀行

及び食料品店を運営するフェアプライス・
グループと全 国 労 働 組 合 会 議（N T U C）
系の社会事業団体NTUCエンタープライ
ズから約$2億8,450万の出資を受けてい
る。

トラストバンクが提供する商品には、
クレジット・カード、普 通 預 金、家 族 傷 害
保険などが含まれる。これが、フェアプラ
イス・グループのエコシステムと統合され
たロイヤルティ・プログラム「リンク・リワ
ーズ（Link Rewards）」と組み合わされ
ている。

GXS銀行は、トラストバンクとほぼ同
時期に開業した。

GXS銀行は通信会社シングテルと配
車サービス会社グラブ・ホールディングス
の仮想銀行 ベンチャーである。GXS銀行
は、ギグ・ワーカー、起 業 家、就 職した ば
かりの若者など、銀行 へのアクセスが不
足している人 口 層をターゲットにしてい
る。

GXSシンガポールのCEOであるチャ
ールズ・ウォン氏は、成人の5人に2人がこ
の層に該当すると推定している。

「GXSは、コミュニティにおける起業
家、ギグ・ワーカー、就職した ばかりの若
者のニーズに応えることを使命とする地
域 密 着 型 銀 行です。私 共 はまず、基 本 的
な預金口座が彼らの目標と夢をサポート
するために何ができるのかという点に関
し、新たな視点を提供します」とワン氏は
言う。

仮想銀行は近い将来、彼らの財務目
標達成に役立つさらなる商品を提供でき
る可能性がある。

「当社はまた、今後数ヵ月に、消費者
や小規模企業が財産を増やしたり融資を
得たりするのを阻むその他の障害を、取
り除くことに取り組む予定です」

いずれの銀行にも最小残高の要件は
なく、従来の銀行より魅力的な日次累積
複利を提供している。

シンガポールには、2種類の仮想銀行
カテゴリーがあり、シンガポール金融管理
局（MAS）は、デジタル・フル・バンクとデ
ジタル・ホールセール・バンクのライセン
スを付与している。

デジタル・フル・バンクは従来の銀行
と同様に、すべての銀行業務を行い、あら
ゆる種類の商品を顧客に提供することが
できる。信託銀行とGXSバンクはこのライ
センスを取得しており、運営を開始してい
る。一方、同じくフルバンク・ライセンスを
取得しているテクノロジー業界のコング
ロマリットであるシーは、2019年にニュー
ヨーク証券取引所に上場した。

MASは、最低払込資本金が11億シン
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ガポールドルに達するまではデジタル・フ
ル・バンクが「制限付きデジタル・フル・バ
ンク」として運 営するように定 めており、
開 業から3 ～ 5 年 以 内 にこれを達 成する
ことを想定している。最低資本金条件が
満たされると、銀行は正式に「デジタル・
フル・バンク」となり、預 金 上 限が撤 廃さ
れる。それまでは、1人当たりの預金上限
75,000シンガポールドル、または累計総
額の預金上限5,000万シンガポールドル
の制限があるが、これらは段階的に引き
上げられる。開業当初は、制限付きデジタ
ル・フル・バンクは限られた範囲の顧客の
み勧誘が許されるが、この上限も経時的
に引き上げられる。

一方、デジタル・ホールセール・バン
クは、申請時に記述されている業務のみ
認められるが、開業後徐々に業務範囲拡
大の承認を求めることができる可能性が
ある。企業の預金に上限は ないが、個人
の預金は25万シンガポールドル以上でな
くてはならない。ホールセール・バンクは
企業及び個人ではない顧客を対象とする
ことが想定されているものの、例外的に
M A Sが個 人 顧 客 へのサービス提 供を許
可する場合がある。

