特許庁委託
ジェトロ知的財産権情報

インド編

2008 年 3 月

はじめに
我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企
業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後
地域社会において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的財産権が国
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を実施しております。
ここに本事業において収集した情報を基に、
「模倣対策マニュアル

インド編」を作成し

ましたのでお届けします。本書が皆様のお役に立てば幸いです。
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概要
インドは 91 年の経済危機から経済自由化路線へと転換し、いわゆる BRICs と呼ばれる新
興国の一角として実質経済成長率も０５年、０６年は９％を超えている。途上国のなかで
中国に次ぐ経済規模を誇り、人口規模が 10 億を超え、若年人口比率の高いインドは今後と
も旺盛な活力を持続するものとみられる。
日本とインドとの経済関係はインドの経済自由化路線を受けて緊密化してきており、イ
ンドのマンモハン・シン首相は昨年０６年１２月に訪日、安部総理は経団連首脳とともに
０７年 8 月にインドを訪問した。ジェトロもこれに先立ち、０６年２月に中小企業ミッシ
ョンをインドに派遣し、シン首相とも面談した。日本産業界のインドへの一層の関心が高
まるなか、今後の両国の経済関係の円滑な発展を目指して日本・インド経済連携協定締結
へ向け０７年１月から交渉が開始されている。
インドは投資環境整備し外資の進出を促す意味からも知的財産制度を国際的な水準、つ
まり TRIPS 準拠とする法改正を近年してきているが、一方で国内産業とりわけ競争力のな
い企業保護との関係では法改正は難航した。インドは 1995 年 WTO 発足時から加盟国である
が、特許法を中心に TRIPS 協定に適合するよう特許法、商標法、意匠法、地理的表示法、
植物品種及び農民権保護法、半導体回路配置法について数次の法改正や新規に法制度化を
行ってきている。その中でもっとも注目を集めたのが、物質特許の導入である。インドの
７０年特許法を改正して TRIPS 協定の経過措置期間ぎりぎりの 05 年 1 月 1 日から物質特許
制度が導入された。模倣品・海賊版がインドに流入するのを阻止するため、水際対策の実
効策としてインドでは漸く０７年５月に WCO に準拠して新関税規則 2007 を施行した。税関
への登録制度を導入し、またこれまで差止対象を商標権および著作権の侵害貨物としてい
たが、新たなルールでは特許権、意匠権、商標権、著作権、地理的表示へと対象を拡大し
た。
インドでは日系企業の模倣品問題は深刻化している。中国からの流入品に加え、インド
製の模倣品も横行し、侵害の分野も商標権侵害のみならず、特許権、意匠権など広汎にわ
たる。ジェトロ・ニューデリーではこうした状況を背景に在インド日系企業の知的財産ワ
ーキンググループを設立して、企業間の情報共有を図るとともに、効果的な模倣対策のあ
り方を検討することとして、第１回会合を０６年１０月３０日に開催した。
模倣被害に関する特許庁アンケート（06 年 11 月〜12 月実施、07 年 3 月発表、日本の本
社 8,000 社を対象）によると、インドの状況は回答７５社中１５社が模倣被害ありと回答
している。ジェトロ・ニューデリーのアンケート（06 年 10 月実施、現地ベース）でも、３
８社中１４社が被害ありとしている。これまでの各社の模倣品対策では容易に効果が出て
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いないとしている。例えば、証拠サンプルを入手しても、模倣品の出所（製造・輸入業者）
を特定できないケースが大半である。また、模倣対策の実施にかかる権限は日本本社が持
っているため、現地サイドでできる対策には限界があるのが現状である。
インド市場は日本企業にとって急速に拡大する魅力ある市場であり、市場開拓を目指す
上でのリスクを軽減することは重要な課題となる。そうしたコンテクストの中で商標を中
心に知財対策に関心を持つ企業も増加しつつある。一方、インドの知財制度はそれを担う
人材、財政措置の面でまだまだ課題がある。知財権侵害を受けた場合には、民事訴訟、刑
事訴追、さらに行政措置（税関）が救済措置として制度化されてはいるが、例えば民事訴
訟一つとっても知財に知見を有する裁判官がまだ充分ではなく、時間もかかり民事上の救
済を受けるのはそう容易なものでない。
インドの知財侵害の状況に関する情報がまだまだ少ないというのが日本産業界全般の認
識だと思われる。現地進出の日本企業駐在員は直接模倣品問題に直面するが、インドでは
模倣被害の状況把握が不充分であるし、対策に当るための情報も不足している。税関、警
察における取締りの統計はなく、訴訟についても知財関連のものがどれだけあるかインド
全体としては把握されていない。また、インドの知財制度における種々の論点で専門家の
間で見解が分かれているようなものもあり、インドの知財制度の正確な把握にさらなる困
難が加わっている。知財権侵害状況改善のため国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）と経
済産業省など政府機関との官民合同ミッションが中国には既に５回派遣されている。０８
年２月にこの官民合同ミッションが中国以外で初めてインドに派遣され、インドの知財制
度の現況やエンフォースメント面での改善すべき事項の把握に努め、今後のインドビジネ
スにおける知財リスク軽減を模索したところである。
この模倣対策マニュアルはこうした状況を踏まえて、インドの知的財産制度に精通した
専門家により前回のマニュアルの内容補充やその以後の制度の拡充などを取り込んで改訂
を行った。このマニュアルが日本企業の知財関係者、インドの日本企業駐在員にとってイ
ンドにおける知財権侵害対策に参考となれば幸いである。
以上
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序章
インドの知的財産制度の状況

１．概況
知的財産政策は、インド政府によりこの数年間に何度も変更されてきた。そのため、絶
えず国内・国外政策において最重要課題として注目を集めてきた。インドにも国際化の波
が押し寄せる一方で、デジタル通信革命は収束しつつあり、インド国内の製造・医療業界
では技術革新の加速化が進む中、知的財産権が他の法律にも絡んでくるケースが増えるに
つれ、知的財産権の重要性が増している。

２．国際的調和への努力
インドは、条約に基づく義務を果たすために、国内の知的財産法を改正してきた。例え
ば、TRIPS 協定に準拠した国内法制度を整備するため、商標および意匠の分野で新たな制度
を導入し、特許法および著作権法には大改正を加えた。他にも、植物品種保護法、農業従
事者の権利保護法、生物多様性保全法、地理的表示法、半導体集積回路配置法等の新法が、
インド議会において制定された。
特許
インドは、特許に関して、TRIPS 協定、パリ条約、PCT（特許協力条約）
、およびブダペス
ト条約に加盟しており、これら条約の定めを国内において実施に移すため、インド特許法
の改正を随時行ってきた。そして 2005 年に行われた改正をもって、インド特許法は、TRIPS
協定に完全準拠した法律となり、世界貿易機関加盟国としての義務を果たしたというのが、
インド政府の認識である。
商標
インドにおいて法律に基づき商標が保護されるようになったのは、数十年も前の 1940 年
のことである。その後 1958 年に商取引および商品標章法という新法が制定され、同法をも
って 1940 年に定められた法規定は改正されることになった。また同法が制定されるまでは、
商標の模倣行為や犯罪行為に対する処罰は、1889 年制定の商標法、インド刑法、インド刑
事手続法等の様々な法に規定が置かれていたが、これらが全て商取引および商品標章法に
まとめて定められた。その後 1999 年に、また新たな商標法が新法として制定され、2003 年
9 月 15 日の施行をもって、1958 年制定の商取引および商品標章法は廃止された。インドに
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おける現行の商標法は、この 2003 年に施行されたものである。
現行商標法（1999 年制定、2003 年施行）においては、役務および商品の商標登録（団体
標章を含む。
）、商標の譲渡および移転等について定めるが、更に、最近 2007 年に、マドリ
ッドプロトコルの定めに準拠した国内法を実現させるべく、商標法改正法案が議会に提出
された。同改正法案では、国際登録商標の保護を定める。インドから登録出願された商標
が、マドリッドプロトコルに従って、出願人の指定する各国においても、保護されるよう
にするためである。

著作権
インド著作権法は、もともと英国統治時代に定められた特権制度に始まり、現在では、
数多くの業界に著作権の保護を認め、その保護範囲は、出版、映画・音楽制作、ソフトウ
エア開発、放送事業にとどまらず、芸術家、作家、作曲家、写真家等にまで及んでいる。
英国植民地時代のインドには特に著作権に係る法が定められていなかったため、英国の
著作権法が（1842 年制定）、インドにおいても適用することとされていた1。この英国著作
権法は、1911 年に英国において改正されるまでインドにおいても適用され、そしてこの改
正英国著作権法も他の法と同様に、全ての英国植民地に適用されることから、インドにお
いても適用された。この改正英国著作権法においては、コモンロー上認められていた未公
表作品に対する著作権及び著作権の登録を義務付ける規定を廃止した。また同改正法にお
いて、著作権の保護期間が著作者の死後 50 年に延長され、文学作品、戯曲作品、または音
楽作品の著作者に、作品を録音テープ、（以前コンピュータに使用した）紙テープ、映画撮
影機その他の媒体を使用して記録に残し、それを口述、上映、上演等する独占的な権利が
認められ、かかる録音テープ、紙テープ、およびその他の媒体で音声を再生することので
きるものには著作権が発生するという規定が置かれた。その後 1914 年に、インド議会によ
り、1911 年制定英国著作権法を改正したインド著作権法が制定された。
1947 年にインドは独立を果たしたが、1911 年制定英国著作権法は、1957 年にインド著作
権法をもって廃止するまで、引き続きインドにおいて適用された。1957 年に制定されたイ
ンド著作権法は、1999 年に改正され、これが現行著作権法となっている。現行著作権法は、
インドが加盟するベルヌ条約を反映した規定となっている。またインドは、レコード製作
者の権利保護に関するジュネーブ条約および万国著作権条約にも加盟している。これらの
条約等の定めに応じて、インドの著作権法は随時改正されてきた。こうした幾度もの改正
を経て、インド著作権法の定めには全面的な変更が加えられ、衛星放送やコンピュータソ
フトウエア、デジタル技術等、社会の変化に応じた定めに変えられてきた。
1

（判例）MacMillan v. Khan Bahadur Shmsul Ulama Zaka, ILR (1895) 19 Bom. 557
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工業意匠
インドにおいては 2000 年まで、1911 年に制定された意匠法が適用されていた。この 1911
年制定意匠法は、2000 年に新たに意匠法が制定され、同年 5 月 25 日に施行されたときに、
廃止された。新意匠法においては、インドにおける意匠の創作を奨励することを目的とし、
「意匠」に該当する範囲を広げ、新たな要件として「新規性」を求め、意匠を使用する物
品の国内分類を国際分類に合わせたものに変更する等している。国内分類は、ロカルノ協
定第 7 版に基づいて新たに定められたので、インド意匠法は、他の法域の意匠法と似たよ
うな内容となった面がある。
インドの知的財産法は、他のコモンロー法域、特に英国をはじめとする英連邦諸国の影
響も受けている。そのため、手続的要件も実体的要件も各法規定に基づき適用されること
は言うまでもないが、かかる規定の適用に当たり、インド裁判所の解釈を待たなければな
らない場合に、インドに先例となる判例がないときには、英国等の英連邦諸国において確
立された先例・判例が、判断の根拠とされることがある。場合によっては、米国等の英連
邦諸国以外の判例を参考とするにやぶさかではないとの姿勢が示されたこともある。但し、
外国の判例がいつでも参考にされるというわけではなく、インドの法規定または確立した
判例法に抵触する場合には、外国の判例が援用されることはない。

３．政府の知的財産政策と行政
インド政府は、知的財産の創出および保護の必要性を認識している。インド国家知的財
産委員会により出された最近の報告書によれば、各方面の関係者に聞き取り調査を行った
結果、知的財産の基盤を改善し、知的財産が創造性溢れる研究、技術の移転および冨の創
出のために使われる環境整備を進める必要性から、是が非でも改革を推し進めなければな
らない課題が明らかになったという。その課題は、次に掲げる通りである。
① 知的財産関連当局の近代化を進め、手続きの容易性および透明性を高めること。
② 特許の包括的なデータベースを整備し、登録特許、特許出願、特許庁各支部の決定

等

の情報を一括提供する窓口を設けること。
③ 特許と同じく、商標の包括的なデータベースを整備し、商標公報をインターネット経
由で閲覧できるようにすること。
④ 優秀な人材の募集および採用。特に様々な専門技術の知識・技能を兼ね備えた逸材が
求められる。
⑤ 各知的財産関連当局において、徹底した職員研修を実施すること。
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⑥ 国家研究機関、大学、産業界および法曹界において知的財産を扱う部門の拡充。
⑦ 知的財産に関連した紛争を専門に扱う裁判所または審判機関を設立すること。
⑧ 古来伝承されてきた発明等のデータベースを新たに整備し、伝承発明等に基づく特許
が冒認出願され、または不当に登録されることのない防止措置を講じること。
⑨ インドの中小企業による知的財産の創出を促すこと。

４．出願を受付ける管轄官庁
特許または意匠登録の出願は、インド特許庁（意匠局を含む、以下同じ）本部またはそ
の支部に対して行わなければならない。特許庁（意匠局）は、コルカタに本部が置かれる
とともに、コルカタ、ニューデリー、ムンバイおよびチェンナイの 4 カ所に支部が設けら
れている。
商標の登録出願も、商標登録局の本部または支部に出願して行わなければならない。商
標登録局は、ムンバイに本部が置かれるとともに、アーメダバード、チェンナイ、コルカ
タ、ムンバイおよびニューデリーの 5 カ所に支部が設けられている。
巻末の付属資料 1−1 および巻末の付属資料 1−2 には、商標局および特許庁の各支部の
所在地が掲載されている。なお、所在地を示す地図の他に、各支部の管轄地域表および連
絡先も載せられている。
インド国外の居住者がインドにおいて出願する場合には、その地において住所又は業務
のあるところを管轄する支部に出願することができる。

５．審判を受付ける管轄官庁
特許管理官（Controller）の決定に不服を申し立てる場合には、インド知的財産審判委
員会（以下、知財審判委）に対して、これを行う。知財審判委は、現在チェンナイに置か
れている。特許庁各支部の管轄地域では、巡回審判を行うと表明されたこともあったが、
これまでかかる審判につき明文の規定が置かれたことはない。意匠管理官の決定に不服を
申し立てる場合には、意匠管理官の管轄地域を管轄するインド高等裁判所に対して、これ
を行う。
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６．支部の運用
特許、意匠および商標の付与、取消し、および登録は、インド特許・意匠・商標管理庁
により行われる。コルカタはインド特許庁の本部とされているが、あくまでも監督的役割
にとどまり、実際の事務は、各支部が独立して行い、権利付与等の是非およびその範囲等
について、単独で決定を出す権限が認められている。
過去の経緯から、特許庁および商標局は上述のような組織形態とされ、インド各地全域
において対応すべく配慮がなされている。隣接地域に係る事項は各支部の管轄とし、特許
庁および商標局の利便性を高めるものとしてあるのである。
各支部により出される決定は、もちろん法的な効力が認められるが、他の支部に対する
拘束力はない。なお、今のところ、出願審査および答弁/審判に係る各支部の決定を、一括
して閲覧できるような電子データベースは、行政により整備されていない。ただ、特許に
ついては、毎週発行され、また特許庁のウエブサイトにも PDF 形式で掲載される特許公報
で、審査等に係る情報を入手することができる。管理官および審査官は、同じ支部内、ま
た場合によっては他の支部との間でも、情報交換をすることができる。
特許庁においては、管理官は、様々な職位および管理権限を任されるが、いずれの管理
官も、インド特許法に基づき実体法を運用するという権限を、等しく有することに変わり
はない（但し、特許・意匠・商標管理庁長官を除く。）。特許審査官は、各特許出願を審査
し、審査通知書を担当管理官に交付する。管理官は、審査官の審査通知を受けて、これに
基づいた正式な決定を下し、または審査通知に反し、これとは異なる措置を取ることがで
きる。
特許・意匠・商標管理庁長官は、特許法（当初、1970 年制定）、意匠法（当初、2000 年
制定）、ならびに商標法（当初、1999 年制定）の運用を監督し、知的財産権に係る事項につ
いて、インド行政府に勧告意見を提示する。また、特許庁、意匠局、特許情報制度、商標
局、および地理的表示局における業務の管理・監督も行う。
インド商標局は、1940 年に設立され、現在は 1999 年に制定された商標法およびこれに基
づき定めた規則を運用している。また、インドにおける商標に係る情報源の役割を果たし、
また商標制度の発展に努めている。商標局の本部はムンバイにあり、インド各地に支部が
置かれている。
著作権局は、著作権登録官が、インド中央政府の監督および指示の下、直接指揮を執っ
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ている。なお著作権登録官は、著作権審判委員長を兼任する。
著作権局は、任意で登録される著作権に係る法定事項を、著作権登録原簿に記載し、こ
れを管理する役目を担う。著作権登録原簿に記載された事項は、一応の証拠と見なされ、
裁判においては、著作権を所有する事実を証明する証拠として、例外なく証拠能力が認め
られる。

７．代理人
インド特許法においては、特許庁における手続きの遂行に当たって、特許登録代理人を
もって出願することが認められる。特許代理人は、特許管理官に対する手続きを行い、（特
許に係る）あらゆる書類を作成し、あらゆる事務を行い、特許法に定める責務を果たすこ
とができる。特許代理人以外の者は、特許を出願し、特許の取得およびこれを目的とした
明細書その他の書類の作成を行い、または科学的もしくは技術的側面から特許の有効性も
しくは権利侵害に関する助言を行ってはならない。但し、かかる制限があっても、特許出
願人本人は、明細書等を作成し、または特許管理官による審査手続きで面接することがで
きる。同様に、かかる制限に拘わらず、弁護士は、特許代理人ではなくても、管理官によ
る審査手続きで面接することができる。
特許代理人として認められ、特許代理人登録簿に登録することができるのは、次に掲げ
る要件を満たす者である。
① インド国民であること。
② 満 21 歳を超えていること。
③ インドにおいて現行法に基づき設立された大学において、科学、工学、または技術
において学位を取得し、またはその他これらに相当する知識を有し、かつインド中
央政府が定める資格を有するものと認められ、かつ、次に掲げるいずれかの条件に
当てはまること。
(a) 特許代理人の資格を判定する目的で実施される検定試験に合格すること。
(b) 審査官もしくは特許管理官またはその両方として任官したことがあり、かつ任
官期間が合計 10 年未満であり、登録出願のときに審査官または特許管理官では
ないこと。
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意匠の登録出願においても、意匠法の定めに基づき、管理官に提出する全ての出願書類
および書簡等に署名し、審査手続きで面接することができるのは、法律専門家、または特
許代理人登録簿に住所・氏名を登録している代理人である。かかる代理人は、管理官の裁
量で、インドの居住者であること、またはインドの居住者でない出願人・代理人に対して
はインドに居住する代理人を代わりに立てるよう、求められることがある。また同様に、
出願人その他の者の自署が求められることがある。
商標の登録出願の場合にも、インド商標法に基づき、商標登録代理人をもって、商標局
における手続きを行うことができる。商標代理人は、商標登録官に対する手続きを行い、
（商
標に係る）あらゆる書類を作成し、あらゆる事務を行い、商標法に定める責務を果たすこ
とができる。

８．経費
インドにおける特許、商標および意匠の出願料、審査請求料、および更新料等、および
法律事務所または代理人に手続き等を依頼した場合のおおよその諸費用については、巻末
の付属資料 2 を参照されたい。また、経験深い優秀な弁護士に訴訟における代理人を依頼
した場合のおおよその費用も、同資料に掲載されている。
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第1章
知的財産権の取得

１．特許
（1）沿革、現行法制、条約
インドにおいては、特許に係る規定は、インド特許法（1970 年制定）
（以下「インド特許
法」）およびインド特許規則（2003 年制定）
（以下「インド特許規則」）により定められてい
る。また、インドは、TRIPS協定、パリ条約、PCT（特許協力条約）、およびブダペスト条約
の加盟国である。これらの条約の規定を実施するために、インドの知的財産法は、随時改
正されてきた。具体的には、2004 年 12 月 26 日に、2004 年特許法改正法令が公布された2。
同改正においては、TRIPS協定に基づくインドの義務を履行するために、2005 年 1 月 1 日か
ら物質特許を導入する等の規定が新設された。なお、同改正法令は、2005 年 1 月 1 日をも
って施行された3。ただ、2004 年特許法改正法令は、その後 2005 年にインド特許法が改正
されたときに廃止され、同改正特許法が 2005 年 1 月 1 日に遡って効力を発するものとして
施行された。この特許法改正に伴い、インド特許規則も 2005 年および 2006 年と二度にわ
たり改正された。
2005 年に行われたインド特許法改正における大きな変更点は、これまでは食品または医
薬品に使用されまたは使用することのできる物質、および化学反応により生成される物質
の特許が禁じられていたのに対し、TRIPS 協定に定める要件を遵守するため、これが同改正
により認められることになったことである。
また同様に同改正において、ブダペスト条約の定めを国内において実施するために、本来
一般の人々が入手することのできない生物学的素材を、ブダペスト条約に定める国際寄託
機関に寄託することを義務付ける規定も定められた。かかる生物学的素材の寄託は、当該
生物学的素材に係る特許をインドにおいて出願する日までに行わなければならず、当該寄

2

「法令」とは、インド大統領が公布する法令である。法令は、「法律」とは異なり、インド議
会両院の承認を得なくても公布することができ（同時に施行される。）、公布後 6 カ月間有効な
法律として施行され、この間に議会の承認を得なければならない。議会の承認が得られた場合に
は、「法律」となるが、承認が得られなければ、当該法令は失効し、当該法令を公布する前の状
態に戻る。
3
TRIPS協定の定めは、2005 年 1 月 1 日までにインド国内で実施しなければならなかったのであ
るが、それまでにインド議会両院において同協定を国内で実施するために必要な改正法が可決さ
れなかった。そのためインド政府は、特許法改正法令を公布して、TRIPS協定を国内で実施する
ことにしたのである。
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託に係る事実を明細書に記載しておかなければならない。具体的には、かかる生物学的素
材を正確に特定しまたは示す当該生物学的素材の全ての特徴、ならびに当該生物学的素材
の寄託機関の名称と住所、および当該機関への寄託日と寄託番号等を、明細書に明記しな
ければならない。また、かかる生物学的素材の材料源および原産地も、明細書に明記しな
ければならない。発明に使用する生物学的素材の材料源および原産地を記載せず、または
これらについて虚偽の内容を記載した場合には、かかる事由が権利付与前異議申し立てお
よび権利付与後異議申し立て提起の根拠となり、また特許の取消しを求める根拠として成
立する。
なお、インドにおいては、実用新案制度が採用されていない。従って、発明につき排他
的な権利を確保するには、インド特許法に定める実体的要件および手続的要件のいずれも
満たさなければならない。
（２）特許庁および審判委員会
インドにおいて特許権を付与する公式の行政機関は、特許庁である。そして、特許庁職
員で特許権の付与につき審査権限を有するものを、特許管理官という。なお、特許庁には、
意匠登録の審査権限を有する意匠管理官もいる。また、特許管理官の決定に不服のある者
が異議を申し立てる機関として、インド特許法に基づき、審判委員会も設けられている。
① 前述した通り、インド特許庁の本部はコルカタに、支部はデリー、ムンバイおよび
チェンナイの 3 カ所に置かれている。2006 年にインド特許規則が改正されるまでは、
一定の業務については、コルカタの本部においてのみ処理されていたが、改正後は、
上記の支部においても、どの業務も本部と全く同じように処理されるようになって
いる。
特許庁が公式発表した最新の統計記録によれば（2005 年〜2006 年）、特許出願の審査を
行う管理官は 39 名、同じく審査官は 140 名ということである4。
インド特許庁における特許の出願審査は、審査案件が多いため、現在、出願から査定ま
で、通常 3 年から 5 年を要する。

4

特許庁年次報告書（2005 年〜2006 年）
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（3）法上の特許対象
インド特許法においては、「発明」とは、進歩性があり、産業において利用することので
きる物の発明または方法の発明と定義されている。「進歩性」とは、当該発明の分野に精通
した者にとって自明ではないような特徴が当該発明に見られることをいうとされる。特許
性のある発明として認められるためには、新規性、未知性、進歩性、および有用性の認め
られるものであることを要する。
発明の新規性が認められるためには、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
① 1912 年 1 月 1 日以降に（当該日を含む。）インドにおいて出願された特許について、
当該発明の優先日よりも前に提出された明細書において、当該発明が公開されてい
ないこと。
② インドまたは世界中の国および地域を問わず、当該発明の優先日までに、当該発明
が公開されていないこと。
③ 当該発明の優先日までに、インドにおいて公知でありまたは一般に実施されていな
いこと。
なお、新規性を判断する基準は、インド特許法に定めがあるが、この現行法の定め
にはあいまいな点があるので、注意が必要である。
インド特許法第 2 条（1）項（l）号においては、
「新発明」とは、完全明細書を添付
した特許出願日までに、いずれの書類においても公開された（当該発明の）先行技
術が存在せず、またはインドその他世界中のいずれの国および地域においても実施
されたことのない発明または技術をいうと定義する。この定義は、2005 年にインド
特許法が改正されたときに新たに定められたものであり、
「新発明」の新規性を判断
する絶対的基準といえる。
ところが、このように「新発明」の定義が定められたにも拘わらず、それ以後この
定義が他の規定の中で使用されてもいない。それどころか、相変わらずこれまでの
先行技術の有無を判断する基準が用いられており、優先日までに当該発明が、イン
ドその他世界中の国および地域を問わず公開されたことがなく、かつインドにおい
て用いられたことがないかどうかを基準とする。
「新発明」の定義を新たに定めたにも拘わらず、これまでの先行技術の有無を判断
する基準が引き続き用いられているという矛盾があり、新規性を判断する基準には、
2 つの解釈が成立しうる。1 つは、インド特許法において定義を定められた用語（す
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なわち「新発明」）は、これが法規定の中で用いられている場合に限り、同法の定義
に基づく解釈を行うというものである。この解釈の根拠は、インド特許法第 2 条（1）
項に求めることができる。同規定においては、
「定義を定める用語は、本法（すなわ
ちインド特許法）において使用する場合に、かつ文脈上当該付与された意味に反す
るものに解されない限り、当該付与された意味を有するものとする。
」と定める。も
う 1 つの解釈は、法において定められた規定には、不用または無用な定めはありえ
ないというものである。この解釈に基づけば、新規性を判断する基準として唯一絶
対的な基準を確立しようとした議会の制定主旨に鑑みて、規定の解釈を行うことに
なる。これらの両極端な 2 つの解釈を比較検討してみると、最初の解釈に基づけば、
「新発明」という用語が先行技術に係る規定において用いられていないのであれば、
当該規定は「新発明」という用語に付与された意味の表すところを定めたものでは
ないと解釈することができ、2 つ目よりも 1 つ目の解釈の方が妥当なように思われる。
また、新規性の判断基準および先行技術の有無に係る規定においては、相対的な判
断基準を定めていることが明らかである。それに、インド特許法においては、「新発

明」とは別の定義を定めた「発明」という用語を用いた規定において、特許の保護
について定めている。そして、まさしくこの「発明」という用語こそ、先行技術の
有無に絡んで新規性を判断する基準を定めた諸規定において、繰り返し用いられて
いるのである。よって、1 つ目の解釈に基づけば、様々な規定を矛盾なく解釈するこ
とができ、これならば司法判断を下す当局の見解にも反しないのではないかと思わ
れる。逆に 2 つ目の解釈を取れば、定義されていても規定の中で使用されていない
用語があるばかりに、インド特許法の規定の多くが、効力を有するはずなのに無用
なものとなってしまうことになる。
上記のように新規性の判断基準についてはあいまいな点があるが、これについて特
許庁から見解が示されたことはない。但し、一部の上級管理官からは、先行技術に
ついては、これに係る規定を適用するという見解が、一様に出されている。つまり、
原則として、相対的な新規性の判断基準が適用されると考えられることになる。な
お、インドにおけるいずれの裁判においても、この点について判断が示されたこと
はない。
④ インドにおいて当該発明の優先日以降に（当該日を含む。
）公開され、かつ当該優先
日よりも先の日を優先日として優先権の主張を伴う特許出願において、当該発明の
特許が出願されていないこと。PCT に基づく国際出願においてインドが指定されて
いる場合には、かかる出願は、インド特許法に基づく特許出願と見なされる。従っ
て、当該発明の公開後にインドを指定国とする国際出願が公開され（後にインドに
おいて出願され）た場合であっても、当該国際出願において当該発明の特許が求め
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られており、かつ当該国際出願の優先日が、当該発明の優先日よりも前の日に当た
るときには、当該発明に新規性は認められない。
次に掲げる行為は、新規性喪失の例外に当たる場合である。
① 特許の出願前に、出願対象の発明の価値を調査する目的で、インド行政府またはこ
れが権限を付与した者に、当該発明について報告し、報告を受けて調査を実施する
目的で何らかの措置が取られた場合。
② 特許の出願前に、妥当と考えられる試験のみを目的として、特許権者もしくは出願
人が、またはかかる者の同意を得て、出願対象の発明を公然と実施した場合。但し、
かかる公然の実施が合理的に必要なものであり、当該実施後 1 年以内に特許を出願
しなければならない。
③ 特許の出願前に、出願対象の発明が、発明者の同意を得た上で、公的に認められた
展示会において発表され、展示された結果当該発明が公開・実施され、または発明
者が学会において当該発明の論文を発表し、もしくは発明者の同意を得た上で学会
誌に掲載された場合。但し、かかる場合には必ず、展示会における発表、論文の発
表、または学会誌への掲載から 12 カ月以内に、特許を出願していなければならない。
④ 発明者から当該発明について記載された印刷物を入手した第三者が、特許の出願ま
たは優先日よりも前に、発明者の同意を得ることなく、当該発明を公開した場合。
但し、かかる第三者による公開について、発明者がこれを知ったときには、合理的
に可能な限りできるだけ速やかに、特許を出願していなければならない。
特許の対象が新規性、進歩性および有用性という一般要件を満たしていても、次に掲げ
るものには、特許性が認められない。
① くだらない、または確立した自然法則に明らかに反するような発明
② 発明の主な実施方法もしくは意図した実施方法が、公序良俗に反し、もしくは人間・
動植物の生命・健康もしくは環境に重大な悪影響を及ぼし、または発明を営利活動
において利用すれば、公序良俗に反し、もしくは人間・動植物の生命・健康もしく
は環境に重大な悪影響を及ぼすことになると思われる発明
③ 単なる科学的法則の発見、または抽象的な理論の考案、または自然界に存在する生
物もしくは物質の発見
④ 既知の物質の既知の効能を向上させないような当該物質の新たな形態の単なる発見、
または既知の物質の単なる特性もしくは実施方法の発見、または既知の手法もしく
は機械器具の単なる特性もしくは使用方法の発見。但し、既知の手法に係る場合は、
当該手法により未知の産物が生まれ、または少なくとも 1 種類以上の未知の反応物
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を利用するときには、特許性が認められうる。
具体例を挙げると、塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物質、純粋な物質、粒径、
異性体、異性体混合物、錯体、配合物、およびその他既知の物質の誘導体は、その効能
に係る特性が著しく異なるものでない限り、同一の物質と見なされる。
⑤ 単なる混合により、混合成分の特性が合わさって得られたに過ぎない物質、または
かかる物質を作り出す方法
⑥ 個々に動く既知の機器を複数集めて、既知の方法で並べ、並べ換えまたは再現した
に過ぎないもの
⑦ 農業または園芸に係る方法
⑧ 人間または動物が病気に罹らないように、人間の病気を治す医薬、外科手術、医療、
病気の予防診断、治療その他の方法、または人間と同じく動物の病気を治す医薬、
外科手術、医療、病気の予防診断、治療その他の方法、またはかかる方法の経済的
価値を高め、もしくはかかる方法により生み出される産物の経済的価値を高めるよ
うな、人間または動物の病気を治す医薬、外科手術、医療、病気の予防診断、治療
その他の方法
⑨ 植物および動物（全部か一部かを問わない。）。但し、微生物を除く。なお、種子、
変種および種は、動植物を繁殖させる本質的な生物学的方法とされる。
⑩ 数学的方法、またはビジネス方法、またはコンピュータプログラムそのもの、また
はアルゴリズム
コンピュータプログラムの特許性については、事あるごとにインド行政府に対して
（認めて欲しいという）要望が出されており、特許性の有無について議論もされている
が、これまでのところ、インド行政府は、コンピュータプログラムに特許性を認めない
という法規定を、廃止する意向を正式に表明したことはない。
⑪ 文学作品、戯曲作品、音楽作品、美術作品、またはその他芸術的な創造物（映画作
品およびテレビ番組を含む。）
⑫ 精神的な活動の体系、法則もしくは態様、またはゲームのやり方
⑬ 情報の提示
⑭ 集積回路の配置
⑮ 古来伝承されてきた発明、または伝承されてきた成分の（1 つとは限らない。）
、既
知の特性を集めもしくは再現したに過ぎない
⑯ 発明原子力に関する発明
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医薬品を含む化学物質の特許は、現在インドにおいて認められている。医薬品の特許性
の判断基準は、各方面から大きな関心を寄せられてきた。同一の塩基性分子に係る発展的
発明は、効能の向上が認められない限り、特許性が認められないからである。これは、特
許性が認められないものとして上記の 4 番に記載されたものに該当する。インド以外の国々
でも、このような物質の特許性を判断するに当たり、十分な知識等を有さないところでは、
どこまでを発明と考えるかの判断が難しいため（ある発明に特許性を認めてしまったら、
他の全ての発明にも特許性を認めざるを得なくなるおそれがある。）、インド特許法におい
て定める上記のような規定を採用することが、検討されているようである。かかる規定は、
インド特許法のその他の全ての規定と同じく、国内の出願に対してもパリ条約等の締約国
への出願に対しても適用される。また、当該規定は、インドの産業にも大きな影響を及ぼ
すと思われる。インドの産業界においては、新規化合物の特許が出願されることはめった
にないからである。実際のところ、インドの産業はもっぱら、現在は特許が認められない
発展的発明に他ならないものの保護を活用してきた。また、新規化合物の出願人も発展的
発明の出願人も等しく、当該規定の影響を受けるが、どちらかというと大きな影響を受け
るのは、（新規化合物に係る）先発医薬品製造会社と考えられる。なぜなら、発展的発明に
基づく製品（つまり後発医薬品）は特許が認められないわけだから、かかる製品の価格は
様々な要因に左右されやすくなるからである（そうすると、価格は安くせざるをえないは
ずである）。当該規定により特許を認める発明の範囲が制限されているのは、後発医薬品製
造会社を保護するためではなく、一般の市民が高額な医療費負担を強いられることのない
ようにするためである。医療費が高額になると、医薬品および医療の利用が減少してしま
うことが実証されている。医薬品の価格および利用の問題はいずれも、強制実施権の設定
により解決されるはずであるから、当該規定により、後発医薬品製造会社は競争上のメリ
ットを得られると結論付けても、あながち間違いとは言えないであろう。但し、以上のよ
うな見解が、公式に出されたことは一度もない。
（４）手続き
１）出願手続きおよびその遂行
インドにおいて特許を出願する場合には、必ず明細書等および図面を（その他に、請求
項がある場合には請求項も併せて）提出し、出願人の氏名および住所、発明者の詳細、な
らびに優先権に係る事項を明らかにしなければならない。国際出願を行う場合には、国内
段階に入った場合、つまり各締約国（例えばインド）における審査を受けるときに、PCT
（特許協力条約）において公開した書類の写しも提出することができる。なお、法に定め
る期限内であれば、適切な手続きを経て、上記以外のあらゆる書類を提出し、必要事項を
明らかにすることができる。
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出願の際に優先権の主張をする場合には、優先権を証明する証書の提出を求められるこ
とがある。優先権の根拠となる第一国出願が英語以外の言語により行われているときには、
当該出願において提出された書類を英語に翻訳し、認証を受けたものも併せて提出するよ
う求められる。国際出願において、各締約国における審査の段階では、優先権を証明する
証書を、優先日（優先権主張の基礎となる第一国出願を行った日）から 31 カ月以内に、提
出しなければならない。但し、PCT 規則第 17.1 条（a）項または（b）項に基づき、優先権
を証明する証書を、既に（世界知的所有権機関）国際事務局に提出している場合には、所
定の様式 PCT/IB/304 を提出するだけで足りる。上記前段および後段のいずれの要件も満た
していない場合には、優先権を証明する証書および／またはこれを英語に翻訳したものを
提出するよう、インド特許庁から求められることがあり、その場合には、3 カ月以内に必要
な書類を提出しなければならない。通常インド特許庁から第一次審査通知が送られて来て、
かかる書類の提出が求められる。
パリ条約の同盟国等への締約国出願の場合には、優先権を証明する書類は（場合によっ
ては、これを英語に翻訳し、認証を受けたものも併せて）
、特許管理官から求められたとき
に提出すればよい。この場合も、通常第一次審査通知が送付されて来て、必要書類の提出
が求められる。提出期限は、通知書が送られて来てから 3 カ月以内である。
優先権を証明する証書を提出しない場合には、インド特許庁に優先権の主張を認めても
らえないことがある。
特許出願は、単独でまたは他の者と共同して行うことができる。発明の特許を出願する
ことができるのは、当該発明を最初に発明した発明者本人、当該発明者から特許を受ける
権利の譲渡を受けた承継人、または特許出願の権利を有したまま死亡した者の法定代理人
である。法人も、承継人として、特許を出願することができる。特許を出願する権利、特
許権者あるいは特許権者の承継人として登録される権利、もしくはインド特許法に基づき
認められた特許の実施権を求めもしくは保有する権利は、特許の付与および特許権の保護
につき自国民に準じた権利をインド国民に認めない国の国民に対しては、認められない。
出願書類〜特許出願は、所定の様式により行う。特許を受ける権利の譲渡を受けて、特
許を出願する場合には、特許を出願してから 6 カ月以内に、出願する権利を証明する証拠
を提出しなければならない。出願書類には、出願人が当該発明を保有することを明記しな
ければならない。出願人と発明者とが異なる場合には、出願書類に、当該発明をまぎれも
なく最初に発明した発明者の氏名を明記し、申告しなければならない。
出願書類には、明細書等および当該出願のパリ条約等の締約国への出願に係る保証書を、
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添付しなければならない。同一または同一と見なせる発明につき、インド以外の国におい
ても、単独でまたは他の者と共同して、特許を出願した場合には、当該パリ条約等の締約
国への出願について、その出願から 6 カ月以内に、特許管理官に届け出なければならない。
かかる届出に際しては、当該パリ条約等の締約国への出願の詳細に係る書類を、管理官に
提出しなければならない。なお、出願人は、特許査定または拒絶査定が出されるまでは、
同一または同一と見なせる発明につき、インド以外の国においてパリ条約等の締約国への
出願をした場合には、その出願から 6 カ月以内に、当該パリ条約等の締約国への出願の詳
細について、書面で届け出ることを約束する保証書を、所定の様式をもって、提出してお
かなければならない。また、特許査定または拒絶査定が出されるまでの間であれば、その
時期を問わず、インド以外の国における出願手続の進捗状況につき、報告するよう管理官
から命じられることがある。その場合には、当該命令から 6 カ月以内に、必要事項を報告
しなければならない。
仮明細書および完全明細書〜特許を出願するときには、必ず仮明細書または完全明細書
を添付しなければならない。
仮明細書は、これをインド特許庁に提出することにより、完全明細書の厳しい提出要件
を満たさなくても、先行技術が判明した場合、および当該提出日以降にインド国内および
国外において特許出願する場合に、援用することのできる優先日を、当該仮明細書の提出
日とすることができる。
仮明細書には、発明および当該発明の主要事項がよく分かるような表題を記載すれば足
りる。また、図面を添付することができる。但し、仮明細書に係る図面を提出せず、また
は図面が提出されていても、当該図面では足りないと見なされた場合には、仮明細書につ
いて図面を提出し、または不足を補う図面を提出するよう、管理官から求められることが
ある。仮明細書に請求項を記載するかどうかは、出願人の任意である。
一方、完全明細書の提出要件は、極めて厳しいものである。完全明細書の提出に当たっ
ては、必ず次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
① 発明、当該発明の運用または使用、および当該発明の実施方法について、具体的か
つ漏れなく記載すること。
② 出願人の知る限りにおいて、当該発明の実施方法として最善の方法であり、かつ出
願人が特許による保護を求める方法について、記載すること。
③ 特許による保護を求める当該発明の範囲を定める請求項を、最後に記載すること（1
つとは限らない。）。
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④ 当該発明の要約書を添付すること。
仮明細書の場合と同じように（但し、図面を提出せず、または図面が提出されていても、
当該図面では足りないと見なされた場合に限らず）、図面を提出し、または既に提出済みの
図面につき、これを補足する図面を提出するよう、管理官から求められることがある。
特許出願のときに仮明細書を添付した場合には、当該仮明細書の提出日から 12 カ月以内
に完全明細書を提出しなければ、当該特許出願は、放棄されたものと見なされる。完全明
細書の請求項が仮明細書の記載事項に基づいたものと見なすことができる場合には、当該
仮明細書の提出日が、当該請求項の優先日と見なされる。よって、提出要件の緩い仮明細
書を提出しておけば、（提出要件の厳しい完全明細書を提出する場合よりも、）優先日とし
て早い日を設定することができる。
同一の出願人が仮明細書を添付して複数の特許出願を行った場合に、これらの特許出願
が単一の発明に関するものであり、または単一の発明に該当しており、従って単一の特許
に統合することができると、管理官が判断したときには、当該出願人は、当該複数の特許
出願の全部に係るものとして、完全明細書を 1 つだけ提出するだけでよいとされることが
ある。但し、かかる完全明細書は、仮明細書を添付して出願した複数の特許出願のうち、
最も早い出願日から 12 カ月以内に、提出することを要する。出願人が、完全明細書の提出
後 12 カ月以内に、管理官に対し、当該完全明細書を仮明細書として扱うよう求めた場合に
は、当該請求が認められ、当該完全明細書を仮明細書と見なして特許出願手続きが進めら
れることがある。また、出願人が、仮明細書の提出後、特許査定の出る前に、管理官に対
し、当該仮明細書を無効とするよう求めた場合には、当該請求が認められ、当該仮明細書
が無効とされ、従って特許出願の優先日が完全明細書の提出日に繰り下げられることがあ
る。
仮明細書の提出後に完全明細書を提出する場合、または先願として特許を出願する場合
には、発明主体に係る申立書を、所定の様式により、完全明細書の提出時に、または完全
明細書の提出後 1 カ月以内に、提出しなければならない。かかる申立書には、発明者の（1
人とは限らない。）氏名、住所および国籍を正確に記載しなければならない。申立書におい
て発明者として記載された者が、特許出願においては発明者とされていなかった場合には、
当該発明者が署名をもって当該発明を当該完全明細書に記載することを認めた旨の書面を
要する。
オンライン出願〜オンライン出願は、インド特許庁においては、TRIPS 協定の諸規定が施
行されて間もなく、1995 年初めから実施されるようになった。オンライン出願については、
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1999 年のインド特許法改正をもって、遡及的に法的に有効なものと認められ、また同改正
をもって TRIPS 協定第 70 条（8）項がインド国内において実施されることになった。同時
にこのインド特許法改正においては、TRIPS 協定第 70 条（9）項に定める「排他的販売権」
に係る規定も新設された。排他的販売権は、一定の特別要件を充足する場合に認められた。
排他的販売権の承認に当たっては、特許出願を正式に審査する必要はなかった。排他的販
売権は、名前の通り、その権利の範囲が販売活動に限られ、その存続期間は、最長で 5 年
間認められた。出願した特許が認められ、または実体審査の結果拒絶査定が出されたとき
には、排他的販売権の存続期間は短くなるものであった。
上記の排他的販売権に係る諸規定は、2005 年にインド特許法が改正されたときに全て廃
止され、代わって包括的な製品特許制度が導入された。また同時に、オンライン出願を行
った出願人は、合理的なロイヤルティを受ける権利のみを得ることができる旨の規定が新
設された。合理的なロイヤルティは、出願公開をもって発生する。なお、特許出願の対象
となる製品につき、当該特許の出願人ではない企業が、相当な投資を行った上で 2005 年 1
月 1 日以前から当該製品を製造・販売しており、かつ当該特許出願が認められた時にも（す
なわち、出願人が出願公開をもって発生した全ての権利を主張することができるようにな
った時）製造を続けていた場合には、当該企業は、当該特許が認められた場合に保護され
る当該製品につき、これの販売等を引き続き行う権利を有することを定めた規定も、同改
正において追加された。かかる場合には、（特許出願が認められた）特許権者は、かかる
企業に対して、特許侵害手続きを提起することができない。
明細書等の記載事項〜完全明細書および仮明細書は、必ず所定の様式により作成しなけ
ればならない。完全明細書および仮明細書のいずれにも、発明および当該発明の主要事項
がよく分かるような表題を記載しなければならない。表題は、原則として 15 語以内で、発
明の具体的な特徴が分かるようなものとする必要がある。完全明細書については、発明、
当該発明の運用または使用、および当該発明の実施方法について、具体的かつ漏れなく記
載し、また出願人の知る限りにおいて、当該発明の実施方法として最善の方法であり、か
つ出願人が特許による保護を求める方法を、記載しなければならない。
完全明細書には、特許による保護を求める当該発明の範囲を定める請求項を、最後にま
とめて記載しなければならない。請求項は、単一の発明または全体で一つの発明の概念と
考えられる発明の集まりに関するもので、かつ完全明細書または仮明細書の記載事項に基
づいたものと見なすことのできるものでなければならず、これを簡潔明瞭に記載しなけれ
ばならない。請求項の記載方法については、特にインド特許庁から指定・推奨されたもの
はないが、記載事項としては、効用や目的よりも、物の発明に係る請求項は当該物の特徴
を明記し、方法の発明に係る請求項は当該方法の流れを明記するよう、管理官から求めら
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れることが多い。また不明瞭な記述や、完全明細書等に基づいていないと思われる記述、
不確定要素が高いと思われる記述等は、拒絶理由となる。公に、方法および目的について
記載してはいけないとされているわけではないが、かかる記載については、公正な根拠を
示すよう管理官から求められ、場合によっては、方法に係る記述を「本書に記載するよう

