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1. 制度比較の目的 

 Agile な制度設計が求められる状況において、サンドボックスは非常に重要な制度である。

日本においてより一層本制度が活用され、イノベーションをより多く生み出すエコシステム

を構築することが求められる中で、大陸法、英米法という大きな前提の違いはあるものの、

うまくいっているシンガポールから学ぶことは多くある。そこで両者の比較を通じて、日本

の民間企業としてどうサンドボックスを活用すべきか、またサンドボックス制度そのものを

アップデートする際にはどのような点に留意すべきかの検討材料とする。 

 

２. 大陸法、英米法という法体系の違いがサンドボックスに影響を与えるか 

 日本は大陸法、シンガポールはコモンローというそもそもの法体系の違いがあるが、法体

系の違いがサンドボックスに影響を与えるのだろうか。 

 大陸法とは、原則として成文法を中心とする法制度である。たとえば、日本で一般的な契

約書に関する紛争が生じた場合、民法などを中心に判断が行われることとなる。 

 他方、シンガポールはコモンロー制度の一国である。コモンローとは、原則として過去の

判例を法律とする法体系をいう。例えば、一般的な契約に関する紛争が生じた場合、シンガ

ポールには民法に類似した成文法は存在しないため、過去の類似した判例に基づき判断がな

されることとなる。 

 ただし、シンガポールを含むコモンロー諸国においても、成文法は存在し、シンガポール

では刑法（Penal Code）や証券先物法（Securities and Futures Act）などの成文法により、

関連分野について規制が設けられている。特に、サンドボックスが関連する金融、医療、エ

ネルギー開発などの法分野においては、成文法による規制がなされている。したがって、サ

ンドボックスという観点からは、大陸法とコモンローによる違いは大きくないと言える。 

 なお、日本では、対象範囲や期間を制限し、規制の趣旨や社会通念に照らして、特定の事

業が”業”ではないと整理し、実験を行うことがある。他方、シンガポールでは、それぞれの

当局に権限が明確に与えられているため、この権限を利用し、サンドボックスを設け、特定

の企業に対して本来適用されるべき法律要件や規制要件を緩和し、管理・運営がなされてい

る。 
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３. マインドや状況の違い 

 シンガポールはアジア屈指の金融都市であるが、ビジネス環境ランキングにおいてもニュ

ージーランドに次ぐ世界２位である。また、個人に対する所得税も低く、キャピタルゲイン、

インカムゲインに対して無税であることから、多くの投資家がシンガポールに集まる。さら

に、メディアなどのごく一部の業種を除いて、外資規制もほとんど存在しない。法人等の設

立も、すべてオンラインで完了し、10 分程度で設立登記を完了することが可能である。 

 上記のような環境を魅力に感じる起業家やスタートアップが多くシンガポールに集まり、

投資を募り、新たな事業を開始する。また、シンガポールの国土は、東京都２３区ほどの大

きさであり、ほとんど自然資源を有しない。したがって、シンガポール政府としても、新た

なビジネスを呼び込み、シンガポールでイノベーションを起こしていくことが必要不可欠で

あるため、各規制当局もイノベーションを積極的に取り入れていくプラットフォーム作りに

積極的に取り組んできた。その一部として、サンドボックス制度が形成され、その利用を政

府主導で進めてきた。 

 

４. プロセスでの比較 

日本のプロセス 

：https://pnika.jp/articles/20200221 

 