デジタル・ホールセール・バンクのラ
イセンスを取得した2行は、2022年6月に
業務を開始した。

中国のアントグループは、中小企業、
とりわけクロスボーダーで事業を展開し
ている企業に重点を置いたANEXT銀行
をシンガポールで創設した。

デジタル・ホールセール・バンクのラ
イセンスをシンガポールで取得したもう1
行は、アント・グループ、グリーンランド・フ
ィナンシャル・ホールディングス、リンクロ
ジス香港、北京中合供銷股權投資基金管
理から成る企業連合が開業した、グリー
ン・リンク・デジタル・バンクだ。

MASが定めるデジタル・フル・バンク
には従来型のフル・バンクと同じ規制上
の要件が、デジタル・ホールセール・バン
クには従来型のホールセール・バンクと
同じ規制上の要件が課される。これら要
件 には 、技 術リスク、マネー・ロンダリン
グ、資金供与リスク、及び非金融業務に関
するものがある。

マレーシア
シンガポールの北側に国境を接するマレ
ーシアでも、仮想銀行の動きが活発にな
っている。

マレーシアの中央銀行であるマレー
シア国立銀行（BNM）は、2021年7月の時
点ですでに29件の仮想銀行ライセンス申
請を受理した。

ベーカー&マッケンジーの提携法律
事務所であるマレーシアのウォン&パート
ナーズでコーポレート、コマーシャル、証
券プラクティスを担当するパートナーのス
ー・ワン・ウォン弁護士は、「マレーシアの
中央銀行は、5件のデジタル・バンクのラ
イセンス申請を承認したと発表しました。
これらの銀行が開業すれ ば、マレーシア
における銀行業界地図は様変わりするで
しょう」と述べる。

申請した29社はすべて2013年金融
サービス法10条1項、及び2013年イスラ
ム金融サービス法に従って詳細な審査を
受けた。BNMは、これらの法律の付則5及
び関連するポリシー要件のあらゆる要素
を考慮することを求められた。

審査基準には、申請企業の特徴やイ
ンテグリティ、財源の内容とそれが十分か
どうか、事業計画と技術計画の健全性と
実 現 可 能 性、さらに金 融 包 摂ギャップに
適切 な対応ができるかどうか、などがあ
る。

各審査基準に基づいて、申請者自身
の絶 対 評 価と他の申 請 者との相 対 評 価
が行われる。

ラ イ セ ンス が 供 与 さ れ る 前 に 、部
門 横 断 型 技 術 チ ー ム 、レ ビュ ー・チ ー
ム、BNMのリスク及び法務部門内部の独
立したオブザーバーがそれぞれレビュー
を行う。

BNMのタンスリ・ノル・シャムシアー
総裁は、「デジタル・バンクにより、金融包
摂がさらに促進されることが期待されて
います。日常の取引により幅広くデジタル
技術を採用することで、国境を越え、取引
コストを削減し、よりよい金融管理を推進
して、社会が経済活動に参加する機会を
大幅に増やすことができるでしょう」と述
べる。

「デジタル・バンクは、データ分 析に
よってさらにパーソナライズされたソリュ
ーションに個 人と企 業がアクセスしやす
くなるようにサポートできます。また、ビ
ジネスがオンラインに移行する中で、デジ
タル・バンキングはより安 全かつ便 利 な
取引手段を提供します」（シャムシアー総
裁）

すべての既存銀行は、フロントエンド
とバックエンドを継続的なイノベーション
を通じて改善する必要がある、とウォン弁
護士は考えている。これには、競争力ある
価格の商品提供から、シームレスな顧客
体験、そして信頼できる最新の技術スタッ
クまで、あらゆることが含まれる。

「新規参入企業は『景品』で集客しよ
うとするのでなく、革新的なサービスと商
品によって、銀行へのアクセスが十分でな

い市場のニーズに応えることに重点を置
く必要があるでしょう」とウォン弁護士は
言う。

マレーシアのようにムスリム人 口 が
多い国の仮想銀行にとっては、金利など
で独自の規則があるイスラム金融の開拓
機会がある。

「 他 の 市 場 とは 対 照 的 に、マレーシ
アにおける重要な特徴と注目点は、イス
ラム銀行のデジタル・バンキング・ライセ
ンスを取 得した2 行 がどのような商 品や
サービスを提供するのか、そしてどのよう
な顧客を獲得できるかという点でしょう」