なもの」等の表現により、意味範囲を明確にしなければならないと指摘されることがある。
完全明細書には、これを補足する図面を（1 つとは限らない。）添付することができる。
明細書に図面を添付しなかった場合には、発明の内容を明確にするには図面が必要である
と管理官が判断すれば、図面を（1 つとは限らない。）提出するよう求められることがある。
図面は、少なくとも 1 部が、耐久性の高い用紙に、きれいに見やすく作成したものでなけ
ればならない。図面の作成に使用する用紙は、標準 A4 サイズ（縦 29.7 cm 横 21 cm）で、
上部および左余白に 4 cm、下部および右余白に 3 cm を空ける。縮尺は、発明が十分によく
分かるようなものでなければならず、寸法は図面に記載してはならない。図面が複数ある
場合には、順番に連続した番号を付さなければならない。出願人の氏名は用紙の上部左端
に、図面の合計枚数および該当ページ数は上部右端に記載する。また下部右端には、出願
人またはその代理人の署名を記載する。なお、図面には、フローチャートを記載する場合
を除き、発明を説明する文章の記述を載せてはならない。
模型や見本は、インド特許庁から要求があったときにのみ、これを提出することができ
るが、明細書の一部を成すものとは見なされない。
完全明細書には、発明の要約書も添付しなければならない。要約書には、発明の表題を
付け、当該発明の概要を簡潔に記載する。具体的には、当該発明の属する技術の分野、当
該発明により解決される技術上の問題、その具体的な解決方法、および当該発明の主な使
用方法（1 つとは限らない。）がよく分かるように、150 語以内で記載しなければならない。
場合によっては、当該発明の特徴として、化学式を記載することもできる。出願の際、明
細書に図面を（1 つとは限らない。）添付した場合には、当該図面の数値を示す要約書を、
出願公開用に添付することができる。要約書および図面の両方に記載した主要事項は、（要
約書および図面のいずれにも）参照記号を付しておかなければならない。要約書は、当該
発明の属する技術の分野において、調査するときにすぐに役立つようなものとして、作成
しなければならない。
発明または当該発明を実施しもしくは使用する最善の方法をきちんと説明するために、
明細書に生物学的素材を記載しており、かつ当該生物学的素材が一般に入手不可能なもの
である場合には、当該生物学的素材は、ブダペスト条約に基づき、国際寄託機関に寄託し
なければならない。かかる生物学的素材の寄託は、当該生物学的素材に係る特許をインド
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において出願する日までに行わなければならない。また、かかる出願日から 3 カ月以内に、
当該生物学的素材に係る事項を明細書に記載し、提出しなければならない。具体的には、
かかる生物学的素材を正確に特定しまたは示す当該生物学的素材の全ての特徴、ならびに
当該生物学的素材の寄託機関の名称と住所、および当該機関への寄託日と寄託番号等を、
明細書に明記しなければならない。寄託機関に寄託された生物学的素材が一般に入手可能
となるのは、当該生物学的素材に係る特許がインドにおいて出願された日、または優先権
が行使される場合には優先日以降に限られるものと定められている。なお、かかる生物学
的素材の材料源および原産地も、明細書に明記しなければならない。

外国との取極め〜インドが加盟しまたは加入する国際的、地域間または二国間の条約、
協定または取極めに加盟しもしくは加入し、またはかかる条約等に加盟しもしくは加入す
る国々の集まり、連合組織もしくは国際組織に加盟しもしくは加入する国が、自国の国民
に対し特許の付与および特許権の保護につき特別な権利を認める場合に、これに類する権
利をインドの特許出願人またはインド国民に対しても認めるときには、かかる国は、イン
ド特許法上締約国と見なされる。
締約国が、インド国民に対して、特許の付与および特許権の保護に係る権利を、自国民
に準じて認めない場合には、当該締約国の国民は、単独でか他の者と共同してかを問わず、
インド特許法に基づき、特許を出願しもしくは特許権者として登録し、特許権者の承継人
として登録し、または特許権に係る実施権を求めもしくは実施権を保有することができな
い。
（インド以外の）締約国において発明の特許を出願した場合に（以下「第一国出願」と
いう。）、第一国で出願してから 12 カ月以内にインド特許法に基づき（インドにおいて）
出願したときには、完全明細書の請求項が第一国出願において申し立てた事項に基づいて
いれば、当該請求項の優先日は、第一国出願を行った日となる。同一の発明につき複数の
締約国において同一または類似の保護を求めて出願した場合には、第一国出願日は、当該
複数の締約国において出願した日のうち、最先の日とされる。
複数の締約国において複数の発明につき保護を求めて出願した場合に、当該複数の発明
が同種のものであり、または当該複数の発明が一部変更した程度の相違しかないものであ
るときには、当該複数の締約国において出願した日のうち最も早い日から 12 カ月以内であ
れば、当該複数の発明につきまとめてパリ条約等の締約国への出願をすることができる。
但し、まとめて出願する場合でも、出願に要する手数料は、当該複数の発明を個別に出願
する場合と同じ手数料を納付しなければならない。
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いずれか締約国への出願にせよ、必ず完全明細書を添付し、出願日および保護を求める
対象国を明記しなければならない。また、出願日までに、出願人本人または出願に係る権
利の譲渡を受けた承継人のいずれも、当該発明の保護を対象国に求めて出願したことがな
いことを、記載しておかなければならない。対象国において保護を求めて出願する発明に、
もとの発明の応用または追加がある場合には、これらの請求項を完全明細書に記載するこ
とができる。完全明細書の他に、仮明細書又はこれに類する書類を、第一国出願において
当該国の特許庁に提出しまたは寄託し、かかる書類につき当該国の特許庁長官もしくは担
当職員の認証を受け、またはその他特許管理官が満足するような形の証明を受けている場
合には、かかる書類も、パリ条約等の締約国へ出願の時に、または出願後 3 カ月以内もし
くは 3 カ月より長い期限で特許管理官が十分な理由に基づき認める期限までに、これを提
出しなければならない。かかる書類が外国語により作成されている場合には、これを英語
に翻訳し、宣誓供述書によりまたはその他特許管理官が満足するような形で認証を受けた
ものを、当該書類に添付しなければならない。
インド特許法の規定は、別段の定めがない限り、上記の通り、通常の特許出願およびそ
の特許査定に準じて、パリ条約等の締約国への出願およびその特許査定にも適用される。
特許協力条約（PCT）に基づく国際出願〜PCT に基づく国際出願による手続きは、適切な
特許庁等に出願して行うことができる。PCT に基づく国際出願においては、出願人が出願し
た国の特許庁、出願人が指定する国の特許庁、PCT に基づき決定される国の特許庁、および
インド特許庁長官による審査等が行われる。これら各国の特許庁等は、世界知的所有権機
関（WIPO）国際事務局（IB）、PCT において定める国際調査機関（ISA）および国際予備審
査機関（IPEA）と連携して手続きを進める。
国際出願の出願人がインドにおいて出願する場合には、英語またはヒンディー語により
作成した出願書 3 部を提出し、併せてインド特許法および PCT に定める所定の出願料を納
付しなければならない。国際出願の提出を受けたインド特許庁各支部は、当該出願書 1 部
を保管用として WIPO 国際事務局に、また 1 部を調査用として管轄 ISA に送付する。なお、
出願人が求める場合には、優先権に係る書類の認証謄本を作成し、これを WIPO 国際事務局
に送付する（但し、出願人は、所定の手数料を納付しなければならない。）。また各支部
は、当該国際出願の詳細について、インド特許庁本部に報告する。
国際出願の出願人が、インド以外の国において出願し、かつ国際出願の対象国としてイ
ンドを指定しまたは PCT に基づきインドに決定される場合には、出願書には、所定の様式
を使用しなければならない（フォーム 1）。また、インド国内法に基づく所定の手数料およ
びその他の手数料を、インド特許庁に納付しなければならない。国際出願の出願書を英語
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で作成していない場合には、当該出願書を英語に翻訳し正式な認証を受けたものを、優先
期間として認められる 31 カ月以内に、提出しなければならない。
明細書等の補正〜完全明細書および仮明細書ならびにこれらに添付する図面は、出願人
がこれの補正を行うことができる。かかる補正は、変更箇所の含まれるページ全体を作成
し直し、変更前の明細書等と一体のものとなるよう整え、提出することにより行う。紙片
を貼り付け、または書面の余白に注を付け加え、もしくは書き込む等の方法により、行っ
てはならない。補正した明細書等は、差し替えるページまたは図面がある場合には、これ
を添えて、管理官に提出しなければならない。かかる差し替え用ページ等は、出願人また
はその代理人が、差し替えまたは無効等の正式な表示を付し、かつ署名を記しておかなけ
ればならない（但し、頭文字の署名でよい。）。ページ全体を作成し直し、もしくは新た
にページを追加し、または図面に大幅な変更を加え、もしくは新たに図面を追加した場合
には、当該ページまたは図面については、これを 2 部提出しなければならない。
出願の分割〜特許を出願した後であっても、特許査定を受ける前であればいつでも、分
割出願を何度でも行うことができる。分割出願には、完全明細書を提出しなければならな
い。分割出願は、各出願人の任意で行い、または拒絶理由通知を受け、その拒絶理由とし
て、出願した特許出願の請求項が（1 つとは限らない。）複数の発明に係るものであるとの
指摘を受けたときに、これの是正を目的として行う。分割出願においては、もとの特許出
願のときに添付した完全明細書において、明らかにされていないと見なすことのできる事
項を入れなければならない。分割出願が認められる場合には、もとの特許出願が行われた
時に、当該分割出願が行われたものと見なされ、もとの特許出願とは別個の出願として処
理され、当該分割出願に対する出願審査請求が出された場合にのみ、出願審査が行われる。
請求項に認められる優先日〜優先日は、完全明細書の各請求項について、当該完全明細
書が提出された日が、優先日として認められる。但し、ある仮明細書について提出を要す
る完全明細書を提出する場合に、当該完全明細書の請求項が当該仮明細書の記載事項に基
づいたものであるときには、当該仮明細書を添付して特許出願を行った日が、当該請求項
の優先日となる。
複数の仮明細書に係る完全明細書を提出する場合に、当該完全明細書の請求項が当該仮
明細書のいずれかに記載された事項に基づくものであるときには、当該仮明細書を添付し
て特許出願を行った日が、当該請求項の優先日となる。
複数の仮明細書に係る完全明細書を提出する場合に、当該完全明細書の請求項が当該仮
明細書のいずれかに記載された事項および当該仮明細書のうち別のものに記載された事項
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の両方に基づくものであるときには、当該仮明細書を添付して特許出願を行った日のうち
いずれか遅い方の日が、当該請求項の優先日となる。
以前インドにおいて特許出願を行っており、これに係る完全明細書を当該出願から 12 カ
月以内に提出する場合に、当該完全明細書の請求項が当該特許出願において明らかにされ
た事項に基づくものであるときには、当該事項が初めて明らかにされた当該特許出願の出
願日が、当該請求項の優先日となる。
既に提出済みの明細書を（1 つとは限らない。）分割する完全明細書を提出する場合に、
当該完全明細書の請求項が当該提出済み明細書の記載事項に基づくものであるときには、
当該事項が初めて明らかにされた当該提出済み明細書の提出日が、当該請求項の優先日と
なる。
完全明細書の請求項につき、複数の優先日が成立しうる場合には、かかる優先日のうち
最先の日が、当該請求項の優先日となる。
出願後の手続き〜出願公開
特許が出願された場合には、必ず出願日または優先日のうちいずれか早い方の日から 18
カ月後に、当該特許が公報に掲載され、一般に公開される。但し、特許出願が管理官によ
り公報に掲載されるのは、通常上記の 18 カ月後から更に遅れてその 1 カ月後が期限とされ
ている。出願人は、上記の 18 カ月経過前であっても、所定の申請書により管理官に対し、
出願公開を請求することができる。その場合には、通常請求のあった日から 1 カ月以内に
出願が公開される。但し、出願が秘密扱いとされ、または出願日もしくは優先日のうちい
ずれか早い方の日から 15 カ月以内に出願が放棄されもしくは取り下げられた場合には、出
願は公開されない。
出願公開においては、必ず出願日、特許出願番号、出願人の氏名・住所等の出願の詳細
事項および要約書が公開される。
特許出願に係る生物学的素材がある場合には、明細書に記載され寄託機関に寄託されて
いた当該生物学的素材は、出願公開をもって、寄託機関は一般に対し分譲可能となる。ま
た、明細書等、および図面がある場合にはこれも、所定の手数料を納付すれば、特許庁に
おいて閲覧することができる。
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出願公開の日から（当該日を含む。）特許権の設定登録までの間については、特許権が
当該出願公開日に付与されたものとして、権利および特権が認められる。但し、特許権の
設定登録が完了するまでは、いかなる権利侵害手続きも提起することはできない。
特許出願は、毎週発行される特許公報により公開される。特許公報の電子版は、2005 年
1 月から、インド特許庁のウエブサイトに掲載されている。なお、最近インド国家知的財産
委員会はインド中央政府に対し、特許出願およびインド特許庁による査定等の決定をはじ
めとする特許に係る最新情報を提供する包括的な特許データベースを、一刻も早く整備す
る必要があるとの答申を出した。
特許出願手続きの流れ
通常、特許出願手続きは、出願から特許権の設定登録まで、3 年から 5 年を要する。特許
証の交付は、出願日から特許査定まで、1 年から 3 年かかることがある。巻末の付属資料 3
は、インド特許庁における特許出願手続きの流れとその所要期間を示したものである。
２）審査
出願した特許の審査は、出願人またはその他の関係者が、出願日または優先日のうちい
ずれか早い方の日から 48 カ月以内に、所定の様式をもって、審査請求を行った場合にのみ
行われる。分割出願の場合には、もとの出願の優先日（もしくは優先権の主張を伴わない
場合には、出願日）、または当該分割出願を行った日のうちいずれか遅い方の日から 48 カ
月以内に、審査請求を行わなければならない。かかる期限までに審査請求を行わなかった
場合には、当該出願は出願人により取り下げられたものと見なされる。特許出願の審査請
求が出されると、その順番に従って、審査が行われる。
所定の方法により所定の期限内に審査請求が出されると、特許管理官は、当該出願の審
査を審査官に付託する。審査の付託は、通常出願が公開された日または審査請求のあった
日のうちいずれか遅い方の日から 1 カ月以内に、行わなければならないものとされている。
特許出願の審査においては、当該出願がインド特許法およびこれに基づき制定された規則
に定める要件に適合しているかどうかが、確認される。また、インド特許法に基づき、特
許を拒絶する法律上の理由がないかどうかも確認される。
審査においては、完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明について、次に掲げ
る事項も審査される。
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① 出願人が当該完全明細書を提出する前に既に、1912 年 1 月 1 日以降に（当該日を含
む。）インドにおいて出願された特許明細書等において、当該発明に先行する技術
が公開されていないかどうか。
② 出願人が当該完全明細書を提出する前（優先権主張を伴う場合にはその優先日以前）
に、インドにおいて先に特許出願されたものがあり、出願人のその出願以後に先の
出願が公開された場合において、先行する技術が公開されていないかどうか。
上記の他にも、完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明について、出願人が当
該明細書を提出する前に、インドまたはその他の国や地域において、特許完全明細書以外
の書類により、当該発明に先行する技術が公開されていないかどうかも審査される。
先行技術の存在が認められるのは、出願対象の発明が、インド特許法に定める区分のい
ずれかに該当する先行技術において、既に公開されている場合である。進歩性があるか否
かの判断基準は、出願対象の発明が、当該発明の分野の技術者から見て、出願日または優
先日（のうちいずれか早い方の日）に既に存在する先行技術に照らして、自明であるかど
うかにある。なお、自明であるかどうかの判断に当たっては、複数の先行技術に基づく概
念を組み合わせたものであっても構わない（但し、その場合には、組み合わせるという明
示または黙示の意思が求められる。）。
先行技術の有無を判断する基準として、均等論が適用されるのかどうかについては、イ
ンド特許庁から公式な見解は出されていない。しかし、通常は、先行技術の存在が認めら
れるには、出願対象の発明に認められるあらゆる要素が、先行技術と考えられうる技術に
おいて公開されていなければならないため、新規性の判断に当たって、均等論が適用され
る可能性は低い。しかし、未知性の判断に当たっては、均等論が適用される可能性がある。
特許管理官は、出願対象の発明が複数の先行技術を組み合わせたものと考えられる場合に、
当該発明に見られる特徴が当該先行技術の一部に相当するものと言いうるときには、（均
等論を適用して）当該発明が未知のものと言えるかどうかを判断することができるからで
ある。ただ、未知性の判断に当たって、均等論を適用するかどうかについても、インド特
許庁は公式見解を出していない。
上記の審査が完了すると、審査官から管理官に対し、報告書が出される。審査付託から
審査完了までは、通常 1 カ月から 3 カ月を要する。報告書は、第一次審査通知として、願
書および明細書等と一緒に、出願人またはその授権代理人に送られる。第一次審査通知は、
通常審査請求日または出願の公開された日のうちいずれか遅い方の日から 6 カ月以内に、
交付することになっている。但し、実際には、インド特許庁では膨大な量の審査案件を処
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理しなければならないため、第一次審査通知の交付には 1 年から 1 年半を要している。出
願人以外の関係者が審査請求を行った場合には、審査に係る通知は、当該関係者に送付さ
れることがある。
特許秘密保持命令〜出願された特許が、（インド）防衛に関わるものであると判断され
た場合には、当該出願対象の発明に係る情報公開を禁じる特許秘密保持命令が、特許管理
官から出されることがある。管理官が特許秘密保持命令を発出しようとする場合には、そ
の旨をインド中央政府に届け出て、当該発明の公開がインドの防衛に関わるものと考えら
れるか否かの回答を得てから、情報公開を禁じる命令を取り消し又は執行する。特許秘密
保持命令は、6 カ月ごとに、または特許権者から要求のあったときに、インド中央政府の審
査に付される。特許秘密保持命令が有効である限り、当該出願の特許は特許管理官に認め
られることになる。
３）先行技術のある場合の手続き
完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明について、前述の理由から当該発明に
先行する技術が存在すると判断された場合には、特許管理官から拒絶査定が下される。但
し、当該明細書の請求項に係る優先日が、他の明細書等の請求項に係る優先日または関連
書類を提出した日よりも前の日であることを、出願人が管理官に対し証明し、これに管理
官が納得した場合には、この限りではない。かかる証明をすることができない場合には、
拒絶査定が下されるが、その場合に管理官の満足するように当該完全明細書を補正しない
限り、管理官は出願を拒絶することとなる。
特許出願審査の結果、出願人に不利な判断が下され、または出願書類もしくは添付した
明細書や図面等の補正を要することになった場合には、特許管理官から出願人に対し、当
該出願の拒絶理由が通知され、意見陳述の機会が与えられる。
出願人は、管理官から通知を受けた拒絶理由に反論し、または明細書の補正を要するか
否かにつき自らの見解を申し添えて明細書を再提出する場合には、管理官に公式の意見陳
述する機会を与えられる。但し、最初の拒絶理由通知を受けたときから 12 カ月以内であっ
てその期間の経過する１０日前に、意見陳述の機会を要求した場合にのみ、意見陳述する
ことが認められる。なお、正式な意見陳述の機会を求めず、意見書を提出し、請求項の正
当性を主張することもできる。
かかる意見陳述の機会につき、10 日間またはこれよりも短い期間で管理官が適切と考え
る期間前の通知が、出願人に交付される。出願人は、通知を受けたら、できる限り早く、
意見陳述を行うかどうかを、管理官に報告しなければならない。
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特許管理官は、意見陳述を聞いた上で、適切と考える明細書の補正を指示し又は認める。
その通りの補正が指定した期限までに行われない場合には、拒絶査定が下される。なお、
出願人が意見陳述を行っておらず、または意見陳述を希望しない旨を管理官に伝えている
場合であっても、上記のような補正の指示等が出されることがある。
上記の他に、出願人の提出した完全明細書の請求項につき、出願人が当該明細書を提出
する前にインドにおいて出願された特許について、または出願人が当該明細書を提出する
より先の日を優先日として優先権の主張を伴う特許出願がインドにおいて行われており、
その特許について提出された完全明細書で、かつ出願人が当該明細書を提出するよりも前
に提出されたものにおいて、当該発明に先行する技術が公開されていることが、唯一の拒
絶理由と判断された場合には、特許査定が延期され、当該拒絶理由を解消する猶予期間と
して 2 カ月間が認められる。猶予期間である 2 カ月の経過後に、拒絶理由が解消されてい
ないと管理官から判断され、または出願人が要求する場合には、意見陳述期日が定められ
る。かかる意見陳述の機会につき、10 日間またはこれよりも短い期間で管理官が適切と考
える期間前の通知が、出願人に交付される。出願人は、通知を受けたら、できる限り早く、
意見陳述を行うかどうかを、管理官に報告しなければならない。管理官は、意見陳述を聞
いた上で、適切と考える明細書の補正を指示しまたは認め、他の明細書等に当該発明に係
る先行技術が記載されていることを、当該明細書に追記するよう命じる。その通りの補正
が指定した期限までに行われない場合には、拒絶査定が下される。なお、出願人が意見陳
述を行っておらず、または意見陳述を希望しない旨を管理官に伝えている場合であっても、
上記のような補正の指示等が出されることがある。
上記の通り、管理官の命令に従い他の特許に言及する記述を当該明細書に挿入する場合
には、該当する請求項に続けて、次のような文言を入れる。
「インド特許法（1970 年制定）第 18 条（2）項に基づき、特許出願番号…につき提出し
た明細書を引用することが指示されていた。」
４）権利侵害の可能性のある場合の手続き
特許出願審査の結果、出願対象の発明を実施すれば、他の特許において保護される範囲
を侵害する相当なおそれが存在すると断言することができると判断された場合には、他の
特許に当該発明に係る技術が記載されていることを、当該出願に係る明細書に追記するよ
う、管理官から出願人に対して命じられる。但し、出願人が、当該他の特許において保護
される範囲につき、これが無効であると考える合理的な根拠を証明し、または管理官の満
足するように当該明細書を補正する場合には、この限りではない。
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上記の通り、当該明細書に他の特許に言及する記述を入れたが、その削除を出願人が求
めた場合には、次に掲げるいずれかの事由に該当するときには、管理官により当該削除が
認められる。
① 他の特許が取り消され、または失効した。
② 他の特許の明細書の補正が行われ、言及した請求項が削除された。
③ 司法手続きまたは管理官による審判において、言及した請求項が無効であり、また
は当該明細書に記載した発明の実施により侵害されないことが、証明された。
管理官の命令に従い他の特許に言及する記述を当該明細書に挿入する場合には、該当す
る請求項に続けて、次のような文言を入れる。
「インド特許法（1970 年制定）第 19 条（1）項に基づき、特許番号…を引用することが
指示されていた。」
（５）異議申し立て
異議申し立ては、権利付与前異議申し立ておよび権利付与後異議申し立ての 2 つに分か
れる。巻末の付属資料 4 および 5 は、権利付与前異議申し立ておよび権利付与後異議申し
立てに係る手続きの流れと所要期間を示したものである。
１）権利付与前異議申し立て理由
何人も、次に掲げるいずれかの理由がある場合には、出願公開後査定前の段階にある特
許出願につき、異議を申し立てることができる。
① 出願対象の発明またはその一部は、出願人が異議を申し立てた者から不法に入手し
たものである。
② 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が既に、
1912 年 1 月 1 日以降に
（当
該日を含む。）インドにおいて出願された特許に係る明細書において、当該請求項
の優先日前に公開されており、またはインドその他の国や地域において、かかる明
細書以外の書類において公開されている。
③ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明につき、当該請求項の優先日より
も前にインドにおいて出願された特許について、または当該請求項の優先日よりも
前の日を優先日としてインドにおいて出願された特許について、当該請求項の優先
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日以降に（当該日を含む。）提出された完全明細書の請求項において、当該発明が
記載されている。
④ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が既に、当該請求項の優先日より
も前から、公知でありまたは一般に利用されていた。
⑤ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が、自明であって進歩性が認めら
れない。
⑥ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が、インド特許法に定める「発明」
には当たらず、またはインド特許法に基づき特許性が認められない。
⑦ 発明またはその実施方法が、明瞭かつ十分に完全明細書に記載されていない。
⑧ 当該出願に係るパリ条約等の締約国への出願について、特許管理官に報告しておら
ず、または誤った報告をしている。
⑨ 当該発明の保護を求めて最初に第一国で出願したときから 12 カ月以内に、パリ条約
などの締約国へ出願を行っていない。
⑩ 当該発明に使用される生物学的素材につき、その材料源および原産地を、完全明細
書に記載しておらず、または誤った記載をしている。
⑪ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明につき、口伝かその他かを問わず、
インドその他の国の地域社会の人々の間に既に知られている技術が、当該発明に先
行する技術に当たる。
なお、権利付与前異議申し立てにおいて、発明の新規性および進歩性を判断する基準は、
特許出願審査における基準に準ずる。
２）権利付与前異議申し立て手続き
権利付与前異議申し立ては、出願公開後査定前の段階にある特許出願につき、管理官に
対し、書面をもって、申立事項を証明する文書や証拠がある場合にはこれらを添えて、更
に審問を望む場合にはその請求書も一緒に提出して、これを行わなければならない。管理
官が異議申し立てを審理するのは、当該出願につき審査請求が出されている場合に限られ
る。異議申し立ての審理が行われた場合には、その結果、当該出願を拒絶し、または明細
書の補正を要するとの判断が下されたときには、当該判断の通知および異議申立書の写し
が、出願人に送付される。出願人は、かかる通知を受領後 3 カ月以内に、出願人の任意で、
意見書および証拠書類を提出することができる。出願人から意見書および証拠が提出され
た場合には、管理官がこれらを審理し、当該出願につき拒絶査定を下し、または特許査定
をする条件として明細書の補正を命じる。請求に応じて審問が開かれた場合には、当該審
問において提示された意見および表明事項を管理官が審理の上、通常は異議申し立て手続
きの終了後 1 カ月以内に、異議申し立てを認めず特許査定を行い、または異議申し立てを
認め拒絶査定を下す。
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３）権利付与後異議申し立て理由
何人も、次に掲げるいずれかの理由がある場合には、特許権が登録され、特許公報に掲
載されてから 1 年に満たない特許につき、特許管理官に対し異議を（特許無効を）申し立
てることができる。
① 出願対象の発明またはその一部は、出願人が異議を申し立てた者から不法に入手し
たものである。
② 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が既に、
1912 年 1 月 1 日以降に
（当
該日を含む。）インドにおいて出願された特許に係る完全明細書において、当該請
求項の優先日前に公開されており、またはインドその他の国や地域において、かか
る明細書以外の書類において公開されている。
③ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明につき、当該請求項の優先日より
も前にインドにおいて出願された特許について、または当該請求項の優先日よりも
前の日が優先日としてインドにおいて出願された特許について、当該請求項の優先
日以降に（当該日を含む。）提出された完全明細書の請求項において、当該発明が
記載されている。
④ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が既に、当該請求項の優先日より
も前から、公知でありまたは一般に利用されていた。
⑤ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が、自明であって進歩性が認めら
れない。
⑥ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が、インド特許法に定める「発明」
には当たらず、またはインド特許法に基づき特許性が認められない。
⑦ 発明またはその実施方法が、明瞭かつ十分に完全明細書に記載されていない。
⑧ 当該出願に係るパリ条約等の締約国への出願について、特許管理官に報告しておら
ず、または誤った報告をしている。
⑨ 当該発明の保護を求めて最初に第一国で出願したときから 12 カ月以内に、パリ条約
などの締約国へ出願を行っていない。
⑩ 当該発明に使用される生物学的素材につき、その材料源および原産地を、完全明細
書に記載しておらず、または誤った記載をしている
⑪ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明につき、口伝かその他かを問わず、
インドその他の国の地域社会の人々の間に既に知られている技術が、当該発明に先
行する技術に当たる。
なお、権利付与後異議申し立てにおいて、発明の新規性および進歩性を判断する基準は、
特許出願審査における基準に準ずる。
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４）権利付与後異議申し立て手続き
異議申立書は、所定の様式により 2 部作成し、管轄機関の管理官に送付しなければなら
ない。異議申し立てを行う者は、異議申立書の他に、当該異議申立人の有する利害の詳細、
異議申し立ての根拠として主張する事実、求める救済、および証拠を明記した意見書 2 部
を管理官に送付し、併せてその写し 1 部を（異議申し立てに係る特許の）特許権者に送付
しなければならない。
上記のように提起された異議申し立てに対し、特許権者は、任意で、当該異議申し立て
が不当である根拠、およびそれを裏付ける証拠を明記した反対意見書を提出することがで
きる。その提出期限は、異議申立人から書面による意見書を受領後 2 カ月以内である。ま
た反対意見書は、異議申立人にも送付しなければならない。特許権者が異議申し立てにつ
き争う意思を有さず、または上記の期限までに反対意見書を提出しない場合には、当該特
許出願は行われなかったものと見なされる。特許権者が異議申立書を受領後、管理官に対
し特許の取り下げを願い出た場合には、申立事項の当否に基づき、異議申し立てに係る諸
費用の補償を異議申立人に認めるか否かが、管理官により決定される。
特許権者から反対意見書が提出された場合には、異議申立人は、特許権者の提示した証
拠に対する反証を、管轄機関に提出することができる。その場合には、当該反証の写しを
特許権者に送付する。証拠は、特許権者および異議申立人のいずれも、管理官の許可を得
ない限り、これ以上提出することができない。意見書および証拠は全て、2 部ずつ提出しな
ければならない。また、明細書その他図面等が英語以外の言語で作成されている場合には、
これを英語に翻訳し、認証を受けたものを一緒に、提出しなければならない。
異議申立書が受理されたら、3 名の審議委員からなる異議申立審議会が管理官により設け
られる。これらの審議委員の中から、審議委員長を管理官が指名する。異議申立書、反対
意見書および証拠等の全ての提出書類が管理官から異議申立審議会に引き渡され、同審議
会において審理が行われ、その結果出された意見が管理官に伝えられる。異議申立審議会
の審議委員は、特許出願審査を職務とする全ての審査官に、その資格が認められる。但し、
異議申し立ての提起された特許出願の手続きに直接関わった審査官は、当該異議申し立て
につき、審議委員になることができない。
証拠がある場合にはこれの提出を受け、異議申立審議会の意見を聞いた後に、管理官が
異議申し立ての審理期日を決定する。審理期日等については、少なくとも 10 日前に、特許
権者および異議申立人に通知される。管理官は、異議申立審議会の審議委員に対し、異議
申し立ての審理に出席するよう求めることができる。異議申し立てに係る当事者のいずれ
かが、審理を行うよう求める場合には、その旨の請求書を管理官に提出し、併せて所定の
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手数料を納付しなければならない。これらの手続きを行わない場合には、審理の実施が管
理官により認められないことがある。いずれかの当事者が、異議申立書、意見書または証
拠において明らかにしていない事項を、審理において提示し援用しようとする場合には、
その旨につき、当該事項の詳細も合わせて、遅くとも当該審理の 5 日前までに、相手方当
事者および管理官に通知しなければならない。
審理が開かれた場合には、当該審理手続きの終了後、異議申立審議会の意見を踏まえて、
特許の補正、維持または無効を命じる決定が管理官から出され、特許権者および異議申立
人に通知される。
異議申し立て手続きにおいて、問題の特許が異議申立人から取得したものであるとの判
断が管理官から出され、当該特許の無効が言い渡された場合に、当該特許の特許権者を異
議申立人に変更するよう、当該命令から 3 カ月以内に、所定の様式をもって、異議申立人
が要求するときには、かかる変更が管理官により命じられる。
（６）追加特許
既に特許権が付与され、または出願済みの特許につき（元の発明）、これを改良しまた
は改変した特許を出願し、かつ特許権者が当該改良した発明の追加特許を要求する場合に
は、管理官により追加特許として認められることがある。また、同一の特許権者のもとの
発明に係る特許を改良した特許で、特許権者が追加特許権の付与を求める場合で、かつ特
許管理官がその代わりに既に認められた特許権を無効とする場合には、当該要求が管理官
により認められることがある。追加特許が認められるのは、追加特許を出願した日が、も
との発明の特許を出願した日またはそれ以降の場合に限られる。また、追加特許が、もと
の発明の特許よりも先に認められることはない。追加特許の存続期間は、もとの発明の特
許に認められた存続期間に限られ、またはもとの発明が有効である限り、追加特許も消滅
せず有効となる。もとの発明の特許が、存続期間が満了しないうちに無効となった場合に、
特許権者が追加特許を独立特許に変更するよう求めたときには、当該要求が管理官により
認められることがある。追加特許については、更新料を支払う必要はない。但し、追加特
許を独立特許に変更した場合には、当該追加特許を最初から独立特許として付与されたも
のとして、更新料を支払わなければならない。
（７）特許付与および権利
出願した特許に対し、特許をすべき旨の査定がされると、できる限り速やかに、特許庁
から出願人に対し、正式に特許が付与され、一般に公告される。但し、出願公開から 6 カ
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月が経過しなければ、特許は付与されない。特許は、1 つの発明につき 1 つしか認められな
い。インドにおいて認められた特許は、インド国内全域において効力を有する。特許権の
発生した日は、当該特許を出願した日となる。特許の存続期間は、例外なく、特許権の発
生した日から 20 年間である。特許権は、その存続期間を維持するために、特許権の発生日
から 2 年が経過したときから毎年、所定の更新料を支払わなければならない。更新料の納
付は、特許権の発生日から 2 年が経過する前に、またそれ以降は 1 年間が経過する前に、
特許庁に対して行わなければならない。但し、所定の様式をもって、所定の手数料を納め
て、更新料の納付期限延長を申請することにより、最長 6 カ月間まで、更新料の納付期限
を延長することができる。また、更新料は、複数年分をまとめて一括前払いとすることも
できる。更新料を納付すると、これを管理官が確認した上で、領収書が交付される。巻末
の付属資料 6 には、過去 5 年間に出願された特許および特許庁により付与された特許権の
統計データが掲載されている。
特許権の付与を受けた特許権者は、次に掲げる排他的権利を得る。
① インドにおいて、特許の保護を受ける製品につき、これを第三者が生産し、使用し、
販売を申し出、販売し、または生産、使用、販売の申し出、もしくは販売を目的と
して輸入することを許さない権利。
② インドにおいて、第三者が、特許の保護を受ける方法を使用し、また当該方法を用
いて直接作り出される製品を使用し、販売を申し出、販売し、または使用、販売の
申し出、もしくは販売を目的として輸入することを許さない権利。
特許権は、これの保護を受ける製品または方法が、インド領域内を一時的にまたは偶発
的に通過する外国国籍の船舶において使用されている場合には、（無断で使用されている
としても）権利の侵害があったものとは見なされない。
また同様に、特許の保護を受ける製品を生産し、販売しまたは頒布する正当な権利を法
に基づき有する者から、当該製品を輸入した場合にも、当該特許の権利侵害が発生したも
のとは見なされない。従って、インド特許法においては、インド以外の法域において、特
許製品が販売されるときに、爾後の頒布について何らの制限も付けられることなく、その
後当該特許製品がインドに輸入されることになった場合については、国際消尽理論に基づ
く権利を認める。
特許権の行使に当たっては、インド行政府が当該特許権つき、次に掲げるような行為を
取る場合には、かかる行為を妨げることができない。
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① 特許の保護を受ける機械、器具その他の製品または製造方法を、インド行政府が自
ら使用する目的で輸入しまたは製造する場合。
② 特許の保護を受ける方法を、インド行政府が自ら使用する目的で使用する場合。
③ 特許の保護を受ける医薬品を、インド行政府が自ら使用する目的で、またはインド
行政府が運営しもしくは運営を許可した医療機関において頒布する目的で、輸入す
る場合。このように、医薬品について例外的な扱いが認められているのは、どのイ
ンド国民も等しく適切な医療を受けられるようにするためである。ただ、実際には、
この例外的な扱いをあまり認めないような傾向にある。現時点では、例外的な扱い
が適用された実例はない。
特許権が複数の者に付与された場合には、当該複数の者のいずれも、当該特許に対する
平等かつ不可分の権利を有する。但し、これとは異なる合意が有効になされている場合に
は、この限りではない。特許権が複数の者に付与された場合に、特許権に基づく実施権を
付与しようとするときには、当該特許権を保有する全員の同意がなければ、実施権を付与
することができない。また同様に、いずれかの者が当該特許権を譲渡しようとするときに
は、全員の同意がなければ、これを譲渡することができない。
事業の従業者が職務の過程で行った発明については、当該発明に係る受益的所有権が、
当該従業者の使用者に帰属するものと見なされる。但し、インド特許法およびインド特許
規則のいずれにおいても、発明者に対する（発明に係る）報酬または妥当な報酬金額につ
いて、何らの定めも置かれていない。発明の報酬を発明者に対して支払う義務があるか否
かという問題は、契約法上の問題となる。
インドにおいては、契約の履行を法的に強制するためには（雇用契約を含む。）、何ら
かの対価を要する。また、契約において無条件で同意を与えているような場合には、対価
が妥当なものであるのかどうかにつき、後になって争うことができないことがある。上記
の従業者の場合について考えてみると、通常は、従業者が職務の過程で行った発明に対す
る権利を使用者が得る対価として（但し、当該発明が、職務と見なされる範囲内で行われ
たものでなければならない。）、雇用の過程で当該従業者に支払われる（職務に対する）
報酬は、十分なものと見なされる。しかし、妥当な対価と言えるかどうかの判断は、個々
の事例や状況に応じて異なるものとなる。
（８）失効特許の回復
更新料を納めなかったために特許が失効してしまった場合には、当該特許が失効した日
から 18 カ月以内に、所定の様式に、更新料が不納となった理由を明記して、失効特許の回
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復を請求することができる。かかる請求は、単独でまたは他の者と共同して、行うことが
できる。
失効特許の回復を求める者から意見陳述を聞いた上で、更新料の不納は過失によるもの
であり、納付が著しく遅れているわけではないとの判断が出された場合には、当該特許が
公開される。かかる失効特許の回復請求に対し不服のある者は、当該特許の公開後 2 カ月
以内に、更新料の不納が故意に行われたものであり、または納付が著しく遅れていると主
張して、管理官に対し異議を申し立てることができる。かかる異議申し立て続きは、前述
の特許の付与に係る異議申し立て手続きに準ずる。かかる異議申し立てが提起された場合
には、失効特許の回復を求める者の主張が認められたときに、または回復が申し立てられ
ている特許の公開後 2 カ月以内に異議申し立てが提起されなかったときには、更新料およ
び指定の遅延手数料を納付することを条件に、失効特許、および当該特許の失効に伴い併
せて失効していた追加特許の回復が、管理官により認められる。
（９）権利譲渡および実施許諾
特許を譲渡し、実施権を付与し、特許に譲渡抵当を設定し、または特許に係る権利・権
益を創設するには、必ず次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
① 書面をもって行うこと。
② 全当事者間の合意を書類に著し、全当事者の権利義務を定める全ての条件を漏れな
く明記し、正式な手続きをもって当該書類の（法的）効力を発生させること。
証書をもって特許に係る権利・権益を付与する場合には、当該証書の当事者のいずれか
が、当該特許に係る権利・権益の登録を申請しなければならない。かかる申請を行う場合
には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
① 特許の移転につき、その効力を発生させ、もしくはこれを証明し、または特許の所
有権に影響を与え、または特許に係る権利・権益を創設する全ての書類（但し、管
理官からその他の指示が出された場合には、これに従う。）。
② 当該申請者またはその代理人により書類の真正が証明された譲渡書類その他の書類
2 部。但し、管理官から、権原を証するその他の証拠または書面による同意等を求
められることがある。
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なお、特許に係る実施権を付与する場合には、特許権者または実施権者が、実施許諾条
件の非公開を求めたときには、管理官により、当該条件を非公開とするための措置が取ら
れることになっている。但しこれは、裁判所の命令が出されたときを除く。
特許に係る権利・権益が有効に付与されたものかどうかにつき、関係当事者間で紛争が
発生した場合には、管轄裁判所により当該特許権について確定的な判断が出されるまで、
管理官は当該権利・権益の登録を認めない。
特許に係る権利・権益を創設する書類が登録されていない場合には、かかる書類は、管
理官または裁判所により、当該特許に係る権利・権益の所有権を示す証拠として認められ
ない。但し、書面に記された理由をもって、管理官または裁判所が命ずる場合には、この
限りではない。
（１０）特許の放棄および取消し
特許権は、その時期を問わず、所定の方法により管理官に対し放棄書を提出して、これ
の放棄を届け出ることができる。管理官は、放棄書を公開し、放棄を届け出た者以外で当
該特許につき特許原簿に登録された者に、当該特許の放棄が届け出られた旨を通知する。
放棄が届け出られた特許の利害関係者は、放棄書の公開後 3 カ月以内に、所定の様式をも
って、管理官に異議を申し立てることができる。かかる異議申し立て続きは、前述の特許
の付与に係る異議申し立て手続きに準ずる。異議申し立て手続きの終了後、（やはり）特
許を放棄するという申し出があった場合には、当該特許の返還が求められ、返還をもって、
管理官により当該特許が取り消され、当該特許の取消しが公開される。
（１１）強制実施権
特許権が付与されてから 3 年が経過したら、その時期を問わず、当該特許の利害関
係者は、次に掲げるいずれかを理由として、強制実施権を請求することができる。
① 特許発明が、合理的な公益上の要件を満たしていない。
② 特許発明を、一般の人々が合理的に妥当な無理のない価格で利用することが
できない。
③ 特許発明が、インドの領域内において実施されていない。
強制実施権は、許諾契約をもって特許権者から実施権を付与されている実施権者で
あっても、何人も請求することができる。強制実施権を請求するには、所定の様式に、
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請求者が当該特許につきどのような利害を有するのか、請求の根拠とする事実は何か、
および希望する実施権行使の条件を明記して、行うことができる。強制実施権の請求
がなされたら、上記のいずれかの理由に該当すると管理官により判断された場合に、
強制実施権が設定される。但し、強制実施権についてはインド特許法に詳細な規定が
定められており、インド行政府も事あるごとに、公益保護の見地から強制実施権は非
常に重要なものであるとの見解を明らかにしているが、分かっている限りでは、現在
まで、実際に強制実施権が設定されたことは一度もない。強制実施権の請求が行われ
た事例は一つだけあるが、結局関係当事者の間で和解に至り、当該請求は取り下げら
れた。従って、強制実施権に係る先例が存在しないため、インド行政府が強制実施権
の設定に当たり、どのような方針をもって臨むのか、はっきりしたことは分からない。
１）公共の要請を満たさないとする要素
合理的な公益上の要件を満たしているかどうかの判断基準は、次に掲げる通りであ
る。
①

特許の実施権が付与されず、または合理的な条件で付与されないために、
(a) インドにおいて従来から行われてきた取引もしくは産業、またはこれらの
発達もしくは制度、またはインド国民の一部もしくは多数が従事する取引
もしくは産業に、弊害が生じるかどうか。
(b) インドにおける製造業界において、特許製品に対する需要が適切な水準で、
また合理的な条件に基づいて需要が満たされていないかどうか。
(c) 特許の保護を受ける製品をインドから輸出する市場が、存在せずまたは創
出されないかどうか。または、
(d) インドにおける商業活動の発展に、弊害が生じるかどうか。