シンガポールでプロジェクトが採用するまでのプロセス 

 シンガポールでは、サンドボックスが複数の省庁に設置され、それぞれの省庁が当局とし

て各々のサンドボックスの管理・運営を行っている。例えば、シンガポール通貨金融庁

（Monetary Authority of Singapore）（以下、「MAS」）、保健省（Ministry of Health）、

国家環境庁（National Environment Agency）、エネルギー市場監督庁（Energy Market 

Authority of Singapore）などがサンドボックスを設置している。 

 このうち、最も重要視されているサンドボックスの一つである MAS のサンドボックスを

例に、シンガポールでプロジェクトが採用するまでのプロセスを紹介したい。 

 MAS は、FinTech 規制サンドボックス（FinTech Regulatory Sandbox）を設けている。

サンドボックスを利用した場合、金融機関や FinTech 事業者は、明確に定義づけられた範

囲と期間内において、ライブ環境で革新的な金融商品またはサービスを試すことが認められ

ることとなる。 

 サンドボックスへの参加を希望する場合には、はじめに、サンドボックスガイドラインに

従 っ て 申 請 書 と 必 要 資 料 を 、 MAS 担 当 窓 口 の メ ー ル ア ド レ ス

FinTech_Sandbox@mas.gov.sg に送付する。 

 MAS は申請書の受領後、サンドボックスの評価基準に基づき、初期的審査を行う。その

際、サンドボックスの期間中緩和される特定の法的要件および規制要件の検討も行う。申請

書と必要書類の受領後 21 営業日以内に、初期的審査に基づき、申請がサンドボックスに潜

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://pnika.jp/articles/20200221%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1588909418597000&sa=D&ust=1588909418668000&usg=AFQjCNHTe8Pi4pM6falCoGquW0V5cNboYA
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在的に適しているか否かを申請者に通知する。その後、MAS は更なる審査を行い、サンド

ボックスの対象の可否について最終的判断を申請者に伝える。 

 

 なお、審査の際に考慮される評価基準は次の通りである。 

 

評価基準 
考慮点の例 

（ただし、これらに限られない） 

提案される金融サービスには、新しい

テクノロジーや最先端技術が含まれて

いるか、または既存のテクノロジーを

革新的な方法で使用しているか。 

 提案された金融サービスは、既存の

法規制ではシンガポールでは利用で

きないこと。 

 テクノロジーを利用して顧客体験を

改善し、運用を合理化すること。 

 申請者は、関連する法的要件と規制

要件を完全に満たすことができない

ため、サンドボックスの期間中の特

定の法的要件と規制要件の緩和を申

請していること、等。 

提案される金融サービスは既存の問題

に対処するか、あるいは消費者または

業界に利益をもたらすか。 

申請者は、サンドボックスを出た後、

提案される金融サービスをより広い規

模でシンガポールに展開する意図と能

力を持っているか。 

 申請者は、100 万ドルの資金を確保し

ていること。 

 昨年に比べて人員を倍増させ、提案

された金融サービスをより広範な規

模でシンガポールに展開するための

事業計画とロードマップを提供して

いること、等。 

テストシナリオと期待される結果は明

確であるか。 

 サンドボックスは 50 人の顧客に制限

され、顧客体験の改善を測定し、リ

スクエクスポージャーと緩和策を検

証するために 6 か月間実行されるこ

と、等。 
境界条件は適切であるか。 

申請者により、提案されたサービスに

存在する重要なリスクが、評価および

軽減されているか。 

 提案されている金融サービスは、既

に内部テスト環境において様々なリ

スクシナリオの下でテストされたこ
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明確な出口と移行戦略はあるか。 

と。 

 提案された金融サービスを中止する

必要がある場合は、スムーズなエグ

ジットを確実にするために、サンド

ボックスの顧客に事前に通知するこ

と、等。 

 

 上記の評価基準を満たし、サンドボックスへの参加が認められたのちは、実際のサンドボ

ックス期間に入る。参加企業は、合意されたスケジュールに基づいてテストの進捗状況を定

期的に MAS に報告する義務を負っている。 

 

 MAS は、提案された金融サービス、申請者、および申請内容に応じて、サンドボックス

期間中に緩和される特定の法的要件および規制要件を決定する。 

 この点、（1）MAS がサンドボックスの期間中に、緩和される可能性のある法的要件およ

び規制要件の例と、（2）MAS がサンドボックス期間中であっても、維持される法的要件お

よび規制要件の例を次の通り記載する。この例を見ればわかる通り、機密保護などの基本的

法的要件は、サンドボックス期間中にも維持される。 

 

（1）サンドボックス期間中は緩和される可能性のある法的要件および規制要件の例 

a) 資産維持要件 

b) 取締役会構成 

c) 現金残高 

d) 信用格付け 

e) 財務の健全性 

f) 資金ソルベンシーと自己資本比率 

g) ライセンス料 

h) マネジメント経験 

i) MAS のガイドライン 

j) 最小流動資産 

k) 最低払込資本金 

l) 相対的規模 

m) 評判 

n) 実績 

 