（ウォン弁護士）
注 目すべき点 は 商 品やユーザー・イ

ンターフェースだけではない。
「商 品 導 入 時のアフィニティ・パート

ナーシップや顧 客 獲 得のアプローチ、及
び顧 客 基 盤 の 拡 大 が 大きく注 目されま
す」とウォン弁護士は指摘する。

マレーシアで出された5 件の仮 想 銀
行ライセンスのうち、2件は2013年イスラ
ム金 融 サービス法 に 基 づいて認 可され
た。その2行は、イオンフィナンシャルサー
ビスとイオンクレジットサービス及びマネ
ーライオンの企業連合と、KAFインベスト
メントバンクが主導する企業連合である。

残 る 3 行 のライセンス 取 得 銀 行 は
2013年金融サービス法に基づいて認可
されている。これらはブースト・ホールディ
ングスとRHB銀行の企業連合、GXS銀行
及びクオック・ブラザーズが主導する企業
連合、そしてシーとYTLデジタルが主導す
る企業連合である。

2 0 2 2 年 4 月の発 表 後、ライセンス取
得銀行は準備期間に入る。開業するには
B N M が監 査を通じて準 備プロセスを検
証する必要があり、このプロセス終了まで
は12～24ヵ月を要する。

B N M は、今 後も金 融 及 びフィンテッ
ク業界、関連ステークホルダーとの連携
を続け、マレーシアの金融セクター・ブル
ープリント（2022～2026年）に記載され
ている5つの戦略ポイントに従って国内全
域で金融サービスへのアクセス強化を続
けると述べている。

タイ、インドネシア、フィリピン
アジア太平洋地域における他の国々でも
仮想銀行への関心は高まっているが、そ
の進捗度合はさまざまだ。

ウォン弁護士は、「仮想銀行にとって
アジア太平洋地域は機が熟しているとい
えます。デジタル・ネイティブ人 口 がとて
も多く、この中には現在、十分な金融サー
ビスを受けられない人々も含まれていま
す」と話す。
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「 アジア 太 平 洋 地 域 の 銀 行 市 場 は
現在、従来の金融機関が掌握しています。
革新的で幅広い商品を武器にして、仮想
銀行はそこに食い込み、今後幅広い顧客
に浸透していくでしょう。長期的には、この
セクターの統合が不可欠になるかもしれ
ません」（ウォン弁護士）

しかし、こうした比較的新しい機関の
間で、さらには国によって、成熟度が異な
る。

タイでは、同国の仮想銀行を設立す
るための法規制環境を構築し始めたばか
りの段階だ。

2022年3月、タイ銀行は仮想銀行の
ライセンス付与のフレームワーク及び同
セクターのデジタル・ビジネスへの取り組
みに関し、第2四半期中の公聴会でガイド
ラインを発行した。

この新しいガイドラインは、持続可能
なデジタル経済を支える東南アジア金融
セクターの位置付けを視野に前回提案さ
れたタイ銀行による推奨事項を反映して
いるが、同銀行によると、今のところ目に
つく進展は見られない。

こうした 状 況 は インドネ シア で も
同 様 だ。インドネシア金 融サービス庁 は
2021年8月に新しい規制を発行し、同国
のデジタル・バンク規制フレームワークを
導入。このガイドラインでは、新しい仮想
銀行の設立、または既存の従来型銀行を
デジタル・バンクに変えるという、2つの方
策によるデジタル・バンキング実施を認め
ている。