② 特許の実施権設定または特許の保護を受ける商品もしくは方法の購入、賃貸
借もしくは使用につき条件が付けられているために、当該特許の保護を受け
ない物の製造、使用もしくは販売、またはインドにおける取引もしくは産業
の制度および発達に、弊害が生じるかどうか。
③ 特許発明が、インドにおける商業活動において妥当な規模で実施されておら
ず、または合理的に可能な範囲で十分に実施されていないかどうか。
④ 特許の実施権設定の条件として、独占的なグラントバック、特許無効の申し
立て禁止、または包括的実施権許諾の強制を求めているかどうか。
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⑤ 特許権者、またはこれから（特許に係る）権利を認められもしくは（特許の
保護を受ける製品を）購入した者、またはその他現在または過去に（当該特
許に係る）権利侵害手続きを特許権者から提起されていない者が、外国から
（特許の保護を受ける製品を）輸入しているために、商業活動における特許
の実施が妨げられ、または損なわれているかどうか。
２）強制実施権設定の理由に対する例外
強制実施権の請求理由が、特許発明がインド領域内において実施されていないこと、
または特許発明がインドにおける商業活動において妥当な規模で実施されておらず、
もしくは合理的に可能な範囲で十分に実施されていないことである場合に、当該特許
が請求理由に挙げられた通りに実施されていないのは、その理由の如何を問わず、当
該特許の付与から十分な期間が経過していないためであると判断されたときには、管
理官により、当該発明の実施に必要な期間として、最長 12 カ月間まで猶予が認めら
れ、（強制実施権の）請求の審査が先送りされる。このように審査の先送りが認めら
れるのは、特許権者が、インド領域内における商業活動において妥当な規模で当該発
明の実施を開始するために、適切な措置を既に講じていると、管理官により判断され
た場合である。
３）強制実施権設定の手続き
強制実施権の請求に対する異議申し立て手続き 〜強制実施権が請求された場合に、
当該請求が正当なものであると推定することができると判断されたときには、管理官
から請求者に対し、当該請求書を特許権者およびその他当該特許に係る権利・権益を
有する者として特許原簿に登録された者に送達するよう、命令が出される。また同時
に、当該請求が特許公報に公開される。強制実施権が請求されたが、当該請求が正当
なものと推定することができないと判断されたときには、当該判断が管理官から請求
者に対し伝えられる。請求者は、かかる判断の通知を受けてから 1 カ月以内に、意見
陳述の機会を要求することができる。意見陳述を要求しない場合には、強制実施権の
請求は拒絶されることになる。意見陳述が行われる場合には、管理官が意見陳述を聞
いた上で、請求の是認または拒絶が判断される。
強制実施権が請求された場合に、これに異議を申し立てようとするときには、当該
請求が公開されてから 2 カ月以内に、異議申立人（特許権者その他の者）から管理官
に対し、所定の様式をもって、異議を申し立てることができる。異議申立人は、強制
実施権の請求者に対して実施権を許諾してもよいと考える場合には、かかる実施権の
許諾条件を異議申立書に記載しなければならない。また、異議申し立ての根拠となる
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証拠を添付しておかなければならない。異議申立書は、強制実施権の請求者に送達し、
当該送達の実施日を管理官に届け出なければならない。また異議申し立てを行うとき
には、必ずその理由を（異議申立書に）明記しなければならない。異議申立書が正式
に受理された場合には、当該異議申し立てに関する審理が行われる旨が強制実施権の
請求者に通知され、当該請求者および異議申立人の両者に、意見陳述の機会が認めら
れる。異議申し立て手続きにおいては、請求者および異議申立人のいずれも、管理官
から求められ、または管理官の許可を得た場合を除き、意見書または証拠を提出する
ことができない。
意見陳述〜 異議申し立てに関する期日は、管理官が決定し、遅くとも 10 日前まで
に、異議申し立て手続きの全当事者に通知される。本手続きは、特許の付与に係る異
議申し立て手続きに準ずる。
強制実施権の設定 〜本項において説明する強制実施権の設定は、命令により行われ
る。この命令は、特許権者およびその他の全ての関係当事者との間において、管理官
の決定した実施権付与の諸条件を漏れなく明記した証書と同等なものと見なされる。
特許権者の課す条件のために、特許の保護を受けない物の製造、使用または販売に
弊害が生じると管理官が判断する場合には、強制実施権の請求者だけでなく、その顧
客で管理官により妥当とみなされた者にも、実施権が認められる。
既に当該特許の実施権を保有する者により、強制実施権の請求があった場合には、
当該実施権は取り消され、強制実施権を設定する命令が出され、または管理官の判断
に応じて、新たに強制実施権を設定するのではなく、既に存在する実施権を変更する
命令が出される。
場合によっては、同一の特許権者が複数の特許を保有することがある。こうした特
許のいずれかについて、合理的な公益上の要件が満たされていないことを理由として、
強制実施権が請求されることがある。そのような場合には、管理官により次に掲げる
ような判断が出されたときには、当該特許権者の保有する複数の特許のうち、公益上
の要件を満たす特許について、その実施権を付与するよう命令が出されることがある。
① 強制実施権の請求者が、当該特許権者の保有する複数の特許のうち、公益上
の要件を満たさない特許につき設定された実施権を無駄なくまたは十分に行
使しようとすると、当該特許権者の保有する複数の特許のうち公益上の要件
を満たす特許を侵害せざるを得ない。かつ、
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② 当該特許権者の保有する複数の特許のうち、公益上の要件を満たさない特許
は、公益上の要件を満たす特許に比して、技術の発展または経済において大
きな重要性を持つ。
強制実施権設定後の変更命令 〜強制実施権の設定により実施権を取得した場合に、
当該実施権行使の条件が行使前に考えていたよりも重い負担を強いるものであるこ
とが判明し、当該発明を（当該条件で）実施すれば損失を免れないときには、かかる
事由を理由として、当該実施権の条件の変更を管理官に請求することができる。かか
る請求は、所定の様式をもって行わなければならない。実施権の条件の変更請求、な
らびにこれの通知および審理手続きは、強制実施権の設定において行われる手続きに
準ずる。強制実施権の条件を変更すべきであると判断された場合には、管理官により
必要であると判断された通りに、実施権が変更される。
強制実施権設定の条件 〜次に掲げる条件は、強制実施権を設定するに当たり、必ず
これを満たすよう求められることがある。
① ロイヤルティその他の対価を定める場合には、相当な価額であること。
② 特許製品を、一般の人々が合理的に無理のない妥当な価格で利用することが
できること。
③ 付与される強制実施権が排他的なものでないこと。
④ 強制実施権が譲渡不可能なものであること。
⑤ 強制実施権の存続期間が、当該特許の存続期間の残りの期間であること。但
し、かかる期間よりも短い存続期間の方が公益にかなう場合には、この限り
ではない。
⑥ 強制実施権設定の目的が、主にインド市場に対する供給にあること。
⑦ 半導体技術の強制実施権を設定する場合には、その目的が、公益のために当
該発明を実施し、または司法もしくは行政手続において競争を抑止するよう
な効果を持つと判断された事業慣行を是正することにあること。
⑧ 司法または行政手続において競争抑止効果を持つと判断された事業慣行を是
正する目的で強制実施権を設定する場合に、実施権者が特許製品を輸出する
ことができるようにする必要があるときには、これを許可すること。
強制実施権の取消し 〜強制実施権は、これを設定する理由とされた状況が消滅し、かつ
かかる状況が再び発生する可能性が低いと考えられる場合には、管理官により取り消され
る。強制実施権の取消しは、特許権者またはその他当該特許に係る権利・権益を有する者
が、所定の様式をもって、これを請求することができる。強制実施権の取消し請求に当た
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っては、当該請求の根拠とする証拠を添付しなければならない。取消しの請求者は、請求
書および証拠を強制実施権の保有者に送達し、当該送達の実施日を管理官に報告しなけれ
ばならない。強制実施権の保有者は、任意で、強制実施権の取消し請求書を受け取ってか
ら1カ月以内に、当該請求に対し証拠を添えて異議を申し立てることができる。その場合に
は、異議申立書を取消しの請求者に送達しなければならない。異議申し立て手続きにおい
ては、請求者および異議申立人のいずれも、管理官から求められ、または管理官の許
可を得た場合を除き、意見書または証拠を提出することができない。異議申し立ての
審理期日は、管理官が決定し、遅くとも10日前までに、異議申し立て手続きの全当事
者に通知される。審理手続きは、特許の付与に係る異議申し立て手続きに準ずる。異
議申し立て続きを終了するという判断が管理官から出された場合には、その終了の条
件が明記された命令が発出され、両当事者に送達される。
関連特許の実施権許諾〜ある特許発明を実施する権利を有するのに、別の発明の特許が
（他の特許権者に）付与されたために、権利を有する当該特許発明を無駄なくまたは可能
な限り最大限実施することができない場合がある。そのような場合には、かかる事由を理
由として、当該別の発明の特許につき、実施権許諾を管理官に請求することができる。
上記のような場合には、次に掲げる要件を満たすと判断されない限り、いかなる命
令も発出することはない。
① 上記のような強制実施権の請求者が、自らが権利・権益を保有する発明の実
施権を合理的な条件で、自らが実施権を求める特許の特許権者およびその実
施権者に対し、付与しまたは（第三者等をもって）付与させることができ、
かつその意思を有すること。
② 上記の実施権の請求者が権利・権益を保有する発明が、インド領域内におけ
る商業または産業活動の制度または発達に大きく貢献していること。
ある特許発明が、別の発明の特許が存在するために、実施することができない場合に、
当該別の発明に係る強制実施権を設定する正当な根拠が存在すると判断されたとき
には、管理官が適切と考える条件で、当該別の発明に係る強制実施権の設定が命じら
れる。また同時に、当該別の発明の特許権者またはその実施権者から要求があった場
合には、当該別の発明の特許が存在するために実施することができなかった特許発明
に係る強制実施権も設定される。かかる強制実施権は、その元となる特許が譲渡され
る場合を除き、これを譲渡することができない。
上記のような強制実施権の請求、審査および設定における手続きは、通常の強制実
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施権の設定に準ずる。また、上記のような強制実施権を設定後に変更する場合には、
通常の強制実施権を設定後に変更する場合と同じ理由を必要とし、同じ手続きをもっ
て行われる。更に、上記のような強制実施権を設定する際の条件は、通常の強制実施
権を設定する際の条件に準ずる。
４）不実施による特許権取消し
強制実施権の設定から2年が経過した後は、インド中央政府または利害関係者から
管理官に対し、当該強制実施権に係る特許の取消しを命じるよう求めることができる。
かかる請求は、特許発明がインド国内において実施されていないこと、または特許発
明が合理的な公益上の要件を満たしておらず、もしくは特許発明を一般の人々が合理
的な価格で利用することができないことを理由として、行うことができる。不実施を
理由とする特許の取消し請求は、フォーム19をもって行い、請求の根拠、および請求
者がインド中央政府でない場合には、当該請求につき請求者がどのような利害を有す
るかを、明記して行わなければならない。特許の取消し理由が妥当なものであると判
断された場合には、管理官から当該特許の取消し命令が下される。特許の取消しは、

通常は、 管理官に請求が出されてから1年以内に、その判断が下される。
５）中央政府の告示による強制実施権
国家の非常事態、緊急事態、または公益上、当該発明を実施する強制実施権を設定
する必要があると、インド中央政府により判断された場合には、かかる強制実施権の
設定を官報に告示し、発表する。かかる告示がなされた場合には、
① 管理官が適切と考える条件により、当該特許の全関係者に、強制実施権が設
定される。
② 管理官は、かかる強制実施権の条件を決定するに当たり、当該特許製品につ
き、特許権者が特許権に基づき相当な利益を得ることができ、かつ一般の人々
が最も安価な価格でこれを利用することができるように、配慮する。
上記のような強制実施権の請求、審査および設定における手続きは、通常の強制実
施権の設定手続きに準ずる。但し、管理官が上記のような請求を受け検討した結果、
国家の非常事態、緊急事態または公益上（公衆衛生上の危機的状況を含む。）やむを
得ないと判断した場合には、当該請求につき、通常強制実施権を設定する際に取る手
続きを経ないことがある。そのような場合には、できる限り速やかに、通常の手続き
を取らないことが、特許権者に通知される。なお、上記のような強制実施権を設定後
に変更する場合には、通常の強制実施権を設定後に変更する場合と同じ理由を必要と
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し、同じ手続きをもって行われる。更に、上記のような強制実施権を設定する際の条
件は、通常の強制実施権を設定する際の条件に準ずる。
（１２）政府による実施又は取得
１）政府による実施
インド特許法においては、自然人に対して認める特許の効力と同じものを、インド行政
府に対しても認める。但し、原則として、インド特許法に定める特許の効力に係る規定以
外の規定による制限を受け、また特に行政府が特許を使用し取得する場合については、特
別規則が適用される。行政府には、一定の場合には、所定の手続きを経ることなく、一定
の方法で特許発明を実施する権限が認められる。具体的には、次に掲げるいずれかについ
て、これらを自らのために輸入しまたは使用することができる。
① 特許の付与された機械、器具その他の製品
② 特許の付与された方法を用いて製造された製品
③ 特許の付与された方法
但し、行政府が上記のものを製造しまたは輸入することができるのは、その目的が
自ら使用することにある場合に限られる。
この他にも、行政府は、自ら使用する目的で、または行政府が自らもしくは代理人
をもって運営する医療機関やインド中央政府により官報において告示された医療機
関において頒布する目的で、特許の保護を受ける医薬品を輸入することができる。ま
た、行政府、または直接もしくは間接に行政府により権限を認められた者は、現行法
に基づき無効と判断された特許製品を、販売しまたは使用することができる。
（ⅰ）出願前の政府による実施
行政府は、自らもしくは代理人をもって、または行政事業を委託する事業体もしく
はその代理人をもって、優先日よりも前に、書類に記録し、試験を行い、または試用
した発明を、実施する権限を有する。かかる記録、試験または試用には、直接または
間接に特許権者またはこれが権利を付与した者との当該発明についての単なる情報
のやり取りのような場合を含まない。行政府がかかる発明を実施するに当たり、ロイ
ヤルティその他の対価を支払う必要はない。
行政府による発明の実施における授権代理人 〜行政府による発明の実施は、インド
中央政府により書面をもって実施の権限が付与された者も、これを行うことができる。
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中央政府は、特許の付与のなされる前でも後でも、また発明の実施権限を要する行為
の行われる前でも後でも、人に対し実施権限を付与することができる。しかも、実施
権限を付与する対象者については、何らの制限も受けない。なお、行政府による発明
の実施につき、これを行う権限を付与するに当たり、（当該発明の）特許出願人また
は特許権者の許可を得る必要はない。
（ⅱ）出願後の政府による実施
行政府が特許の付与後に発明を実施する場合には、当該発明の実施前か後かに拘わ
らず、中央政府またはこれから権限を付与された者、および特許権者の間において合
意する条件に従って、当該発明を実施しなければならない。
相当な対価 〜上記のような場合に、特許権者に支払われる対価は、当該特許の経済
的価値を考慮した上で、相当な価額を限度とする。
インド高等裁判所への付託 〜上記の中央政府等および特許権者の間において（両者
の協議により）合意に到らない場合には、（当該発明の）実施条件は、インド高等裁
判所が、紛争解決の際に適用する手続きに従って（以下に記載）、決定する。
独占的実施権者および承継人 〜当該特許につき独占的実施権者が存在する場合、ま
たは当該特許が承継人に譲渡されている場合には、前述の相当な対価は、場合に応じ
てかかる独占的実施権者または承継人にも支払われる。
報告義務 〜行政府による発明の実施につき、これを行う権限を中央政府から付与さ
れた者は、できる限り速やかに、かかる権限を付与されたことを特許権者に通知し、
当該発明の実施につき特許権者から求められる情報を、特許権者に提供しなければな
らない。行政府が委託する行政事業において、行政府による発明の実施が、委託を受
けた事業体により行われる場合には、中央政府は、（当該発明の）特許権者または特
許出願人に提供しなければならない情報を、当該事業体に求める。当該特許につき独
占的実施権者が存在し、または当該特許が承継人に譲渡されている場合には、上記の
通知および情報提供は、かかる独占的実施権者および承継人に対しても行われる。但
し、国家の非常事態、緊急事態または公益上やむを得ない場合には、行政府は上記の
情報提供を行わなくてもよいとされている。
行政府の実施した発明製品の購入者 〜行政府が発明を実施する権利には、当該発明
製品を、営利を目的とせずに、販売する権利が含まれる。こうした発明製品を購入し
た者は、かかる者に代わって権利を主張する者も含めて、当該製品の処分につき、中
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央政府またはこれが権限を付与した者に準じて、当該発明の特許権者と同等の権利を
有するものと見なされる。
特許の実施権および譲渡に対する制限 〜中央政府以外の者、および特許権者または
承継人との間で、実施権許諾、譲渡またはその他の合意がある場合に、かかる合意に
おいて次に掲げるような定めが置かれているときには、かかる定めの適用は制限を受
ける。
① 当該発明、またはこれに係る模型、書類、もしくは情報を、行政目的で使用
することを制限しまたは制約する規定
② 当該発明、またはこれに係る模型、書類、もしくは情報を、行政目的で使用
する場合の対価の支払いについて定める規定
著作権の侵害とは見なされない 〜行政目的で使用する模型または書類を複製しま
たは公開しても、当該模型または書類につき発生する著作権を侵害したものとは見な
されない。
譲渡された特許の実施 〜特許権または特許を出願する権利は、当該特許に係る発明
の実施について定めるロイヤルティその他の対価の支払いを条件として、譲渡される
ことがある。そのような場合に、かかる特許の譲渡を受けた特許権者が、中央政府の
命令に従って、行政目的で当該発明を実施する場合には、かかる発明の実施は、中央
政府により実施権限を付与されて、当該発明を実施しているものと（つまり行政府に
よる発明の実施）見なされる。中央政府が発明を実施する場合に、行政府から特許権
者に支払われる対価は、特許権者およびこれに当該特許を譲渡した者が、協議の上合
意に基づき、これを分け合うこととされている。万一かかる合意に到らない場合には、
インド高等裁判所が、かかる対価を両者にどのように割り当てるかを、紛争解決の際
に適用する手続きに従って（以下に記載）、決定する。
独占的実施権者 〜独占的実施権を有する者に、これが実施権を有する発明を行政目
的で実施する権限が付与された場合には、行政府から支払われる対価は、特許権者お
よび独占的実施権者が、協議の上合意に基づき、これを分け合うこととされている。
万一かかる合意に到らない場合には、インド高等裁判所が、かかる対価を両者にどの
ように割り当てるかを、紛争解決の際に適用する手続きに従って（以下に記載）、決
定する。独占的実施権者に割り当てる対価の価額を決定するに当たり、インド高等裁
判所は、次に掲げる諸費用を考慮することになっている。

47

① 当該発明の開発に要した費用
② 特許発明の実施について定められたロイヤルティその他の対価以外のものを、
特許権者に支払うために要した費用
２）政府による取得
インド中央政府は、特許の付与されたまたは特許出願のなされた発明を取得するこ
とができる。中央政府は、かかる取得につき、官報に告示することにより発表する必
要があると考える場合には、そのような措置を取らなければならない。かかる告示を
行う場合には、当該発明または特許およびこれらに係る全ての権利が、中央政府に移
転し、発生することを公示する。また、かかる取得については、特に当該特許の出願
人、および当該特許につき権利・権益を有する者として特許原簿に登録された全ての
関係者に、通知を交付し、中央政府からこれらの者に（当該特許に係る）対価を支払
わなければならない。対価の価額は、中央政府および当該特許の出願人、特許権者そ
の他の者との間で協議の上合意に基づき決定し、またはインド高等裁判所が紛争解決
の際に適用する手続きに従って（以下に記載）、決定することとされている。インド
高等裁判所が対価の価額を決定する場合には、次に掲げる事項を考慮することになっ
ている。
① 発明に関して要した費用
② 特許の、
(a) 存続期間
(b) 実施期間
(c) 実施方法
③ その他の関連事項

３）紛争解決の手続き
中央政府による発明の実施、実施条件、実施の対価につき割当て分を受け取る権利、
または発明の取得につき支払う対価の価額について、紛争が発生した場合には、イン
ド高等裁判所がこれを解決する。
上記のような紛争が発生した場合には、中央政府は、特許の取消しを求め、または
特許無効を申し立てることができる。また、行政府による発明の実施に係る法的手続
きは、インド高等裁判所によって、これが定める条件付きで、公選仲裁人（高等裁判
所において選任された仲裁人）、仲裁人または受命裁判官に付託されることがある。
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４）特定な場合の政府判断
中央政府の職務に従事する者が発明を行い、当該発明の主要な部分が、当該従事者
の担う通常の職務の過程において実施される業務に関連したものであることが証明
された場合に、当該発明につき紛争が発生したときには、これを解決する権限は、中
央政府にある。かかる場合には、中央政府は、特許権者およびその他の関係者に、意
見陳述の機会を与えなければならない。
（１３）特許権の実施
１）管理官の要請により提出する情報
特許の存続期間中はその時期を問わず、特許権者または実施権者は、インドにおい
て当該発明を営利活動の過程で実施している場合には、これに係る情報を提供し、定
期的に報告書を提出するよう、管理官から求められることがある。かかる要請は、書
面をもって通告することにより行うこととされている。通告をもって要請された情報
は、通告日から 2 カ月以内に提供・提出しなければならない。
２）定期的に提出する情報
特許権者および実施権者は（独占的実施権者か否かを問わない。）、特許発明をインド
において商業活動の過程で実施している場合には、必ず所定の様式をもって、報告書を提
出しなければならない。かかる報告書の提出は、毎暦年末日現在の状況について、当該暦
年末日から 3 カ月以内に提出し、爾後定期的に提出しなければならない。提出する報告書
は、特許権者、実施権者またはその授権代理人による正式な認証を受けたものでなければ
ならない。報告書の必要記載事項は、次に掲げる通りである。
① 当該発明の実施の有無
② 当該発明が実施されていない場合には、不実施の理由および実施のための措
置
③ 当該発明が実施されている場合には、次に掲げる条件に該当する特許製品の
数量および価額（通貨単位はルピー）
(a) インドにおいて製造されたもの
(b) インド以外の国から輸入されたもの。この場合は、当該輸入国の詳細も合
わせて記載すること。
④ 当該暦年中に許諾された実施権および再実施権
⑤ その他に、妥当な価格を基準とした場合に公益上の要件をどの程度（すなわ
ち、部分的に、または妥当な範囲で、または完全に）満たしているかについ
ても、記載を要する。
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特許実施報告書の記載事項は、特許管理官により公開されることがある。発明が実施さ
れておらず、または実施報告書が提出されていない場合には、その事実が公表され、強制
実施権を請求することができる旨が一般の人々に通告される。
特許権者または実施権者は、発明の実施に係る情報を提供せず、または情報の提供
を拒んだ場合には、罰金を最高 R10,00,000（10,00,000 ルピー）（およそ US$25,000
（25,000 米ドル））科される。また、提供した情報が虚偽のものであり、または虚
偽であることを知っており、もしくは虚偽であると考える理由があり、もしくは虚偽
であると考えていたにも拘わらず、当該情報を提供していた場合には、自由刑を最長
6 カ月間もしくは罰金またはこれらの両方に処せられる。

２．意匠
インドにおいて意匠に適用される法令は、意匠法（2000 年制定）および意匠規則（2001
年制定）である。これらの法令において、意匠の登録および保護を定める。なお、これら
の法令制定をもって、1911 年に制定された旧意匠法が廃止された。
インドは、パリ条約および TRIPS 協定に加盟しており、これらの条約に定める最低限の
意匠の保護を認める義務を負う。なお、意匠登録上の分類については、インドはロカルノ
協定を批准してはいないが、同協定に定める分類を採用している。
（１）法上の意匠権の対象
インド意匠法の目的は、工業的に生産する物品に利用するために創作された新規のまた
は独創的な意匠を保護することにある。
新規の独創的な意匠は、インド意匠法に基づき登録される。インド意匠法においては、
「意匠」とは、工業的に生産する（手工業生産か、機械生産か、化学生産かを問わない。）
物品に、二次元的にもしくは三次元的にまたはこれらの両次元において、個別にまたは組
み合わせて利用する形状、形態、様式、模様、柄、または色彩で、完成品の状態において
視覚に訴えかけるものであり、かつ視覚をもってのみ識別可能なものに限ると定める。単
なる機械装置としか見なしえないような構築方法や方式等は、意匠とはされない。また、
商標法等に定める商標、またはインド刑法典に定める所有権表示、またはインド著作権法
に定める美術著作物は、いずれも意匠として認められない。
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上述の通り、意匠の定義においては、「物品」に利用されるものであることが要件とさ
れている。「物品」とは、生産された物品および人工の物質または人工の部分と自然の部
分とを併せ持つ物質をいい、物品の一部を成し分離して販売することが可能なものも含む。
インド意匠法においては、複数の関連物品（組物）について、単一の意匠を登録するこ
とが認められている。「関連物品（組物）」とは、複数の物品が、同一の一般的特徴を有
し、通常一組として販売され、または一組で使用するものとして生産されており、一組を
構成する全ての物品に同一の意匠または類似の意匠でかつその特徴を変えず意匠の同一性
に大きな影響を与えないような意匠が付されているものをいうと定められている。
インドにおいては、日本の場合とは異なり、意匠法において、部分意匠または関連意匠
の登録は認められていない。
インドにおいて、意匠登録を受けるためには、次に掲げる全ての要件を満たさなければ
ならない。
① 新規のまたは独創的な（創作の容易でない）意匠であること。
② インドまたはその他の国々のいずれにおいても、出願日（または優先日）までに、
有形の媒体による発表または実施その他の方法により、意匠が公開されていないこ
と。
③ 既知の意匠またはこれを複数組み合わせたものから明らに識別ができる意匠である
こと。
④ 公序良俗を害するおそれのない意匠であること。
意匠法に定める新規性の判断基準においては、絶対的な新規性の要件を求める。すなわ
ち、インドその他の国々において有形の媒体により発表しまたは用いられことにより、（出
願前に）意匠が公開されたこととなっている場合には、新規性を喪失したものと見なされ
る。
インド中央政府による承認を受けた工業展示会または国際展示会において、意匠を公開
した場合には、かかる公表につき、これを行う前に、所定の様式をもって管理官に届け出
ており、かつ当該意匠または物品を初めて公開し、または刊行物に記載してから 6 カ月以
内に意匠登録を出願していれば、意匠を有効に登録することができる。
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また新規性は、（形式的にではなく）実質的に認められるものであることを要する。当
該意匠と先行意匠との相違が極めてわずかなものである場合には、新規性が否定される。
同様に、当該意匠の属する分野において既に知られた特徴を組み合わせたに過ぎず創作さ
れたとは言えないものや、当該意匠の属する業界においてはよくある先行意匠を応用した
ものにすぎない場合にも、新規性が認められない。
次に、意匠登録が認められるには、独創的であることを要するが、これは、当該意匠が、
登録権者が独自に創作したものであることを求めるものである。当該意匠が、既存の意匠
に基づいて作成されたものではなく、独自に考案し創作したものでなければならないとい
うことである。
インド意匠法に定める意匠管理官は、商取引および商品標章法（1958年制定）第4条（1）
項に基づき任命される特許・意匠・商標管理局長官が兼任する。また、インド意匠法に基
づき、審査官その他の担当官は、インド中央政府が適切と考える人員が、その指示に従っ
て、任命される。
新規のまたは独創的な意匠に対する権利を有するのは、意匠の創作者である。意匠の所
有権または出願権が譲渡された場合には、当該譲渡を受けた者が、意匠に対する権利を得
る。但し、意匠の創作者が、他の者から相当な対価を受け取り、当該意匠を創作する場合
には、意匠権者は当該対価を支払った者となる。また、意匠またはこれを出願する権利を
排他的にまたはその他の条件で取得した場合には、当該意匠又は出願をする権利を取得し
た者が、意匠権者となる。
（２）登録手続き
１）出願
意匠登録を出願するときには、願書の他に、意匠見本を 4 部添付しなければならない。
意匠見本および願書には、出願人またはその代理人の正式な署名を記さなければならない。
また、登録する意匠の分類および当該意匠を利用する物品についても記載しなければなら
ない。一つの意匠を複数の分類において登録する場合には、分類別に出願する必要がある。
出願することのできる意匠は、単一の物品に利用する意匠、または組物に利用する意匠で
ある。「組物」とは、複数の物品が、同一の一般的特徴を有し、通常一組として販売され、
または一組で使用するものとして生産されており、一組を構成する全ての物品に同一の意
匠または類似の意匠でかつその特徴を変えずもしくは意匠の同一性に大きな影響を与えな
いような意匠が付されているものをいう。なお、新規性を証する書類およびその他の追加
書類の提出が、管理官から求められることがある。

52

意匠登録の出願における必要届出事項は、出願人の氏名、住所および国籍であり、必要
提出書類は、意匠見本 1 組である5。パリ条約等の締約国への出願で優先権の行使を求める
場合には、優先権を有する事実を証明する書類も、出願時に提出しなければならない。但
し、優先権を証明する書類の提出期限は、出願時に延長を請求すれば、3 カ月間の延長が認
められる。インドにおいて出願する者と、パリ条約等の締約国への出願において出願した
者とが異なる場合には、これら締約国への出願に基づき優先権を行使する権利を有するこ
とを証する証拠も、合わせて提出しなければならない。かかる証拠は、譲渡証書でもよい。
巻末の付属資料 7 には、過去 5 年間の意匠登録出願件数および登録された意匠の件数が
掲載されている。
２）互恵協定
英国またはその他（意匠登録に係る）条約の締約国もしくは国々の集まりまたは政府間
組織の加盟国のいずれかにおいて、意匠の保護を求めて出願した場合に、当該意匠をイン
ド意匠法に基づき登録しようとするときには、（上記の国における出願に基づき）優先権
の主張をすることができる。このような場合には、出願日は、英国またはその他上記の国
において出願した日となる。但し、かかる出願は、英国等において意匠登録を出願したと
きから 6 カ月以内に行うことを要する。また、かかる意匠の権利者は、当該意匠がインド
において実際に登録されるまでに発生した意匠権の侵害に対して、損害賠償を求めること
ができない。なお、英国その他上記の国々において、意匠の保護を求めて複数の出願がな
された場合には、当該複数の出願のうち最も早く行われた出願日から 6 カ月以内に、イン
ドにおいて当該意匠の登録を出願しなければならない。
本項において、「締約国」、「国々の集まり」、または「政府間組織」という用語は、工業
所有権の保護に関するパリ条約（1883年締結。1967年（にストックホルムにおいて）およ
び1979年に改正）、または多国間貿易交渉ウルグアイラウンド合意を具体化した世界貿易機
関の設立を定めたマラケシュ協定の適用を受ける国、国々の集まり、または政府間組織を
いうものとする。
３）意匠見本
意匠見本は、全く同じものを複数部揃えなければならない。組物意匠の場合には、意匠
を物品に利用する方法として考えているものを全て、意匠見本に明記しなければならない。

5

意匠登録を出願するときには、
意匠見本を 4 組提出しなければならないが、1 組を提出すれば、
これに基づき残りの 3 組が作成される。ただ、5 組提出しておけば、代理人用に 1 組確保できる
ので、できれば 5 組提出しておくのが望ましい。
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意匠見本は、必ず A4 標準サイズの耐久性のある用紙を用いて、片面にだけ記載しなければ
ならない。言葉、文字または数字は、これらが意匠の重要な要素でない場合には、意匠見
本に記入してはならない。表面パターンの繰り返しからなる意匠の場合には、必ず縦 5 イ
ンチ横 4 インチ以上の範囲に、基本となる表面パターンを正確に記載し、縦横共に十分な
範囲を取って当該表面パターンの繰り返しを記載しなければならない。なお、意匠見本に
氏名または表明事項が記載されている場合には、当該氏名の者または当該表明事項を行っ
た者が生存しているときには、その本人から、かかる者が既に死亡しているときには、そ
の法定代理人から、意匠見本の記載事項につき同意を得るよう、管理から求められること
がある。
４）受理
インドにおいては、意匠登録の出願があり、これが前述の新規性その他の要件を満たす
場合には、管理官により、当該意匠が登録される。意匠の登録に当たっては、管理官の指
名する審査官により出願が審査され、当該審査結果を踏まえて、インド意匠法に基づき当
該意匠の登録を認めることができるという管理官の判断を受けなければならない。なお、
意匠の登録は、インド意匠法に定める分類別に行われる。
登録された意匠は、自然人および行政府のいずれに対しても、同一の法的効力が認めら
れる。特許の行政目的での実施および中央政府による取得を定めたインド特許法の規定は、
意匠に準用される。
（３）手続き
意匠登録の出願審査の結果、出願人に不利益となる拒絶理由が示された場合には、当該
拒絶理由が管理官から出願人またはその代理人に通知される。かかる通知を受けてから 3
カ月以内に、当該拒絶理由として挙げられた事由を解消しない場合には、当該出願は、放
棄されたものと見なされる。
審査通知においてよく指摘される実体的事項に係る拒絶理由は、意匠に新規性が認めら
れないというものである。このような新規性が存在しないという指摘は、当該意匠に先行
する意匠を具体的に挙げることなく、拒絶理由として提示されることがある。そのような
場合には、かかる拒絶理由に対する異議申し立てが行われることが多い。一方で、具体的
な先行意匠を挙げた上で新規性の欠如を指摘した拒絶理由が出された場合には、登録を求
める意匠と先行意匠との相違を証明して、反論することができる。拒絶理由において先行
意匠が具体的に挙げられていない場合には、特定の先行意匠との相違を証明しなくても、
新規性を証明する意見書を提出すれば足りる。
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意匠登録の出願審査の結果、拒絶理由通知を受けた場合には、当該通知を受けた日から 3
カ月以内に、意見陳述の機会を求めることができる。また、管理官の裁量で、意見陳述の
機会が設けられることがある。意見陳述が行われることになった場合には、10 日間または
これよりも短い期間で管理官が適切と考える期間の通知が、出願人に交付される。出願人
は、通知を受けたら、できる限り早く、意見陳述を行うかどうかを、管理官に報告しなけ
ればならない。なお、意見陳述は、電話で行うことができる場合にはいつでも、テレファ
ックスまたは電子メールにより事前に必要事項を漏れなく記載した意見書を提出した上で、
電話により行うことができる。
意見陳述が行われた場合には、意見陳述を聞いた上で、管理官の判断に基づき意匠の登
録査定または拒絶査定がなされる。なお、出願人が意見陳述を行っておらず、または意見
陳述を希望しない旨を管理官に伝えている場合であっても、上記のような査定がなされる
ことがある。管理官による査定は、当該判断に到った理由および証拠等も含めて、出願人
に通知される。管理官により査定が行われたものと見なされる日は、当該査定を出願人に
通知した日である。意匠登録の出願審査の結果、拒絶理由が通知された場合には、意見陳
述の手続きを取る期間を含めて、当該出願を行った日から 6 カ月以内に、当該拒絶理由に
挙げられた事由を解消しなければならない。当該 6 カ月以内に当該拒絶理由を解消しない
場合には、当該出願は、放棄されたものと見なされる。
上述の通り、拒絶理由が出された場合でも猶予期間として 6 カ月間しか認められていな
いことから、一般に出願から登録までの手続きは速やかに進められ、意匠の登録証書は、
通常出願から 7、8 カ月以内に交付される。巻末の付属資料 8 は、インド意匠局における意
匠の登録手続きの流れを示したものである。
（４）登録意匠における著作権
意匠登録が認められた場合には、その登録意匠の保有者は、登録日から 10 年間、意匠に
係る著作権が認められる。また著作権の保護期間は、最初の保護期間（10 年間）が切れる
前に、所定の様式をもって、所定の手数料を納付して、著作権の保護期間延長を申請すれ
ば、当該保護期間を更に 5 年間延長することができる。
意匠登録と同時に、当該意匠に係る「著作権」も併せて認められるようになったのには、
過去の経緯がある。意匠、および著作権法に基づき美術著作物に認められる著作権に共通
する点で、最も顕著なものは、いずれも視覚的な評価に基づいたものであるということで
ある。以前は一定の美術作品は、もともと工業製品として創作されたものであっても、著
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作権法の保護を受けていたが、本来著作権法は工業製品について定めたものではなく、意
匠法こそ工業製品について適切な規定をもつものであるので、かかる美術作品が、著作権
法とは別に、意匠法においてもその保護が認められるようになった。例えば、登録要件や、
権利の存続期間が短いこと、更に言葉によらない権利侵害に対して柔軟に救済が認められ
る点等において、かかる美術作品には、著作権法よりも意匠法の方が適切な法規定といえ
る。また、著作権法においては、意匠法に基づき登録が認められうるのに登録されていな
い工業意匠に対して、限定的な保護しか認めていないということもある。具体的には、そ
のような工業意匠に認められる著作権法上の「著作権」は、保護期間が、意匠の利用され
た物品の複製を 50 個作成するまでの間とされている。その一方で、意匠法は特許法とも関
連が深く、1911 年までは、意匠および特許に係る定めは、同一の法に置かれていた。そう
した経緯から、保護の認められる意匠というのは、工業上の物品に利用されるものという
要件が適用されるようになり、また特許の場合に準じた基準に従って、言葉によらない権
利侵害の有無が判断されるようになったとも考えられる。現行法制度においては、意匠法
に基づき保護の認められる意匠は全て、著作権法上は極めて限られた保護しか認められて
いない。ただ、著作権法の適用範囲は意匠法よりも広く、意匠法により保護されえない作
品も含まれる。
（５）意匠の登録
意匠が設定登録されると、意匠原簿に、意匠番号、登録する分類、当該国（すなわちイ
ンド）における登録出願日、相互主義に基づく権利を行使する場合にはその行使日、登録
意匠に係る権利、その他意匠の法的効力または所有権に関わる事項等が、記録される。意
匠登録に当たり相互主義に基づく権利の行使が認められる場合には、当該意匠に認められ
る著作権の保護期間延長または失効日は、当該権利の行使日を基準に決定される。
譲渡、移転その他法の適用により、登録意匠に係る著作権を取得した場合には、所定の
様式をもって、当該権利の登録を請求しなければならない。係る権利の登録が請求された
場合には、当該権利を証明する証拠をもって確認した上で、管理官により当該意匠の権利
者が登録され、当該権利の譲渡、移転その他証書について、意匠原簿に記録される。同様
に、登録意匠に係る権利・権益を、譲渡抵当や実施権等により取得し、またはかかる権利
等の変動が意匠原簿に登録されることになった場合にも、管理官により上記の手続きが取
られる。意匠権もしくはこれが共有される場合にはその一部を譲渡し、または意匠権に譲
渡抵当を設定し、意匠権の実施権を許諾し、その他意匠権に係る権利・権益を創設する場
合には、書面により、全当事者間で合意した当該権利に適用する全条件を漏れなく明記し
た証書をもって、これを行わなければならない。かかる証書をもって定める権利等の登録
を請求する場合には、当該証書の締結日から6カ月以内、または当該6カ月間に加えて更に
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管理官が当該権利の登録請求時に許可する期間で計6カ月間を超えない期間までに、所定の
方法により、請求書を提出して行わなければならない。
登録意匠の公告〜意匠は登録されると、官報に掲載された後、一般に公告される。意匠
の登録出願書および意匠見本は、所定の様式をもって、閲覧請求を行えば、これを閲覧す
ることができる。登録意匠の認証謄本は、管理官に請求を出し、所定の手数料を納めれば、
誰でも入手することができる。登録意匠に関する情報は、誰でも管理官に対し、所定の様
式をもって請求し、所定の手数料を納付し、意匠の特定に必要な情報を提示すれば、当該
登録意匠が当該時点で有効であるのかどうか、有効な場合には当該意匠の利用される物品
の分類、登録日、および意匠権者の氏名・住所等を知ることができる。
１）登録簿の訂正
意匠原簿の記載事項に記載漏れがあり、または十分な根拠がないのに意匠原簿に記載さ
れている事項があり、または不実記載が意匠原簿にあり、または意匠原簿の記載事項に誤
りがあるために、損害を被った場合には、所定の方法により請求すれば、管理官が適切と
考える記載事項の追加、削除または変更をもって、意匠原簿を訂正してもらうことができ
る。
意匠原簿の訂正が請求された場合には、管理官により、当該請求時に意匠に係る権利・
権益を有する者として意匠原簿に登録された全ての関係者に対し、意匠原簿の訂正が請求
されたことが通知され、同時に官報に掲載される。意匠原簿の訂正が請求された場合には、
その事実が公開されてから3カ月以内であれば、これに異議を申し立てることができる。異
議を申し立てる場合には、異議申し立てを提起してから14日以内に、意見書を2部提出しな
ければならない。意見書には、異議を申し立てる意匠につきどのような利害を有するのか、
異議を申し立てる根拠、および求める救済を明記する。異議申立書および意見書は、管理
官から意匠原簿の訂正請求者に送付される。なお、意匠原簿の訂正につき意見陳述が行わ
れる場合には、登録意匠の取消しにおいて証拠提出および意見陳述に適用される手続きに
従って（以下に定める。
）、これが行われる。
（６）失効した意匠権の回復
意匠権に係る著作権の更新料を納めなかったために、意匠権が失効した場合には、失効
日から 1 年以内に、管理官の許可を得て、所定の様式をもって、著作権の保護期間延長を
請求することができる。かかる請求を行うに当たっては、所定の更新料を支払えなかった
諸事情を明記しなければならない。また、かかる事情があったことを証明する証拠を提出
するよう、管理官から求められることがある。請求書および証拠を審査した結果、意匠権
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の回復を認めるに足る事由が証明されていると推定されない場合には、その旨が管理官か
ら意匠権者に伝えられる。かかる判断を聞いてから 1 カ月以内に、意見陳述の機会を要求
しない場合には、当該意匠権の回復請求は却下される。意匠権者による意見陳述が行われ
た場合に、著作権の更新料が不納となったのは過失によるものであり、また納付が著しく
遅れているわけではないとの判断が出されたときには、管理官により当該意匠権の回復が
認められる。意匠権を回復するには、当該意匠権に係る著作権の保護期間延長を認める判
断が管理官から出されてから 1 カ月以内に、意匠権者が未納の著作権更新料および指定の
遅延手数料を納付しなければならない。意匠権の回復請求につき、管理官の判断が出され
た場合には、これが官報に掲載される。なお、登録意匠が失効したときから、当該意匠権
の回復が認められるまでの間は、当該意匠またはこれに係る著作権の侵害につき、訴訟そ
の他の法的手続きを提起することができない。
（７）意匠に係る物品の表示
意匠権者（登録意匠の保有者）は、登録意匠の正確な意匠見本またはひな形を意匠登録
の出願時に提出していない場合には、当該意匠が利用された物品を売買取引において引き
渡す前に、かかる意匠見本またはひな形に割り当てられた番号を、管理官に届け出なけれ
ばならない。かかる届出を怠った場合には、管理官から意匠権者に対し通告がなされた上
で、意匠原簿の登録が抹消され、意匠権に係る著作権は無効とされる。
また、意匠権者は、登録意匠が利用された物品を売買取引において引き渡す前に、「意
匠登録」、「意匠」またはその他意匠を示す略語や記号等、および意匠原簿の意匠登録番
号を、全ての物品に表示しなければならない。但し、もろくまたは壊れやすい物質ででき
た物品には、意匠登録番号を表示しなくてもよい。同様に、意匠が印刷されまたは縫い込
まれた布製品（但し、ハンカチを除く。）、および粉炭でできた砕けやすく塊で売られる
物品は、何も表示しなくても構わない。意匠権者は、その物品に意匠表示をしていない場
合には、当該意匠に係る著作権が侵害されたとしても、当該物品に意匠を表示するために
あらゆる適切な措置を講じたことを証明しない限り、これにつき処罰または損害賠償を求
めることができない。また意匠の侵害につき救済を受けるには、意匠の侵害者が、当該意
匠に係る著作権の存在を知っていたか、これにつき知らされた上で、侵害行為を行ったこ
とも、証明しなければならない。
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（８）登録の取消し
意匠が登録された場合には、登録後その時期を問わず、当該意匠につき利害関係を有す
る者は誰でも、意匠登録の取消しを請求することができる。意匠登録の取消し請求を行う
には、次に掲げるいずれかの理由を要する。
① 当該意匠が、既にインドにおいて登録されたものであること。
② 当該意匠が登録された日よりも前に、既にインドその他の国において、公開されて
いること。
③ 当該意匠には、新規性または独創性が認められないこと。
④ 当該意匠は、インド意匠法に基づく登録が認められるものではないこと。
⑤ 当該意匠が、インド意匠法に定める意匠に該当せず、また上記に定める意匠にも該
当しないこと。
意匠の登録取消しを請求した場合には、当該意匠の重要な部分について、どのような利
害を有するかを、示すよう求められることがある。なお、意匠を営利活動において利用す
るためという理由は、意匠の登録取消し理由として認められる。
意匠の登録取消しを請求する場合には、管理官に所定の様式を 2 部提出して行わなけれ
ばならない。また、取消しの請求者が当該意匠につきどのような利害を有するか、および
取消し請求の根拠を明記した意見書 2 部も、請求の際に合わせて提出しなければならない。
意匠の登録取消しが意匠権者以外の者によって請求された場合には、請求書の写しおよび
意見書が、管理官から意匠権者に送付される。当該意匠権者は、意匠の登録取消し請求に
対し、異議を申し立てようとする場合には、管理官が指定した期限までに、当該請求に異
議を申し立てる根拠を明記した答弁書を提出し、同時にこの答弁書の写しを取消し請求者
にも送付しなければならない。取消し請求者は、意匠権者の答弁書に対し、取消しの正当
性を証明する証拠を宣誓供述書として管理官に提出することができる。かかる証拠は、同
時に意匠権者にも送付しておかなければならない。そして今度は、意匠権者が、取消し請
求者の提示した証拠に対し、取消しが不当であることを証明する証拠を宣誓供述書として
管理官に提出し、同時に取消し請求者にも送付する。意匠権者の提示した証拠に対して、
更に取消し請求者は、宣誓供述書として反証を提出し、同時にこれを意匠権者にも送付す
る。なおこれ以降の手続きにおいては、いずれの当事者も、管理官の許可を得、または管
理官から命じられた場合を除き、証拠を提出することができない。
答弁書又は証拠の提出期限は、通常1カ月以内であるが、当事者から期限の延長が請求さ
れた場合には、管理官が特別に命じたときに限り、これが延長される。但し、延長が認め
られる場合でも、通常の期限を含めて3カ月間を超えることはない。また、提出された書類
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が英語以外の言語で作成されており、意見書等または証拠の引用が記載されている場合に
は、かかる書類を英語に翻訳し、認証を受けたものを2部、提出しなければならない。
意見書等および証拠が提出されたとき、またはその他管理官が決定するときに、意匠の
登録取消し請求の審理期日が決定される。審理期日は、遅くとも10日前までに、管理官か
ら取消し請求者および意匠権者の両者に通知される。取消し請求者または意匠権者は、審
理を要求する場合には、所定の様式をもって、所定の手数料を納めて、これを管理官に申
し立てなければならない。かかる手続きを取らない場合には、審理の実施が管理官により
認められないことがある。取消し請求者または意匠権者が、異議申立書、意見書等または
証拠において明らかにしていない事項を、審理において提示し援用しようとする場合には、
その旨につき、当該事項の詳細も合わせて、遅くとも当該審理の5日前までに、相手方当事
者および管理官に通知しなければならない。
意匠の登録取消し請求につき、請求者の主張を聞いた上で、また取消し請求に対し異議
が申し立てられている場合には、これを審理した後、管理官によりかかる請求を認めるか
否かが決定され、その判断が両当事者に言い渡される。なお、取消し請求者が審理におい
て主張を述べておらず、または審理を希望しない旨を管理官に伝えている場合であっても、
上記のような判断が出されることがある。
巻末の付属資料10は、意匠の登録取消し手続きの流れを示したものである。