（2）サンドボックス期間中も維持される法的要件および規制要件の例 

a) 顧客情報の機密保護 
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b) 的確要件（特に正直さと誠実さに関する基準） 

c) 仲介者による顧客の資金と資産の取り扱い 

d) マネーロンダリング防止とテロ資金対策 

 

 なお、サンドボックスには、当該参加企業による失敗の結果を封じ込め、金融システムの

全体的な安全性と健全性を維持するための適切な保護手段が含まれている。すなわち、サン

ドボックス参加企業の失策等が、経済に多大な影響を防ぐシステムを用意しているのである。 

 

 実験に成功し、サンドボックス期間が終了すると、サンドボックス参加企業は、既存の関

連する法的要件および規制要件に完全に準拠する必要がある。なお、サンドボックス参加企

業は、実験中の金融サービスに変更を加えたり、欠陥を修正したりするために延長を希望す

る場合には、MAS に申請することによりサンドボックス期間の延長を認められることもあ

る。 

  

 日本の新技術等実証制度（プロジェクト型サンドボックス）においては、実証後の規制の

見直しが行われる可能性があるとされている。 

 他方、シンガポールのサンドボックスにおいては、サンドボックス期間の終了後は、対象

事業者は既存の法的要件ならびに規制要件を満たして事業を行う必要があり、必ずしも実験

中あるいは実験終了時における参加企業からのフィードバックが法制度の変更に利用される

ものではない。ただし、主たる目的ではないものの、サンドボックスを通して、新たなテク

ノロジーやサービスを有する企業と規制当局の濃厚な情報共有は、将来、より実用的な規制

の枠組みを形成するのに役立つ可能性が高い。それは、実用的で、新たな技術やサービスを

取り入れることに積極的であるシンガポール政府の性質を鑑みれば、当然の結果とも言える。 

 なお、シンガポール政府は民間等から意見の集約を行うため、シンガポール政府が新たな

法規制を策定する場合や、既存の法律を改正する際、多くの場合に「Consultation Paper」

を発行し、シンガポール政府や当局が検討している具体的な新法や改正の内容を公表し、民

間ステークホルダーからの意見を求める。上記のサンドボックス制度も、そのようなプロセ

スを経て策定されたものである。 

 

５. 採用プロジェクトの比較 

日本での採用プロジェクト 

：https://pnika.jp/articles/20200228 

 

シンガポールの採用プロジェクト 

 ここでは、FinTech 規制サンドボックスの最初の「卒業生」となった保険ベンチャーの

PolicyPal を紹介したい。 

  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://pnika.jp/articles/20200228%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1588909418596000&sa=D&ust=1588909418668000&usg=AFQjCNE56h8tB_W7HxOFANwewsKUqaY1xg
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PolicyPal は、人々が保険契約をすべて 1 か所で整理して、保険契約を容易に管理できるア

プリを提供するベンチャー企業である。人工知能を活用し、クライアントが保険を比較およ

び購入する一助となっている。 

 ポリシーパルの CEO であるバル・ヤップ氏は、自身が親族を亡くした際に、保険金を請

求しようとしたが、その複雑な内容や膨大な書類の量に圧倒された経験があった。この経験

をもとに、利用者がスマートフォンで写真を撮影することにより、保障内容が一覧できるア

プリを開発したのである。 

 事業を開始した際、消費者は保険をオンラインで購入したいと思っていたが、保険業ライ

センスを持っていなかったため、保険を販売することができなかった。当該ライセンスの取

得は、資本とコンプライアンスという側面において、非常にコストがかかるものであった。

そこで、ヤップ氏は、「PolicyPal のプラットフォームは、新しいチャネルと革新的な保険

契約のスキャン技術を提供することが可能であり、サンドボックスの要件に該当する」と考

え、FinTech 規制サンドボックスに申請することとしたのである。 

   