フィリピンは、仮想銀行に向けて一部
のASEAN諸国に先駆けている。

2 0 2 0 年 1 2 月 、フィリピン中 央 銀 行
（BSP）は「デジタル・バンク」を銀行の明

確な分類として含め、これに対応するライ
センス付与のフレームワークを既存銀行
規定マニュアルに記載するガイドラインと
して発行した。

インドネシアと同様に、フィリピンも
新しいデジタル・バンクの設立及び既存
銀行のデジタル・バンクへの転換を許可
している。ただし、2021年9月にBSPはデ
ジタル・バンキング・ライセンスの申請受
理 を3 年 間 停 止することを発 表 。政 府 が
デジタル銀行業界を適切に監視できるよ
う、デジタル・バンキング・ライセンスの発
行数の上限は7件に限られることになっ
た。

香港
仮 想 銀 行 に 関して、香 港 は アジア 太 平
洋地域で最も素早く対応した。香港では
2 0 1 9 年 3 月にオンライン融 資プラットフ
ォームW e L a b 、中 国 銀 行（香 港）とスタ

ンダードチャータード銀行及び中国の保
険 会 社である衆 安 在 線 財 産 保 険を含む
合 弁 企 業に対して、最 初のライセンス付
与を開始し、仮想銀行設立の道が開かれ
た。

香港政府の第2次マネー・ロンダリン
グ及びテロ資金供与リスク評価報告書に
よると、2021年末までに、仮想銀行は合
計で125万人の顧客を獲得し、総預金額
は240億香港ドル（$30億6,000万）に上
った。

ベ ーカー&マッケンジーの金 融サー
ビス・グル ープのパートナ ーであるカレ
ン・マン弁護士は、「2018年に取り組みを
開始して以来、香港金融管理局（HKMA）
は8つの仮想銀行を認可しています。これ
らの仮 想 銀 行 は 従 来の銀 行と同じ規 制
に従い、継続的な監督を受ける必要があ
ります」と述べる。

マン弁護士は、仮想銀行は従来型の
銀行と同じ規則と規制環境にある中で、
これらの銀行との差別化を図る必要があ
ると感じている。

「 仮 想 銀 行 は 香 港 に お ける金 融 包
摂を促しながらフィンテックとイノベーシ
ョンを推進する存在であるべきという当
初の目的を反映して、仮想銀行のサービ
スは物理的な支店ではなくインターネッ
トやその他の電子チャネルを通じて主に
個人と中小企業に提供されることで差別
化できます」（マン弁護士）

「仮 想 銀 行 は 新 規 参 入であるた め、
革新的なアプローチを採用して顧客基盤
の獲得と維持に努 める必要があります。
そのためには、例えば、仮 想 銀 行も従 来
の銀行と同じ認可の下で、通常の預金や
決済サービスに加えて、投資関連のサー
ビスをセットで提供できるよう、規制上公
平な競争市場が必要です」というのがマ
ン弁護士の見解だ。

最近、香港のZA銀行は投資ファンド・
サービスを開始した。これにより、ZA銀行
はバンキング、投 資と保 険を統 合した個
人 向 け金 融プラットフォームを提 供する
最初の仮想銀行となった。

ZA銀行の顧客は個人的な財務目標
に基づいてファンド・ポートフォリオを構
築でき、手数料等は預金口座から自動的
に決 済される。これにより、ファンドの売
買を比較的容易に行うことができる。

香 港 金 融 管 理 局（H K M A）のアーサ
ー・ユエン副総裁は、「さまざまな調査に
より、一般の方々は仮想銀行が提供する
バンキング・サービスに強い関心を持って
いることがわかっています。しかし、こうし
たサービスの詳細を確認し、新しい機能
や関連する利用規約を理解するのにもう

少し時 間 がかかるかもしれません」と文
書で述べた。

「前述の最近開始された個人向けク
レジット商品はこれまでに比べて革新的
ですから、銀 行の顧 客 はこうした商 品に
あまり馴 染 みがないかもしれません。そ
のためH K M A は、こうした商 品に関する
情報の開示を強化するよう仮想銀行に求
めています」

2020年9月に出されたHKMAの回状
では、従来型銀行にも仮想銀行にも、個
人顧客や中小企業がデジタル・プラットフ
ォームで無担保ローンやクレジット・カー
ド商品の申し込みを行った場合は、顧客に