３．商標
（１）概要
商標については、インド商標法（1999 年制定）において、商品およびサービスに使用す
る商標の登録および保護の充実、ならびに商標の不正使用の防止をはじめとして、次に掲
げる規定等が定められている。
① サービスマークの登録
② 商標権侵害行為の定義（様々な侵害行為を幅広く認める。）
③ 周知商標の保護
④ 団体標章の登録および保護
⑤ 商標権の使用が認められる場合の定義（様々な場合が幅広く認められる。）、およ
び使用許諾契約を登録する権限が商標登録官に付与されること。
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⑥ 未登録の商標を営業権と分離して譲渡すること。
⑦ 審判委員会が、登録官の査定に対する不服申し立てを審理し、商標登録取消審判を
実施すること。
商標については、特に商標の保護を定めた規定の他に、詐称通用に係るコモンロー上の
保護も受けることができる。これは、詐称通用については、特に制定法において定めが置
かれてこなかったためである。なお、詐称通用については、第 3 章で詳しく説明する。
商標法においては、つい最近 2007 年に行われた改正において、国際登録商標に対する保
護も認められるようになった。インドにおいて出願された登録商標が、マドリッド協定に
基づき指定された国々においても、保護されるようにするためである。その他にも、同改
正においては、次に掲げる変更が行われた。

① インド商標法第 23 条に定める商標登録の審査期間が、マドリッドプロトコルの定
めに従って、18 カ月間に変更された。
② 第 IV 章第 A 節を新たに設けて、マドリッドプロトコルをインド国内において実施
するための規定を設けた（例えば、一度の出願で、一件分の手数料を納めて、当該
国の言語による書類を提出するだけで（これを国際出願に必要な言語に翻訳したも
のを添付しなくても）、国内出願と共に国際登録出願も合わせて行うことができ、国
際登録に係る記録として保管される。）。
③ 異議申し立て期間が、3 カ月から 4 カ月に変更された。
④ 商標の移転および所有についての規定が、分かりやすい文言に改められた。
⑤ 布製品について定めた第１０章が削除された。
なお、インドは、次に掲げる商標に係る国際条約に加盟している。
①

貿易関連知的所有権協定（1995 年 1 月加盟）

②

工業所有権に関するパリ条約（1998 年 12 月加盟）

③

標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定（第 7 版）

（２）商標局および審判委員会
商標局〜インド商標局は、1958 年に制定された商標および商品標法に基づき、本部がム
ンバイに置かれ、また支部がアーメダバード、チェンナイ、デリー、およびコルカタに設
けられ、現在に至っている。
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商標の登録、異議申し立て、更新、および譲渡証書または使用許諾契約書等の記録その
他については全て、インド商標規則（2002 年制定）に基づき、出願人または請求者のイン
ド国内における事務所所在地を管轄する商標局本部または支部に対して、出願しまたは請
求することとされている。出願人等の事務所所在地がインド国内ではない場合には、当該
出願人等がインド国内における送達先として指定する住所を管轄する商標局本部または支
部に対して行う。商標の登録が出願された本部または支部は、爾後当該商標に係る全ての
事項を処理する権限を有する。よって、いったん管轄当局が決まった商標について、異議
を申し立てまたは訂正を請求する等の手続きを取る場合には、当該管轄当局に対して、こ
れを行わなければならない。
審判委員会〜2007 年のインド商標法改正における重要な変更点は、インド知的財産審判
委員会が新設されたことである。この知財審判委員会は、以前はインド高等裁判所が審理
していた商標登録官の査定に対する不服申し立てを審理する唯一の機関として、設けられ
たものである。現行商標法の定めにおいては、商標登録官の査定に対して不服を申し立て
る場合に、特に不服申立事項およびその範囲に制限が置かれていない。知財審判委員会は
この他に、商標登録の取消し又は変更審判を行う権限も認められている。但し、商標権の
侵害および詐称通用に係る訴訟の審理権限は、これまで通り裁判所に存する。
審判委員会の創設により、商標登録官の査定につきインド高等裁判所に申し立てられて
いた不服案件が全て、審判委員会に移送され、迅速に判断が出されている。知財審判委員
会が審理権限を有する事項については、裁判所の裁判権等の権限は一切認められない。知
財審判委員会の決定については、原則としてこれに対する不服や異議を申し立てることが
できない。例外的に不服や異議申し立てが認められるのは、インド憲法第 226 条および／
または 227 条に基づき、インド高等裁判所が権限を行使する場合に限られる6。つまり、イ
ンド高等裁判所は、知財審判委員会の出した決定につき、基本的権利の侵害、管轄権の欠
如、法律上の誤り、事実認定の誤り、自然的正義に反する重大な事由等があるため、当該
決定が誤りであると考える場合には、権限を行使して、当該決定を正すことができる。
知財審判委員会には、自らの行う審理・審判手続きについて、自然的正義に反せず、か
つインド商標法の定めに準拠した手続き規定を定める権限も認められている。知財審判委

6

インド憲法第 226 条は、インド憲法に定める基本的権利の行使を確保すべき場合に、インド高
等裁判所がその裁量で命令権を排他的に行使することができる旨を定めた規定である。このイン
ド憲法第 226 条に定める権限と合わせて、または同条に定める権限の代わりに行使することので
きる権限として、インド憲法第 227 条においては、インド高等裁判所がインド領域内にある全て
の裁判所および審判機関を管理し監督することができると定められており、これらの規定に基づ
き、知財審判委員会の出した決定がインド高等裁判所により覆されることがある。
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員会は、この権限を行使して、2003 年に、インド知的財産審判委員会手続き規則を定めた。
同規則およびインド商標（知的財産審判委員会に対する申し立て・審判手続き）規則（2003
年制定）の両規則において、申し立てまたは審判において知財審判委員会に提出する請求
書・答弁書等および証拠の様式が定められている。
知財審判委員会には、次に掲げる民事訴訟に係る事項については、裁判所と同じ権限が
認められる。
①

証拠の受理

②

証人尋問嘱託書の交付

③

公文書の要求

④

その他定めに基づき認められる事項

現在、知財審判委員会の本部はチェンナイにあり、審判機関はアーメダバード、チェン
ナイ、デリー、ムンバイおよびコルカタに置かれている。
審判官団はいずれも、法務審判官 1 名、技術審判官 1 名、および審判委員長により構成
される。審判委員長は、一または複数の審判官団において、法務審判官または技術審判官
を兼任することができる。現在、知財審判委員会には、次に掲げる審判官等が任命されて
いる。
①

審判委員長〜MHS Ansari 裁判官

②

審判副委員長〜Z.S. Negi 氏

③

技術審判官〜Syed Obaidur Rahaman 氏、S. Usha 氏、S. Chandrasekaran 氏

（３）商標〜定義と種類
「商標」の定義は、インド商標法第 2 条（1）項（zb）号に定められている。標章が商標
として認められるためには、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない（但し、
犯罪行為および刑罰について定めたインド商標法第 12 章（但し、第 107 条を除く。
）の定
めを適用する商標には、第 2 条とは異なる要件が求められる。）。
① 視覚的にとらえられること。
② 他者の商品または役務に対する識別性を有すること。
③ 業として当該標章を使用しまたは使用する意思を有する商品または役務から、当該
商標を使用する権利を有する者（商標権者か、または使用権を付与された者かを問
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わない。）との関連性が明らかになること7。
但し、同一または類似商標の不正使用に係る犯罪行為および刑罰について定めたインド
商標法第 12 章（但し、第 107 条を除く。）の定めを適用する場合には、商標は、次に掲げ
る全ての要件を満たすことを要する。
① 視覚的にとらえられること。
② 他者の商品または役務に対する識別性を有すること、
③ 使用中の登録商標または未登録商標であること。
商品の形状、包装、色彩、証明標章、および団体標章は、商標に当たるものとして明示
的に定められている。商標と認められうるものとしては、インド商標法において、記章、
標識、目印、表示、札、名称、記号、言葉、文字、数字、商品の形状、包装、色彩、また
はこれらの結合等を定める。
（４）登録可能性と拒絶理由
インド商標法においては、商標の定義を定めた規定において、商標が他者の商品または
役務と識別できるものでなければならないと定める。
上記の定義規定の他に、インド商標法第 9 条および第 11 条においては、具体的に商標の
登録が認められない場合を定める。第 9 条は、
「絶対的理由に基づく拒絶査定」を定めてお
り、当該商標固有の特徴を理由として、登録が認められない場合を挙げる。第 11 条は、
「相
対的理由に基づく拒絶査定」を定めており、先願商標との類似性を理由として、登録が認
められない場合を挙げる。
絶対的理由に基づく拒絶査定〜インド商標法第 9 条
インド商標法第 9 条は、商標登録の拒絶理由として、識別性の欠如、公序良俗、および
商品の形状のみからなる商標を定める。
①

識別性に欠ける場合8〜登録出願された商標が、次に掲げるいずれかの事由に該当す
る場合には、拒絶査定がなされる。

7

（b）項の要件は、通常の商標の場合には、当該商標を取得する者が自ら扱う商品または役務
について、「他者の商品または役務に対する識別性を有すること」を要するが、団体標章の場合
には、当該商標を取得する団体の構成員が扱う商品または役務について（当該商標を取得する
者が自ら扱う商品または役務である必要はない。）、当該要件を満たすことが求められる。
8
インド商標法第 9 条（1）項
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(a) 識別力の認められる特徴が見られないもの
(b) 単なる記述的標章や自讃的なものとしか思えないもの
(c) 当該商標を使用する商品または役務の属する業界において慣用されているもの
但し、上記の事由に該当するものであっても、登録出願前から当該商標を使用してお
り、これにより識別力の認められる特徴を有するものとして認められるようになった
商標、または周知商標と見なされる商標は、登録査定がなされる。
② 公序良俗に反する場合9〜登録出願された商標が、次に掲げるいずれかの事由に該当
する場合には、拒絶査定がなされる。
(a) 誤認を招き、または混同を生じるようなもの
(b) インドの各宗教宗派の宗教感情を刺激し、または公序良俗に反するようなもの
(c) インド標章および名称の不正使用防止法（1959 年制定）に基づき、使用が禁じ
られたもの
上記の事由に該当するものについては、登録査定がなされることはない。明らかに識
別性を有し、または識別性が認められるようになったものであっても、上記のいずれ
かの事由に該当すれば、必ず拒絶査定が下される。
③ 商品の形状のみからなる商標の場合10〜商品の形状のみからなる商標は、次に掲げ
るいずれかの事由に該当する場合には、拒絶査定がなされる。
(a) 当該商品の性質上、当該形状とならざるを得ないもの
(b) 当該商品の機能を確保する上で、当該形状が不可欠であるもの
(c) 当該商品の価値が、著しく当該形状に起因するもの
上記の事由に該当するものについては、登録査定がなされることはない。明らかに識
別性を有し、または識別性が認められるようになったものであっても、上記のいずれ
かの事由に該当すれば、拒絶査定が下される。
相対的理由に基づく拒絶査定〜インド商標法第 11 条
インド商標法第 11 条に定める相対的理由に基づく拒絶査定は、当該商標が抵触する商標
が存在する場合に、適用される。
9
10

同条（2）項
同条（3）項
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インド商標法第 11 条に基づき、商標は、当該商標と同一または類似の登録商標がある場
合、またはパリ条約等の締約国へ出願された商標で当該商標の出願日よりも前の日が優先
日となるものが、当該商標と同一または類似の商標である場合には、これに対して拒絶査
定がなされる。但し、かかる登録商標またはパリ条約等の締約国へ出願した商標を使用す
る商品または役務が、当該商標を使用する商品もしくは役務と同一または類似のものであ
り、かつこれらの商品または役務に同一性または類似性が認められるが故に、需要者の混
同を招くおそれがなければならない11。
また、インド商標法第 11 条の定めに基づき、周知商標に抵触し、一定の事由に該当する
商標についても、登録が認められない12。これについては、本章第（7）項において説明す
る。
他にも、詐称通用に係るコモンローまたは著作権法の規定に基づき、商標の使用が制限
されると思われる場合にも、インド商標法第 11 条に基づき、当該商標の拒絶査定がなされ
る13。但し、かかる拒絶理由をもって商標の登録が拒絶されるのは、異議申し立て手続きが
提起された場合に限られ、商標登録官が職権をもってかかる拒絶理由に基づき拒絶査定を
下すことはできない。
なお、商標登録官は、インド商標法第 11 条（10）項（ii）号の定めに基づき、商標登録
の出願審査または異議申し立ての審理において、商標登録の要件を満たしているかどうか
を判断するときに、出願人または商標に係る権利に影響の及ぶ異議申し立てを提起した者
に、悪意があったかどうかを検討しなければならない。
インド商標法第 11 条に基づき拒絶理由の認められる商標であっても、同法第 12 条に定
める善意の競合使用その他特段の事情がある場合には、登録が認められることがある。
善意の競合使用〜善意の競合使用と言えるかどうかの判断に当たっては、次に掲げる事
由が商標登録官により検討される。
① どの程度（どのような商品・役務において）競合使用されているか。
② 商標が競合使用されている商品・役務の市場規模および地域

11
12
13

インド商標法第 11 条（1）項
同条（2）項
同条（3）項
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③ 同一または類似の商標が使用されているために、どの程度の混同を招くと思われる
か。一般的に需要者に不利益となるようなものであるか。
④ どの程度善意で競合使用されているか。
⑤ 需要者に実際に混同が生じた具体的な事例が証明されているか。
⑥ 競合使用されている商標を、場合によっては条件および制約付きで登録することを
認めた場合に、競合使用されているが故に、不都合が生じるおそれがあるか。
善意の競合使用は、異議の申し立てられた商標の登録を出願した者が、これを証明しな
ければならない。この場合、「善意」とは、「取引活動において誠実であったこと」とさ
れ、商標が善意で使用されているかどうかの判断に当たっては、当該商標を使用するに至
った経緯が非常に重要な意味を持つ。判例においては、類似した登録商標が存在すること
を知りながら、異議の申し立てられた商標を使用し続けている場合には、これを善意の競
合使用と見なすことはできないとされている14。なお、商標登録官は、商標の登録を認める
か否かの判断において、インド商標法第 12 条を適用するときには、拒絶査定をした場合に
当該商標の登録出願人に生じるおそれのある不利益と、登録査定をした場合に当該商標に
対し異議を申し立てた者および一般の需要者が被る不利益とを、比較衡量して登録の是非
を決定する。
（５）欺瞞的類似性
インド商標法においては、「商標は、他の商標との識別が極めて難しく、誤認を招きま
たは混同を生じるおそれがある場合には、当該他の商標と紛らわしい類似商標と見なす」
と定める。判例においては、他の商標と紛らわしい類似商標に当たるかどうかは、初めて
見たときの印象を基準に、裁判所（または審判機関）が判断すべきであるとされた15。これ
まで数々の裁判において他の商標と紛らわしい類似商標の判断が行われてきており、判例
法の形成を通じて、かかる判断の基準とすべき原則や要件が確立されてきた。
商標が他の商標と紛らわしい類似商標に当たり、混同を生じるおそれがあるかどうかの
判断に当たり、検討すべき事由としてこれまでの判例を通じて確立されてきたものは、次
に掲げる通りである。
① 当該商標に対してどのような信用がどの程度確立されているか。
② 当該商標の種類。文字商標か、記号商標か、結合商標か。
③ 当該商標が外観、称呼、観念等の点で、どの程度類似しているか。
14
15

（判例）National Chemicals & Colours Ltd. v Reckitt & Coleman of India Ltd. AIR [1991] Bom 76
（判例）Corn Products v Shangrila AIR 1960 SC 142
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④ 当該商標をどのような商品または役務に使用するのか。
⑤ 競合業者の扱う商品または役務と、どのような性質、特徴および機能が類似してい
るのか。
⑥ どのような需要者が各々の知識に基づき、当該商標の使用された商品を購入しまた
は役務を利用すると思われるか。また、これらの需要者が各々の知識に基づき、か
かる商品を購入し、および／または役務を利用するときに、どの程度の注意を払う
と思われるか。
⑦ 当該商標の使用される商品または役務につき、これを購入する方法はどのようなも
のであるか、また事業活動または注文においてこれが流通する経路に、類似性が見
られるか。
⑧ その他当該商標に関連性を有する事由
上記の事由は、検討すべきものが全て挙げられているわけではなく、あくまでも例に過
ぎないが、商標の類似性を判断するときに、全ての事由を考慮しなければならないわけで
もない。当該商標に係る事由全体から、紛らわしい類似商標であると見なすことができれ
ば足りる。
文字商標の類似性判断基準〜インドの判例においては、英国の判例にならって、文字商
標および図形・記号商標の類似性判断基準が確立されてきた。
① 次に掲げる引用は、英国において出された判決の一部である16。インド最高裁判所
により出された判決において援用され17、文字商標の類似性を判断する際の基準と
なっている。

「まず、2 つの文字商標自体を比較する。その外観および称呼について検討しなけ
ればならない。次に、当該商標が使用される商品について検討する。更に、当該商
品をどのような需要者が購入すると思われるかを考える。そして、当該商標に関す
るあらゆる事由を斟酌する。最後に、当該 2 つの商標が各所有者の扱う商品に通常
の方法で商標として使用された場合に、どのような事態が生じると思われるかを検
討する。全ての事由を考え合わせた上で、混同が生じるであろうとの結論に達した
場合には、当該商標の登録を拒絶することができ、というよりも、かかる場合には、
当然登録を拒絶すべきと言える。なお、「混同が生じる」というのは、一方の商標
を有する者が不利益を被り、もう一方の商標を有する者が不当な利益を得るとまで

16

（判例）Pianotist Appln. (1906) 23 RPC 774
（判例）Amritdhara Pharmacy v Satya Deo Gupta AIR 1963 SC 449 and Hoffman La Roche v
Geoffrey Manners AIR 1970 SC 2062
17
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は予想されなくても、需要者の認識に混同を生じ、その結果商品の混同が生じるで
あろうという程度で足りる。」
② またインド最高裁判所による同判決においては、商標の類似性を比較するときには、
これを全体として比較すべきであり、審理において裁判所（または審判機関）が裁
量で商標を部分ごとに（識別力のある部分とない部分とに）分けて、これを比較対
照するべきではないとの考えが示された18。
③ その他に、文字商標の類似性を判断するときには、当該商標から想起される観念、
商品または役務が電話で注文するものである場合には称呼、構造上の類似性、あい
まいな音節、文字商標の略記がどの程度使用される傾向があるか、当該商標の類似
性（識別力のない部分）が英語の使われ方によくあるものまたは慣用されているも
のである場合には識別力のある部分、類似性の認められる部分が記述的標章とみな
されるものかまたは他との違いを示す表示となっているか等を、斟酌するのが相当
であると判示された。
図形・記号商標および結合商標の類似性判断基準〜図形・記号商標および結合商標の類
似性を判断するに当たっては、次に掲げる事項に注意を要する。
① 商標全体の類似性が比較される。
② 商標の一部である図形や記号に類似性が認められるが、他の文字の部分には類似性
が認められない場合には、商標全体としては類似性があるものと見なされる19。
③ 類似性があるため紛らわしいかどうかを判断するに当たって、商標の特徴として主
張しないとされたものは考慮されない。
④ 商標に不可欠な特徴が考慮される20。
⑤ 観念の類似性が考慮される。
（６）商標の「使用」
商標を商品に使用する行為とは、「商品に直接商標を付し、または商品に関する物その他
形態の如何を問わず商品に関して商標を使用する行為をいう」と、インド商標法において
定められている21。
18

（判例）Hoffman La Roche v Geoffrey Manners 前掲
（判例）Lakhara v Shivkaran 1995 PTC 17、およびNational Chemicals vs. Reckitt & Colman AIR
1991 Bom 76、およびHi-Tech Foods vs. Khanna Enterprises 1998 PTC 689
20
（判例）James Chadwick v National Sewing AIR 1951 147
21
インド商標法第 2 条（2）項（b）号
19
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インドの判例においては、商標は、購入するときに、視認できるものでなければならな
いとされる22。商品を入れる容器に商標を付す行為は、当該商品自体に商標を記すことがで
きない場合には、商品に関する物に商標を使用したものと見なされる23。また、商品との関
係で商標の使用は上記の定義からみて、例えば請求書等のように物理的関係以外の使用も
ありうるとされる24。カタログ、パンフレット、広告等において商標を使用する場合には、
当該商標を付す商品を同時に入手することができる場合に限り、商標を使用した行為と見
なされる。
インドから輸出する商品に、インドにおいて商標を付した場合には、かかる行為は、イ
ンド商標法に基づき、インドにおいて商標を使用した行為と見なされる。
市販のビデオテープの登録商標が、当該ビデオテープの一部として記録され、当該ビデ
オテープを再生したときに当該商標が映像の一部として再生される場合には、かかる行為
は、市販ビデオテープの商標を使用した行為と見なされる25。
一方、役務に商標を使用する行為とは、
「役務の存在、提供または機能を表すものとして、
またはその一部として、商標を使用する行為をいう」とされる26。
商標を使用する行為といえるには、市場において商標の所有権者と商品との間に関連性
を生じるようなものでなければならない。具体的には、商標の出所が明らかになるような
使用であれば足りる。宣伝手段として商品を無償で頒布する場合には、商品の取引とは見
なしえず、従ってかかる商品に商標を付しても、商標を使用した行為とはならない。但し、
他の商品の販売促進を目的として、当該商品と一緒に、商標を付した商品を無償で頒布す
る場合には、商標を使用した行為と見なされる。
（７）周知商標
インド商標法においては、「周知商標」という特別な商標を認める。周知商標とは、当該
商標を使用する商品または役務との類似性が認められない商品または役務であっても、第

22

（判例）Unilever (striped tooth paste) Tm [1980] FSR 280〜練り歯磨きの表示を購入後に開封し
てみなければ見ることのできない箇所に付した行為は、商標を使用した行為とは見なされない。
23
（判例）Spillers’ Appln. (1954) 71 RPC 234
24
（判例）Revlon v Rajendra Kumar AIR 1995 Cal 30
25
（判例）Esquire Electronics v Roopchand [1991] RPC 425
26
インド商標法第 2 条（2）項（c）号
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三者が使用を禁じられる商標をいう。インド商標法においては27、商品または役務に使用さ
れる商標が、他の商品または役務に使用されたときに、当該商品または役務に使用される
商標権者と、当該他の商品または役務との間に関連性があるものと、当該他の商品または
役務の取引される市場の多くの需要者に誤解されるおそれのある商標を、周知商標という
と定める。周知商標は、インド商標法に基づき、商標登録、第三者による周知商標の登録
もしくは使用、または周知商標に類似した商標につき、保護される。
周知商標の認定基準
周知商標の認定を行う商標登録官は、法の定めに基づき、関連性を有すると考える全て
の事由を考慮して判断を下すことができるが、認定に際して検討すべき事由として、次に
掲げるもの等、法において定めるものがある28。
① 商標の使用される商品または役務の取引される市場において、当該商標が需要者に
どの程度認識され、どの程度の知名度が認められるか。
② 商標の使用されてきた期間、範囲（商品または役務の市場等）、および地域
③ 商標を使用する商品または役務の宣伝広告、広報、展示会における発表、公開等、
当該商標に関する販売促進活動が行われてきた期間、範囲（商品または役務の市場
等）、および地域
④ 商標が登録されまたは登録出願されてからの期間およびその地域（但し、かかる登
録または登録出願が、当該商標を使用しまたは認識した行為に当たることを要す
る。）
⑤ 商標に係る権利が行使された事実の記録（特に、当該商標が、裁判所または商標登
録官により、周知商標として認められたものをいう。）
上記の他にも、特定の市場において商標が需要者に認識され、知られているかを判断す
るに当たっては、次に掲げる事由も、商標登録官が検討することと法において定める29。
① 商標を使用する商品または役務の市場に、実際にまたは潜在的に存在する需要者数
② 商標を使用する商品または役務の流通経路における関係者の数
③ 商標を使用する商品または役務を扱う業界
なお、（全ての市場でなくても）特定の市場における周知商標と認められるとの判断が、
裁判所または商標登録官により出された場合には、当該商標は、登録上の関係では、周知

27
28
29

インド商標法第 2 条（1）項（zg）号
インド商標法第 11 条（6）項
同条（7）項
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商標と見なされる30。
周知商標の認定に当たって、商標登録官は、次に掲げる事由を、認定条件として採用し、
または要求してはならないとされている31。
① 商標がインドにおいて使用されていること。
② 商標が登録されていること。
③ 商標の登録出願が、インドにおいて出されていること。
④ 商標がインド以外の法域において、周知であり、登録されており、または出願され
ていること。
⑤ 商標がインドの多数の需要者の間で周知であること。
周知商標の登録要件
周知商標は、識別力の認められる特徴がないこと、または単なる記述的標章に過ぎない
こと、または当該商標を使用する商品または役務の属する業界において慣用されているこ
とを理由として、登録を拒絶することができない。
第三者による周知商標の登録〜異議申し立て〜商標登録の出願審査または異議申し立て
手続きの審理において、商標登録官は、インド商標法第 11 条（10）項（i）号に基づき、
周知商標と同一または類似の商標がある場合には、周知商標を保護しなければならない。
但し、周知商標と同一または類似の商標が、インド商標法の施行前に既に、善意で使用さ
れまたは登録されていた場合には、善意で取得された権利については、これが保護される。
登録拒絶要件「不当な利益または識別力の認められる特徴もしくは信用の毀損」〜イン
ド商標法第 11 条（2）項に基づき、周知商標と同一または類似の標章は、周知商標の指定
商品または役務とは異なる商品または役務について登録しようとする場合であっても、登
録が認められない。これを拒絶理由として援用することができるのは、登録しようとする
標章を商標として使用すれば、不当な利益が生じ、または周知商標の識別力の認められる
特徴もしくは信用を毀損することになる場合に限られる。
商標の使用により不当な利益が生じ、または識別力の認められる特徴もしくは信用を毀
損するという文言、およびその判断に当たって適用される基準は、判決文において決めら
れる。インドの裁判所および商標登録官は、英国の判断を援用することが多く32、必ずしも

30
31
32

同条（8）項
同条（9）項
（判例）Premier Brands UK Ltd. vs. Typhoon Europe Ltd. (2000) FSR 767
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混同を生じるおそれがなくても、「不当な利益」が生じ、または「識別力の認められる特徴
もしくは信用を毀損する」商標との間に類似性が認められれば、当該商標の登録および／
または使用を許さない理由とするに足るとの立場を取る。なお、周知商標の信用や評判を
失墜させ、当該商標の価値を貶める行為は、周知商標の識別力の認められる特徴または信
用を毀損する行為に当たると見なされる。
商標登録官は、周知商標と同一または類似しているため紛らわしい商標については、登
録出願された指定商品が異なる場合であっても、かかる商標を使用すれば誤解を招き、ま
たは混同を生じるおそれがあることを理由として、その登録を認めてこなかった。かかる
拒絶査定に対して、何度も不服が申し立てられたが、裁判においてもこの決定が支持され
てきた33。
現行のインド商標法が施行される前から、詐称通用に係るコモンローに基づき（第 3 章
で説明する。）、周知商標は保護されていた。しかし、現行商標法において、明文規定を
もって、周知商標を制度として認め、どのようなものが周知商標に当たるのかを明確に定
めたことに意義がある。また、現行商標法において、「不当な利益」および「識別力の認
められる特徴または信用の毀損」という要件を定めて、需要者に混同の生じるおそれがな
くても、保護すべき商標の存在を認めたといえる。
（８）商標の登録
１）出願とその遂行
インド商標法においては、何人も、自らが所有しかつ使用しまたは使用する意思のある
標章について、商標登録官に対し、これの登録を出願することができると定める34。かかる
者の代理人が、権限を付与されていないのに、自らの名義で商標を登録することは、明文
の定めをもって、禁じられている。
商標登録を多区分で出願し、またパリ条約等の締約国への出願において優先権を主張す
ることも、インド商標法において認められている。同一の商標登録につき多区分で出願す
る場合には、区分ごとに出願する場合よりも、登録手続きが迅速に進められる。そこで商
標法においては、多区分に該当する商品または役務に使用する単一の商標につき、登録を
出願する場合には、一度の出願でこれを行うことを認めている。

33

（判例）Sunder Parmanand v Caltex AIR 1969 Bom 24、およびDunhill case (1982) PTC 145、およ
びFiat case (1986) PTC 154、およびDilip Chand Aggarwal v Escorts Ltd. (1981) IPLR 1
34
第 18 条（1）項

73

商標に係る条約締約国においてなされた登録出願について（1 つとは限らない。）
、インド
において優先権を主張して出願することも認められている。但し、この場合には、優先権
の生じるパリ条約等の締約国への出願を行ってから 6 カ月以内に、インドにおいて出願す
ることを要する。
商標登録の出願書類は、インド商標規則に定められており、出願の種類に応じて（すな
わち、国内出願か（優先権を主張する）パリ条約等の締約国への出願か、また単一区分の
出願か多区分の出願か）
、異なる様式が指定されている。
商標登録を出願するときには、次に掲げる全ての事項を明らかにしなければならない。
① 出願人の詳細（氏名、住所等）
② 登録しようとする商標の商標見本
③ 指定商品または役務についての記載35
④ 使用状況の記載
⑤ 委任状
⑥ 優先権を行使するパリ条約等の締約国への出願の場合には、当該出願の詳細、およ
び優先権の発生することになった第一国出願書類の認証謄本
優先権を主張する場合〜優先権の発生することになった第一国出願書類の認証謄本、ま
たは必要とされる場合には必ず、かかる書類を英語に翻訳したものを併せて、出願時では
なく出願後に（但し、2 カ月以内に）、提出することができる。これらの書類を期限までに
提出しない場合には、優先権を主張することができなくなる。
使用状況の記載書〜デリーの商標局においては、出願後に使用状況の記載書を提出する
ことを認めているが、ムンバイおよびコルカタの商標局は、使用状況の記載書を必ず出願
時に提出しなければならないとしている。
商標登録の出願書類が受理されたら、商標局から、出願番号の明記された受理書が交付
される。更にそれから 1 週間以内に、当該出願に割り当てられた出願番号および出願日の
記された商標見本が、商標局から交付される。
２）受理および公告
商標登録官は、インド商標法に基づき、裁量をもって、拒絶査定を下し、または無条件

35

かかる記載の文字数が各区分につき 500 字を越える場合には、追加手数料が発生する。
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もしくは補正、変更、条件もしくは制限付きで登録査定を行うことができる。但し、かか
る裁量権は、商標法の定めに従って合理的に妥当と見なされる方法で行使しなければなら
ず、恣意的に行使してはならないとされている。
審査〜商標が出願されると、出願番号が割り当てられた後、商標審査官による審査が行
われる。審査においては、インド商標法に定める実体的要件および手続的要件を全て満た
しているか、および拒絶理由が認められないかどうかが確認され、拒絶理由が認められた
場合には、審査通知書が交付される。手続的要件の審査においては、次に掲げる全ての事
項について、要件が満たされているかどうかが確認される。
① 商標登録を求める指定商品または役務についての正確な記載
② 使用状況の記載（登録を求める商標が、出願日までに、インド領域内において、指
定商品および役務に使用されたことがあるかどうか。）
③ 代理人が出願する場合には、その代理権を証明する書類。かかる書類は、法的権威
を付与し、または認証したものである必要はなく、出願する会社の代表役員の署名
が記されていれば足りる。
④ 優先権を行使するパリ条約等の締約国への場合には、当該出願の詳細、および優先
権の発生することになった自国出願書類の認証謄本
実体的要件については、次に掲げる事由が、拒絶理由とされる。
① インド商標法第 9 条に基づき、識別性に欠け、または記述的標章に過ぎない。
② インド商標法第 11 条に基づき、先願商標または登録商標と同一または類似の商標で
あり、抵触が発生する。登録の際に指定された区分についてのみ、同一または類似
の商標が存在しないかどうかが、インド商標局により調べられる。指定区分とは異
なる区分に（1 つとは限らない。）該当する類似の製品については、調査されない。
（上記の拒絶理由については、上述の「登録可能性と拒絶理由」の説明を参照されたい。
）
商標局における現在の審査実施状況では、出願から 2、3 カ月以内に、審査通知書が交付
される。拒絶理由の通知を書面により受けた場合には、出願人は、それから 1 カ月以内に
（但し、請求すれば、期限を延長してもらえる。）、これに対して意見陳述することができ
る。以前は、出願人が意見書をもって意見陳述しても、やはり拒絶理由が認められるとさ
れた場合にのみ、拒絶理由に係る審理が行われたが、現在は、商標の登録出願に対し拒絶
理由が出された場合には、必ず拒絶理由に係る審理が行われている。
登録査定がなされると、商標公報に掲載される。第三者は、これに対して異議を申し立
てることができる。なお、登録査定がなされる前であっても、商標登録官により、出願情
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報が公開されることがある36。
異議申し立て期間は、商標が公告されてから 3 カ月以内である。但し、この期限は、請
求すれば、商標登録官の裁量をもって、更に 1 カ月間延長されることがある。
３）登録および更新
異議が申し立てられなかった場合には、商標の登録手続が進められ、当該商標の商標権
者に対し、商標登録証が交付される。商標局における現在の手続処理状況では、商標登録
の出願手続が、何の問題もなく順調に進めば、通常出願から 1、2 年で、登録が完了する。
パリ条約等の締約国への出願において優先権を行使する場合には、自国出願の行われた
日をもって、当該商標が登録されたものと見なし、爾後当該商標に係る事項においては、
当該自国出願日が登録日とされる37。
商標権の存続期間は、10 年間である。それ以後は、10 年ごとに更新することにより、半
永久的に存続させることができる。商標の登録更新手続きは、存続期間の満了する前 6 カ
月間に行うことができる。所定の更新期間内に商標の更新手続きを取らなかった場合には、
更新期限から半年以内であれば、商標権者が遅延手数料を納付して、更新することができ
る。
商標の回復〜商標の失効後 6 カ月以内に更新手続きが取られなかった場合には、商標登
録官により、商標原簿から登録が抹消される。但し、商標の失効後 6 カ月を経過していて
も、当該失効後 1 年以内であれば、商標権者は、指定の手数料を納めて、商標登録の回復
を求めることができる。商標登録の回復が請求された場合には、商標登録官は、適切と考
える条件および制約付きで、当該商標の回復を認めることができる。
またインド商標法には、商標原簿から登録抹消された商標の効力に関する規定も置かれ
ている。商標原簿から抹消された商標は、商標登録の出願審査に関しては、当該抹消後 1
年間は、商標原簿に登録された商標として扱われる。但し、当該抹消された商標は、抹消
されるまでの 2 年間善意で使用されたことがなく、または抹消されるまでに使用されてい
た態様からして、登録出願された商標と紛らわしくなく、もしくは混同を生じるおそれが
ない場合には、登録商標とは見なされない。

36
37

インド商標法第 20 条第（1）項但書
インド商標法第 154 条（2）項
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（９）登録商標の譲渡／移転
商標権者は、商標を譲渡し、その対価を受け取る権利を有する38。商標の譲渡を受けた者
は、当該商標の登録時に付けられた条件および制約付きで、またインド商標法第 12 条に基
づき商標の競合が認められる場合には、これに係る制限の範囲内で、当該商標の権原およ
び権利を得る。
登録商標は、これの登録時に指定した商品または役務の一部または全部について、当該
商品または役務に係る営業と合わせてまたは分離して、これを譲渡することができる39。未
登録商標も、営業と合わせてまたは分離して譲渡することができる40。登録商標でも未登録
商標でも、営業と分離して譲渡する場合には、譲受人は譲渡後 6 カ月以内に（但し、この
期限は、商標登録官の裁量で、最長更に 3 カ月間延長が認められる。）、商標登録官に対し、
当該譲渡公告の命令（を出すこと）を請求することを要する41。
① インド商標法においては、商標の譲渡により、排他的権利が複数創設され、または
インドもしくはインド国内各地において排他的権利が創設される場合には、かかる
譲渡を禁じる42。商標の譲渡により、当該商標を同一の商品または役務、商品また
は役務に係る同一の表示、および類似の商品もしくは役務または商品もしくは役務
に係る類似の表示に使用する排他的権利が、複数の者に創設される場合には、かか
る譲渡は禁じられる。但し、商標の譲渡によりかかる排他的権利が複数創設される
場合であっても、これをインド国内において複数の者が行使することができないも
のであるときには（但し、インド以外の国または地域における市場に輸出する場合
を除く。）、かかる譲渡は有効と見なされる。
② 同様に、商標の譲渡により、インドのある地域において販売されまたは取引される
商品の商標を使用する排他的権利がある権利者に発生する一方で、競合してインド
の別の地域において当該商品と同一の商品または役務、商品または役務に係る当該
商品の表示と同一の表示、および当該商品と類似する商品もしくは役務または商品
もしくは役務に係る当該商品の表示と類似の表示に使用する同一または類似の商標
を使用する排他的権利が別の権利者に発生する場合には、かかる譲渡は禁じられる。
但し、かかる商標の使用権が行使されることにより、いかなる場合においても需要
者の利益が損なわれることはないと、商標登録官により判断され、承認を得た上で
38
39
40
41
42

インド商標法第 37 条
同法第 38 条
同法第 39 条
同法第 42 条
同法第 40 条および 41 条
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あれば、上記のような譲渡も認められることがある。
上記のような譲渡につき、商標登録官の承認が得られた場合には、それから 6 カ月以内
に、当該譲渡の登録に必要な措置を講じなければならない。
連合商標の場合は、インド商標法の定めに基づき、必ず分離することなく一緒に譲渡し
なければならない43。
インド商標法第 45 条（1）項に基づき、登録商標の譲渡を受けた者は、当該商標権者の
承継人として、登録しておかなければならない。出願中の商標の譲渡については、明文に
よる定めは置かれていないが、この場合においても、登録しておくのが最善の措置と言え
る。但し、譲渡の有効性につき当事者間で争いがある場合には、当該当事者の権利につき、
管轄裁判所の判断が出されるまで、譲渡に係る権利の登録が、商標登録官により拒否され
る。
インド商標法第 45 条（2）項に基づき、譲渡証書は、裁判においては、登録商標の権原
を証明する証拠として認められない。この第 45 条の定めは、判例において繰り返し出され
ていた判断を、明文をもって定めたものである44。特に顕著な判例は、デリー高等裁判所お
よびチェンナイ高等裁判所において出されたもので、登録商標の譲渡を受けた者が、譲受
人として商標原簿に登録されていないことを理由に、訴えの却下も、暫定的な救済措置も
否認された。
但し、チェンナイ高等裁判所において出された判決では45、商標原簿に登録されていない
商標の譲渡に係る証書がある場合であっても、これは譲渡に係る権原の証拠として、裁判
において認められないという意見を出したのは、一名の裁判官のみであり、この意見は、
同裁判所の他の二名の裁判官の意見に反するという理由で、批判しうる。実際、当該判決
においては、譲渡証書の証拠能力について出されてきた他の判例を検討することも、譲渡
証書の証拠能力を認める立場を取る判例を検討し、当該判例と異なる判断を下した理由を
明らかにもしていない。

43

インド商標法第 44 条
（判例）Charak Pharma Pvt. Limited v. Prashi Pharma Private Limited, (2004, Del HC, Mukundam
Sharma, J)、およびM/s Modi Threads Limited v. Som Soot Gola Factory, (1992, Del HC, P K Bahri J.)、
およびT Mahommed Zumoon v. Fathimunnissa Bibija, Air 1960 Madras 80、およびM/s Hindustand
Lever Limited v. Bombay Soda Factory, AIR 1964 Mys 173
44

45

（判例）Soundarapandian Match Works vs M. Jayarama Chetty PTC (Suppl) (2) 145 (Mad)
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最善の対応策として、商標の譲渡につき、できる限り早くこれを登録するために必要な
措置を講じておくのが賢明である。
（１０）登録商標の使用許諾
現行のインド商標法には、商標の使用許諾について細かい規定が置かれている。同法に
おいては、「（商標の）許諾された使用」とは、商標の使用権者として登録された者、また
は登録された商標権者もしくは使用権者以外の者であっても、商標権者の同意を得て書面
による契約書に基づき商標を使用する者が、商標を使用することをいうと定める。従って、
使用権が付与されているのに使用権者の登録が行われていなくても、書面による契約に基
づき商標の許諾された使用が行われており、かつ取引において当該商標との関連性が認め
られる場合には、当該商標を商標権者がインドにおいて使用していないという理由で商標
登録無効審判が請求されても、上記の通り許諾された使用が行われていることを抗弁とし
て、商標権者の権益を守ることができる。
ただ、商標権者との間で締結した使用許諾契約を商標登録官に登録してもらっておいた
方がよいのは、登録された権利者は、当該契約において別段の定めに同意していない限り、
自己の名義で商標権侵害の訴えを提起することができるからである。
使用権者の登録手続き〜登録商標の使用許諾契約に基づく使用権は、商標登録官により
登録される。インド商標規則においては、使用権者の登録請求は、商標使用許諾契約を締
結後 6 カ月以内に行わなければならないと定める。登録商標の使用許諾契約を登録すると
きには、商標権者および使用権者が一緒に、所定の様式をもって、これに当該契約書また
はその認証謄本および次に掲げる事項を確認した（商標権者の）宣誓供述書を添えて、登
録を請求しなければならない。
① 当該契約に定める商標権者および使用権者の関係
② 商標の使用につき、商標権者がどの程度の監督権限を行使するか。
③ 専用使用権か通常使用権か。
④ 指定商品または役務
⑤ 指定商品または役務に係る条件または制限事項
⑥ 許諾された使用期間は、定期か無期限か。
その他に求められる書類または証拠として、当該使用許諾契約に記載された書類または
書簡等がある。またインド商標規則においては、商標使用許諾契約をもって、ロイヤルテ
ィの支払条件、使用権の消滅事由、および商標の使用が許諾された使用に当たることを、