 新興企業であったことから、サンドボックス申請時はライセンス取得要件を満たしていな

かったものの、サンドボックスを利用することにより、MAS からサンドボックス期間中の

ライセンス規制を免除されたのである。「無免許」ではあったが、サンドボックスに参加し

たことにより、消費者には事前に規制の適用外である旨の説明と共に保険を販売できること

となった。そして、サンドボックス期間中に経験値と資金を獲得し、ライセンス取得申請の

準備を整え、サンドボックスの卒業から 2 ヶ月後には保険業ライセンスを取得したのであ

る。 

 現在は多くの保険会社と提携し、事業規模もアジア諸国に拡大中である。 

 

６. シンガポールから日本が学べること 

 シンガポールのサンドボックスにおいては、申請からサンドボックスからのエグジットま

で、該当する分野の規制当局と念密なコミュニケーションをとることが可能となるため、規

制当局としても新興企業から直接学べる機会が自然と多くなる。ここにおける学びが、さら

に実用的な法規制の策定につながり、最先端技術・サービスを排除しない的確な規制を行う

法制度の拡充を速やかに行うことが可能となる。 

 また、シンガポールでは、申請時からサンドボックスに参加するまでの期間を短縮する制

度も設けられている。MAS の FinTech サンドボックスは上述した通りであるが、経済への

悪影響を最低限にとどめるため、申請後のリスクアセスメントに時間を要する。そのため、

比較的リスクが低い事業についても、サンドボックスへの速やかな参加が困難であった。こ

の問題を解決するため、2019 年にはサンドボックス・エクスプレスを設け、保険業などの

比較的リスクが低い事業から、段階的にサンドボックス・エクスプレスへの参加を認めてい

る。参加企業は、長期に及ぶ可能性のある査定期間を待たず、通常 21 日以内に MAS から 
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の結果通知を受けることができ、参加が認められれば速やかにサンドボックス・エクスプレ

スに参加することが可能である。この点、日本の規制サンドボックスにおいても、特定の低

リスク事業を対象としたファストトラックの策定を検討する余地があるであろう。 

 さらに、規制当局の力強いサポートも参考となりうる。一般的に、サンドボックスに申請

した場合、規制当局との折衝で成長の速度が遅くなるリスクもある。しかし、シンガポール

の規制当局は、サンドボックス参加企業に対して規制面からの助言や忠告を行うことにとど

まらない。例えば、前述の PolicyPal がサンドボックスに参加した際にも、MAS は申請時

からエグジットまで、事業を伸ばすための建設的な提案を行っていたのである。国家の発展

のために若い企業を支援し、国内からイノベーションを起こすことが必要不可欠であると考

えるシンガポール政府の強みがここに垣間見られると考える。日本においても、サンドボッ

クスに参加することにより逆に企業の成長が遅くなるということがないよう、参加企業の事

業に関して建設的な提案を行う体制を整えることが望ましいと考える。 

 

 

以 上 

 

＜注記＞ 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございま

す。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

 

「One Asia Lawyers」は、日本および ASEAN 及び南アジア各国の法に関するアドバイスを、

シームレスに、一つのワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された

日本で最初の ASEAN 及び南アジア法務特化型の法律事務所です。 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

takehiro.miyoshi@oneasia.legal （三好健洋） 
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三好健洋 シンガポール法弁護士 

現在、シンガポールの全法律を扱うことができる唯一の日本人弁護士である。 

日本人として唯一シンガポールの法廷に立ち、民事訴訟、刑事事件、家族法トラブルも扱う。 

米国 Cornell University 修士課程（経済・金融専攻）を首席で卒業し、大手外資系投資銀行

に入社。その後、シンガポール司法試験に合格。 

シンガポール永住権を有し、2020 年 5 月現在 70 社ほどの企業の取締役、秘書役を兼任し

ている。サンドボックスに関するアドバイスをはじめ、企業法全般、M&A、コンプライア

ンス、ビザ関係、金融規制関連、ファンド運用、医療関連、オンラインゲーム、個人情報保

護など、幅広く取り扱う。takehiro.miyoshi@oneasia.legal 

 

https://oneasia.legal/4208
mailto:takehiro.miyoshi@oneasia.legal