「二重の確認」を行うよう求めている。
仮想銀行の開業前にも、HKMAは技

術リスク管理及びデータ処理に関する多
数の規制要件を仮想銀行に課しており、
独 立した第 三 者によるコンプライアンス
の 検 証 を行うよう仮 想 銀 行 に 求 めてい
る。

2019年に、ユエン副総裁は「ここ数ヵ
月間で、多くの内部テストと準備を行い、
さらに仮想銀行の潜在的なオペレーショ
ナル・リスクについて緊急時対応計画を
策定しました。基礎的な整備は念入りに
行いましたが、何らかの問題が生じること
は避けられないでしょう」と述べた。

「 結 局 のところ、仮 想 銀 行 は 絶え間
なく変 化する現 実 世 界でまったく新しい
方法で運営するまったく新しい機関です。
予期しない問題が生じれ ば、もちろん仮
想 銀 行 は 迅 速かつ適 切に対 処しなけれ
ばなりません。同時に、一般の皆様にもご
理解いただければと思います」（ユエン副
総裁）

イノベーションは仮想銀行の成功へ
のカギだが、バランスを保つため、規制環
境はそのペースに合わせる必要がある。

「 仮 想 銀 行 は 、顧 客 基 盤 を築くうえ
で新しい商品とサービスの組み合 わせ、
マーケティング手法、インセンティブを考
慮する必要がありました。ここから学んだ
重要なポイントの1つとして、既存の規制
制度に準拠しつつイノベーションをどれ
だけ重視するかのバランスを取るにはソ
リューションを見つけるため規制当局と
のコンサルテーションが必要だ、というこ
とです。それには、従来のバンキング・サー
ビス・モデルと商品の組み合わせの場合
よりもさらに細かい気配りが必要です」と
マン弁護士は言う。

「HKMA、そして場合によっては証券
監督機関の香港証券先物委員会は今後
も、こうした対話を促し、仮想銀行が金融
包摂を推進する中でイノベーションを可
能にしていきます」
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DEALS

$4.4 billion
Honda Motor and

LG Energy Solution’s
lithium-ion battery factory

joint venture in the U.S.
Deal Type: M&A

Firms: Nishimura & Asahi;
Simpson Thacher & Bartlett

Jurisdictions: Japan, South Korea, U.S.

44億ドル
ホンダとLGエナジーソリューションに
よるアメリカでのEV用電池製造ジョイ

ントベンチャー
種類:M&A

リーガルアドバイザー:
西村あさひ法律事務所、

シンプソン サッチャー アンド バートレット
国・地域:日本、韓国、アメリカ

$3.1 billion
Olympus’s sale of subsidiary

EVIDENT to Bain Capital
Deal Type: M&A

Firms: TMI Associates;
Nishimura & Asahi

Jurisdictions: Japan, U.S.

31億ドル
オリンパスによる子会社エビデントの

ベインキャピタルへの譲渡
種類:M&A

リーガルアドバイザー:
TMI総合法律事務所、

西村あさひ法律事務所
国・地域:日本、アメリカ

$720 million
PAG’s acquisition of theme park

Huis Ten Bosch from HIS
Deal Type: M&A

Firms: Nagashima Ohno & Tsunematsu;
Midosuji Attorneys

Jurisdictions: Hong Kong, Japan

7億2000万ドル
HISによるハウステンボスのPAGへの

売却
種類:M&A

リーガルアドバイザー:
長島・大野・常松法律事務所、

御堂筋法律事務所
国・地域: 香港、日本

SONY-ZEE $10 BLN MEDIA PLAY MAY FACE CHANGES,
DELAYS IN INDIA ANTITRUST REVIEW

ソニー印子会社統合計画、
インド競争当局の審査により変更と遅れも

(Reuters) A full-scale antitrust review of 
plans to create a $10 billion media power-
house in India by Japan’s Sony and Zee 
Entertainment could force concessions 
and prolong the process by months at a 
critical moment for the Indian company.