79

明文の規定により定めるよう義務付ける。
上記の要件をすべて満たしていると判断された場合には、商標登録官により、使用権者
の登録が行われ、当該登録が行われたことが、当該商標の他の登録使用権者にも通知され
る。
またインド商標法においては、使用許諾契約、およびその他当該契約の登録につき提出
された書類または証拠について、登録の請求者から要求があれば、商標登録官はこれを秘
密情報と見なしてその秘密を厳守し、当該商標の使用される商品等の市場の競合相手に対
し明らかにしてはならないと定める。
使用権者の登録変更または取消しは、商標登録官により行われる。
（１１）異議申し立て手続き
商標登録の出願につき、実体審査が行われ、商標登録官により登録査定がなされると、
商標公報に掲載される。それから 3 カ月以内に、第三者は、商標登録異議の申し立てを行
うことができる。但し、上記の異議申立期限は、商標が公報に掲載されてから 3 カ月以内
に、異議申立期限の延長を請求すれば、商標登録官の裁量により、更に最長 1 カ月間延長
されることがある。また商標登録異議の申し立ては、インド商標法の定めに基づき、特に
当該商標につき利害関係を有していなくても、誰でもこれを行うことができる。
１）理由
商標登録に異議を申し立てるときには、法の規定に則った事由であれば、どのような事
由でも異議申し立ての理由とすることができる。登録異議申し立て続きにおいて、理由と
なるものには、次に掲げるものがある。
インド商標法第 9 条（1）項（第 2 条（1）項（zb）号の定義に基づく。
）〜文字や図で表
すことができず、または識別力の認められる特徴が見られず、または記述的標章に過ぎず、
または商標を使用する商品もしくは役務の属する市場において慣用されている商標といえ
る。
第 9 条（2）項〜需要者の誤認を招き、または混同を生じ、または宗教感情を刺激し、ま
たは公序良俗に反し、または名称の不正使用防止法に基づき使用が禁じられた商標に当た
る。
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第 9 条（3）項〜商品の形状のみからなり、当該商品の性質上、当該形状とならざるを得
ず、または当該商品の機能を確保する上で当該形状が不可欠であり、または当該商品の価
値が著しく当該形状に起因する商標に当たる。
第 11 条〜相対的な拒絶理由に該当する商標に当たる。すなわち、同一もしくは類似の商
品もしくは役務に使用する登録商標と同一もしくは類似の商標に当たり、または異なる商
品もしくは役務に使用する周知商標と同一もしくは類似の商標に当たり、または使用すれ
ば詐称通用に当たり、もしくは著作権違反に陥る商標に当たる。
第 13 条〜登録対象の商標に、化学元素もしくは化合物の慣用されている一般的名称、も
しくは世界保健機関の定める国際一般名称に当たるものが含まれており、またはこれらの
一般的名称に類似しており紛らわしい商標に当たり、これを登録すれば、インド商標法第
13 条および第 57 条に反することになる。
第 18 条〜登録対象の商標を使用する商品または役務の全部または一部について、正当な
登録する権利を有さないのに出願しており、または正当な使用権を有さないのに請求して
おり、または当該商標を不正に使用する意図を有する。
２）手続き
異議申立書〜異議申し立て手続きは、所定の期限内に、商標登録の異議申立書を提出し
て提起する。異議申立書には、異議申し立てを行う理由を記載しなければならない。
インド商標規則においては、異議申立書の記載事項として、異議を申し立てる商標の詳
細、異議申し立ての根拠とする先願商標または権利、異議申立人の詳細、異議申立理由を
定める。また異議申立書は、真正なものであることを証明し、かかる証明をした者が、自
らの知っている事柄に基づき証明した事項、提供を受けた情報に基づき証明した事項、お
よび真実であると考える事項に分けて明記しておかなければならない。
答弁書〜異議申し立てが期限内に行われた場合には、3 カ月以内に異議申立書が商標局か
ら登録出願人に（または送達住所として指定された宛先に）送達される。当該送達後 2 カ
月以内に、出願人は答弁書を提出しなければならない。答弁書が提出されない場合には、
インド商標法第 21 条（2）項に基づき、登録出願が放棄されたものと見なされる。
答弁書には、登録出願が正当と考える理由、および異議申立書の申立事項に対する答弁
を記載しなければならない。また異議申立書の場合と同じく、真正なものであることを証
明しなければならない。
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異議申し立て事項を裏付ける証拠〜答弁書が提出されたら、商標局から異議申立人に送
達される。当該送達を受けてから 2 カ月以内に、異議申立人は商標登録官に対し、異議申
立事項を裏付ける証拠を提出し、または証拠を提出しない旨を伝えなければならない。証
拠提出に認められる期限は、異議申立人が送達受領後 2 カ月以内に、これの延長を請求す
れば、最長 1 カ月間更に延長されることがある。証拠は、宣誓供述書として提出し、また
登録出願人に送達しなければならない。
異議申立人が期限内に証拠を提出せず、または証拠を提出せずに、異議申立書の記載事
項を主張する意思を商標登録官に伝えた場合には、異議申し立ては取り下げられたものと
見なされる。
登録出願の正当性を証明する証拠〜異議申立人の提出した証拠の送達を受け、または異
議申立人が証拠を提出しないことを知らされたら、それから 2 カ月以内に、登録出願人は、
登録出願の正当性を証明する証拠を提出し、または証拠を提出しない旨を伝えなければな
らない。証拠提出に認められる期限は、出願人が送達受領後 2 カ月以内に、これの延長を
請求すれば、最長 1 カ月間更に延長されることがある。証拠は、宣誓供述書として提出し、
また異議申立人に送達しなければならない。
異議申立人による反証〜登録出願人の提出した証拠の送達を受けたら、異議申立人は、
反証を提出することができる。この段階では、出願人の証拠に対する反証以外の証拠を提
出することができない。
反証は、2 カ月以内に（但し、最長 1 カ月間延長されることがある。）、
宣誓供述書として提出しなければならない。
その他の証拠〜異議申立人または登録出願人は、商標登録官に許可が得られれば、上記
以外の証拠も提出することができる。通常商標登録官は、異議申し立て手続きが遅れるこ
とがあっても、証拠の提出を認めている。
意見陳述〜インド商標法に基づき、異議申し立て手続きの両当事者には、商標登録官に
よる意見陳述の機会の権利が認められている。意見陳述を行った上で、商標登録官から当
該異議申し立てに対する決定が下される。
異議申し立て手続きにおいて、証拠の提出が完了したら、商標登録官により意見陳述期
日が決定される。異議申し立て手続きの両当事者は、意見陳述機会の通知を受けたら、意
見陳述に出廷するかどうかを、商標登録官に伝えなければならない。意見陳述の機会を受
けるかどうかを伝えない場合には、意見陳述の機会を受ける気がないものと見なされ、こ
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れに応じた措置が商標登録官により取られる。商標登録官は、意見陳述により両当事者の
言い分を聞き、決定を下し、これを両当事者に通知する。この決定に対しては、いずれの
当事者も不服を申し立てることができる。
（１２）訂正／取消しの手続きの方法
何人も、商標原簿に登録された事項があるために、または過失もしくは故意により登録
されていない事項があるために、損害を被った場合には、訂正審判または取消審判を請求
して、登録事項の取消し又は変更命令を出すよう、商標登録官または知財審判委員会に申
し立てることができる。訂正審判は、登録異議申し立ての場合とは異なり、
「損害を被った」
当事者のみが、これを提起することができる。どのような者が「損害を被った者」と言え
るのかについては、インド最高裁判所の見解によれば、訂正審判と取消審判の場合とで異
なるという。Hardie Trading Ltd 対 Addisons Paint and Chemicals Ltd.事件判決におい
ては、商標原簿の登録が不当であり、これを削除することが需要者の利益にかなうという
理由で申し立てられた訂正審判または取消審判においては、「被害を被った者」に該当する
者の解釈に当たっては、異議を唱える資格を認める際に緩やかな基準を用いるのが相当で
あろうとの判断が示された。但し、商標の不使用を理由とした、商標原簿の記載事項に係
る訂正審判の場合には、審判を請求した者が、当該事項が原簿に記載されたままであれば、
どのような損害を被ると思われるのかを、証明しなければならない。
商標登録官または審判委員会は、インド商法の定めに基づき、職権をもって、商標原簿
に登録された商標の訂正又は取消しを（商標権者に不利益となる場合でも）、所定の手続
きを踏んだ上で行うことができる。職権で商標原簿登録事項の訂正または取消しを行うこ
とができるのは、登録が不当である場合に限られる。
１）理由
訂正審判または取消審判を請求する理由としては、次に掲げる事由等がある。
登録商標の不使用 46 〜インド商標法第 57 条においては、登録商標の訂正または取消し事
由として、商標の不使用を定める。
商標の不使用を理由とする次に掲げる場合には、商標原簿の登録事項につき、訂正また
は取消しが行われる。
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① 商標を使用する意思がないのに登録されており、かつ実際に、訂正審判または取消
審判の請求前 3 カ月間に使用されていないことが証明された場合には、商標の登録
は抹消される。
② 訂正審判または取消審判の請求される 3 カ月前までに、商標が実際に登録されてか
ら継続して 5 年以上の間、当該商標が使用されていなかったことを、証明すること
ができる場合には、商標の登録は抹消される。
但し、上記 2 つ目の場合については、インドにおいて法令規則の定めに基づき当該商標
の使用が制限される等、当該商標を使用する指定商品または役務の属する業界特有の事情
があるために、不使用となっており、故意に当該商標を放棄し、または指定商品もしくは
役務に使用していないわけではないときには、商標の登録は抹消されない。登録商標の指
定商品について、戦争のためにこれの輸入が制限され、また禁止され、または取引が実際
に難しくなるほどの高関税が課された場合も、特別の事情と見なされる。
登録商標の不使用に係る申し立ては、当該商標の指定商品または役務の一部または全部
について行うことができる。指定商品または役務の一部について、登録商標の不使用が申
し立てられる場合には、当該商標が使用されていない商品または役務についてのみ、当該
商標の登録が抹消される。なお、商標を使用する指定商品または役務と同一または類似の
商品または役務に当該商標が使用されている場合には、かかる使用をもって、不使用を理
由とする異議申し立てに対する抗弁とすることができる。
不使用を理由として商標の登録取消しを申し立てられた場合に、これに対する抗弁とし
ては、善意の使用を証明しなければならない。なお、事業活動において相当な規模をもっ
て、当該商標を使用していたことを要さない。保税倉庫、外国大使館、国連機関等、限ら
れた対象に商品を販売する場合には、善意の使用と見なされている。継続的とはいえない
使用も、訂正審判または取消審判における抗弁として認められている。
不使用を理由として訂正審判が請求された場合には、商標権者がこれに対する抗弁とし
て、次に掲げるインド商標法の定めを援用することができる。
① 連合商標、または商標の同一性に著しく影響しない変更・修正が加えられた商標の
使用は、審判機関の判断により、訂正が求められている商標が使用されていたもの
と同様に見なされる47。

47

インド商標法第 55 条（1）項
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② 商標の一部が全体とは別に登録されている場合には、当該一部の使用により、当該
商標が使用されていたものと見なされる48。
③ インドから輸出される商品または役務に限って商標が使用されている場合には、当
該商標がインドにおいて使用されているものと見なされる49。
④ 登録商標の使用権者による商標の使用は、商標権者が商標を使用したものと見なさ
れる50。
商標登録時の条件不遵守 51 〜商標登録官が商標を登録するときには、商標の使用形態、商
標を使用する指定商品の性質、特徴または品質、指定商品の生産地等、条件を付けること
がある。かかる条件が遵守されていない場合には、商標の訂正が行われる。実例を挙げる
と、「Toofan Mail」という言葉を含む商標が、標章の空白部分には記述的事項のみを記載
するという条件で、登録を受けていたのに、実際には空白部分に電車の図案を入れたもの
を商標として使用したため、商標登録条件に違反した行為を行ったという理由で、当該商
標の登録が抹消されたことがある52。
インド商標法第 57 条（2）項〜インド商標法第 57 条（2）項においては、訂正審判また
は取消審判の請求理由として、次に掲げる事由を定める。
① 過失または故意により登録されていない事項がある。
② 十分な理由がないのに登録された事項〜商標が商標原簿に登録された時に、混同を
生じるおそれがあり、または商標に識別力が認められない等、インド商標法の定め
に反して商標原簿に登録されたことを証明することができる場合には、十分な理由
がないのに登録されたという理由で、商標の登録が抹消される。識別性に欠けると
いう理由で商標の登録に異議が申し立てられ、かつ商標原簿に登録された時に識別
力が認められなかったことが証明された場合には、かかる申し立てに対し、訂正審
判が請求された時に、当該商標に識別力が認められることを示す証拠の提出をもっ
て、抗弁とすることができる53。
③ 登録が不当である〜商標原簿に登録された商標が、インド商標法に定めるいずれか
の規定に違背するものであることが証明された場合には、商標の登録が抹消される。
商標が、商標権者の扱う指定商品または役務を示す機能を果たさなくなったときに
も、これを理由として、商標の登録が抹消される。更に、商標が誤認を招くおそれ

48
49
50
51
52
53

同条（2）項
インド商標法第 56 条
同法第 48 条（2）項
同法第 57 条（1）項
（判例）Lachmandas v Sant Ram 1982 PTC 352 (TMR)
インド商標法第 31 条（2）項
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があるときにも、かかる理由をもって、本規定に基づき、商標の登録に異議が申し
立てられる。但し、商標原簿に登録された時に誤認を招くおそれが存在していなか
った場合には、爾後そのようなおそれが発生したとしても、通常は、商標権者の行
為が原因でかかる誤認のおそれが発生したのでない限り、当該商標の登録は抹消さ
れない54。更新料を不納した場合にも、インド商標法に定める要件に違反したこと
になるので、商標原簿の登録が不当であると見なされうる。
④ 登録事項に誤りがある〜誤記または実体的事項に係る瑕疵のいずれも、登録事項の
誤りとなる。
インド商標法第 57 条（2）に基づく請求の審理に当たっては、審判機関は、需要者の利
益および商標原簿の正確な登録の確保を第一に考えなければならないこととされている。
商標登録官の職権による訂正〜審判機関は、その判断で、職権をもって、商標の訂正を
行うことができ、必要な手続きを踏んだ上で、訂正命令を出す。
２）手続き
商標登録官により訂正審判〜訂正審判は、所定の様式および意見書を提出して、請求す
ることができる。意見書は、請求者が当該商標につきどのような利害を有するのか、請求
の根拠、および求める救済（1 つとは限らない。）を明記して、3 部作成する。これに対し
商標権者は、訂正審判請求書を受領後遅くとも 3 カ月が経過するまでに、答弁書を提出し
なければならない。爾後の証拠、審問等の手続きは、登録異議申し立て手続きに準ずる。
訂正手続きは、商標登録官の判断により（職権をもって）、開始されることがある。職
権による訂正手続きが行われる場合には、商標権者、使用権者その他商標原簿において商
標の権利・権益を有する者として登録された者に対し、訂正手続き通知が交付され、訂正
する理由および訂正に係る審理期日が知らされる。訂正手続き通知を受けた場合には、書
面の提出をもって意見を申し述べ、または審問において口頭により意見陳述を行うことが
できる。商標原簿の訂正が商標登録官により決定された場合には、当該決定が書面により
関係当事者に交付され、通知される。
知財審判委員会における訂正審判または取消審判〜知財審判委員会における訂正審判を
請求する場合には、知財審判委員会指定の様式をもって、請求しなければならない。また、
請求書と一緒に提出する書面による証拠は全て、宣誓供述書として提出しなければならな
い。知財審判委員会に対する訂正審判請求書が提出されたら、2 カ月以内に（但し、この期

54

（判例）GE Tm [1973] RPC 297
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限は延長することができる。）、当該審判対象の商標権者は、答弁書、および書面による証
拠を宣誓供述書として、提出することができる。商標権者の答弁書等が提出されたら、今
度はこれに対する答弁を審判請求者が行い、続いて知財審判委員会による審理が行われ、
決定が下される。
（１３）団体標章および証明標章
１）団体標章
団体標章の登録および保護は、旧インド商標法においては認められておらず、現行商標
法において初めて採用された。パリ条約に基づく義務を履行するためである。インドの加
盟するパリ条約第 7 条（a）項においては、パリ条約同盟国に対し、各国において団体標章
の出願および保護を認めることを義務付ける。
定義〜団体商標の定義は、インド商標法第 2 条（1）項（g）号において、
「団体構成員の

商品または役務と、他の者の商品または役務とを識別する商標（但し、この場合の団体に
は、インドパートナーシップ法（1932 年制定）に定めるパートナーシップを含まない。）」
をいうと定められている。従って、この定義から、団体商標は、パートナーシップ形態の
組織が保有し、または登録することができない。
登録要件等〜団体標章は、商標の定義において、商標に含まれるものとして定められて
いることから、パリ条約等の締約国への出願における優先権の主張、多区分の一括出願、
絶対的なおよび相対的な登録拒絶理由、異議申し立て、登録および更新、権利の侵害、譲
渡、許諾された使用、商標原簿の訂正等、インド商標法の全ての規定が、商標に準じて、
団体標章にも適用される。
存続期間〜団体標章の存続期間は 10 年間で、爾後 10 年ごとに更新することができる。
登録手続き〜団体標章の登録を出願するときには、特別に指定された様式をもって、こ
れを行う。出願書の他に、団体標章の使用規則案、および登録出願の正当性を申し述べた
意見書を、商標登録官に提出しなければならない。団体標章の使用規則には、団体の目的
および構成員について、構成員の要件、団体標章を使用することが認められる者および団
体標章の商標権者が団体標章の使用に対し行使する管理・監督権限、団体標章の承認等の
使用条件、団体標章の使用に対し不服が申し立てられたときの手続き、その他商標登録官
により求められる関連事項に係る規定を、定めなければならない。
団体標章の認可・登録手続きは、上述の商標に準ずる。
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その他の定め〜上記の他に、団体標章については特に、次に掲げる定めが適用される。
① インド商標法に基づき、団体標章は、誤認を招きまたは混同を生じるおそれがある
場合には（特に、当該団体標章が、団体標章と見なされないおそれがある場合）
、登
録が認められない。団体標章と見なされないおそれがある場合には、団体商標であ
ることが分かるような表示を入れるよう、商標登録官から求められることがある。
② 団体標章の使用規則を改正する場合には、改正した規則を所定の様式をもって商標
登録官に提出し、その承認を受け、公告してもらわなければ、当該規則は有効なも
のとならない。
③ 団体標章が取り消される場合には他に、団体標章の果たすべき機能とは異なる誤認
を招きかねない形態で団体標章を使用する場合や、団体標章の商標権者が、団体標
章の使用規則を守らず、または守らせない場合等がある。
２）証明標章
定義〜証明標章の登録は、インド商標法の定めに基づき、商標登録官によりその是非が
判断される。証明標章の定義は、同法第 2 条（1）項（e）号において、「取引において商標

を使用する商品または役務について、生産地、原材料、商品の製造方法または役務の実施
方法、品質、精度その他の特徴の点で、商標権者が認定する特徴を有するもの、および商
標法第 9 章に基づき当該商標権者の名義をもって、当該商標権者の証明標章の所有者とし
て、上記のような生産地、原材料、商品の製造方法または役務の実施方法、品質、精度そ
の他の特徴の点で、商標権者が認定する特徴を有さず、登録することのできない商品また
は役務とを、識別することのできる商標」をいうと定められている。特に証明標章に適用
される規定は、インド商標法第 9 章に定められている。
登録要件〜証明標章の定義から、標章が証明標章として認められるためには、一定の特
徴を有するものと認定された商品または役務と、かかる特徴を有するものとして認定され
ていない商品または役務とを、識別することができなければならない。その他の登録要件
は、インド商標法第 9 章において、次に掲げる通り定める。
① 認定された商品に係る事業に従事し、または認定されたような役務を提供している
場合には、証明標章の商標権者となることができない。
② 登録要件の審査においては、商標登録官により、インド商標法の第 9 章以外の規定
に基づき（例えば、絶対的なおよび相対的な拒絶理由に係る規定）、登録の是非が検
討される。但し、絶対的な拒絶理由で、識別力の認められる特徴が見られず、また
は当該市場において慣用されているという理由は、証明標章の登録拒絶理由とする
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ことができない。
③ その他の登録要件としては、登録対象の証明標章を使用する商品を認定した機関に、
正当な認定権限があったのかどうか、証明標章の使用規則案に不備はないか、当該
証明標章を登録することが需要者の利益にかなうと思われるか等が挙げられる。
④ 証明標章は、これが証明標章であることが分かるような表示を入れるように、商標
登録官から指示されることがある。
証明標章の登録査定がなされたら、他の商標と同様に、商標公報に掲載され、これに対
する異議を申し立てることができる。
存続期間〜証明標章の存続期間は 10 年間で、爾後は 10 年ごとに更新することができる。
譲渡〜証明標章は、事前に商標登録官の許可を得た場合に限り、これを譲渡することが
できる。
取消し〜証明標章に係る損害を被った場合には、次に掲げるいずれかの事由を理由とし
て、証明標章の登録取消し、または商標原簿の登録事項もしくは証明標章の使用規則の訂
正を請求すれば、商標登録官によりこれが認められる。
① 証明標章の権利保有者が、証明標章を使用する商品または役務の全部または一部を
認定する権限を有さなくなった。
② 証明標章の権利保有者が、守るべき証明標章の使用規則に違反した。
③ 証明標章を登録しておくことが、需要者の利益に寄与しなくなった。
④ 証明標章を登録したままにしておくのであれば、需要者の利益を守るために、証明
標章の使用規則を改定する必要がある。
登録手続き〜証明標章の登録を出願するときには、特別に指定された様式をもって、こ
れを行う。出願書の他に、証明標章の使用規則案、および登録出願の正当性を申し述べた
意見書を、商標登録官に提出しなければならない。証明標章の認可・登録手続きは、上述
の商標の手続きが準用される。
（１４）商標に関するベストプラクティス
① インドにおいては、商標登録を行っておくこと。商標登録することにより、商標権
者は、当該商標を使用し、商標権の侵害があった場合には救済を受けられる独占的
な権利を得られるからである。
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② 商標を使用する場合
a)

商標は、普通名称化することのないように、商品または役務の名称や表示とし
てではなく、商品および役務の出所を特定する商標として需要者に認識される
ような形態で、使用すること。

b)

上記のように使用するには、商標のすぐそばに、商標を示す記号として™や®を
付す方法がある。

c)

他には、どれが商標かを需要者がすぐに識別し特定することができるように、
製品の一般名称を包装に明記する方法もある。

d)

商品または役務、広告宣伝等において、同一の方法・形態で商標を使用するこ
と。商標登録を行った場合には、当該商標の使用も、当該登録商標に一致した
ものでなければならない。

③ 商標の模倣または商標権侵害があった場合
e)

商標権者は、当該商標のあらゆる侵害者に対し、第三者が権利を取得して当該
商標権が損なわれることのないよう、必ず対抗措置を講じるように努めなけれ
ばならない。商標が商標権者以外の者により商標権者の指定した商品とは異な
る商品に使用された場合には、これにより、当該商標の価値が損なわれ、識別
力が失われることがある。

f)

上記の場合には、ただ対抗措置を講じるのではなく、これを迅速に講じなけれ
ばならない。

g)

明らかな商標権の侵害または模倣行為が行われた場合には当たらなくても、法
的手続きに訴える前に、法的拘束力ある警告通知を交付しておくとよい。法的
手続きに訴えられるおそれがあると分かれば、警告に応じて、当該商標権を侵
害している標章の使用を止めるケースが多いからである。

h)

法的拘束力ある警告通知を交付したが、警告に応じず、または警告を無視して
きた場合には必ず、直ちに法的手続きを提起しなければならない。法的手続き
を取らなければ、懈怠または権利不行使と見なされるおそれがある。

i)

法的手続きを提起した場合には、当該手続きにおいて正確な事実を申し立て、
証拠により立証するために必要なときには必ず、また必ずしも必要ではなくて
もできる限り、侵害された商標権につき訴えた侵害者およびその事業活動の性
質・範囲について、調査を行っておくこと。

j)

商標権者は、商標権に係る明らかな模倣行為が横行し、数多くの権利侵害者の
存在が認められる場合には、刑事手続に訴えることも考えられる。模倣行為が
特定の地域において（1 つとは限らない。）横行しており、しかも多数の権利侵
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害者が存在する場合には、最も悪質な侵害者を特定し、これを見せしめとして
訴えておいた方がよいであろう。
④ 商標権者は、商標公報の掲載を見て、同一のまたは紛らわしい商標が使用されてい
るということを知ることが多い。かかる商標については、公報掲載後 3 カ月以内に
異議を申し立てる必要があるが、それと同時に、不正に当該商標の登録を出願した
者に対し、当該商標の使用、および商標権者の権利に抵触する権利の取得を差し止
める法的手続きを、裁判所に提起するという措置も考えられる。なお、異議申し立
て手続きにおいて主張が認められたとしても、商標権を侵害している商標の登録が
認められないに過ぎず、異議を申し立てた商標の使用自体を止めさせるには、裁判
所に訴訟を提起するしかない。
⑤ 譲渡があった場合〜譲渡の事実、商標権者の氏名および住所の変更
a)

登録商標につき商標権または商標権者の氏名もしくは住所等の変更があった場
合には、必ずできる限り早く当該変更を登録し、常に最新かつ正確な情報を商
標原簿に登録しておくようにしなければならない。

⑥ 警告通知の公表〜商標の不正使用が横行し広がった場合には、インド全域に頒布さ
れている主要紙に警告通知を掲載し、業界および一般の人々に警告を発し、商標権
の侵害を止めさせるという措置を取った方がよい。

４．著作権
（１）概要
インド著作権法（1957 年制定）は、英国の著作権法を基に生まれたものである。但し、
英国著作権法とは、大きく異なる点もある。そのような相異点としては、インド著作権法
においては、著作権の登録を義務付けておらず、強制許諾を認める権限を著作権局に付与
しており、著作権登録官を任命することができる規定を置いている。
インドは、文学的および美術著作物の保護に関するベルヌ条約（以下「ベルヌ条約」）に
加盟している。また、万国著作権条約（1952 年締結）、実演家、レコード製作者および放送
事業者の権利の保護に関するローマ条約（1961 年締結）（以下「ローマ条約」）に加盟して
いる。他にも、世界貿易機関の一員として、知的所有権の貿易関連側面に関する協定（以
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下「TRIPS 協定」）にも加盟している。TRIPS 協定は、著作権等の知的所有権をあらゆる方
法で保護するに当たり、遵守すべき最低基準を具体的に定めており、インドの著作権法は、
この基準に準拠した規定となっている。
（２）著作権局および著作権審判委員会
インド著作権局は、インド著作権法に基づく組織である。著作権登録官が、インド中央
政府の監督および指示を受けて、直接これを指揮する。なお、著作権登録官は、著作権審
判委員長を兼任する。
著作権局は、任意で登録される著作権に係る法定事項を、著作権登録原簿に記載し、こ
れを管理する役目を担う。著作権登録原簿に記載された事項は、一応の証拠と見なされ、
裁判においては、著作権を所有する事実を証明する証拠として、例外なく証拠能力が認め
られる。
インド著作権審判委員会は、インド著作権法に基づき設立され、同法に定める一定の職
務を遂行する機関である。審判委員長 1 名、および 2 名から 14 名の審判員で構成される。
審判委員長の任期は 5 年で、再任することができる。
著作権審判委員会の主な職務は、著作物の公表の有無、公表日、および著作権の保護期
間がインド以外の国または地域においてインド著作権法に定めるものよりも短いというこ
とはないかを、確認することである。また、著作権の譲渡に係る争いを解決し、強制許諾
の是非を判断し、著作権登録原簿の登録事項を訂正することも、著作権審判委員会の担当
である。
著作権審判委員会による審判の対象となる著作物には、書籍、新聞・雑誌記事、映画の
脚本、楽曲、音声、映画、コンピュータプログラム、歌詞、絵画、図画および図表等が挙
げられる。
著作権審判委員会は、その職務の遂行に当たり、次に掲げる事項については、裁判所が
民事事件を扱うときに行使する権限と同じ権限を、行使することができる。
① 呼出状を発し、出廷を命じ、宣誓証言の証拠調べを行うこと。
② 書類の開示および提出を命じること。
③ 宣誓供述書による証拠の提出を受け付けること。
④ 証人尋問および書類の証拠調べを嘱託すること。
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⑤ 公文書またはその謄本・抄本を裁判所に請求すること。
インド著作権審判委員会により出された決定は全て、インド高等裁判所に上訴すること
ができる。
（３）著作権および著作物の意義
著作権とは、無断で「著作物」の複製、頒布、上演、上映等が行われた場合には、これ
を禁じる権利をはじめとして、様々な利用行為を独占的に行う権利の集まりである。著作
者または著作権者は、著作権を行使して、その創作物を他者が無断で複製・利用すること
を禁じることができる。このような著作権が付与されるのは、作家、作曲家、芸術家等に、
その創作物を一定期間独占的に利用する権利を与えることにより、創作活動を奨励し、創
作活動にふさわしい財産的利益を確保すると同時に、創作物が無断で利用されないようい
するためである。
著作権は、インド著作権法の定めに基づき付与される権利であり、同法に定める著作権
に該当しなければ、著作権とは認められない55。従って、「コモンロー上の著作権」という
ようなものは、インドにおいては認められない。
インド著作権法においては、次に掲げる「著作物」に対して、著作権による保護を認める。
① 言語著作物
② 戯曲著作物
③ 音楽著作物
④ 美術著作物
⑤ 映画
⑥ 録音
著作権は、著作物が創作されたときに、当然に発生し、特に登録や著作権表示の公表等
の手続きを取らなくても、インド著作権法に基づき保護される。
インド著作権法においては、文学作品、戯曲作品、音楽作品、および美術作品について
は、創作性が認められるもののみを、著作物として保護する。「創作性」が認められる創作
物とは、「独自のまたは新規の考えが表現されたものである必要はない。なぜなら、著作権
法が求めているのは、アイディアそのものの独創性ではなく、考えを伝える表現の独創性

55

インド著作権法第 16 条

93

だからである（中略）」56。従って、著作権により保護されるのは、アイディアそのもので
はなく、アイディアを伝える表現に限られる57。このようにアイディアまたは情報そのもの
が著作権により保護されるわけではないから、他のアイディアを利用しまたは他から事実
を引用しても、表現そのものをそのまま再現したものでなければ、著作権を侵害したこと
にはならない。
文学著作物
インド著作権法に基づき保護される文学作品は、同法において例示的に定められている。
例えば、コンピュータプログラムや58、図表、コンピュータデータベース等の編集物も59、
文学作品の一つとして挙げられている。同法の定めによれば、「言語著作物」には、様々な
創作物が該当し、業務上の書簡、電気回路図、抄本、カレンダー、カタログ、契約書式、
電話帳等、サッカーの試合観戦券、様式および判例、数表、列車の時刻表、貿易統計、漫
画、コンピュータプログラム、オブジェクトコードおよびソースコード等も、文学作品と
見なされるという。
コンピュータプログラムとは、文字、コード、配列その他機械により判読可能な媒体等
をもって表された命令の集まりで、これにより電子計算機に特定の処理を行わせまたは特
定の結果を得られるものをいうとされる。

University of London Press Ltd対University Tutorial Press事件 60 において出された
判決では、インド各地の裁判所によりインドへの適用が妥当と考えられている英国著作権
法に範を取り、インド著作権法における「言語著作物」とは、記載内容の質や文体に関係
なく、印刷物または紙面をもって表現された著作物をいうと判示されている。言語著作物
とは、情報、知識、または文学的な喜びを与えることが意図された著作物をいうものと解
されているのである。
その他に、言語著作物として著作権による保護が認められるためには、創作性を要する。
言語著作物の著作権者に認められる独占的な権利には、複製権61、譲渡権62、上演・上映権63、

56

英国法律事典Halsbury’s Laws of England（第 4 版）第 9 巻パラグラフ 831（引用判例）University
of London v. University Tutorial Press, (1916) 2 Ch. 601 at p. 608〜（インド最高裁判所判例）R.G.
Anand v. Deluxe Films, AIR 1978 SC 1613 において援用
57
（判例）R.G. Anand v. Deluxe Films,. AIR 1978 SC 1613
58
インド著作権法第 2 条（ffc）項
59
同法第 2 条（o）項
60
[1916] 2 Ch. 601
61
インド著作権法第 14 条（a）項（1）号
62
同条同項（2）号
63
同条同項（3）号
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翻案権（映画化、録音）64、翻訳権65、その他翻案に係る権利66等が挙げられる。これらの権
利は、翻訳、翻案等の二次的著作物が創作された場合には、当該二次的著作物だけでなく
原著作物にも、また逆に原著作物に適用される権利は二次的著作物にも、等しく認められ
る67。
なお、コンピュータプログラムについては、上記の権利の他に、譲渡権（販売および販
売の申し出）
、ならびに貸与権（レンタルおよびレンタルの申し出）が、インド著作権法に
おいて認められている68。
「翻案」により創作した文学的（二次）著作物とは、原著作物の順序・配置を変え、戯
曲作品に作りかえ、全体のもしくは中心的な描写により話の筋もしくは出来事を伝えられ
るように原著作物を短縮しもしくは脚色し新聞、雑誌もしくはこれらに類した定期刊行物
において複製することのできる形態にしたもの、またはこれらの著作物を利用することを
いう。
戯曲著作物
「戯曲著作物」とは、インド著作権法において、例示的に定められている。同法第 2 条
（h）項においては、戯曲著作物とは、「朗読、舞踊、無言劇、舞台、これら等が紙面その
他の媒体に固定されたもの（但し、映画を含まない。）」等をいうと定める。戯曲著作物と
して認められるには、その媒体については特に要件は定められていないが、有形的な媒体
であることを要する。また、何らかの戯曲的な性質が認められ、かつ上演可能なものでな
ければならない。
戯曲著作物に著作権が認められるのは、創作されたものに限られる。戯曲著作物の著作
権者には、複製権69、譲渡権70、上演・上映権71、翻案権（映画化、録音）72、翻訳権73、そ
の他翻案に係る権利74が挙げられる。これらの権利は、翻訳、翻案等の二次的著作物が創作
された場合には、当該二次的著作物だけでなく原著作物にも、また逆に原著作物に適用さ

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

同条同項（4）号
同条同項（5）号
同条同項（6）号
同条同項（7）号
インド著作権法第 14 条（b）項
同条（a）項（1）号
同条同項（2）号
同条同項（3）号
同条同項（4）号
同条同項（5）号
同条同項（6）号

95

れる権利は二次的著作物にも、等しく認められる75。
「翻案」により創作した戯曲的（二次）著作物とは、原著作物を戯曲以外のものに作り
かえ、全体のもしくは中心的な描写により話の筋もしくは出来事を伝えられるように原著
作物を短縮しもしくは脚色し書籍、もしくは新聞、雑誌もしくはこれらに類した定期刊行
物において複製することのできる形態にしたもの、またはこれらの著作物を利用すること
をいう。
音楽著作物
「音楽著作物」とは、「音楽作品、およびそれを紙面等の媒体をもって表したもの（楽譜
等）をいう。なお、音楽に合わせて歌い、語り、または演じる言葉または動きは、音楽著
作物には当たらない」76。有形的に表されていないものでも、音楽著作物として、インド著
作権法に基づく保護を受ける。なお、音楽著作物の著作者は、その音楽の作曲家となる77。
作曲家とは、どのような媒体をもって音楽を表すかに関係なく、音楽を作曲した者をいう
とインド著作権法において定められている。
創作された音楽著作物の著作権者には、インド著作権法に基づき、複製権78、譲渡権79、
上演・上映権80、翻案権（映画化、録音）81、翻訳権82、その他翻案に係る権利83が認められ
る。これらの権利は、翻訳、翻案等の二次的著作物が創作された場合には、当該二次的著
作物だけでなく原著作物にも、また逆に原著作物に適用される権利は二次的著作物にも、
等しく認められる84。
「翻案」により創作した音楽的（二次）著作物とは、原著作物を編曲したもの、またこ
れを利用することをいう85。
美術著作物
美術著作物とは、インド著作権法においては、（i）芸術性が認められるか否かに関係な
く、絵画、彫刻、図画（図表、地図、グラフまたは図面等を含む。）
、版画または写真、
（ii）
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

同条同項（7）号
インド著作権法第 2 条（p）項
同条（d）項（ii）号
インド著作権法第 14 条（a）項（1）号
同条同項（2）号
同条同項（3）号
同条同項（4）号
同条同項（5）号
同条同項（6）号
同条同項（7）号
インド著作権法第 2 条（a）項（iv）号
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建築物、および（iii）その他の美術工芸創作物をいうと定める。
美術著作物には、図画、図表、絵画、地図、グラフ、版画、エッチング画、石版画、写真、
彫刻、建築物、設計図、機械製図、その他の美術工芸創作物も該当する。なお、美術工芸
創作物とは、芸術性が認められるだけでなく、創作上技芸を要する創作物をいう。
創作された美術著作物の著作権者には、インド著作権法に基づき、複製権86、展示権87、
譲渡権88、翻案権（映画化）89、その他翻案に係る権利90が認められる。これらの権利は、翻
案等の二次的著作物が創作された場合には、当該二次的著作物だけでなく原著作物にも、
また逆に原著作物に適用される権利は二次的著作物にも、等しく認められる91。
「翻案」により創作した美術的（二次）著作物とは、原著作物を上演等することにより
戯曲作品に作りかえ92、また作りかえたものを利用することをいう93。
映画
映画とは、動画を（アニメとは限らない。）何からの方法により再現することができるよ
うに制作し、何らかの媒体に映像を録画した著作物をいう。これには、録画した映像と合
わせて録音された音声を含む94。なお、映画の定義には、技術の進歩により新たに生まれた、
映画に準ずるものも含まれる。State of Andhra Prades対Nagoti Venkataramanna事件にお
いて95、インド最高裁判所は、ビデオテープが、インド著作権法に定める映画に該当すると
判示した。但し、他の映画の著作権侵害に当たる映像等がかなりの部分を占める映画につ
いては、著作権の成立が認められない96。
映画の著作者は、映画製作者である97。映画製作者とは、映画制作において主導的立場で
全責任を負う者をいう。
映画の著作権者には、インド著作権法に基づき、独占的な複製権98、頒布権（譲渡および

86

同法第 14 条（c）項（i）号
同条同項（ii）号
88
同条同項（iii）号
89
同条同項（iv）号
90
同条同項（v）号
91
インド著作権法第 14 条（c）項（vi）号
92
同法第 2 条（a）項（v）号
93
同法同条同号
94
同法同条（f）号
95
1996 PTC (16) SC
96
インド著作権法第 13 条（3）項（a）号
97
同法第 2 条（d）項（v）号
98
同法第 14 条（d）項（i）号
87

97

貸与またはその申し出）99、および上映権100が認められる。

Entertaining Enterprises対State of Tamil Nadu事件において101、ビデオテープにより
無断で映画を上映した場合には、映画の著作権侵害が成立するとの判断が判決において示
された。
録音
録音とは、音を録音する媒体または音を再生する方法に関係なく、音を録音して再生で
きるようにしたものをいう102。これには、技術の進歩により新たに生まれた、録音に準ずる
ものを含む。但し、言語著作物、戯曲著作物、音楽著作物に関する録音を行うことにより、
かかる著作物の著作権を侵害することになる場合には、かかる録音には著作権の成立が認
められない103。
録音の著作者は、録音製作者である104。
録音の著作権者には、インド著作権法に基づき、複製権105、譲渡権および貸与権（譲渡お
よび貸与の申し出を含む。）106、ならびに上演・口述権107が認められる。
（４）著作者および著作権の所有者
著作権者は、著作者と必ずしも一致しないが、著作者と密接な関わりを持つ。著作権者
と著作者とはその認定原因が異なると言える。著作者は、著作物を創作したという事実に
基づき、当然に著作者として認められるが、著作権者は、著作権に係る合意に基づき、著
作権者として認められるからである。従って、著作権者は、権利の移転をもって、別の者
に代わることができるが、著作者は、いかなる場合であろうとも、別の者が代わることは
できない。分かりやすい例を挙げると、職務において著作物が創作されたとする。この著
作物の著作者となるのは、当該著作物を職務の過程で創作した従業者であるが、著作権者
は、（合意により）使用者がなることが考えられる。
99

同条同項（ii）号
同条同項（iii）号
101
（判例）AIR 1984 Mad 278、
（以下の判例も参照）Dinesh Kumar H. Tiwari v. State of Maharashtra,
AIR 1984 Bom 34
102
インド著作権法第 2 条（xx）項
103
インド著作権法第 13 条（3）項（b）号、
（判例）Wellington Cinema Co. v. Performing Rights Society,
AIR 1937 Bom 472
104
インド著作権法第 2 条（d）項（v）号
105
同法第 14 条（e）項（i）号
106
同条同項（ii）号
107
同条同項（iii）号
100
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インド著作権法においては、著作権が認められるには、著作者がインド国籍を有するこ
とを求めていない。しかし、インド以外の国または地域において公表された著作物につい
て著作権が認められるためには、当該著作物の著作者が、公表時または公表のときに既に
死亡している場合には死亡時に、インド国民であることを要するという規定が定められて
いる108。未公表の作品の場合には、当該作品の製作時に、著作者がインド国民であり、また
はインドに本居を有していなければならないと定められている109。なお、外国作品の著作権
およびその保護については、以下の「著作権の国際的保護」の説明を参照されたい。
著作権を最初に取得するのは、インド著作権法に基づき、著作物を創作した著作者であ
る110。但し、次に掲げる場合には、著作者以外の者が、最初から著作権者となる。
① 雇用・請負契約等に基づき（正規雇用、仮採用、定期的、一時的等に拘わらない。）、
新聞、雑誌またはこれらに類した定期刊行物に掲載する文学作品、戯曲作品または
美術作品が職務の過程で創作される場合には、かかる著作物の著作者ではなく、著
作物を掲載する刊行物の発行者が、著作権を最初から当然に取得する111。
② 依頼に基づき写真、絵画、肖像画、彫刻、または映画が制作される場合には、かか
る著作物の著作者ではなく、制作を依頼した者が、著作権を最初から当然に取得す
る112。
③ 雇用・請負契約等に基づき（正規雇用、仮採用、定期的、一時的等に拘わらない。）、
創作される著作物の場合は、当該契約において別段の定めがない限り、かかる著作
物の著作者ではなく、雇用・委託等を行った使用者等が、著作権を最初から当然に
取得する113。この例外適用は、会社に雇用される従業者が職務の過程で創作するソ
フトウエアコード等、職務の過程で創作されるあらゆる著作物に適用される。
なお、著作権は、これを最初に取得する者が誰であれ、当然合意をもって、移転するこ
とができる。
共同著作物〜著作物は、よく共同で創作される。このような場合には、複数の著作者が
共同で制作した共同著作物と見なされる。但し、共同著作物と見なされるためには、共同

108
109
110
111
112
113

インド著作権法第 13 条（2）項
同上
インド著作権法第 17 条
インド著作権法第 17 条（a）項
同法同条（b）項
同法同条（c）項
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著作者各人の寄与を分離することができないものであることを要する114。共同著作者と認め
られるためには通例、著作者が寄与したと主張する表現が、他の表現を複製等したもので
はなく、当該著作者の創作に他ならないことを、証明しなければならない。共同著作者は、
著作権を共有する115。従って、各共同著作者は、著作権につき、不可分の権利を等しく保有
することになる。
共同著作者は、著作権の侵害に対しては、各人が単独でこれを訴えることができる。そ
の一方で、著作物の利用許諾または譲渡を行う場合には、全ての共同著作者の同意がなけ
れば、これを行うことができない。いずれかの共同著作者が無断で利用許諾したような場
合には、他の共同著作者は、かかる利用許諾の条件に服する必要はなく、無断で利用許諾
した共同著作者を訴えることができる116。
結合著作物〜インド著作権法においては、共同著作物と結合著作物とを区別する。結合
著作物とは、複数の著作者により創作された著作物で、各著作者の寄与を分離して扱うこ
とができるものである。結合著作物の著作権は、各著作者が寄与した部分別に、各著作者
が取得する。
（５）著作権の譲渡
著作権を譲渡する場合には、著作権の利用行為として法に定める全ての権利を譲渡する
ことになる。但し、いずれかの利用行為に係る権利を留保する意思表示を行った場合には、
当該留保する権利を除いた権利を譲渡することになり、従って、一部譲渡を行うことがで
きる117。一部譲渡は、通常著作物の利用行為を限定して行われるが、地域または期間を限定
した一部譲渡も行われる。著作権の譲渡は、まだ創作されていない（著作）物についても
行うことができるが、その場合には、法律上は、当該著作物が創作されてから、譲渡され
たものと見なされる。
インド著作権法に基づき、著作権の譲渡を有効に行うには、書面をもって、譲渡人また
はその代理人の署名を記載して行わなければならない118。インド著作権法においては、譲渡
につき、次のように定める。

114
115
116
117
118

同法第 2 条（z）項
（判例）Najma Heptullah v. Orient Longman, (1989) PTC 157
（判例）Nav Sahitya Prakash v. Anand Kumar, AIR 1981 All 200
インド著作権法第 18 条（1）項
同法第 19 条（1）項
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① 譲渡対象の著作物、譲渡する権利、譲渡期間および地域を、譲渡証書に明記しなけ
ればならない。
② 譲渡の対価であるロイヤルティの金額を、譲渡証書に明記しなければならない。
1961 年にマドラス高等裁判所により出された判決においては、映画製作者が自己の映画
に係る権利を過去に全て譲渡していたとしても、当該譲渡の時に未だ発生していなかった
権利、すなわちビデオ・テレビに関する権利（上映権、頒布権等）は、当該譲渡において
譲渡された権利には含まれていなかったという判断が示された。119
なお、注意を要するのは、著作権の譲渡を受けた者が、当該著作権を譲渡されてから 1
年以内に行使しなかった場合には、（譲渡の際に）別段の定めをしていない限り、当該譲
渡は無効となる120。
譲渡期間については、譲渡証書においてこれを定めていない場合には、5 年間と見なされ
る121。同様に、譲渡を認める地域についても、定めがない場合には、インド国内と見なされ
る122。
（６）著作権の存続期間
著作権の保護期間は、著作物の種類に応じて異なる。著作物に応じた保護期間が定めら
れることになったのは、著作権成立までの経緯があり、また妥当な保護利益を反映しての
ことである。
文学作品、戯曲作品、音楽作品、または美術作品の保護期間は（但し、写真を除く。）、
当該作品がその著作者生存中に発表されている場合には、当該著作者の生存中および死後
60 年である123。共同著作者の場合には、全ての著作者の死後 60 年となる124。無名または変
名の著作物の保護期間は、公表後 60 年である125。
著作者の死亡後公表された著作物の保護期間は、当該著作物の公表後 60 年である。また
かかる著作物の二次的著作物の保護期間は、当該二次的著作物の公表後 60 年である126。
119
120
121
122
123
124
125
126