An initial Competition Commission of 
India (CCI) review has flagged concerns, 
Reuters reported, arguing the group 
would have “unparalleled bargaining 
power” with 92 channels coupled with 
Sony’s $86 billion in global revenues.

The CCI has called for further investi-
gation, highlighting the impact on compe-
tition due to the “strong” market position 
the merged entity would have over adver-
tising and channel pricing, particularly 
in the popular Hindi language segment.

Ashok Chawla, a former CCI 
chairman, told Reuters that such a review 
could lead to a detailed merger analysis 
involving an examination of different 
broadcast offerings, delaying approval.

Four antitrust lawyers told Reuters 
such a notice signalled deep CCI worries 
and was likely to force Sony and Zee 
to rethink their proposed structure, 
although none said it was likely to lead 
to a collapse of the deal.

For Sony, the merger will further its 
ambitions to tap more digital, TV and 
regional language audiences in the 
fast-growing Indian market of 1.4 billion 
people.

The lawyers said Sony and Zee may 
have to offer a “structural” remedy, which 
could involve selling some channels, and 
“behavioural” remedies such as giving 
commitments that they will not raise 
prices for advertisers for a certain period.

“They may have to let go of some 
channels by selling ... to third parties. This 
is CCI’s preferred remedy to reduce threat 
to competition,” said Shweta Dubey, a 
partner at Indian law firm SD Partners 
and a former official in the CCI’s M&A divi-
sion. “The whole approval process will be 
delayed significantly now, and will depend 
on how palatable proposed changes are to 
the CCI and how companies negotiate.” 

（ロイター）ソニーグループのインド現地
子会社とインドのジー・エンターテインメ
ント・エンタープライセスの100億ドルの
メディア統 合 計 画 は 、インド競 争 委 員 会
の本格的な審査により譲歩が求められ、
ジーにとって重大な時期であるにも関わ
らず大きく遅れる可能性がある。

ロイターによると、インド競争委員会
（CC I）は、一 時 審 査で、統 合 後の新 会 社

が9 2のチャンネルを持ち、またソニーグ
ループが世界全体で860億ドルの収入を
得ているとして、「比べるもののない交渉
力」が生まれるとの懸念を表明した。

CCIは、新会社が市場で「強力な」地
位を持ち、人 気のヒンズー語 番 組でとり
わけ広告やチャンネル料の価格決定に競
争上の影響力を及ぼし得ることから、さら
に詳しい調査を求めている。

アショク・チャウラCCI前委員長はロ
イターに対し、このような審査はさまざま
な放送サービスの調査を含む入念な統合
分析につながる可能性があり、承認手続
きに遅れが生じるだろうと述べた。

また、競 争 法 に詳しい4 人 の 弁 護 士
は、統合計画解消の可能性に言及しなか
ったものの、ソニー及びジーには事業構
造の見直しが迫られる可能性があると、
ロイターの取材に答えている。

ソニーにとっては、この統合計画は、
急成長している人口14億のインド市場で
デジタル、テレビ、地域言語を使用する視
聴者の取り込みを、さらに拡大させたい
同社の野望を後押しする。

前 述の弁 護 士たちによれ ば、ソニー
とジーは、一部のチャンネル売却を含む

「構 造 的 な」変 更と広 告 主に対して一 定
期 間 値 上 げをしないことを確 約する「行
動的な」変更の提示が求められる可能性
があるという。

インドの法律事務所SDパートナーズ
（SD Partners）のパートナーで、CCIの

M & A 部 門 に勤 務した経 験 を持つシュエ
タ・ドゥビー弁護士は、「2社は一部のチャ
ンネルを第三者に売却する必要があるか
もしれません。これによってCCIは競争へ
の脅 威を抑えることができると考えてい
るからです。今後の流 れは変更案がどの
程度CCIに受け入れられるか、そして交渉
がどのように進 められるかによって決ま
るでしょう」と述べる。
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