（判例）Raj Video Vision v. K Mohanakrishnan, AIR 1998 Mad 294
インド著作権法第 19 条（4）項
同条第（5）項
同条第（6）項
インド著作権法第 22 条
同条
インド著作権法第 23 条
同法第 24 条
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写真127、映画128、および録音された音声129の保護期間は、公表された翌暦年から 60 年で
ある。
（７）著作権の利用許諾
著作権法は、現存あるいは将来の著作物に係る著作権の所有者が、自己の署名のある書
面、あるいはその適法に授権を受けた代理人の署名のある書面により著作権上の利益を利
用許諾することを認めている。ただし、将来の著作物に係る著作権に関する利用許諾は、
その著作物が創作されたときに初めて有効となる。
著作権者による利用許諾の方式については特に指定されてはいないが、著作権法は著作
権譲渡の規定である同法第 19 条および第 19 条（A）項が著作権の利用許諾においても準用
されると規定する。従って、利用許諾する際には以下に述べる事項を著作権者は契約に入
れておくことが望ましい。
① 利用許諾規約が書面で行われること。
② 利用許諾対象の著作物および許諾する権利の特定
③ 利用許諾期間
④ 利用許諾する地域の特定
⑤ 正確な報酬、つまり一括払いの総額あるいはロイヤルティの金額
利用許諾を受けた者が、許諾を受けてから 1 年以内に許諾された権利を行使しなかった
場合には、（利用許諾の際に）別段の定めをしていない限り、当該利用許諾は無効となる
と言う点には注意することをお勧めする。従って、契約にはこの点に関する権利不要求条
項が必要となろう。
利用許諾する権利が（利用許諾契約書において）定められていない場合には、法に基づ
き、当該著作物に係る全ての権利が利用許諾されたものと見なされる。
なお、共同著作物の場合には、共同著作者全員の同意がなければ、利用許諾をすること
ができない。もし共同著作者のうちいずれかの著作者が無断で利用許諾した場合には、他
の著作者は、無断で利用許諾した著作者だけでなく、当該利用許諾を受けた者も訴えるこ

127
128
129

同法第 25 条
同法第 26 条
同法第 27 条
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とができる130。
（８）著作権の国際的保護
インド著作権法は、原則として、インドにおいて最初に公表された著作物にのみ適用さ
れる。但し、例外として、インド著作権法第 40 条の定めに基づき、インド中央政府は、次
に掲げる著作物等についても、インド著作権法を適用することができる。
① インド以外の国または地域において公表された作品（インドにおいて最初に公表さ
れた作品に準じてインド著作権法が適用される。）
② 未公表の（インド以外の）外国作品、未公表の同種の外国作品群、またはこれらの
外国人著作者（なお、制作時に外国の作品でありまたは外国人であるものとする。）
（これらについては、インドの作品またはインド人の著作者に準じてインド著作権
法が適用される。）
③ インド以外の国または地域を本居とする著作者（著作物）
④ 最初に公表された時に、または著作者が死亡している場合には死亡の時に、著作者
が（インド以外の）外国人である著作物
上記の通り、インド中央政府は、インド以外の国または地域において最初に公表された
著作物についても、インド国内において公表された著作物に準じて、インド著作権法の一
切の規定をこれに適用する旨の命令を発出することができる。この権限がインド中央政府
により定期的に行使され、著作権法に係る条約加盟国各国において最初に公表された著作
物についても、インド著作権法の全ての規定をこれに適用するという著作権適用規則が随
時定められている。現行の著作権適用規則は、1999 年に定められた国際著作権適用規則で
ある。同規則の定めに基づき、別表に記載されたベルヌ条約、世界貿易機関、万国著作権
条約等の加盟国各国において最初に制作されまたは公表された著作物については、インド
において公表された著作物に準じて、インド著作権法の全ての規定が適用される。
ベルヌ条約、万国著作権条約、および世界貿易機関には、インドおよび日本の両国とも
加盟していることから、原則として、日本において最初に公表された著作物についても、
インドにおいて公表された著作物に準じて、インド著作権法が適用され、同法に基づく保
護が認められる。
なお、インド国際著作権適用規則（1999 年制定）の定めに基づき、著作権に関して認め

130

（判例）Nav Sahitya Prakash v. Anand Kumar, AIR 1981 All.200
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られる権利は、（インド以外の）外国著作物の本国において認められる権利に限られる。
（９）著作権の登録
インドにおいては、著作権は、著作権局に対する登録を要せずに、取得し、行使するこ
とができる131。ただ、登録しておくと、著作権を行使するときに、非常に有利となる。著作
権登録原簿に登録した事項は全て、裁判において、反証により覆さない限り、立証された
証拠と見なされるからである。
（１０）著作者人格権
「著作者人格権」とは、大陸法から生まれた概念で、フランス語に由来する。インド著
作権法においては、著作者人格権に相当する権利は、「著作者特権」として、その保護を定
める。著作者人格権は、著作権とは別の権利として認められ、著作権を譲渡した場合であ
っても、著作者人格権を行使することができる。
インド著作権法においては、次に掲げる権利を、著作者の権利として認める。
① 著作物の著作者であることを主張する権利
② 著作権の保護期間中に、著作物を歪曲し、毀損し、改変し、またはその他の行為が
行われたために、著作者の名誉または著作者に対する評価が損なわれる場合には、
かかる行為を止めさせ、またはかかる行為につき損害賠償を求める権利
著作物の歪曲または毀損行為につき訴えを起こす場合には、かかる行為を証明する証拠
を提出しなければならない132。また著作者が上記の権利を行使するに当たっては、その前提
として、著作物の著作者であることを主張する必要も出てくる。インド著作権法の規定を
見ると、著作物を使用する者は、当該著作物の著作者がどのような特別な権利を有し、か
かる権利があるために自らが当該著作物を使用するに当たってどのような制約を受けるの
かを、当然知っておくべきであるという前提で同法が定められていることがうかがえる。
著作物を使用する者に対してこのような義務を負わせても、国内法において著作者に自ら
が著作者であることを主張する権利を認めなければならないと定めるに過ぎないベルヌ条
約に、違背しないと言える（ため問題はない）
。
インド著作権法第 57 条の定めは、コンピュータプログラムにも適用される。但し、コン
131
132

（判例）Mishra Bandhu v. Koshal, AIR 1970 MP 261
（判例）Ganapati Prasad Rao v. Parmandi Saroja, AIR 1992 AP 230
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ピュータプログラムについては、その複製または翻案を制作することが法の定めにより特
に認められている場合には、著作者人格権の侵害を理由として訴えを起こすことができな
いと、インド著作権法に定められている。
（１１）放送事業者の権利および実演家の権利
インド著作権法が 1994 年に改正されたときに、放送事業者に放送権を認める第 37 条が
新設された。放送権の利用許諾を得ずに次に掲げる行為を行った場合には、放送権の侵害
行為となる133。
① 放送を複製する。
② 視聴料を徴収して放送を公衆に視聴させる。
③ 放送の音声を録音し、または放送の映像を録画する。
④ 音声・映像の録音・録画を行う権利が認められていないのに、録音・録画した音声・
映像の複製をする。
⑤ 前項の通り録音・録画した音声・映像の複製を、公衆に販売し、貸与し、または販
売もしくは貸与を申し出る。
「放送」とは、無線通信または有線通信により、公衆に通信を送信することをいうと定
められている134。
またインド著作権法においては、1994 年の改正により、実演家の権利が、保護すべきも
のとして認められるようになった。インド最高裁判所の出した見解によれば、実演家の権
利は、1977 年まで遡って、これを保護する必要があるという。最高裁判所裁判官 Krishna
Iyer J.の意見を以下に引用する。
「音楽作品に対する著作権を有するには、その作品の作曲者だけである。歌手には

著作権は認められない。しかし、このように演奏家や音楽芸術家らに著作権を認め
ないというのは、インドの現状に照らして、公正とは言い難い。音楽の演奏に経済
的な価値が生まれているのは、作曲者よりも演奏家の力によるところが大きいから
である。従って、作曲者にも演奏家にも、著作権法に基づく権利が認められるべき
であろう。このような意見をわざわざ述べるのも、芸術というものは、お国柄や芸
術観により異なる面があると考えられる一方で、国際社会の一員として当然、
「著作
物」の知的財産および芸術的価値に対する著作者の権利を等しく保護しなければな
133
134

インド著作権法第 37 条
同法第 2 条（dd）項
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らず、創作性が認められる場合には例外なく、著作者の権利を法の定めをもって保
護する必要があるからである。以上の理由から、作曲者だけでなく、歌手にも何ら
かの権利が認められて然るべきである。」135
インド最高裁判所は、上記のような意見を明らかにしてはいるが、同時に、法律に定め
がないため、歌手の権利を保護することができないと、断言している。
実演家の権利は、実演に関わった全ての人に認められる136。またこの権利の保護期間は、
実演が行われた翌暦年から 50 年である137。
許可なく138、実演の音声・映像を録音・録画し、無許可で録音・録画した実演を複製し、
無許可で録音・録画した実演を放送し、またはその他の方法で公衆を対象としてかかる実
演の通信を送信した場合には、実演家の権利を侵害したものと見なされる。但し、次に掲
げる行為は、インド著作権法第 39 条に基づき、放送事業者または実演家の権利を侵害した
ものとは見なされない。
① 私的使用または教育もしくは研究を目的とした音声の録音
② 最新の事件の報道または教育もしくは研究を目的とした実演の引用
放送事業者および実演家の権利の利用許諾および譲渡については、著作権に適用される
規定がほぼそのまま準用される。

135

（判例）Indian Performing Rights Association Ltd. V. Eastern India Motion Picture Association, AIR
1977 SC 1443
136
インド著作権法第 38 条（1）項
137
同条（2）項
138
同条（3）項
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第2章
知的財産権の行使
１．概要
インドにおける海賊行為の性質・範囲を推定した報告書や調査書は数多くあるものの、
模倣の実態に関するデータを収集するのはやや困難である。インドでは、ソフトウェア、
映画、出版物、自動車、時計部品、医療・化粧品、植物油などの動きの速い消費財分野で
模倣が横行している。上記の報告書・調査書から収集したデータの一部を下記に挙げる。
インド商工会議所連合会（Associated Chambers of Commerce and Industry：Assocham）
によると、擬似／模倣品の販売に起因する国および産業の純損失額は、2005 年 3 月末まで
に数千億ルピー（20 億 US ドル超）を上回った。
また、模倣品の最大の被害者は自動車部門であり、それに続く時計部品では、模倣の市
場規模が 2005 年には 65%にまで拡大したと推定されている。
ORG Marg と AC Neilsen が実施した別の調査は、パッケージ消費財の擬似／模倣品の売上
高は約 260 億ルピー（約５億 7,500 万 US ドル）で、政府は消費税、売上税等で 90 億ルピ
ーの収入を逸していると指摘している。
インド医薬品製造業協会（Organisation of Pharmaceuticals Producers in India）に
よると、「インドは急速に模倣薬品の中心地となりつつあり、世界で生産される模倣薬品の
3 分の 1 を占めている」。
調査書はさらに、インドの主要ソフトドリンクの約 10%、メーク用化粧品、基礎化粧品お

よびパッケージ食品の 10〜30%は模倣であると示唆している。
密輸タバコは、金額にして 170 億ルピー（約 4 億USドル）に達し、市場の 5〜7%を占める
ものと推定されている139。

ファブリック製造業者は、特にスーツ・シャツ分野において、模倣品が人気のあるブラ
ンド名140を用いて販売されているために、毎年 100 億ルピー（約 2 億 4,000 万USドル）を超

出所： Assocham（2007 年 5 月 11 日付Business Daily「Counterfeiting Costing Industry Dear」に
掲載）
140
本章に記載
139
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える損失を被っている。
同様に、全国ソフトウェア・サービス企業協会（National Association of Software and
Service Companies：NASSCOM）によると、インドにおけるソフトウェア海賊行為による損
失は、約 150 億ルピー（約 3 億 3,500 万 US ドル）である。
海賊行為による最大の損失は、業務用ソフトウェア部門が直面しており、2006 年には 2005
年の 2 億 5,500 万USドルから増加して 3 億 1,800 万USドルに達した*。ビジネスソフトウェ
アアライアンス（Business Software Alliance）の報告によると、インドにおけるPCソフ
トウェアの海賊版比率は約 71%で、2006 年には約 12 億 7,500 万USドルの損失を招いている。
国際知的財産権連盟（International Intellectual Property Alliance）のインド報告
書 2007 年版によると、
① レコード・音楽業界では、2005 年から 2006 年にかけて 5,640 万 US ドルから 5,270
万 US ドルに減少した。
② 娯楽用ソフトウェアの海賊版比率は 82%と推定されている。
③ ケーブル・衛星放送信号の海賊行為は、依然として横行しており、主にコンテンツ
所有者に対し契約者数を大幅に過少申告することによって行われている。インドの
ケーブル会社は契約者の 20%のみを申告し、この市場の海賊行為の比率は 80%で大幅
な損失が生じていると推定されている。
④ 出版業界では、インドにおける正規版の書籍の価格が世界の最低水準であるにもか
かわらず、出版社は市場の約 50%を侵害者に奪われていると推定している。
⑤ 全部ではないにせよ、国内にある 100,000 件のインターネットカフェの大部分が許
諾を受けていないソフトウェアを使用している。
上記の統計はすべて、インドにおける海賊行為の横行を示唆するものである。海賊行為
および模倣の脅威を阻止するために、業界、政府執行機関によって様々な第一線の現場で
努力が払われており、それらの行為を為した者を罰するために刑事・民事訴訟が提起され
ている。そのような訴訟の過程で差し押さえられた模倣品を例示すると、ラジオ、電子製
品、自動車部品・付属品、自動湯沸し器、コンピュータ・ソフトウェア、周辺機器、電話
機、食品、化粧品、シャンプー、飲料、医薬品等である。
（１）知的財産権侵害に対する救済措置

＊

インド報告書 2007 年版： 国際知的財産権連盟
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インドの知的財産関連法においては、知的財産権者が利用できる救済措置には次の 3 種
類がある。
① 刑事上
② 行政上
③ 民事上
これらの救済措置について、下記に詳細に説明する。
（２）刑事訴追
刑事訴追は、商標、著作権などの知的財産に関する制定法の現行規定に定める違法行為
が為された場合、その行為が為された地域を管轄する治安判事裁判所に私人による告訴状
を提出することによって請求することができる。被疑者の身元が判明している場合、治安
判事は、告訴状および告訴人の宣誓供述書に基づき、その容疑について審理し、告訴状の
陳述内容を調査するよう執行機関に指示し、被疑者を召喚することができる。
告訴人が侵害者の身元を知らない場合もあるが、その場合、告訴人は、裁判所の管轄地
域内で捜索を行い、発見された侵害品・侵害物を押収するよう執行機関に指示する捜査押
収令状を発行するよう裁判所に求めることができる。この令状には期限の定めがあり、執
行機関は、捜査を行い、侵害品・侵害物を捜索押収できるほか、侵害者を逮捕し、治安判
事の下に連行することもできる。
治安判事はその後、執行機関から提出された押収記録および留置録に基づき違法行為を
審理し、被疑者を召喚する。次に治安判事は起訴状の作成に取りかかるが、その書面には、
侵害者に不利なその事件において、違法行為について起訴するために法律上要求されるす
べての条件が満たされていることを記載する（侵害者はこの時点で被告人と呼ばれる）。
起訴状の作成後、治安判事は、刑事訴訟法の規定に基づき刑事裁判に進む。訴追は、国
の指揮の下で検察官が行う。

（３）行政措置
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１）輸入の禁止
1962 年関税法は、インドに輸入される商品の没収に適用される主要な法律である。関税
法には、同法またはその時点で有効な他の法律に基づき輸入を禁止される商品の没収に関
する規定がある。
① 侵害商標を付した商品
1999 年商標法第 140 条（1）には、登録商標の所有者または使用権者から関税徴収
官に対し、商品の輸入が商標侵害を構成するとの理由から当該商品の輸入を禁止す
べき旨の通知を書面で提出できると定められている。よって、インドで登録された
商標の登録所有者または使用権者は、侵害品の輸入禁止を求める書面を通知の形式
で関税徴収官に送付することができ、輸入禁止措置が下された場合、当該商品は、
輸入時に直ちに没収される。
② 虚偽商標を付した商品
上記に加えてインド政府は、関税法第 11 条に定める権限により、過去の法律すなわ
ち 1958 年商標法141（旧法）に定める虚偽商標を付した商品の輸入を禁止している。
従って、虚偽商標を付した商品も関税法による没収を免れず、税関職員はそのよう
な商品を没収することができる。
③ 手続き
虚偽商標を付した商品の輸入禁止を実行する手続きには、疑わしい商品の積荷につ
いて税関職員に情報提供することが含まれているが、このような情報が提供された
後、輸入品の到着を待ち構え、商品に虚偽商標が付されていると納得した場合にそ
れを没収するのは、税関職員が行うべき事項である。虚偽商標を付した商品の捜索
押収に関する手続きは 1999 年商標法により変更されており、現在では警察官は、捜
索押収の実行に先立ち登録官の意見を聴かなければならず、そのような意見に従わ
なければならない点に注意を要する。この法改正は、警察官による手入れ・押収の
みに言及し、税関職員については言及していないが、虚偽商標を付していると申し
立てられた商品の没収に先立ち、税関当局が同様の手続きを採用する可能性がある。
商標法および著作権法の規定に加えて、関税法第 156 条に基づき、2007 年知的財
産権（輸入品）施行規則（本章では以下「本規則」）が 2007 年 5 月 8 日に告示され
た。本規則の狙いは、国境取締りを強化して、海賊版・模倣品が国内に入るのを防
止することである。本規則は、ジュネーブに本部を置く世界税関機構（World Customs
Organization）が作成したモデル法に基づいているが、取締りの範囲を拡大して、

141

GSR 87/1964
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著作権および商標の侵害に関する既存の規定に加えて、意匠、地理的表示および特
許を対象に含めた。
本規則により、「権利保有者」（保護される知的財産権の所有者）は、知的財産権
侵害の疑いがある商品の通関を停止するよう求める通知を、当該商品の輸入港の税
関長に書面で提出しなければならない。本規則は提出する通知の形式についても定
めており、2,000 ルピーの申請料を通知に添えなければならない。税関長によって
通知の登録が為された後、その通知に関係するすべての税関職員に対し、その詳細
が伝達される。
相当な調査のうえで税関長によって通知が登録された後、侵害の疑いがある商品
のインドへの輸入は、1962 年関税法第 11 条に定める範囲において禁止されたもの
とみなす。その後、知的財産権侵害の疑いがある商品の通関は停止される。
（知的財
産権侵害による）疑いがある商品の留置は、国境検問所において税関が行い、
（商品
の）権利保有者が争点に同意する場合に限り、その問題に対する法的手続きを講じ
る。当事者が関心を示さなかった場合は、税関がその積荷を解放する。但し、商品
の留置は合計 20 日間を上限とする。
知的財産権侵害品の国境管理対策および輸入制限に関する注記
中央政府は、1962 年関税法第 11 条に定める権限を行使して、次の商品の輸入を禁止した
（2007 年 5 月 8 日付告示 2007 年第 49 号−関税法（N.T.）を参照）。
① 虚偽商標142または虚偽の取引表示143を付した商品
② インド国外で製造または生産された販売目的の商品で、2000 年意匠法により著作権
を有する意匠を付したもの
③ インド国外で製造または生産された販売目的の製品で、1970 年特許法によりその特
許が有効であるもの
④ インド国外で考案または創出された方法によって直接得られた販売目的の製品で、
1970 年特許法によりその方法の特許が有効であるもの
⑤ 虚偽の地理的表示144を付した商品
⑥ 1957 年著作権法第 53 条に定める著作権登録官による命令発行によって、輸入を禁

142

1999 年商標法第 102 条
1999 年商標法第 2 条（1）（i）
144
1999 年商品地理的表示（登録・保護）法第 38 条
143
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止される商品145

模倣品の輸入を禁止するための条件および手続きは、2007 年知的財産権（輸入品）施行
規則（本章では以下「本規則」）により告示されている（2007 年 5 月 8 日付告示 2007 年第
47 号−関税法（N.T.）を参照）。手続きをさらに明確にするために、2007 年通達第 41 号（本
章では以下「本通達」）が 2007 年 10 月 29 日に発行され、本規則を施行するための手引き
を提供している。
① 通知
本規則により、権利保有者は税関長または通知のために税関長から権限を付与され
た税関職員に対し、著作権、商標、特許、意匠権および地理的表示などの知的財産
権侵害の疑いがある商品の通関を停止するよう求める通知を書面で提出することが
できる146。その通知は、必要な形式上の手続きを踏んだうえで147、税関長が確認し、
登録する148。権利保有者は、模倣品が輸入される可能性のあるいずれの港において
も、通知を提出することができる。すべての港で保護を受けられるので、すべての
税関長に通知を送付する必要はない。通知の書式は、本規則付属書に定められてい
る。いずれの通知にも、2,000 ルピーの申請料を添えるものとする。権利保有者は、
この通知と共に、自己の知的財産権の失効日を税関当局に知らせなければならない
149

。

② 保証人および保証金
通知登録の前提条件として、本規則 5 は権利保有者に対し、保証書を差し入れて、
保証人と保証金を提供するよう要求している。
a)

本通達の規定によると、権利保有者は、輸入差止する港の管轄税関長に後日保
証書を差し入れることを約したうえで、本通達付属書Aに定める書式による保証
金なしの一般保証書を税関長に提出することができる。

b)

また、権利保有者は、本通達付属書Cに定める書式にて損害填補保証書を提出し、
侵害の疑いがある商品の通関停止を理由とする賠償責任および費用の一切につ
いて、税関当局を補償することを約するよう要求される150。

よって、付属書 A の一般保証書と付属書 C の損害填補保証書を差し入れることが登録の
145

1957 年著作権法第 53 条
本規則 3
147
本通達第 13 項
148
本規則 4
149
本規則 3（4）
150
本規則 5（b）
146
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要件となる。
③ 通知の登録
税関長は権利保有者に対し、通知の受領日から 30 営業日以内に、通知登録の可否を
知らせる151。登録が為された後、侵害の疑いがある商品のインドへの輸入は禁止さ
れたものとみなす152。通知の記載事項に関係するすべての税関事務所に対し、速達
郵便または電子的手段を用いて通知登録の可否が伝達される153。
上記の登録された通知に基づき、輸入品が知的財産権侵害品である疑いがあると税関長
が確信した場合、税関長は、当該商品の通関を停止し154、速達郵便または電子的手段を用い
て輸入者および権利保有者またはそれぞれの代理人に直ちに知らせる155。権利保有者または
その正式代理人は、10営業日以内に手続きに参加しなければならない。税関長が適切とみ
なす場合は、この期間を10日間延長することができる。権利保有者が 10 日以内に手続きに
参加しなかった場合、商品は通関される156。生鮮品の場合、通関停止の期間は、3営業日と
義務付けられており、税関長が納得することを条件として4日間延長することができる。
④ 積荷保証書
侵害品の通関停止の手続きに参加する際、権利保有者は、積荷保証書（本通達付属
書Bに定める）を差し入れて、保証人と保証金を提供するよう要求される。あらゆる
賠償責任について輸入者、荷受人および商品の所有者ならびに管轄当局を保護し、
廃棄または処分の時点までに発生する廃棄、待船および留置の費用を負担するため
に、輸入差止の時点でこの保証書が必要であることが明確に定められている157。保
証書の金額は、商品価額の 110%とする。但し、保証書と共に差し入れる保証金は、
保証書の金額の 25%とする158。
（本規則 3 に定める通知が権利保有者から提出されていないか、登録されていない場合）
税関長は、自発的に措置を講じ、輸入品が知的財産権を侵害していると確信するだけの一
応の証拠または合理的な根拠を有する輸入品の通関を停止することもできる159。税関長は、
通関停止について権利保有者に知らせる。そのような情報を受領した場合、権利保有者は、

151
152
153
154
155
156
157
158
159

本規則 4（1）および本規則 4（2）
本規則 6
本規則 4（3）
本規則 7（1）（a）
本規則 7（1）（b）
本規則 7（3）
本規則 5（a）および本通達第 6 項
本通達第 7 項
本規則 7（1）（b）
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停止日から5日以内に、本規則 3 に定める通知の要件を遵守し、本規則 5 に定める必要な保
証書を差し入れる義務を履行しなければならない。権利保有者がこれを怠った場合、その
商品は通関される160。
本規則 3 および本規則 5 を遵守したうえで、権利保有者は、10営業日以内に手続きに参
加しなければならない。税関長が適切とみなす場合は、この期間を10日間延長することが
できる。権利保有者が 10 日以内に手続きに参加しなかった場合、その商品は通関される161。
⑤ その他の規定
a)

税関は権利保有者に対し、権利保有者から得られる情報、支援、技術専門知識
および施設の提供を求めることができる162。

b)

権利保有者および輸入者または正式に権限を付与されたそれぞれの代理人は、
商品の検査を認められており、検査・テスト・分析用にサンプルを提供するこ
とができる163。

c)

権利保有者から要請された場合、税関長は、輸入者の名称・住所を知らせ、秘
密情報の保護に影響を及ぼすことなく、積荷の追加関連情報を提供する。164

d)

輸入者から要請された場合も同様に、税関長は、権利保有者の名称・住所を知
らせ、秘密情報の保護に影響を及ぼすことなく、積荷の追加関連情報を提供す
る。165

⑥ 判断
権利保有者が所定の期間内に手続きに参加した場合において、副税関長が事件の実
体につき判断したうえで、商品が知的財産権を侵害しており、関税法第 111 条（d）
による没収を免れないと確信したときは、第 110 条に基づき当該商品を没収するこ
とができる166。
⑦ 廃棄
副税関長が判断を下した後に、留置または没収した商品が知的財産権を侵害してい
ると認定された場合において、その判断について何ら法的手続きが講じられていな
いときは、副税関長は、当該商品を公の監督の下で廃棄するか、通常の商業チャネ

160
161
162
163
164
165
166

本規則 7（4）
本規則 7（6）
本規則 7（5）
本規則 8
本規則 9
本規則 10
本規則 7（9）
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ル外で処分する167。権利保有者またはその授権を受けた代理人からの異議を受け付
ける必要はない。権利保有者またはその代理人は、その処分の連絡を受けた後20営
業日以内または権利保有者の要請により税関長から認められた延長期間内に、侵害
品の廃棄または処分の方法について意見を述べるか、異議を唱えなければならない。
廃棄または処分の時点までに発生した廃棄、滞船および留置の費用は、権利保有者
が負担する。知的財産権侵害品の再輸出は、未修正のままでは認められない168。
（４）民事訴訟
１）訴訟の提起
民事訴訟の手続きは、民事裁判所に民事訴訟を提起することによって開始することがで
きる。商標、著作権、特許の侵害または詐称通用に関する侵害訴訟は、管轄権を有する地
方裁判所に提起することができる。第一審管轄権を有する一部の高等裁判所は地方裁判所
として扱われており、そのような裁判所に訴訟を提起することもできる。民事訴訟は、訴
訟申立書／請求陳述書の提出によって開始されるが、この書面には、原告が依拠しようと
する事実および訴訟原因をすべて記載しなければならない。訴訟申立書には、原告が求め
ようとする救済措置について記した、裁判所に対する請求趣旨の申し立ても含めなければ
ならない。
２）権利侵害および詐称通用の併合訴訟・訴訟原因の併合
頻繁に行われることであるが、原告は、著作権・商標の侵害および詐称通用などの様々
な訴訟原因を 1 件の民事訴訟に併合することができる。当初は詐称通用に基づいた商標事
件において、法的手続きの過程で疑いのある商標が登録された場合、原告は、訴答を修正
して、商標侵害の訴えを訴訟申立書に含めることができる。しかし、訴訟が商標権の侵害
のみについて提起されている場合、原告は、訴訟申立書を修正して、訴訟を維持するため
に詐称通用の訴えを含めることはできない。
３）差止および裁判所担当官の任命等の暫定的請求
原告は、訴訟申立書と共に、制定法上の権利の侵害および詐称通用の行為を被告に禁じ
る差止命令などの暫定的救済、裁判所担当官の任命（裁判所担当官は通常、裁判所から指

名され、その指示を実行する権限を付与された弁護士である）、被告の資産の凍結命令等を
求める暫定的請求を申し立てることもできる。制定法上の権利の侵害および詐称通用に関
するあらゆる事件において、訴訟の解決までに上記の申請を提出し、救済を求めることが
常に望ましい。原告は、法的手続きにおいて特に次の事項を求めることができる。
167
168

本規則 11（1）
本規則 11（2）
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① 被告が侵害商標または違法商標を使用することを禁じる暫定的差止命令
② 損害賠償または費用を回収する原告の能力に悪影響を及ばすような方法で、被告が
自己の資産を売却または処分することを禁じる暫定的差止命令
③ 被告の施設を訪問し、侵害品または違法品の目録を作成する裁判所担当官の任命
４）差止の認容
知的財産権の事件では、侵害または詐称通用が為されたり、継続したりするおそれまた
は蓋然性がある場合に差止命令が認められる。差止命令の目的は、制定法上の権利を侵害
したり、被告の商品を原告の商品と偽ったりする行為を被告に禁じること、原告の権利の
侵害によって生じる、訴訟で回収できる損害賠償では原告が十分な補償を受けられないよ
うな損害から原告を保護することである。Dalpat Kumar V Prahlad Singh AIR 1993 SC 276
では、最高裁判所は、暫定的差止命令に関する法の原則を主張し、差止命令の認容は裁量
的救済であり、そのような裁量権の行使は裁判所が次の事項について納得することが条件
であると見解を述べている。
① 訴訟において審理すべき重要な争点があり、裁判所に提示された事実に基づき、原
告／被告が自己の求める救済を認められる蓋然性があること。
② 当事者を様々な権利侵害から保護するために裁判所の介入が必要であること。すな
わち、裁判で法的権利が確立される前に回復不能の損害が発生しそうであること。
③ 差止命令を留保した場合に生じるおそれのある困難、弊害または不便宜が差止命令
を認容した場合を上回ること。
原告は、法的手続きで求める救済について原告に一応有利であることを証明し、原告の
法的権利が侵害／抵触されていること、訴訟において原告が最終的に勝訴する合理的な蓋
然性があることを裁判所に納得させなければならない。
便宜の比較衡量を考慮する際、原告にとって初めての裁判であり、手続きが遅滞なく開
始され、原告が十分なのれんを確立しており、かつ、原告が論証しうる主張事実のみでな
く一応有利である場合、裁判所は原告を支持することが多い。原告が勝訴すれば損害賠償
により金銭的補償を受けられる場合、便宜の比較衡量は、暫定的差止命令の認容に有利に
考慮されないことがある。但し、原告に生じるおそれのある損害が原告にとって算定し難
いほど多大な経済的損害である場合は、便宜の比較衡量は原告に有利に考慮される。

５）一方的差止命令
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暫定的請求は、訴訟の提起と同時に審理のために直ちに取り上げられ、裁判所は、原告
が裁判所に提出した資料および第 1 回審理において陳述された意見に基づき、求められて
いる救済の認容について決定することが多い。あくどい侵害／模倣の場合、原告が事態は
きわめて緊急であること、または被告が侵害品・侵害物を処分するおそれがあることを裁
判所に納得させることができれば、裁判所は、一方的差止命令169であっても躊躇することな
くそれを認める。裁判所は、期間を限定して一方的救済を命じることができる。 Morgan

Stanley Mutual Fund Vs Kartick Das （1994） 4 SCC 225 では、インド最高裁判所は、一
方的命令の認容を決定する際、一方的差止命令の拒絶に伴う不公平がその認容に伴う不公
平を上回るか否かについて、特に考慮しなければならないと見解を述べている。一応有利
な事件、原告の回復不能の損害および便宜の比較衡量などの一般的な原則も考慮しなけれ
ばならない。JMS Labs V Yusufali Eesmail Hadvaid 1998 PTC 512 では、一方的差止命令
を認める際、第 1 回報告期日まで待つことによって差止命令を認める目的が無効になると
の裁判所の意見の根拠について、裁判所は記録に残さなければならないとの見解も示され
ている。
６）追加的な手続き
一方的差止命令が認められた場合、その命令は、署名済み謄本の受領日から所定の日数
内または裁判所が定める期限内に被告に送達されなければならない。被告は、一方的差止
命令に対する上訴を提起するか、命令の取り消し／変更／修正を求める申請を提出するこ
ともできる。同時に被告は、陳述書（訴訟申立書に対する正式な答弁）および原告の暫定
的請求に対する答弁書も提出しなければならない。
一方的命令の認容は裁量的なものであるから、裁判所は、一方的差止命令を認めず、被
告に対し陳述書および答弁書の提出を求める通知を発することを決定し、請求の実体につ
いて暫定的請求を審理することができる。その場合、被告には、陳述書および原告の暫定
的請求に対する答弁書の提出には、提出すべきとの通知を受領した日から 3 カ月の期間が
与えられる。
原告には、原告第二訴答（陳述書に対する箇条書きの正式な答弁）および原告の暫定的
請求に対する被告の答弁に対する答弁書を提出する機会が与えられる。訴答手続きが終了
すると、裁判所は、暫定的請求について双方から主張を聞き、一方的差止命令を認めるか
否かを決定する。訴訟は同時に正式事実審理へと進む。

169

一方的命令とは、相手方／被告に通知を発することなく、裁判所から下される命令をいう。
この命令は、申立人に一応有利であり、即時の禁止命令を発しなければ金銭的条件では賠償でき
ない回復不能の損害が生じるおそれがあることに裁判所が納得している場合、命令に記載の理由
により裁判所の裁量にて言い渡すことができる。
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実際には、正式事実審理をすべて行い、問題が解決するまで長い時間を要すること、被
告が和解に応じる場合が非常に多いことから、原告が差止命令の獲得に成功すれば、手続
きはほとんど終結する。
７）出訴期限
1963 年出訴期限法により、商標侵害、詐称通用または著作権侵害に関する訴訟は、訴訟
原因が発生した日から 3 年以内に提起しなければならない。但し、知的財産権侵害の場合
は、異存がある行為の継続によって知的財産権者に訴訟原因が繰り返し発生するものと判
示されている。
８）訴訟原因
訴訟原因とは、原告が裁判所の判決を得る自己の権利を裏付けるために、自ら証明する
必要がある重要な事実を包括したものをいう。知的財産権侵害および詐称通用に関する事
件では、訴訟原因は繰り返し発生するとみなされ、侵害または詐称通用が為される都度、
新 た な 訴 訟 原 因 が 原 告 に 有 利 に 発 生 す る 。 Bengal Waterproof Limited Vs. Bombay
Waterproof Mfg. Co. AIR 1997 SC 1398 では、ある者が他者の登録商標を侵害する場合は
その時期・場所を問わず、その者はその商標を侵害する行為を繰り返し為しており、その
ような侵害の都度、繰り返し生じる新たな訴訟原因が発生すると判示された。同様の原則
は、知的財産関連の他の事件にも適用される。
９）訴訟提起の遅滞
制定法上の権利の侵害に関する訴訟は、侵害行為について原告の知るところとなり次第、
提起しなければならない。一般に、侵害を知った後のわずかな遅滞によって、登録所有者
または制定法上の権利保有者が自己の権利の行使について適切な救済手段を奪われること
はない。侵害事件において原告側の訴訟提起がそのようにわずかに遅れた場合は、原告が
差止命令を求める訴訟を提起し170、最終的救済を得ることを妨げるものではないと判示され
ている。但し、訴訟提起の遅滞の説明が付かない場合は、暫定的差止命令の認容の問題に
大きく関係する可能性があるので注意を要する。暫定的差止命令の認容は裁量的救済であ
り、原告は特に、問題の商標を使用し続けることが回復不能の損害をもたらすか、そのよ
うな損害につながることを証明しなければならない。よって、法的手続きの開始が遅れた
場合は、主張の強さを弱める結果になりかねない。
１０）消滅時効

170

Hi-Design v Hi-Design AIR 1991 DEL 243
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極端な遅滞は消滅時効と同様である171。遅滞自体は、暫定的差止命令の申し立てにおいて
十分な抗弁とはなりえないが、被告に生じた偏見的な見方と相まって結局は消滅時効とな
り、暫定的救済のみならず最終的救済も無効とする。極端な遅滞とは、被告が原告は救済
を求めるか、被告による商標の使用に異議を唱える権利をおそらく放棄したという結論に
至るほど長期間の遅滞をいう。
１１）黙認
差止命令は、被告による原告の権利の侵害行為を原告が黙認したとの理由で拒絶される
場合がある。黙認とは、他者が権利を侵害し、それに金銭を費やしているのを傍観する行
為と定義されている。ある権利を有する者がその権利を他者が侵害しようとしているか、
侵害しているのを見ながら、自己が傍観していなければ侵害行為を止めたかもしれないそ
の行為者に、権利者が侵害行為に同意していると思わせるような方法でそれを傍観した場
合、権利者は、そのような行為に関する申し立てを後日聞き入れてもらうことはできない。
被告が重要な取引をまとめることについて、原告がそれを知りながらも傍観し、それを潰
す必要が生じるまで被告の侵害行為を容認した場合、原告は黙認の法理によって阻止され
る。
但し、被告が実際の法的立場を知りながら、被告がそうしなければ本来は原告のものと
なるはずの取引を獲得するために、被告が原告の商標に類似した商標を付した商品を故意
または不正に市場に出した場合に、黙認の法理が被告に有利になる余地はない。
１２）ADR（代替的紛争解決）
実務上、知的財産権に関する事件の大部分は、原告に一応有利な事件が存在すると認定
された場合は、暫定的救済の認容後に当事者間で裁判外の解決がなされている。よって、
ほとんどの知的財産紛争では、被告が原告の権利を認め、自己の知的財産の使用を放棄す
ることに同意した場合、両当事者は、和解を結び、それに応じて裁判所から同意判決が言
い渡される。
さらに、インド民事訴訟法は 1999 年に改正されているが、その改正により第 89 条が追
加された。同条には、裁判所は事件解決の見地に納得した場合は、該当する紛争を様々な
紛争解決手段に委ねることができると定められている。この改正後、裁判所（特にデリー
高等裁判所）は、仲裁、調停、ロク･アダラト（Lok Adalats）172を通じた和解などの司法的
171

Hindustan Pencils v India Stationery AIR 1990 DEL 19
ロク・アダラトは当初、紛争を非公式に解決するための任意団体として出発し、法曹界を引
退したメンバーがその大部分を占めていた。ロク・アダラトは、訴訟段階に入る前の事案すなわ
ち裁判所に正式に提訴されていない紛争のみならず、裁判所で係属中の事案についても、当事者
間の効果的な和解をもって解決する権限を有している。対象とするのは民事的な事案も刑事的な
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解決を含め、代替的な紛争解決制度を利用した解決に適切な事件を委ねる傾向にある。裁
判所はこれまで、知的財産紛争においてこれらの制度を積極的に利用していないが、紛争
の当事者はその選択により、適切な事件の効果的かつ適時の司法的判断を得るために、同
条に定める裁判所の権限を行使するよう求めることができる。
著作権、意匠、特許および商標の各知的財産関連法には、権利侵害とその救済措置に関
する規定があり、各法について、その特有の規定と共に下記に説明する。

２．特許権
（１）侵害
特許権者は、特許を付与された時点で、特許権者の同意を得ていない第三者がインドで
特許製品を製造し、使用し、販売を申し込み、販売し、またはこれらの目的で輸入するの
を差し止める排他的権利を取得する。特許方法の場合、特許権者は、特許権者の同意を得
ていない第三者がインドで当該方法を使用し、または当該方法によって直接得られる製品
を使用し、販売を申し込み、販売し、もしくはこれらの目的で輸入するのを差し止める排
他的権利を取得する。従って、これらの権利に従い、特許権者以外の者が特許権者の同意
を得ずにこのような行為をなした場合は、特許権者の権利を侵害しているということがで
きる。
特許庁の公報で出願が公開された時点で、出願人は、発明について特許が付与されてい
る場合と同様の権利および特権を取得する。但し、その中には侵害に対し法的手続きを講
じる権利は含まれていない。出願人の法的手続きを講じる権利は、特許付与後に初めて生
じるものである。これらの権利には 1970 年特許法の規定が適用される。従って、政府が認
められている範囲で特許製品または特許方法を使用または取得する場合は、侵害を構成し
ない。さらに、他の一定の行為も、侵害を構成しないと特許法に明示されている。
これまでインドでは特許訴訟は稀であったため、前例を見付けるのは困難である。この
点に関する判例法がインドには存在しないので、裁判所は通常、他のコモンロー法域、特
に英国の前例を進んで考慮している。インドの判例法は、医薬品業界に絡む特許侵害の重
要な問題についてもまだ触れていない。それでも、Raj Parkash v. Mangat Ram Choudhary

（AIR 1978 Del 1）はインドにおいて特に重要性の高い事件である。この事件は、合議法
事案もあるが、法に基づき和解することができない違法行為に関連する事案は、関係当事者が和
解に合意している場合でも、ロク・アダラトがこれを解決することはできない。

120

廷（2 名の裁判官による法廷）によって司法的判断が下され、侵害であると判断するために
は、特許権者の発明の不可欠な特徴が被告によって再現されている必要があると認めてお
り、検討に値するものである。侵害物または侵害方法の不可欠でない特徴は重要性に欠け、
些細な変形を取り入れたことによって侵害の認定を否定するものではない。
１）提訴適格人
特許権者のみが侵害訴訟を提起する権限を有している。但し、特許の譲受人も、譲渡さ
れた権原の登録申請が訴訟提起日の前に提出されていることを条件として、侵害訴訟を提
起することができる。特許権者に加えて、一部の関係者が法により侵害訴訟の提起を認め
られている。
２）専用実施権者
専用実施権者も、特許侵害が実施権許諾日後になされた場合は、特許侵害訴訟を提起す
ることができる。専用実施権保有者による侵害訴訟において、特許権者は被告に加えられ
るが（既に原告として訴訟に参加している場合を除く）、被告に加えられた特許権者は、出
頭し、訴訟手続きに関与しない限り、いかなる費用についても責任を負わない。
３）強制実施権保有者の権利
強制実施権者は特許権者に対し、特許侵害を差し止めるために法的手続きを講じるよう
求めることができる。実施権者の要求から 2 カ月以内に特許権者が提訴を拒絶したか、怠
った場合、実施権者は、自己が特許権者であるものとして自己の名において、特許権者を
被告として訴訟を提起することができる。被告に加えられた特許権者は、出頭し、訴訟手
続きに関与しない限り、いかなる費用についても責任を負わない。
（２）裁判管轄
侵害訴訟は、地方裁判所またはそれより上位の管轄裁判所に提起しなければならない。
但し、地方裁判所に提起された侵害訴訟の場合において、特許の有効性に対する異議が抗
弁として申し立てられたときは、その訴訟は、解決を求めて管轄権を有する高等裁判所に
移送される。

（３）例外および適用除外
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次の行為は、特許侵害を構成しない。
① 実験、研究または教育： 単に実験、研究または生徒指導を目的として特許製品また
は特許方法を使用して製造された製品を製造、使用、販売または輸入するか、特許
方法を使用する行為は、特許侵害を構成しない。
② 外国船： 外国で登録された船舶もしくは航空機または外国に通常居住する者が所有
する陸上車両がインドまたはその領海に一時的または偶発的に入った場合に限り、
特許発明が当該船舶、航空機または陸上車両で使用されたときでも侵害を構成しな
い。
但し、上記の行為は、次の場合に限り侵害を構成しない。
① 発明がもっぱら実際の必要性から船舶上で使用される限りにおいて、発明が当該船
舶の船体またはその機械、器具、装置その他の付属品で使用されている場合。
② 発明が航空機もしくは陸上車両またはその付属品の構造または機構に使用されてい
る場合。
外国に通常居住する者が船舶、航空機または陸上車両を所有し、その国の法律がインド
に通常居住する者が所有する船舶、航空機または陸上車両における発明について互恵的権
利を認めない場合は、このような保護は適用されない。
法により正式に権限を付与された者による輸入
特許製品を製造、販売または頒布する権限を法により正式に付与された者による当該製
品の輸入は、特許侵害を構成しない。法により正式に権限を付与された者には、強制実施
権者ならびに特許法第 47 条および第 99 条から第 103 条の政府使用の規定により権限を付
与された機関を含む。
ボーラー条項
インドには、米国特許法のボーラー条項と同様の規定がある。特許発明を製造し、組み
立て、使用し、販売し、または輸入する行為は、インドまたは他国における何らかの製品
の製造、組み立て、使用、販売または輸入を規制する法律の下で必要な開発および情報提
供のみを目的とし、それに合理的に関連する場合に限り、特許権の侵害とはならない。こ
の規定は、権利侵害の例外として規定されたものであるため、侵害訴訟において抗弁とし
て利用することができる。すなわち、この規定を利用する者には、自己の意図または行為
について特許権者に通知する義務はない。但し、薬品法には、承認申請中の製品に適用さ
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れる知的財産または特許の開示を要求する規定がある。よって、そのような承認において
は適切な開示がなされなければならない。
（４）救済措置および救済
特許侵害に対する刑事上の救済措置はない。侵害訴訟において裁判所が認めうる救済は、
差止命令（裁判所の条件に従う）および原告の選択による損害賠償または不当利得返還な
どである。裁判所は、事件の状況に照らして適切とみなす場合は、補償金を支払うことな
く、侵害と認定された商品ならびに主に侵害品の生産に使用される原材料および器具の一
切を差し押さえ、没収し、または廃棄するよう命じることもできる。
１）専用実施権者のための救済手段
専用実施権者が権利を侵害された当事者として自ら侵害訴訟を提起した場合、裁判所は、
その侵害が専用実施権者の権利の侵害を構成する範囲において、専用実施権者が被ったか、
被るおそれのある損失または侵害によって得られた利益を考慮する。
２）損害賠償または不当利得返還に対する裁判所権限の制約
被告が侵害をなした日に特許の存在を知らず、特許の存在を確信する合理的な根拠を有
しなかったことを証明した場合、被告に対し損害賠償または不当利得返還が裁定されるこ
とはない。ある物品に「特許」、「特許取得済み」その他当該物品について特許を取得済み
であることを示唆する文言が付されている場合でも、特許の存在を知っていたか、特許の
存在を確信する合理的な根拠を有していたとみなすことはできない。そのような認識また
は合理的な根拠を主張するためには、その文言に特許番号が添えられていなければならな
い。裁判所は、所定の期間内に更新料が支払われなかった後、その期間を延長する前に生
じた侵害については、損害賠償または不当利得返還の認容を拒絶することもできる。
説明、一部放棄または訂正によって明細書が補正されている場合、補正を認める決定を
行った日までの発明の使用については、当初公開された明細書が合理的な技術および知識
をもって誠実に作成されていたことに裁判所が納得しない限り、損害賠償または不当利得
返還は認められない。裁判所は、特許侵害訴訟に関する差止命令の認容について、制限さ
れることはない。
３）一部有効な明細書の侵害に関する救済
ある特許の一連のクレームについて侵害が主張された場合において、クレームの一部は
有効、一部は無効と認定されたときは、無効なクレームではなく、侵害された有効クレー
ムについて侵害を主張しなければならない。その場合の救済は差止命令に限定され、通常、
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損害賠償または不当利得返還を適用されることはない。損害賠償または不当利得返還は、
無効なクレームが合理的な技術および知識をもって誠実に作成されたことを原告が証明し
た場合は認められることがある。この場合、裁判所は、有効なクレームについて救済を認
めるが、費用および損害賠償または不当利得返還計算の起算日については裁量権を行使す
る。この裁量権の行使にあたり、裁判所は、無効なクレームを挿入し、それをそのまま残
した当事者の行為を考慮に入れる場合がある。
４）証明責任
侵害訴訟において、訴訟の目的物が新製品を得るための方法である場合、特許権者また
は特許権者から特許にかかわる権原もしくは利益を得た者は、製品が特許方法によって直
接得られる製品と同一であることを証明しなければならない。その後、裁判所は、製品を
得るために被告が使用した方法は訴訟の目的物である特許方法とは異なることを証明する
よう、被告に命じることができる。この証明責任は、次のいずれかの場合に限り被告に適
用される。
① 特許の主題が新製品を得るための方法である場合。
② 当該方法によって同一製品が製造される相当程度の可能性があり、特許権者または
特許権者から権原もしくは利益を得た者が合理的な努力をもってしても実際に使用
された方法を確定できなかった場合。
これらの事項について当事者が証明責任を果たしたか否かを判断するにあたり、裁判所
は、当事者に製造上または商業上の秘密の開示を要求するのは不当と考える場合は、その
ような秘密の開示を要求しない。
５）抗弁
特許を取り消しうる根拠はいずれも、侵害に対する抗弁の根拠として使用することがで
きる。（特許にかかわる権利の例外とは対照的に）政府による使用および取得に関連する限
り、政府による使用も侵害に対する抗弁とみなすことができる。
６）非侵害に関する確認訴訟
いかなる者も、自己による方法の使用または物品の製造、使用もしくは販売が特許クレ
ームの侵害を構成しないか、構成することにならない旨の宣言を得るために、特許権者ま
たは専用実施権保有者に対し訴訟を提起することができる。この手続きは、その者が特許
権者または専用実施権者に対し、該当の物品（または方法）のあらゆる詳細を書面で提供
したうえで、非侵害の確認書を書面で依頼しており、特許権者または実施権者がそのよう
な確認を拒絶したか、怠ったことが証明されている場合に限り行うことができる。確認訴
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訟を提起する者は、侵害を訴えられていない場合でも、提訴することができる。侵害の確
認訴訟は、特許付与の公開後いつでも提起することができる。
７）根拠のない脅迫に対する救済
他者から回状もしくは広告によって、または本人もしくは第三者宛ての口頭もしくは書
面の伝達によって、特許侵害について法的手続きを講じる旨の脅迫を受けた者は、その脅
迫に根拠がないのであれば脅迫者を訴えることができる。脅迫者を訴える者は、脅迫が不
当である旨の宣言、脅迫の継続に対する差止命令または脅迫により被った損害の賠償（該
当する場合）による救済を求めることができる。
但し、訴えている者により特許侵害を構成することを根拠のない脅迫を行ったとして訴
えられた者が侵害行為であると証明できる場合、根拠のない脅迫であると主張して訴えた
者に、救済は認められない。実際に特許権が侵害されているか否かを判断するにあたり、
根拠のない脅迫を理由に訴えている者は、侵害を主張されているクレームが無効であるこ
とを証明する機会を与えられる。特許が存在する旨の単なる通知は、本項に記載の侵害に
対する法的手続きの脅迫には該当しない。

３．意匠
（１）意匠における海賊行為および著作権侵害
意匠の登録所有者の許諾を得ていない者は、登録意匠の海賊行為とみなされるため、次
の行為をなしてはならない。
① 登録意匠またはその不正な模倣を当該意匠が登録されている物品または物品区
分に販売を目的として使用するか、使用させること。意匠のそのような使用を
可能にすることを意図して何らかの行為をなすことも海賊行為である。
② 登録意匠と同一区分の物品を輸入し、登録所有者の同意を得ずに、当該意匠ま
たはその不正もしくは明らかな模倣を当該物品に使用すること。
③ ある物品に意匠またはその不正な模倣が使用されていることを知りながら、当
該物品を公表または展示するか、その販売を行わせること。
上記の根拠はすべて、その行為が販売を目的としてなされた場合に限り適用される。
登録意匠の侵害を判断する一般的な基準には、次の基準を含む。
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① 侵害物の全体を見た場合に、登録意匠と同一であるか、または登録意匠の不正
かつ明らかな模倣であるか。
② 侵害物に登録意匠との著しい相違点があるか。
③ 登録意匠を一見した者がその場を離れ、その後侵害物を一見した場合に、双方
が類似していると思うか。
④ 些細な変更／変形という点のみから見て、侵害物は登録商標と異なっているか。
Castrol India v. Tide Water Oil Co.173では、高等裁判所は、回答すべき問題は類似性
が登録意匠の模倣によるか否かということであると判示した。購入者による混同または誤
認は、意匠侵害を判断する有効な基準ではない。
Samsonite Corporation v. Vijay Sales174では、デリー高等裁判所は、基本的な意匠の場
合、侵害の構成には当該意匠を正確に複製していることが必要であるとの理由から暫定的
差止命令を拒絶した。
Khaitan v. Metropolitan175では、高等裁判所は、ある意匠が顕著な特徴を 1 つも有しな
い模様で構成されている場合、その全体的な訴求性を模倣した別の意匠は当該意匠の侵害
となると述べた英国の判決176に賛成して、これを引用した。但し、登録意匠に注意を引く顕
著な特徴がある場合は、その顕著な特徴以外の特徴を実質的にすべて真似た意匠が意匠権
の侵害とならないことがある。
（２）救済措置
裁判所は、上記の根拠に基づき、上記行為をなした者に対する措置として次の救済措置
を認めることができる。
① 意匠の登録所有者に対する25,000ルピーを上限とする金額の支払い。この支払
いは損害賠償とみなすのではなく、むしろ契約債務として回収されるべきもの
である。この規定に基づき1つの意匠について回収可能な金額の総額は、50,000
ルピーを上限とする。
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② 裁定された損害賠償金の支払いおよび差止命令の認容。但し、所有者が損害賠償の
回収または差止命令を求めて提訴しているものとする。
上記救済措置のいずれか 1 つに限り、1 件の海賊行なにおいて利用することができる。
（３）損害賠償の支払いの例外
失効および回復
ある意匠が失効し、その後回復した場合、当該意匠の失効日からその回復日までの間に
なされた海賊行為については、登録意匠の侵害訴訟または当該意匠の著作権侵害訴訟を開
始することはできない。
標章の不表示
所有者は、ある物品について意匠が登録済みであることを示す所定の標章または所定の
文言もしくは数字を自己の物品に表示しなかった場合、意匠の著作権の侵害について罰金
または損害賠償を回収することはできない。
但し、所有者は、所有者が物品の表示を確実に行うための適切な措置をすべて講じたこ
と、または侵害者が意匠の著作権の存在を知った後もしくはその存在について通知を受け
た後に海賊行為がなされたことを証明した場合、侵害者に対し損害賠償または罰金を請求
することができる。
裁判管轄
海賊行為に関する訴訟は、地方裁判所より下位の裁判所に提起することはできない。意
匠の海賊行為に関する訴訟において意匠取り消しの根拠が抗弁として提起された場合、当
該訴訟その他の手続きは、係属中の裁判所から高等裁判所に移送される。
抗弁
意匠を取り消しうる根拠であれば、海賊行為のための有効な抗弁（正当化）となる。
一定分野における特許法の準用
非侵害の確認および根拠のない法的手続きの脅迫に関する特許法の訴訟の規定は、目的
物が登録意匠である場合は実質的に適用がある。

４．商標
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（１）商標の侵害
1999 年インド商標法（「商標法」）の規定に基づく登録により、商標所有者は、商標を登
録した商品またはサービスに商標を使用し、商標の侵害に対し裁判所から救済を得る排他
的権利を付与される。侵害訴訟は登録商標に限り利用することができる。商標法には、未
登録商標については「侵害」訴訟を提起できない旨も明示されている。
侵害目的の使用
商標侵害を判断するにあたり、ある者による次のいずれかの行為は、登録商標の使用で
あると定義されている。
① 登録商標を商品またはその包装に付すこと。
② 登録商標を用いて商品の販売を申し込むか、販売目的の展示を行うか、商品を市場
に出すか、これらの目的で商品を保管し、または登録商標を用いてサービスを申し
出るか、提供すること。
③ 商標を用いて商品を輸入または輸出すること。
④ 登録商標を業務文書または広告に使用すること。
１）商標侵害行為
現商標法において商標侵害を構成する行為は、旧法における侵害行為と比べて相当広範
になっている。旧法においては、商標登録されている商品に同一または誤認を生じるほど
類似した商標を使用することが商標権の侵害となった。しかし、現行法は侵害の範囲を拡
大し、次の行為も対象としている。
① 同一または類似の商標を同一または類似の商品に使用する場合において、当該使用
によって混同を生じるおそれがあるとき。商標が同一であり、商品またはサービス
も同一である場合は、混同を生じるおそれがあると推定される。
② インドにおける登録商標の評判が高い（よって周知商標を含む）場合に、同一また
は類似の商標を異なる商品／サービスに使用すること。但し、違反商標の使用が登
録商標の識別性を不当に利用するか、それを害する場合とする。
③ 商号の一部として登録商標を使用すること。
④ いずれかの者が正当な権限なくして、ラベルもしくは包装または広告に使用される
か、使用を目的とする素材に登録商標を使用すること。但し、商標をそのように使
用する権限がないことをその者が知っていた場合とする。
⑤ 登録商標を広告に使用する場合において、当該使用が公正な商慣習に反するか、登
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録商標の識別性を害するか、登録商標の評判を低下させるか、損なうとき。
⑥ 侵害商標を付した商品の取引は、明示的に「登録商標」の使用範囲に含まれている
ため、これも侵害となる。
⑦ 語から成る商標の場合、口頭によるその語の使用は、商標使用の定義に含まれてい
る。
上記規定の範囲および適用を例証する判断について、下記にいくつか説明する。

Hyundai Corporation v. Rajmal Ganna 2007 (35) PTC 652 (Del)では、被告は、原告の
創案した商標 HYUNDAI をテレビ、アンテナ等に使用していた。裁判所は、商標および商品
の類似性を理由として、被告が原告の周知商標を使用することを禁じた。

Aktiebolaget Volvo & Ors. v. A.K.Bhuva & Ors 2006 (32) PTC 682 (Del.)では、被告
は、電気モーター、ポンプ等について商標 VOLVO を登録しようとした。原告は大型商用車・
建設機器の分野で世界トップクラスの企業である。裁判所は、被告の商品は原告の商品と
類似しており、被告が原告の考案した商標を採用することには原告の評判を利用する意図
があったものと断定し、その結果、原告に有利な暫定的救済を認めた。

Sony Kabushiki Kaisha v. Aashish Electricals 2006 (33) PTC 336 (Bom)では、イン
ドでは電子製品・娯楽サービス関連に登録・使用されている原告の著名・周知商標 SONY が
AC アダプタなどの電子部品に商標 SONNY を使用しようとした被告から保護された。

Alfred Dunhill Limited v. Mr. Girish Kumar Hatankar & Ors. 2003 (26) PTC 469 (Del)
では、原告は、特に様々な品揃えの男性用の衣服、アクセサリー、化粧品、皮製品、女性
用のハンドバック、装身具、香水、傘等の製造・販売事業に従事している、評判の高い企
業である。被告は、「Dunhill Securities Ltd.」という会社名で投資会社業を営んでいた。
被告の会社名の一部としての商標 DUNHILL の使用は、異なるサービス関連であるにもかか
わらず、原告の国際的な評判を考慮して裁判所に侵害であると認定され、被告はその結果、
当該商標の会社名としての使用を禁じられた。

Caesar Park Hotels and Resorts Inc. v. Westinn Hospitality Services Ltd AIR 1999
Mad 396 では、被告は、原告の商号を使用することを禁じられた。

Dabur India Ltd. v. Emami Limited 2004 (29) PTC 1 (Del)では、裁判所は、原告の製
品は夏期には使用できないという被告の広告を中傷的であると認定し、当該広告のテレビ
放映を禁じた。
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団体標章および証明標章についても、商標侵害に関する特定の規定が定められている。
団体標章の侵害
上記の商標侵害の規定は団体標章にも適用される。さらに、商標法には、団体標章の侵
害訴訟において、裁判所は許諾使用者に生じるか、生じるおそれのある損失を考慮し、団
体標章の所有者が許諾使用者に代わり金銭的救済による賠償金を得られる範囲についても
指示できる旨の規定がある。
証明標章の侵害
証明標章の侵害については特定の規定が定められており、上記の商標侵害の規定は適用
されない。それに代わり、登録証明標章の所有者は、登録の対象である商品またはサービ
スに当該標章を使用する排他的権利を有し、登録証明標章と同一または誤認を生じるほど
類似した標章を商標としての使用とみなされるような方法で使用することは、登録所有者
または登録証明標章の使用許諾を得た者以外の者による場合は侵害を構成する。
２）侵害の例外および適用除外規定
例外
商標法には、商品またはサービスを商標所有者のものであると識別するために登録商標
を使用することは、当該使用が公正な商慣習に反しておらず、商標の識別性または価値を
不当に利用したり、それを害したりするものでない場合は、侵害の範囲に入らない旨の規
定がある。
さらに商標法には、商品またはサービスの種類、品質、数量、用途、価値、地理的原産
地その他の特徴を示すために登録商標を使用することによって、登録商標は侵害されない
旨が定められている。また、商標が条件および制限付きで登録されている場合、登録の範
囲外で当該商標を使用することは侵害ではない。
その他の商標侵害の例外には、次の事項を含む。
① 権利の消尽：ある者が商品に商標を使用する場合において、登録所有者または登録
使用者が既に当該商標を使用しており、それを抹消していないか、登録所有者が当
該商標の使用について明示または黙示に同意しているとき。
② 権利の消尽：ある者がサービスに商標を使用する場合において、商標所有者または
その登録使用者が既に当該商標を使用しており、商標所有者または登録使用者がサ
ービスを実施する旨を表示することが当該使用の目的および効果であるとき。
③ 予備部品の例外：ある者が商品に登録商標を使用する場合において、当該商品が他
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の商品もしくはサービスの一部のために、またはその付属品として改造されたもの
であり、当該商品がそのように改造されていることを表示する合理的な必要性があ
るとき。
④ 同時発生の権利：2 つ以上の同一または類似商標が商標法に基づき登録されている
場合、そのいずれか 1 つの商標の使用は他の商標の侵害ではない。
⑤ 再販権：ある者が登録商標を付した商品を合法的に取得した場合、その者またはそ
の者を通じてもしくはその者の下で権利を主張する者が販売その他により当該商品
を取引することは、当該商標は商品取得後に第三者に譲渡されているとの理由から、
または当該商品は所有者によってもしくはその同意を得て市場に出されているとの
理由から、侵害ではない。但し、商品の状態が市場に出された後に変化または悪化
した場合など、所有者が商品のその後の取引に異議を唱える合法的な理由がない場
合とする。
上記の例外は、商標および団体標章のみに適用され、証明標章には適用されない。
証明標章の侵害の例外
商標法には、次の行為など、特に証明標章に適用される侵害の例外が定められている。
① （証明標章の使用に適用される）規則に基づき証明標章が登録され、使用されてい
る商品またはサービスの一部であるか、その付属品である商品またはサービスに当
該商標を使用すること。但し、商品およびサービスがそのように改造されているこ
とを示すために当該使用が合理的に必要な場合とする。
② 証明標章に条件および制限が付されている場合において、その登録の範囲外の方法
により当該商標を使用すること。
③ 登録所有者もしくはその許諾を得た者が既に証明標章を使用しており、その後それ
を削除もしくは抹消していない場合、または登録所有者もしくはその許諾を得た者
の同意を得て証明標章が使用されている場合において、当該標章を使用すること。
④ 登録されている商標と同一または類似の商標を使用すること。但し、当該使用が登
録によって付与された使用権の行使である場合とする。
商標法における適用除外規定
商標法は、一定の権利および使用法を登録所有者または登録使用者による介入から保護
している。
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① 商標法は、登録商標と同一または誤認を生じるほど類似した商標の先使用者の権利
を明示的に保護している。先使用とは、登録所有者（または登録使用者）による使
用または登録日のいずれか早い方に先行して商標を使用することと理解されている。
② 自己の氏名、住所または商品もしくはサービスの表示の善意使用も、登録所有者ま
たは登録使用者による介入から保護されている。
③ 商標法は、物品または物質の名称または表示である語の使用も保護している。商標
法第 36 条により、ある物品の名称または表示として関連付けられるようになった語
について、商標または特許を理由に排他的権利を主張することは禁じられている。
ある語の使用がある物品の名称または表示として取引上周知であり、確立している
か、物品または物質がかつては特許に基づき製造されていたが、特許の消滅から 2
年以上の間、その語が当該物品または物質の実務上の唯一の名称または表示である
場合、商標としてのその語の登録所有者は、その登録の取消手続きを行う責任があ
り、法的手続きにおいて当該登録に依拠することもできない。
（２）救済措置
商標侵害訴訟において利用できる救済措置には、差止命令、損害賠償または不当利得返
還、廃棄および消去のための侵害ラベル・標章の引き渡しなどがある。特に、商標法は裁
判所に対し、次の事項について一方的命令を発する権限を付与している。
① 差止命令
② 文書開示
③ 訴訟の目的物である侵害品、文書その他の証拠の保全
④ 損害賠償、費用その他の金銭的救済を回収する原告の能力に悪影響を及ぼすような
方法で、被告が自己の資産を売却または処分することの禁止
但し、商標法により、次のいずれかの場合に裁判所が名目的損害賠償以外の損害賠償命
令を認めることは禁じられている。
① 侵害に対する法的手続きが団体標章または証明標章に関連する場合。
② 被告が悪意のない侵害者であり、原告の権利の存在および性質について知り得た時
点で、訴えられている商標の使用を直ちに中止したことを被告が裁判所に納得させ
た場合。
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（３）違法行為および罰則
商標法には、商標の偽造および不正使用を禁固刑により罰することができるとする規定
もあり、医薬品および食品に関連する場合は一層重い罰となる。登録商標の偽造・不正使
用、取引表示の不正使用、商標登録の虚偽表示および登録簿の虚偽記載は、すべて商標法
上の犯罪行為であり、6 カ月以下の禁固刑または 50,000 ルピー未満の罰金により罰せられ
る。虚偽の登録商標または虚偽の取引表示を付した商品の販売またはサービスの提供は、3
年以下の禁固刑および 50,000 ルピーから 20 万ルピーの罰金を科される。
商標法は、未登録の商標を登録済みと表示することを禁じており、そのような行為には
禁固刑または罰金を科している。所有者は未登録商標を登録済みと表示しないよう注意す
べきである。商標が未登録の場合、
「TM」の文字を商標の後ろにそのまま添えることができ
る。この文字は、所有者が商標権を主張しているか、商標申請中であることを意味する。
円の中に R の文字を使用してよいのは、商標がインドで登録されている場合に限る。治安
判事は、商標登録官または商標登録官が書面で権限を付与した職員から提出された告発状
に基づく場合に限り、このような違法行為を審理することができる。
商標所有者は、自己の商標になされた上記の違法行為について刑事告訴状を提出するこ
とができ、法執行機関に対し被疑者の施設を捜索し、侵害品または模倣品を押収するよう
指示する捜索押収令状を裁判所から発行してもらうこともできる。これに代わり、商標所
有者は、商品、ダイス型、版台等を捜索押収するよう警察当局（副警視レベル以上）に直
接働きかけることができる。商標法には、この手続きにおいて、警察官は捜索押収の実行
に先立ち登録官の意見を聴かなければならず、そのような意見に従わなければならない旨
の規定がある。
（４）法的手続きという脅迫
商標法には、根拠のない法的手続きの脅迫に対する訴訟に関する規定がある。ある者が
商標侵害訴訟または同様の手続きの提起をもって他者を脅迫する場合、脅迫を受けた者は、
脅迫が不当である旨の宣言および脅迫の継続に対する差止命令を得るために、脅迫者に対
し訴訟を提起することができる。脅迫を受けた者が損害を被った場合は、損害賠償を回収
することもできる。但し、被告が商標の登録所有者であり、原告の行為は当該商標の侵害
に等しいことを被告が証明できる場合は、当該訴訟において原告が勝訴することはない。
裁判所は、脅迫を行った者が侵害または詐称通用に関する訴訟を裁判所に提起すること
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を制約せず177、ある者が脅迫に関する訴訟を提起しても、脅迫者がその者に対する訴訟また
は反訴を提起する権利を失うことにはならない。商標法は、同一目的物について登録商標
の所有者または登録した商標許諾使用権者が商標侵害訴訟を提起した後に、脅迫に関する
訴訟を提起することを禁じている178。
脅迫に関する訴訟を提起された者は、当該訴訟において自己を防御するために、出頭し、
反論し、証拠を提出する機会を与えられる。さらに、その者は、商標侵害または詐称通用
に関する反訴を提起することもできる。脅迫に関する訴訟は通知なしで提起することがで
き、一方的命令を求めることができるが、認められることは稀である。
（５）裁判管轄
商標侵害訴訟は、地方裁判所より下位の裁判所に提起することはできない。民事訴訟法
は、地方裁判所の定義に高等裁判所を含めている。さらに、商標法は、商標侵害訴訟を原
告すなわち登録商標の所有者または登録した商標許諾使用権者が居住または事業を営む地
域を管轄する地方裁判所に提起することを認めている。これは、訴訟を被告が居住もしく
は事業を営む地域または訴訟原因が発生した地域を管轄する裁判所に提起する旨を定めた
民事訴訟法第 20 条の例外規定である。
侵害と詐称通用の訴訟原因を併合した事件でも、この規定に依拠することができる。但
し、この規定は詐称通用のみに基づく事件では適用されない。

５．著作権
（１）著作権侵害
許諾を得ていない者が著作権者がよってたっているところの排他的権利に何らかの行為
をなした場合に、著作物の著作権が侵害されることとなる179。また、著作物を無権限で公衆
に伝達するためにある場所を使用することを認めた者も、その事実を知らず、そのような
伝達が著作物の侵害となると確信する合理的な根拠を有しなかった場合を除き、侵害の罪
となる180。さらに、著作物の違法複製物を販売もしくは賃貸のために作成し、販売し、賃貸
177

Dolphin Laboratories Pvt. Ltd. v Kaptab Pharmaceuticals AIR 1981 Calcutta 76、Lakshmi PVC
Products Pvt. Ltd. vs. Lakshmi Polymers, Shoranur 1992 PTC 255
178
Rajni Industries（前出）
179
第 51 条（a）（i）
180
第 51 条（a）（ii）
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に供し、業として陳列し、販売もしくは賃貸を申出でし、売買目的で頒布し、業としてイ
ンドで展示し、またはインドに輸入する場合は、著作権の侵害となる181。
「違法複製物」という用語の定義は、以下のような複製物等が著作権法の規定に反して
作成されたり輸入されたりした場合に、該当する。
① 文学的、演劇的、音楽的または美術的著作物については、映画フィルム以外の形式
によるその複製物
② 映画フィルムについては、何らかの手段で何らかの媒体上に作成されたその複製物
③ 録音物については、他の手段による他の録音物
④ 放送事業者または実演家の権利については、その番組または実演の録音物または映
画フィルム
Penguin Books v. India Book Distributors182では、デリー高等裁判所は、著作権者から
許諾を得ずに販売または売買目的で頒布するために書籍を輸入する者は、例えそれを購入
した国で当該著作物が著作権者から合法的に出版されている場合でも、または独占的利用
権を有する者から合法的に出版されている場合でも、その著作権を侵害すると判示した。
（２）侵害の例外
著作権法は、上記の一般原則に一定の例外を定めており、次の行為を含む。
a)

私的な研究、批評または論評のために、文学的、演劇的、音楽的または美術的
著作物（コンピュータ・プログラムを除く）を公正使用すること。

b)

コンピュータ・プログラムの複製物の合法的な所有者が当該プログラムを所定
の目的で使用するために、またはそのバックアップ・コピーを作成するために、
当該コンピュータ・プログラムの複製または翻案を作成すること。

c)

他のプログラムとの相互運用を目的とする情報を得るために必要な行為を実行
すること。但し、その情報が一般に入手可能でない場合とする。

d)

コンピュータ・プログラムの基礎にある考案および原則を見極めることを目的
として、当該プログラムの機能を観察、研究またはテストするために必要な行
為を実行すること。

e)

非商業的な私的使用のために個人が合法的に取得した複製物からコンピュー
タ・プログラムの複製または翻案を作成すること。

181
182

第 51 条（b）
AIR 1985 Del 29
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f)

時事問題の報道のために文学的、演劇的、音楽的または美術的著作物を公正使
用すること。

g)

司法手続きのために文学的、演劇的、音楽的または美術的著作物を複製するこ
と。

h)

公表された文学的または演劇的著作物の合理的な範囲の抜粋を公衆の面前で朗
読または暗唱すること。

i)

教育機関の使用を善意の目的とし、表題および発行者によるか、発行者に代わ
り掲載される広告にその旨が記載されており、公表されているがそれ自体は教
育機関の使用を目的として公表されたのではない、著作権の存続する文学的ま
たは演劇的著作物の短い一節を集めたもの（主に著作権のない内容で構成され
る）を発行すること。

j)

指導の過程で教師もしくは生徒によって、試験で解答すべき問題の一部または
そのような問題の解答として、文学的、演劇的、音楽的または美術的著作物を
複製すること。

k)

教育機関の活動の過程で当該機関の職員および学生が文学的、演劇的もしくは
音楽的著作物を実演すること、または映画もしくは録音物を実演すること。

l)

文学的、演劇的または音楽的著作物の録音物を作成すること。但し、著作権者
の許諾または同意を得て行われる場合とする。

m)

アマチュアのクラブまたは団体が文学的、演劇的または音楽的著作物を実演す
ること。但し、聴衆に対し無料で提供されるか、宗教団体のために行われる場
合とする。

n)

最新の経済、政治、社会または宗教関連の話題に関する記事を新聞、雑誌その
他の定期刊行物で複製すること。但し、記事の著作者が当該複製の権利を明示
的に留保していない場合とする。

o)

公衆の面前で行われた講演の報告を新聞、雑誌その他の定期刊行物で公表する
こと。

p)

公共図書館のために書籍の複製を 3 部まで作成すること。但し、当該書籍がイ
ンドで販売されていない場合とする。

q)

出版を目的とする調査または私的研究のために、図書館、美術館その他の機関
に保管されている未公表の文学的、演劇的または音楽的著作物を複製すること。

r)

建築著作物の絵画、図面、版画または写真を作成または公表するか、建築著作
物を展示すること。

s)

彫刻その他の美術的著作物の絵画、図面、版画または写真を作成または公表す
ること。但し、当該著作物が公共の場所に恒久的に設置されている場合とする。

t)

美術的著作物を映画フィルムに収めること。但し、当該収録が映画にとって付
随的なものに過ぎないか、当該著作物が公共の場所に恒久的に設置されている
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場合とする。
u)

著作者が自らは著作権を有しない著作物のために、金型、鋳型、スケッチ、設
計図、模型または試作を使用すること。但し、著作者が当該著作物の主たるデ
ザインを繰り返し行わないかまたは模倣しない場合に限る。

v)

建造物または構造物の施工の基礎となった建築図面または設計図面に従い、建
造物または構造物を再建すること。

w)

放送事業者が自己の放送のために自己の施設を使用して、自己が放送権を有す
る著作物を一時的に固定すること。

（３）救済措置
著作権侵害について利用できる救済措置は、次の通り大別して 3 種類ある。
① 民事上の救済措置：民事上の救済措置には、差止命令、損害賠償、不当利得返還お
よび違法複製物の引渡命令を得るために、裁判所で法的手続きを講じることなどが
ある183。
② 差止命令：差止命令は、他者の権利を侵害するおそれがあるか、侵害した者に当該
行為の開始または継続を禁ずるもので、著作権侵害事件において最も一般的に認め
られる救済である。
③ 損害賠償：損害賠償は、被告の侵害により原告が被った損失について原告を補償す
るために、頻繁に認められている。原告は、著作権の侵害184および転用185について
損害賠償を請求することができる。転用とは、所有者の法的権利に反する方法で商
品を取り扱うことをいう。原告が著作権侵害を証明できない場合は、転用に独立の
訴訟原因はない。
④ 不当利得返還：原告は、不当利得返還の請求を強く主張することができる。不当利
得返還命令は、不当に富を得ることを阻止するために認められるものである。不当
利得返還には、会計帳簿の検査および侵害物の販売により得られた利益の配分が必
要である。

183

1957 年著作権法第 55 条（1）
1957 年著作権法第 55 条
185
1957 年著作権法第 58 条
184
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（４）違法行為および罰則
1957 年著作権法に基づき付与された権利の故意の侵害またはその教唆については、同法
により一般に刑事上の救済措置を利用することができる186。同法には、禁固の期間および罰
金に関する規定がある。但し、裁判所は、理由を記録したうえで禁固刑を軽減する裁量権
を有している。一度ならず有罪となった者に対しては罰則が加重される187。同法にはさらに、
著作物の違法複製物を作成するために版を所持することについても刑事上の罰則規定があ
る188。違法複製物を作成するために版を所持することも、2 年を上限として禁固刑を科すこ
とができ、罰金も科す場合がある。
著作権法は、コンピュータ・プログラムの違法複製物を故意に使用することを犯罪とみ
なしている。必要最低限の禁固期間が定められているが、コンピュータ･プログラムが取引
または業務の過程で使用されたのでない場合は、禁固刑を科さない裁量的権限を裁判所に
認めている189。
虚偽であることを知りながら著作権登録簿に虚偽の記載をするか、虚偽の記載をさせ、
当該登録簿の記載事項の写しと称する書面を作成するか、これを作成させ、または証拠と
してその記載事項もしくは書面を提出するか、提出を支援するか、提出させることも、違
法行為である190。
著作権法は法人の責任の原則を取り入れており、この原則によれば、会社のみならず、
違法行為がなされた時点で会社の業務の遂行を担い、これに責任を負っていたすべての者
も、そのようになされた違法行為について責任を負わなければならない191。自己の知らない
うちに違法行為がなされたか、自己は違法行為を防止するために相当な注意をすべて尽く
したことを証明できる者は、罰則192を科されない。認識は違法行為の不可欠な要素である。
著作権侵害の場合、令状なしで侵害著作物の複製物をすべて押収する権限が警部補以上
の警察官に付与されている193。

186

1957 年著作権法第 63 条
1957 年著作権法第 63A条
188
1957 年著作権法第 64 条（2）
189
1957 年著作権法第 63B条
190
1957 年著作権法第 67 条
191
1957 年著作権法第 69 条
192
本章に記載
193
1957 年著作権法第 64 条
187
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行政上の救済措置
著作権登録官は、インド国内で作成されていれば違法複製物となるであろう著作物から
インド国外で作成された著作物の複製物について、調査を行ったうえで、インドへの輸入
を禁止する権限を有している194。この権限行使の目的上、著作権登録官または著作権登録官
から権限を付与された者は、著作物の違法複製物を捜索するために、船舶、ドックまたは
施設を立入検査することができる195。
（５）裁判管轄
1957 年著作権法には、著作権侵害に関する訴訟は管轄の地方裁判所に提起すべき旨の規
定がある。民事訴訟法は、地方裁判所の定義に高等裁判所を含めており、高等裁判所の管
轄権内の地域では、「地方裁判所」という用語は、第一審管轄権を有する高等裁判所を含む
ものと解釈されている196。さらに、著作権法は、著作権侵害訴訟を原告すなわち訴訟を提起
する者が居住または事業を営む地域を管轄する地方裁判所に提起することを認めている。
これは、訴訟を被告が居住もしくは事業を営む地域または訴訟原因が発生した地域を管轄
する裁判所に提起する旨を定めた民事訴訟法第 20 条の例外規定である。
商標侵害と著作権侵害に関する併合訴訟の場合、原告は、1957 年著作権法の裁判管轄権
の規定を自由に行使することができる。よって、1957 年著作権法の規定により、訴訟は、
原告の営業地域を管轄する裁判所で提起することができる197。
６．知的財産権行使の問題点
インドではクリエイティブ産業が成長を続けており、GDP に対する貢献度も年々高まって
いる。急速な成長および付加価値を生み出す大きな可能性にもかかわらず、この 10 年間、
この産業は、障害をもたらし、その成長・発展を鈍化させる海賊行為および模倣に悩まさ
れている。
海賊行為とは、ソフトウェア、音楽または映画であれば、著作権のある著作物の違法な
複製または送信であって、正規の創作物を損ない、クリエイティブ産業の成長を鈍化させ
る行為をいう。技術の急速な進歩は、その副産物として、インドにおいても海賊行為とい
う従来にない問題を激化させた。

194

1957 年著作権法第 53 条
1957 年著作権法第 53 条（2）
196
Penguin Books v. India Book Distributors, AIR 1985 Del 29
197
Tata Oil Mills v. Reward Soap Works, AIR 1983 Del 286
195
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（１）海賊行為および模倣の発生
インドでは、様々な先端技術を利用して、数多くの方法で海賊行為が行われている。そ
の中でも広く行われているのは、次の行為などである。
① エンドユーザーによる複製：エンドユーザーによる複製とは、個人または企業によ
るソフトウェアの無権限・無許諾の複製をいい、自己用であるか再販用であるかを
問わない。
② ハードディスク・ローディング：ハードディスク・ローディングとは、コンピュー
タ・システムのベンダーが販売前に違法なソフトウェア製品をコンピュータにイン
ストールする不正な慣行をいう。
③ 模倣：模倣とは基本的に、より大規模かつ精巧に行われるソフトウェアの海賊行為
をいい、ソフトウェアの海賊版業者は、海賊版が正規品に見えるように企図された
方法で特定製品の複製物を製造し、頒布している。
④ 不正流通：不正流通とは、当初は大量購入者、コンピュータ・メーカーまたは教育
機関に認められた特別割引ライセンスによるソフトウェア製品の違法な頒布であっ
て、そのようなライセンスを有しないか、それを受ける資格のない他の者に違法に
再頒布することをいう。
⑤ インターネット経由の頒布：インターネット経由の頒布は、第三者がダウンロード
（無償であるか、低額料金を請求されるかを問わない）のためにアクセスできるイ
ンターネット・サイト上に、ソフトウェア製品の複製物を置くことによって行われ
ている。
⑥ 法人エンドユーザーによる海賊行為：法人エンドユーザーによる海賊行為（ビジネ
ス環境における業務用ソフトウェアの不正使用）は、インドの大企業および中小企
業で広く行われている。
⑦ 卸売りおよび小売段階の海賊行為：卸売りおよび小売段階の海賊行為も、インドで
は広く行われており、ハードディスク・ローディング、海賊版ソフトウェアの即金
販売などがある。
⑧ 海賊版光ディスク／CD バーニング：空ディスク上に原著作物を複製することをいう。
ほとんどの場合、オリジナル・ディスクとはパッケージが異なる。音楽の場合は、
複数のアーティストを特集したミックス・テープ、コンピレーション CD などがある。
⑨ 劇場用映画プリントの窃盗：特に税関上屋で行われる、海賊版を作成するためのオ
リジナル映画プリントの窃盗をいう。
⑩ 信号の盗用：正式なライセンスを得ずに公衆に送信するために行う、放送信号（特
に有料チャンネルまたは周波数の信号）の盗用をいう。
⑪ ブートレグ：正式な許諾を得ずにライブ演奏、コンサートまたはラジオ・テレビ放
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送を記録することをいう。
⑫ 違法レンタル：正式なライセンスを得ずに商業目的でビデオ、オーディオカセット
またはディスクを貸し出すことをいう。
（２）権利行使の問題点
知的財産関連法、とりわけ著作権法および商標法は、海賊行為および模倣の問題に対応
措置をとっており、民事・刑事上の包括的な救済措置について定めている。所有者は、自
己の権利を侵害された場合、これらの救済措置を利用することができる。法の実体規定を
個別に見ると評価できる一方で、実務および施行のうえではいくつかの欠点が現れている。
上記の法律を施行する際に直面する問題は、次の通りである。
① 膨大な処理残を抱えている裁判所の一般的な状況から、圧倒的多数の事件において、
権利保有者は、侵害に関する民事訴訟で差止命令を得ることから先に進めない。訴
訟が長期に亘るため、所有者は、訴訟を取り下げるか、損害賠償および不当利得返
還の額で妥協し、侵害者と和解して問題を解決している。
② 原告は売上の逸失が被告の行為に直接起因することを証明しなければならないため、
損害額の確定は特に困難である。特にインドの業者の多くが適切な会計帳簿を維持
していないことを考えると、インドでは被告の得た利益を確定するのは困難である。
③ 上記の原則に基づく損害賠償額は裁判の最後に決定されるが、それには 8 年から 10
年も要し、裁判の最後に裁定される損害賠償額は訴訟費用とさえ釣り合わないほど
である。
④ 同様に、継続審理が行われないこと、審理の都度の証人および法執行機関の出席、
結果的に軽い罰金・刑罰となる初犯者に対する情状酌量などの刑事司法制度の問題
は、権利保有者が自己の権利を守る一助とならない。
⑤ 小規模な模倣および海賊行為は頻繁に手入れを受けるにもかかわらず、大規模な違
反を犯した者は往々にして罰を免れている。模倣および海賊行為を犯した者に対す
る有罪判決数は少ない。
⑥ 刑事事件における留置録の提出が往々にして遅れ、違法行為がなされた日から 3 年
の出訴期限をはるかに過ぎてしまうため、自然消滅している事件もいくつかある。
⑦ 裁判に至った刑事事件でも、証拠の扱い方が悪く、保管が不適切なために押収した
資料（コンピュータ、CD-ROM、フロッピ等）が損傷または紛失する場合が多い。
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（３）今後の改革
様々な業界のフォーラムや新規構想プロジェクトから政府に対し、著作権法とその施行
面の改革を行うよう提言がなされている。その一部を次に挙げる。
① 侵害事件の継続審理および迅速な処理を確保すること。
② 有罪判決を受けた違反者に最低 6 カ月の禁固刑を科すこと。
③ 関係著作権者に対する法定損害賠償の支払いを侵害者に義務付けること。
④ 特に著作権法において、インターネット海賊行為の問題に対処すること。
⑤ 著作権保護技術の回避の問題に対処し、特にそのような行為を刑事犯罪とすること。
⑥ 光ディスクに関する法律を制定すること。
⑦ 知的財産に関する違法行為の専門裁判所を設置すること。
⑧ ソフトウェア関連の違法行為に関する特別検察官を任命すること。
⑨ インターネット海賊行為に対処し、WIPO インターネット条約を批准すること。
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第３章
詐称通用

１．詐称通用とは
詐称通用はコモンロー上の不法行為の一種で、この概念に基づいて、一般に標章や名称、
体裁（get up）等によって象徴される企業のグッドウィル（信用、のれん）が保護される。
詐称通用訴訟は、侵害訴訟に加えて別に利用できる救済措置である。詐称通用は業者によ
る不実表示に関係し、それによって他の業者のグッドウィルが損害を受ける。詐称通用は
商標法では規定されておらず、詐称通用に関する法は判例法に基づいている。商標法は詐
称通用に対して利用できる救済措置について定めるのみである。詐称通用訴訟の利点は、
インドでの不正使用から保護するために、商標所有者の商標がインドで登録される必要が
ないことである。詐称通用訴訟は、対象となる商標のインドにおける先使用、および／ま
たはインドにおける商標所有者のグッドウィルや名声の存在もしくは当該商標のインドに
おける周知の地位に基づいて行うことができる。商標権の侵害に対しては、商標の登録お
よび商標法により付与される排他的権利に基づいて制定法上の保護を受けられるが、詐称
通用に関する判例法は、その使用によりグッドウィルおよび名声を得ている未登録商標の
所有者を保護する。
第 27(2)条は、「本法のいかなる規定も、商品もしくはサービスを他人の商品もしくは他
人により提供されたサービスと詐称通用させる者に対する訴訟を提起する権利またはそれ
に関する救済措置に影響を及ぼすものではない」と定めている。
詐称通用は、何人も自己の商品または営業を他人の商品および営業と表示することはで
きないという原則に基づいており、かかる表示が標章、名称（「名称」とは、それを付し
て営業または取引が行われ、またはサービスが提供される名称をいう）、標識、記号、図
形を使用したものか、体裁またはトレードドレスの模倣など他の方法によるかを問わない。
商品の体裁は、パッケージ・容器の大きさ・形状、ラベル、包装等、商品が公衆に提供さ
れる際のドレスや書体からなる。これには、ラベルの色彩や装飾、ラベルにおける様々な
特徴の配置が含まれる。但し、使用上の価値を有するものは物品の体裁には含まれない。
容器の形状や色彩は、特定の者の製品と関連づけられ、その者の製品であることを意味す
るようになる。原告は、被告が模倣した体裁がもっぱら自己の商品と関連づけられるよう
になっており、被告の体裁が混同および誤認を生じさせる惧れのあることを立証しなけれ
ばならない。
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詐称通用に関しては英国のコモンローを全面的に取り入れているため先例が尊重され、
インドの裁判所はそれらに依拠している。
詐称通用という不法行為の概念は何年もの間に拡大し、現在では自己の商品を他人の商
品と表示することのみならず、営業、サービス、職業、非営利活動にも適用される。詐称
通用に関する判例法は、競業者が既に獲得した名声の利益を、虚偽のまたは誤認を生じさ
せる表示（devices）を用いて自らが得るという不正競争行為から業者を保護するまでに発
展してきた。この種の不法行為における基本的な争点は、被告の行為が公衆に被告の営業
を原告の営業と誤認させるようなものか、あるいは両者の営業活動に混同を生じさせるも
のかどうかである198。
今日では商号が商標の代わりとなることは十分認められており、企業の名声やグッドウ
ィルは商号に付随することが多く、商号は裁判所によって保護される。運送会社、保険会
社、銀行、修理業者、清掃業者等、専門的なサービスを提供する企業や会社がこうした分
野に該当する。この分野では、ある会社の名称が何らかの商品または営業に関して名声を
得ている場合に、他人が類似の商品または営業について類似の名称を後から採用したとき
は、差止命令によってその者がその名称で営業することを禁止できると判断されている。
ドメイン名も商標として保護されると判断されており、インドでは裁判所が詐称通用に
基づいてドメイン名を保護した判例が多数ある。

２．詐称通用の基本的要素
詐称通用の基本的特徴は、次の通りである。
① 原告の商品またはサービスは市場でグッドウィルおよび名声を得ており、一定の識
別性のある特徴によって知られていること
② 被告が提供する商品またはサービスを原告の商品またはサービスと公衆に誤認させ
る、または誤認させる惧れのある、被告による不実表示（意図的か否かを問わない）
があること
③ 被告の不実表示から生じた誤認によって原告が損害を被ったか、被る惧れがあるこ
と

198

Ellora Vs Banarsi Das AIR 1980 Del 254
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詐称通用訴訟において立証すべきは、被告の商品がそれらによって表示され、構成され、
または記載されているために一般的な購入者を誤認させ、被告の商品を原告の商品と誤認
させることが予想されるということであり、詐称通用訴訟の基礎を成すのは誤認または混
同を生じさせる惧れであるとの判断がデリー高等裁判所199により示されている。原告は、詐
欺についても、ある者が実際に詐欺的であったことや原告が実際に損害を被ったことにつ
いても立証する必要はない。
裁判所は、詐称通用訴訟の目的はグッドウィルを保護するだけでなく、購入者が食い物
にされないようにし、不正な取引を防止することにあるとも述べている。Horlicks Limited

v. Kartick Sudhakan 2002 (25) PTC 126 (Del)では、裁判所は、被告が「HORLICKS」の商
標とラベルをキャンディーに使用することを禁止し、被告に原告の許諾を受けていない問
題の商標の使用を認めれば、原告は被告の行為と不正使用から生じる結果に常に直面する
惧れがあるとの判断を示した。
商標法に基づく標章や名称の登録は詐称通用訴訟の維持に必要ではなく、詐称通用の基
本的要素が立証されれば、未登録であるから勝訴できないということはない。同様に、商
標の登録は詐称通用訴訟では抗弁とならない。

３．グッドウィル（信用、のれん）
詐称通用訴訟では、不実表示によって害される惧れのあるグッドウィルが保護される。
グッドウィルの性質については様々な事例で議論されている。どの範囲を指すかについて
厳密な定義は与えられないが、ある判例での意見がその概念を理解する手助けとなろう。
「グッドウィルとは何か？（中略）グッドウィルとは、企業の名声、評判、得意先などの
利益である。これは、顧客を引き寄せる力である。グッドウィルは、老舗企業と新興企業
とを識別するものである（中略）グッドウィルは、その影響がどれほど広がったとしても、
その源泉に顧客を引き寄せるだけの力がない限り、価値がない。200」Black's Law Dictionary
では「グッドウィル」を「営業の場所に関連してか、その名称に関連してか、営業上の利
益を伴うその他のものに関連してかを問わず、その所有者が営業を続ける中で獲得したあ
らゆる利益（positive advantage）を包含する」と定義している。
財産権の対象としてのグッドウィルは企業に付属するもので、グッドウィルの侵害は、
売上の減少、信用を害するような関連付け、企業の名声の悪用、同一または類似の標章、
199
200

Ellora Industries Vs. Banarsi Das Gupta AIR 1980 DEL 254
Commissioners of Inland Revenue v. Miller, (1901) AC 217
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名称、体裁またはトレードドレスの使用によるその他の不正取引等、様々な形態をとる。
詐称通用訴訟を提起できる権利の根拠は、被告の行為はその提供する商品またはサービス
が実は原告の商品またはサービスであると公衆を誤認させる惧れがあることである。その
場合に侵害されたとされる財産は、標章や名称、商品の表示ではなく、標章や名称、体裁、
トレードドレスを使用した特定の営業活動から生じる企業のグッドウィルである。従って、
詐称通用訴訟は、何らかの営業または取引活動が実際に損害を受ける可能性がある場合に
成立する。原告は、顧客や公衆が被告の活動と関連付けるようになる営業を行っているこ
とを立証しなければならない。
詐称通用訴訟では、原告は、問題になっている商標の使用とその広告宣伝の証拠を提示
することによって、公衆またはある階層の公衆から見れば原告の商標、名称または体裁は
原告の商品および営業を識別できること、ならびに原告の商標に伴うグッドウィルおよび
名声を得ていることを立証しなければならない。
原告は、被告の行為（不実表示）が原告のグッドウィルおよび名声を害する、または害
する惧れのあることも立証しなければならない。損害または損害を被る惧れのあることは
詐称通用訴訟の基礎であるが、訴訟維持のために損害を立証する必要はない。しかし、原
告は、被告の行為によって損害を被る合理的な可能性のあることを示さねばならない。被
告の行為はその商品を原告の商品と詐称通用させることになると立証されれば、被告の行
為の当然の結果として原告の営業に損害を与えると推定される。

４．国際的名声
理論的には、詐称通用訴訟を維持するために原告は詐称通用を訴える法域における自己
のグッドウィルおよび名声を立証しなければならない。しかし、判例を通じて国際的名声
の原則がインドの裁判所で十分認められており、現在では、原告が実際にはインドで営業
していない、または取引活動がない場合でも、商標を付した原告の商品またはサービスが
国際的名声を得ており、その名声がインドまで浸透していることを原告が立証できさえす
れば、詐称通用訴訟は維持できることが十分立証されている。国際的名声は、以下の証拠
を提示することによって立証できる。
① 世界売上高
② 多数の国への進出、営業の範囲と地理的範囲
③ 当該標章の全世界広告費
④ インドで発行され、問題の標章の広告を掲載している国際的な定期刊行物または雑
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誌、業界誌
⑤ 外国を訪れたインド人旅行者に販売したことを示す証拠
⑥ 複数の国で当該標章が採用されたことを示す複数の法域での国際登録数
⑦ インドでアクセス可能なウェブサイト上の広告
⑧ 当該標章が著名・周知商標またはサービスマークと判断された他の国の判例
⑨ インドの業者・商社がフランチャイズまたは合弁事業の提携に関して行った引き合
い;
⑩ 関連する問題についてインドの顧客または個人から受け取った手紙
⑪ インド国内の展示会または見本市への当該企業の参加
要するに、原告は、その商品またはサービスが国際的名声およびグッドウィルを得てい
ること、外国に行ったインド人旅行者がその商品を購入し、インドに持ち込んだこと、
インドで発行されている国際誌に当該商品またはサービスの広告が掲載され、多くの潜在
顧客が当該誌を購読し、またはその広告を見ていること、被告が問題の商標の採用に関し
て納得のいく説明をしていないことを立証しなければならない。
現在インドでは、裁判所は周知商標を不正使用から保護しており、また国際的名声は詐
称通用訴訟において認められているという判例の明らかな流れがある。事実、Daimler Benz

Aktiegesellschaft v. Hybo Hindustan AIR 1994 Del 239 では、デリー高等裁判所は、信
用毀損行為による周知商標の希釈化について検討し、「BENZ」の商標を下着に使用すること
を禁止した。
In Whirlpool Co. Vs N. R. Dongre 1996 PTC 415 (Del)では、裁判所は国際的名声に関
する幾つかの事例に言及する中で「これらの事例では、他国で取引または営業する業者の
名声は、当該業者が全く営業を行っていなかった国まで及び得ることが認められた。業者
の国際的名声は、広範な広告宣伝活動に基づくものである。そのような業者は、自己の名
声を守るため、取引を行っていなかった地域の裁判所で差止命令を得ることができる。製
品とその商品名は、地理的地域の物理的境界を越え、商品の輸入によるのみならず、その
広告によっても国際的な、または海外もしくは域外での名声を獲得する。外国業者の商品
とその商標に関する知識や認識は、商品が市場に出ておらず、従って販売されていない場
所においても得ることができる」との見解を示した。
国際的名声が確立している場合は、原告の国際的名声を利用しようとする被告の行為が
重要となり、一部の事例では裁判所が差止命令を付与する際の決め手となっている。詐称
通用訴訟において、被告の行為が被告は原告の商標の地位および名声を認識していたにも
拘わらず、自己の商品またはサービスに同一または類似の商標を採用したことを示す場合、
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裁判所は、比較的容易に介入し、被告の行為を禁止する。無論、被告は、国際的名声を有
する商標と同一の商標を採用した理由を示さねばならない。Time Warner Entertainment v.

A.K. Das Das (1997) IPLR 331 では、被告は原告との合弁事業プロジェクトの締結を求め
ており、被告が原告の商標の地位および名声について認識していたことは明らかであった。
このようなグッドウィルや名声の確立に関する基準日は、被告が違法な商標または名称
を採用した日より前の日である。原告は、グッドウィルに係る財産的権利を享受している
こと、および被告の使用日の時点で商標、名称または体裁が識別性を有することを示さな
ければならない。

5. 混同および誤認を生じさせる惧れ
詐称通用に関する訴訟が商標、名称または体裁の類似性に基づく場合、商標比較の原則
が適用される。類似性とは何かについての一般原則はなく、個々の状況を参酌して事案が
処理される。類似性の問題を判断するに当たり，以下の要因が検討される。
① 依拠する名声の性質および範囲
② 商標が語からなる商標か、ラベル商標か、結合商標かという商標の性質
③ 称呼、外観、または観念上の類似性など商標間の類似度
④ 商標が使用される商品の性質
⑤ 競業者の商品の性質、特徴および性能の類似性
⑥ 商品の需要者層
⑦ 商品の購入方法または注文方法
⑧ 関連がありそうなその他の状況
詐欺的な意図は訴訟原因の必要な要素ではないが、混同または誤認を生じさせる惧れの
有無を判断するに当たり、裁判所が、被告は詐欺的な意図をもって行動したと立証される
か否かを重視する場合もある。

６．事業分野
原告と被告が同一分野で取引しているか、異なる製品やサービスを取引しているかは重
要でない。被告が全く別の製品を扱っている場合でも詐称通用に関する訴訟で勝訴してい
る。詐称通用は同一業種の競業者が関係する状況に限定されるのではなく、被告の営業と
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原告の営業との関連性を示唆する場合も含むとした先例が多数ある。

Daimler Benz Aktiegesellschaft Vs. Hybo Hindustan AIR 1994 Del 239 では、原告は
有名な自動車メーカーで、「BENZ」の商標と三つ星の図形の所有者であった。デリー高等裁
判所は、当該商標と図形を下着に使用することを被告に禁止した。

Honda Motors Co. Ltd Vs. Charanjit Singh 2003 (26) PTC 1 (Del) では、裁判所は自
動車および発電機に使用されている原告の「HONDA」の商標は国際的なグッドウィルと名声
を得ており、原告の製品を識別できるものになっていると判断した。被告が圧力鍋に同一
商標を使用したことは、公衆に被告の営業および商品を原告の営業および商品と誤認させ
る惧れがある。被告に対する暫定的差止命令が認められた。裁判所は、被告は別の製品を
扱っているのであるから混同または誤認を生じさせる惧れは全くないとの主張を退けた。

Aktiebolaget Volvo v Volvo steels Ltd 1998 PTC 47 (Bom) では、ムンバイ高等裁判
所の合議体（Division Bench）は建設業で使用する鉄筋を作るために使用される鋼塊の製
造を被告に禁止した。原告は、自動車、航空機および船舶用エンジン事業に携わる Volvo
グループと呼ばれる多国籍企業だった。
同様に、United Distillers Plc V Jagdish Joshi では、裁判所は「Johnnie Walker」と
して知られた原告の商標を使用した噛みタバコの販売を被告に禁止した。

Ciba Geigy Ltd Vs Surinder Singh 1998 PTC 545 Del では、原告は歯ブラシおよび歯磨
きの有名メーカーで、「CIBA」および「CIBACA」の商標の所有者であった。裁判所は、被告
が「CIBACA」の商標を自動車用フィルターに使用することを禁止した。被告は、当該商標
の採用に関して一切説明しなかった。裁判所は、全く別の商品の場合でも混同および誤認
を生じさせる惧れがあると判断した。

７．インドの裁判所における先例
ある者が自己の商品または営業を他人の商品または営業と表示する方法は様々で、全く
の虚偽表示、競業者の商標と同一または模倣した商標の採用、競業者の名称の重要な部分
の採用、ある業者が使用するラベルの体裁や配色の複製、商品の意匠または形状の模倣、
あるいは競業者の商品または営業を指すものとして市場で知られている語または名称の採
用等がある。以下に示すのは詐称通用訴訟で勝訴した例である。
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（１） 文字商標

Rawal Industries Vs. Duke Enterprises 1983 IPLR 121
原告は自動車用のオイルシールおよびサスペンション・ラバー・ブッシュ事業を行って
おり、「DUKE」の商標を広範に使用していた。被告は、差止命令により自動車用の絶縁ケ
ーブルに「DUKE」の商標を使用することを禁止された。

Bata Vs. Pyarelal AIR 1985 All 242
BATA」の商標は、インドでブーツおよび靴に広範に使用されていた。被告は、
「Bata Foam」
をマットレス、ソファ、クッション等に使用することを禁止された。

CEAT Tyres Vs. Jai Industrial 1991 IPLR 77
CEAT」の商標は原告がタイヤに使用していたものである。裁判所は、差止命令により
「CEAT」の商標をファンベルト、V ベルトに使用することを被告に禁止した。

Alfred Dunhill Ltd. Vs. Kartar Singh Makkar 1999 PTC 294 (Del)
「DUNHILL」の商標はタバコ製品および関連する高級品に関して世界的な名声を得ていた。
被告は、「DUNHILL」の商標を繊維製品に使用することを禁止された。

Bajaj Electricals Vs. Metals & Allied Products AIR 1988 BOM 167
原告は、インドでは一般的な姓である「BAJAJ」を家庭用電気製品および台所用品に使用
していた。被告は、「BAJAJ」を家庭用品に使用することを禁止された。
（２） 原告の商標を含む被告の名称

Globe Super Parts Vs. Blue Super Flame AIR 1986 Del 245
原告は、「SUPERFLAME」の商標を付してガスレンジを販売しており、当該商標はインド
で名声を得ていた。被告は、「BLUE SUPER FLAME」という商号を採用し、同一製品の販売
を開始した。裁判所は、被告が「BLUE SUPER FLAME」をその商号に使用することを禁止し
た。

International Business Services Group (P) Ltd. Vs. IBS Technologies Pvt. Ltd. 2000
PTC 595 (Mad)
原告は、コンピュータソフトウェアの開発サービスに「IBS」の商標を使用し、グッドウ
ィルおよび名声を得ていた。裁判所は被告に対し、差止命令により類似のサービスについ
て商号に「IBS」の文字・標章を組み入れ、使用することを禁止した。
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（３） 非営利組織

International Association of Lions Club Vs. National Association of Indian Lion 2002
(25) PTC 84 Bom
高等裁判所は、Lions Club が何十年も存在する国際組織であることは誰でも知っている
場合に被告のクラブ名に「LION」の語を使用する正当な理由はなく、被告の組織名に「lion」
の語を使用することは、被告の組織を原告の組織と詐称通用させる意図を示すものである
と判断し、被告にその使用を禁止した。
（４） 体裁・トレードドレス・商標ラベル中の美術的著作物・商品の外観・外形・物品の
形状

Nestle vs. Doshi AIR 1939 Cal 466
原告は「IDEAL」の商標のもと、識別性を有するラベルを容器に付してミルク製品を販売
し、名声を得ていた。被告は、「CORDIAL」の商標および類似ラベルの使用を禁止された。

Anglo Dutch Paints Vs. India Trading House AIR 1977 Del 41
原告は、識別性を有する配色、体裁および「1001」という数字を含むその他の特徴を伴
う容器に入った塗料を販売していた。裁判所は、「9001」という数字を伴う、原告の容器
と事実上同一の容器に入れた同一製品の販売を被告に禁止した。

Glaxo Vs. Samrat AIR 1984 Del 265
原告は、「GLAXOSE」の商標を使用した識別性を有する箱入りのグルコース粉末を販売し
ていた。被告は原告の箱の体裁の様々な特徴を複製しており、裁判所はその使用を禁止し
た。

Camlin Vs. National Pencil 1989 IPLR 215
原告は、識別性を有する配色および体裁の鉛筆を製造、販売していた。使用された商標
は異なるものであったが、被告は配色および体裁の複製を禁止された。

Richardson Vicks Vs. Vikas Pharmaceuticals 1990 IPLR 44
被告は、原告のラベル、その配色、体裁を複製した。原告のラベルには「VICKS VAPORUB」
の商標も含まれていた。被告の製品に使用された「VIKAS PACORUB」の商標自体は類似する
ものではなかったが、被告はラベルの使用を禁止された。

William Grant Vs. McDowell (1994) FSR 690 (Del)
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被告は、原告のシングルモルトウィスキー用の「GLENFIDDICH」というラベルの本質的特
徴を複製し、当該ラベルおよび虚偽の取引表示の使用を禁止された。
（５） 商号

Montari Industries Ltd. Vs. Montari Overseas Ltd. 1995 PTC 399
原告は「MONTARI」の商標を商号の一部に使用し、識別性を獲得していた。被告は当該商
標を商号の一部に使用することを禁止された。合議体はこの判決を支持した。

Dolphin Laboratories Ltd Vs. Arun Kumar Bansal 1996 IPLR 43 (Del)
原告は「DOLPHIN」の商号により医薬品業界でグッドウィルおよび名声を得ていた。被告
は、同一分野において商号の一部に「DOLPHIN」の語を採用し、株式発行による市場からの
資金調達を計画した。被告は商号の一部に「DOLPHIN」の語を使用することを禁止され、市
場からの資金調達の計画も中止された。
（６） ドメイン名

Yahoo Inc Vs. Akash Arora 1999 PTC 201 (Del)
原告は有名な検索サイトで、商標およびドメイン名に「YAHOO」を使用しており、この名
称は当該サービスに関して名声を得ていた。被告は、インターネットサービスに関する商
標およびドメイン名に「YAHOOINDIA.COM」を使用することを禁止された。ドメイン名は商
標と同じ役割を果たしており、従って商標と同等の保護を受けることができ、たとえイン
ターネット利用者が教養人でも、不慣れな利用者である場合があり、インターネットの類
似サイト名によって混同を生じる可能性があるとの判断が示された。

Rediff Communication Ltd Vs. Cyberbooth 2000 PTC 209 (Bom)
原告は「REDIFF.COM」のドメイン名を使用する有名なインターネットサービスプロバイ
ダであった。被告は、「RADIFF.COM」を自己のドメイン名に採用し、当該ドメイン名の使用
を禁止された。

Aqua Minerals Ltd Vs. Promod Borse 2001 PTC 619 (Del)
原告はボトル入りミネラルウォーターの有名メーカーで、製品に「BISLERI」を使用して
いた。被告は「BISLERI.COM」というドメイン名の使用を禁止された。

Info Edge (India) (P) Ltd Vs. Shailesh Gupta 2002(24) PTC 355 (Del)
原告は有名なジョブサイトで、「NAUKRI.COM」として知られていた。被告は、その名称が
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原告のドメイン名と称呼上類似するとの理由から「NAUKARI.COM」の使用を禁止された。

８．詐称通用に関する法的手続き
詐称通用に関する訴訟は、裁判所に提起することができる。詐称通用を訴訟原因とする
法的手続の開始および救済措置に関する手続は、侵害の場合と同様である。これについて
は第Ⅱ章で詳しく述べた。

９．詐称通用における抗弁
詐称通用訴訟では「使用の差止を求めている商標、名称、体裁その他の象徴は原告の商
品または営業を識別することができない」、「原告は訴訟提起の遅滞、禁反言、黙認およ
び消滅時効のために救済を受けることができない」、「原告の商品または営業は被告のそ
れとは全く別であり、混同および誤認を生じさせる惧れは全くない」、「被告は訴えられ
ている商標、名称、体裁その他の象徴を同時使用する権利を有する」など、被告から様々
な抗弁が出される可能性がある。
誠実な業者が自分自身の名称を使用できないということはないだろう。しかし、その使
用が結果的に詐称通用ということになると、使用を禁止される可能性がある。原告が自己
の商標または名称は使用による識別力を獲得し、自己の商品または営業を意味するように
なっていることを十分立証できる場合は、被告の意図がどうであれ、被告による当該商標
および名称の使用が原告のそれと混同の惧れがあるか否かの判断は裁判所に委ねられる。
詐称通用訴訟において商標または名称の同時使用は有効な抗弁となり得るが、被告が十分
な証拠書類によってそのような使用を立証できる場合に限られる。
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第４章
技術移転/ライセンシング

１．技術移転・ロイヤリティー支払いに関する政府規則
インドにおける技術協力契約は、インド準備銀行（RBI：Reserve Bank of India）およ
び監督諸機関が発する通達と政策によって規制されている。
（１） 技術協力の方法
外国技術協力契約によるノウハウ導入は、次のいずれかにより認可される。
① 自動認可ルート（政府の事前認可不要）
② 政府の事前認可
（２） 許可される支払方法
自動認可ルートおよび政府認可ルートによる認可を受けることのできる支払いは、技術
ノウハウ料、デザイン・図面料、エンジニアリングサービス料、ロイヤリティーの支払い
である。
外国人技術者の雇用、インド人技術者の海外派遣および国産原材料・製品・国内開発技
術の外国でのテストに対する支払いは RBI の他の手続・規則の適用を受け、外国技術協力
の認可の対象ではない。同様に、設備機械と原材料の輸入に対する支払いも外国技術協力
の認可の対象ではない。
（３） 支払条件
インド準備銀行は、以下の制限を条件としてインド企業による支払いを自動認可により
承認する。
① 一括払いは 200 万 US ドル未満とする。
② ロイヤリティーの支払いは、国内売上の 5%および輸出額の 8%まで、または 10 年間
の支払合計が売上の 8%。ロイヤリティーの支払期間に制限はない。
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上記のロイヤリティー限度額は税抜き額で、標準的な条件に従って算定される。自動認
可ルートの対象となる支払いは、インド企業における外資出資比率に関係しない。
（４） 商標またはブランド名に関するロイヤリティーの支払い
インド準備銀行の規則によれば、技術移転を伴わない外国の技術協力者の商標およびブ
ランド名の使用に対して外国企業に支払うロイヤリティーは、輸出額の 2%および国内売上
の 1%までに制限されている。この限度内であれば取引は自動認可される。すなわち、特別
な政府認可を必要としない。諸規則により、ブランド名または商標に関するロイヤリティ
ーは、正味売上高に対するパーセンテージで支払わねばならない。正味売上高とは、総売
上高から代理店またはディーラーの手数料、輸送費（海上運賃、保険料、関税、税金その
他の費用を含む）および外国ライセンサーまたはその子会社もしくは関連会社から輸入し
た原材料費、部品代、コンポーネント代を差し引いたものである。
（５） 商標またはブランド名を含む技術移転に関するロイヤリティー
技術移転に関するロイヤリティーの支払いには、外国の技術協力者の商標およびブラン
ド名の使用に対するロイヤリティーの支払いが含まれる。このような外国技術契約の自動
認可の申請は、関係する RBI の地域事務所に書式 FT（RBI）により提出する。書式 FT の提
出に関して手数料は不要である。
（６） 政府の認可
産業振興政策局（DIPP：Department of Industrial Policy and Promotion）のプレスノ
ート 1 号（2005 年）は、インドでの外国技術協力に必要な政府認可の範囲について説明し
ている。政府の認可は、外国投資家が「同一」分野において既存の合弁事業または技術移
転契約もしくは商標契約を有する場合に限り必要とされる（技術協力の案件の場合はプロ
ジェクト認可局（PAB：Project Approval Board）から、資本・技術協力の案件の場合は外
国投資促進委員会（FIPB：Foreign Investment Promotion Board）から）。その場合、新
規案件が既存の合弁事業または技術契約もしくは商標契約のパートナーまたは利害関係者
の利益を損なわないことを政府に対して証明しなければならない。外国投資家または技術
提供者もインド側のパートナーも、政府が納得するように新規案件の正当性を証明するこ
とが重要である。
外国投資家が「同一」分野で合弁事業または技術移転契約もしくは商標契約を有してい
ても政府の事前認可を必要としない場合がある。これに該当するのは次のいずれかである。
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① インド証券取引委員会（SEBI：Security and Exchange Board of India）に登録さ
れたベンチャーキャピタルファンドによる投資の場合
② 既存の合弁事業に対するいずれかの当事者の出資比率が 3%未満の場合
③ 既存の合弁事業または技術協力が休止状態（defunct or sick）の場合
2005 年 1 月 12 日以降に締結の合弁事業は、パートナーの一人が「同一」分野において別
の合弁事業または完全所有子会社の設立を希望する場合、合弁事業のパートナーの利益を
保護するため「利益相反」条項を含める。
上記の規則は、部門別の政策に従う。
自 動 認 可 ル ー ト の 対 象 で な い 外 国 技 術 協 力 の 案 件 は 、 産 業 振 興 政 策 局 （ DIPP ：
Department of Industrial Policy and Promotion）の PAB が審査する。この場合、申請書
は書式 FC-IL により産業援助局（SIA：Secretariat for Industrial Assistance）に提出
する。資本・技術協力の案件については、申請書を FIPB に提出しなければならない。申請
書の提出に関して手数料は不要である。

２．営業秘密および機密情報
営業秘密または機密情報は、インドでは特定の法律によって保護されているものではな
い。しかし、インドは TRIPS 協定の署名国であり、同協定第 39 条では開示されていない情
報が保護される。インドの裁判所は、イギリスのコモンローとそれに基づく判例をもとに
機密情報の保護についての判例法を形成してきた。
（１）機密情報
何らかの情報について契約で機密扱いを義務付けている限り、契約の適用によって、当
該情報の機密性に関係なく、その情報は機密情報として取り扱われる。裁判所は、契約を
欠く場合には機密情報を次のように言うことができると補足している。

「機密の情報は、契約の場合は別として、当該情報について必要な機密性を有していなけ
ればならない。すなわち、当該情報は、公有に帰しているものおよび公知のものであって
はならない。一方で、誰でも利用できる資料に基づいて作成者が行った作業の成果である
（中略）機密文書を入手することは十分起こり得る。しかし、それを機密にするのは、当
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該文書の作成者が知恵を絞り、同じ過程を経た者にしか生み出し得ない成果を生み出した
からである。」201
商取引の場における機密情報は、以下の 4 要素を満たす情報として示されている。202
① その情報は、所有者が当該情報の公開は自分に不利となる、または競業者その他に
有利となると確信する情報でなければならない。
② 所有者は、その情報が機密または秘密である、すなわち、公有に帰していないと確
信していなければならない。情報所有者の競業者の一部または全部がその情報をす
でに入手している場合もある。しかし、所有者がその情報を機密であると確信する
限り、所有者は当該情報の保護を図ることができる。
③ 前2項における所有者の確信は、合理的でなければならない。
④ 情報は、関係業界の慣習および慣行に照らして判断しなければならない。
（２）機密情報の保護
１） 契約上の保護
情報開示者が情報受領者に守秘義務を課す場合、契約法の適用により当該情報を保護す
ることができる。非開示契約または守秘義務契約によって保護されている機密情報の開示
に対しては、契約違反の訴訟により救済を求めることができる。
インド契約法の規定は、契約上の守秘義務の例外を定めている。同法第27条は、何人に
対しても種類の如何を問わず合法的な職業、取引または事業を行うことを制限する契約は、
その範囲において無効である旨定めている。従って、従業員が雇用中に得た知識・経験を
活用することを禁止した契約は、取引を制限する契約であり、その範囲で無効となる203。

201

Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. Ltd. (1948) 65 RPC 203, p.213; Zee
Telefilms Ltd. and Film and Shot and Anr. v. Sundial Communications Pvt. Ltd. and Ors. （ムンバイ高
等裁判所、2003 年 3 月 27 日、第 11 パラグラフ）において依拠
202 Thomas Marshal (Exports) Ltd. v. Guinel, (1978) 3 All ER 193, pp.209-210; Zee Telefilms
Ltd. and Film and Shot and Anr. v. Sundial Communications Pvt. Ltd. and Ors. （ムンバイ
高等裁判所、2003年3月27日、第19パラグラフ）において依拠
203

Sandhya Organic Chemicals Pvt. Ltd. V. United Phosphorus Ltd. And Another（グジャラート高等裁
判所、1997 年 2 月 2 日）
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２） エクィティ（正義、公平）原則上の保護
機密性のある情報は、イギリスのエクイティの原則と信義則によっても保護される。コ
モンローでは、当事者間に契約関係がない場合も守秘義務は存在すると判断されている204。
エクイティの原則では、極秘に情報を受領した者は当該情報を不正使用しないことが求め
られる205。原告は、守秘義務違反に依拠して訴える場合、以下の3要素を立証しなければな
らない206。
① 当該情報に機密性があったこと
② 当該情報は守秘義務を課す状況のもとで伝達されたこと
③ 情報伝達者（すなわち、原告）に不利となるような当該情報の不正使用があったこ
と
上記の原則は、インドでも適用される。
３） 救済措置
守秘義務違反に対する救済措置は、裁判所への民事訴訟の提起と以下の救済を得ること
である。
① 本案的差止命令または暫定的差止命令（当該情報を機密にしておく必要がある一定
の期間まで）
② 損害賠償
③ 不当利得の返還

204
205
206

Talbot v. General Television Corporation Pvt. Ltd., reported in (1981) RPC 1 (at paras 8-9)
Seager v.Copydex Limited 1967 RPC 349, p. 368
前出注 4
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付属資料
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1―1.

商標局の所在地

1

3
2

4

5
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所在地および管轄地域

1

161

2

3

商標局

管轄地域

所在地

担当者

デリー支局
デリー首都圏

ジャム・カシミール州、パ
ンジャブ州、ハリヤナ州、
ウッタルプラデシュ州、ヒ
マチャルプラデシュ州、デ
リー連邦直轄地、チャンデ
ィガル連邦直轄地

Trade Marks Registry,
Intellectual Property Bhavan,
Plot No. 32, Section 14,
Dwarka, Delhi

•

アルナチャルプラデシュ
州、アッサム州、ビハール
州、オリッサ州、西ベンガ
ル州、マニプール州、ミゾ
ラム州、メガラヤ州、シッ
キム州、トリプラ州、ナガ
ランド州、アンダマン・ニ
コバル諸島連邦直轄地

Trade Marks Registry,
CP-2, Sector V, 5th floor,
I.P.Bhavan, Salt Lake,
Kolkata-700091
テレファックス: 033-23677311

コルカタ支局
西ベンガル州

アーメダバード支局
グジャラート州

グジャラート州、ラジャス
タン州、ダマン・ディウ連
邦直轄地、ダドラ・ナガル
ハベリ連邦直轄地

•
•

電話: 011-28082915/ 16
FAX: 011-28082917

Trade Marks Registry,
15/27 National Chambers,
1st Floor, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009.
電話: 079-26580567

•
•

•

•

•

Shri. D. S. Bansod,
Deputy Registrar of Trade Marks
Shri. Amar Prakash,
Deputy Registrar of Trade Marks
Shri. G. L. Verma,
Assistant Registrar of Trade Marks

Shri. M. H.Mahendra,
Joint Registrar of Trade Marks
Shri. S. B. Palo,
Senior Examiner of Trade Marks

Shri. Dharam Singh,
Assistant Registrar of Trade
Marks
Smt. Prem Lata,
Assistant Registrar of Trade
Marks
Shri.V.S.Parab,

商標局

管轄地域

所在地

担当者
Senior Examiner of Trade Marks

4

ムンバイ本局
マハラシュトラ州

マハラシュトラ州、マドヤ
プラデシュ州、ゴア州

Trade Marks Registry,
(Head Office)
Intellectual Property Bhavan,
Near Antop Hill Head Post
Office, S.M. Road , Antop
Hill,
Mumbai 400037

•

•

•

Smt. Ratan Shalya,
Assistant Registrar of
Marks
Shri. U. L. Barve,
Assistant Registrar of
Marks
Shri. D. J. Awatramani,
Administrative Officer

Trade

Trade
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電話: 022-2410 1144, 24101177,
24148251, 24112211
FAX: 24120808, 24132295

5

チェンナイ支局
タミルナド州

アンドラプラデシュ州、ケ
ララ州、タミルナド州、カ
ルナタカ州、ポンディチェ
リ連邦直轄地、ラクシャド
ウィープ連邦直轄地

Trade Marks Registry,
IP building, GST Road, Guindy,
Chennai-600032

•

電話: 044-22322442
テレファックス: 044-22322441,

•

•

Shri. M. C. Gupta,
Deputy Registrar of Trade Marks
Smt. N. D. Kasturi,
Deputy Registrar of Trade Marks
Shri. R. A. Tiwari,
Assistant Registrar of Trade
Marks

1−2.

特許庁の所在地

1

2

4

3
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所在地および管轄地域

特許庁

管轄地域

所在地

担当者

ニューデリー
支庁‒ デリー
首都圏

ハリヤナ州、ヒマチャルプ
ラデシュ州、ジャム・カシ
ミール州、パンジャブ州、
ラジャスタン州、ウッタル
プラデシュ州、ウッタラカ
ンド州、チャンディガル連
邦直轄地、ニューデリー

The Patent Office,
Intellectual Property
Office Building, Plot
No. 32, Sector 14,
Dwarka, New Delhi110075,
電話: 011-28081923-25
FAX:011-28081920-40
E メール:
delhi-patent@nic.in

Sh. P.K. Patni
Deputy Controller of
Patents & Designs
Sh. B.P. Singh
Assistant Controller
of Patents & Designs

2

コルカタ本庁‒
西ベンガル州

オリッサ州、ビハール州、
ジャルカンド州、シッキム
州、アッサム州、メガラヤ
州、トリプラ州、ミゾラム
州、マニプール州、ナガラ
ンド州、アルナチャルプラ
デシュ州

The Patent Office,
Intellectual Property
Office Building, CP2 Sector V, Salt Lake
City,Kolkata-700091,
電話: 23671945, 1946,
1987
FAX:033-2367-1988
E メール:
kolkata-patent@nic.in

Sh. N.R. Seth
Deputy Controller of
Patents & Designs
Dr. Amitava
Chakraborty
Assistant Controller
of Patents & Designs

3

チェンナイ支
庁‒ タミルナ
ド州

アンドラプラデシュ州、ケ
ララ州、タミルナド州、マ
イソール（カルナタカ
州）、ポンディチェリ連邦
直轄地、ラッカジブ・ミニ
コイ・アミンジビ諸島（ラ
クシャドウィープ連邦直轄
地）

The Patent Office,
Intellectual Property
Office Building, G.S.T.
Road, Guindy, Chennai600032,
電話: 044-22502031,
FAX: 044-22502066,
E メール:
chennai-patent@nic.in

Sh. K.M.Viswanathan
Assistant Controller
of Patents & Designs
Sh. V. Rengasamy
Assistant Controller
of Patents & Designs

ムンバイ支庁‒
マハラシュト
ラ州

マハラシュトラ州、グジャ
ラート州、マドヤプラデシ
ュ州、ゴア州、ダマン・デ
ィウ連邦直轄地、ダドラ・
ナガルハベリ連邦直轄地

The Patent Office
Boudhik Sampada Bhawan,
S.M. Road, Near Antop
Hill Post Office,
Antop Hill,
Mumbai - 400 037.
電話: 24137701,
24141026, 24150381,
24148165, 24171457
FAX : 24130387
E メール:
mumbai-patent@nic.in

Sh. M.A. Haafeez
Assistant Controller
of Patents & Designs
Sh. Rakesh Kumar
Assistant Controller
of Patents & Designs

1

4
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2.

各種料金表

参考までに、各種料金の概要を以下の表に示す。
表中の公的手数料は 1 米ドル＝40 インドルピーの換算率で計算したものである。専門
家の手数料は概算であり、実際の費用は依頼する法律事務所あるいは代理人によって異
なる。法律事務所や代理人が報酬見積もりの際に考慮するのは、評判、担当者の年功、
事案の複雑さ等である。
多くの法律事務所では、作業時間の予測が難しい業務について請求する場合、1 時間
当たりの料金を適用することがある。一般に、時間当たり料金は 100 米ドルから 400 米
ドルの範囲であろう。時間当たり料金は、知的財産権審判委員会（IPAB）や裁判所の手
続きについても適用されることがある。訴訟における首席弁護士は 1 時間当たりの料金
で請求する場合があり、出廷等 1 回当たり 200 米ドルから 15,000 米ドルとその料金には
幅がある。
法律事務所が（年功に関係なく）どのメンバーでも請求する 1 時間当たりの固定料金
（混合レート）を提示するのは珍しいことではない。
この表に示した業務は行われる頻度の最も高いものである。他の業務についても法律
事務所や代理人が一覧にしているものと思われる。法律事務所や代理人に料金体系を示
してもらうことをお勧めする。急を要する案件では割増料金を課される場合があるが、
これも依頼した法律事務所あるいは代理人によって異なる。
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特許

公的手数
料- 個人
(米ドル)

出願
1 優先権主張に追加の各優先権主張
30 ページに追加の明細書の各紙面に
つき
10 クレームに追加の各クレームにつ
き
方式要件遵守のための書類提出
審査請求の提出
拒絶理由通知に関する報告
拒絶理由通知に対する答弁書の提出
対応外国出願に関する特許庁への報告
申し立て書の作成・提出
手続の間、特許庁に行く場合の固定料金また
は時間当たり料金
特許付与前の補正申請
特許付与後の補正申請
出願の譲受人等の登録申請
出願の取下げ申請
特許の回復申請

公的手数料法人
(米ドル)

専門家の手
数料
(米ドル)

25
25
3

100
100
10

200〜450
65〜150
‒

6

20

‒

‒
63
‒
‒
‒
25
‒

‒
250
‒
‒
‒
100
‒

50〜150
125〜300
125〜250
150〜400
75〜150
75〜200
100〜400

13
25
13
25
37
25

50
100
50
100
150
100

75〜200
75〜300
75〜200
75〜200
150〜400
75〜300

5

20

100〜200

‒
5
7

‒
20
30

100〜300
100〜200
75〜200

権原または権利の特許登録簿への登録申請
名称・住所・国籍・送達宛先の変更について
の補正申請
特許発明の実施に関する陳述書の提出
特許登録簿の閲覧、1 特許につき
特許庁への情報請求
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特許年金

年金
公的手数
料- 個人
(米ドル)

公的手数料法人
(米ドル)

専門家の手
数料
(米ドル)

第3年
第4年

100〜200

第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第 10 年
第 11 年
第 12 年
第 13 年
第 14 年
第 15 年
第 16 年
第 17 年
第 18 年
第 19 年
第 20 年
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13

50

37

150

125〜250

75

300

150〜350

125

500

200〜450

商標

公的手数料

公式調査の実施・調査結果の通知（1 区分における 1 商
標につき）
出願:
1 区分に含まれるもの

専門家の手数料

(米ドル)

(米ドル)

13

100〜300

63
250〜450

同一申請書に含まれる各追加の区分につき

63
100〜300

パリ条約の締約国等からの優先権主張
500 文字を超える記載に対する申請
委任状の印紙貼付（Stamping of Authorisation
of Agent）
拒絶理由通知に関する報告
拒絶理由通知に対する答弁書の提出
1 カ月の期間延長申請、1 区分につき
各区分における出願の訂正または補正の請求
譲渡に関する登録:
譲渡日から 6 カ月以内
• 1 登録商標につき
• 同一申請書に含まれる各追加の商標につき
譲渡日の 6 カ月後から 12 カ月の間
• 1 登録商標につき
• 同一申請書に含まれる各追加の商標につき
譲渡日から 12 カ月後以降
• 1 登録商標につき
• 同一申請書に含まれる各追加の商標につき
係属中の出願につき
商標登録官による意見陳述への出席
商 標 公 報 の 公 告 切 抜 き （ Trade Marks Journal
Advertisement Cutting）のチェック・送付
登録証のチェック・送付
1 区分における 1 商標の更新申請
1 区分における商標の割増手数料を伴う更新申請
1 区分における商標の回復・更新の申請
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0.25
(1 文字ごと)
3

50〜200
50〜200
50〜200

‒
‒
13
13

125〜350
125〜350
50〜200
50〜250

125
25

150〜350
50〜150

188
38

200〜400
75〜175

250
50
13
-

300〜450
75〜200
50〜200
200〜450
150〜300

125
200
250

150〜300
100〜350
150〜400
200〜450

意匠

公的手数料
(米ドル)

専門家の手数
料
(米ドル)

1 区分における意匠登録出願
期間延長申請、1 カ月につき【訳注：優先権書類提出
の期間延長申請】
期間延長申請【訳注：規則 47 に基づく期間延長】

25

100〜350

5

20〜150

13

75〜200

‒

100〜250

‒

100〜250

50

50〜150

13

50〜200

25

50〜200

13

50〜150

拒絶理由通知に関する報告
答弁書の提出
期間延長（11 年〜15 年）【訳注：意匠権期間の延長
申請】
特許庁への情報請求（登録番号の提示あり）
特許庁への情報請求（登録番号の提示なし）
認証謄本の申請
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3.

特許出願および審査のフローチャート
1

出願

2

出願公開

3

審査請求

いいえ
出願取下げとみなされる

所定の期間内に審査
請求されたか？

4

長官は出願を審査官に付託

審査官は出願を審査し、長官に
5
報告を提出

6

審査官の報告に基づくF.E.R.の送付

7

出願を特許付与できる状態にする期間

いいえ
出願放棄とみなされる

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

はい
出願は特許付与でき
る状態か？

出願が特許付与の状態に
ある旨の通知を送付

条約出願の場合は優先日から 12 カ月以内、PCT 出願の場合は優先日から 31 カ月以内
出願日または優先日（いずれか先の日）から 18 カ月の期間満了後 1 カ月以内
最先の優先日から 48 カ月以内
出願公開日または審査請求日のいずれか後の日から 1 カ月以内
長官が付託した日から［通常］1 カ月以内、但し、3 カ月を超えてはならない。
通常は出願公開日または審査請求日のいずれか後の日から 6 カ月以内
F.E.R とは First Examination Report（最初の審査報告）である。
F.E.R.の発出日から 12 カ月
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4.

特許権付与前異議申し立てフローチャート

異議申し立て書の提出

長官は申し立てを審査

申し立て書は特許出願を拒絶す
る理由または明細書の補正を必
要とする理由を示しているか？

いいえ

異議申し立て認められず

はい

長官は異議申し立て書の写しを添えて
出願人に通知
出願人は通知受領から 3 カ月以内に陳
述書および出願を裏付ける証拠を提出
できる

長官は出願人の提出物を審査し、意見陳述
（請求された場合）の機会を与える

長官は申し立てを拒絶し、特許
を付与

長官は申し立てを受理し、特許
付与を拒絶

上記手続き完了から 1 カ月以内に決定
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5.

特許権付与後異議申し立てフローチャート

異議申し立て書および異議申し立て陳述書の提出
（特許付与後で付与公告から 1 年の期間満了前）

特許権者は答弁書および証拠を提出（陳述書
受領から 2 カ月以内）

特許は取消されたものとみな
される

いいえ
所定の期間内に
答弁書提出か？

はい
異議申し立て人は特許権者の証拠［の写
し受領］から 1 カ月以内に証拠を提出

長官は異議部を編成し、事案を異議部
に付託

異議部は長官に勧告を提出

長官は異議申し立ての意見陳述日を指定
（意見陳述が請求されている場合）

長官は特許の補正、維持または取消し
のいずれかを決定
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6.

特許出願および特許権付与の統計データ（2001 年〜2006 年）

年
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

7.

特許出願件数
8,503
10,592
11,466
12,613
17,466
24,505

特許権付与件数
1,318
1,591
1,379
2,469
1,911
4,320

意匠出願および意匠登録の統計データ（2001 年〜2006 年）

年
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

意匠出願件数
3,207
3,350
3,124
3,357
4,017
4,949
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意匠登録件数
2,430
2,426
2,364
2,547
3,728
4,175

8.

意匠登録のフローチャート

出願

出願の審査– 審査報告書を長官に
提出

長官は F.E.R.における拒絶理由を
出願人に通知

出願人は拒絶理由通知の日から 3 カ月以内（但
し、出願日から 6 カ月以内）に拒絶理由に対応

出願人は出願日から 6 カ月以内に出願を
登録できる状態にする

出願放棄とみなされる

いいえ

上記期間内に出願
は登録できる状態
になったか？

はい
登録証の交付
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9.

意匠登録取消しのフローチャート

利害関係人は意匠登録後いつでも取消し申請を提出
できる

長官は申請書の写しを登録意匠所有者に
送付

登録意匠所有者は申請書受領から 1 カ月以内に答
弁書を提出

申請人は答弁書提出から 1 カ月以内に長官に証
拠を提出できる

登録意匠所有者は申請人の証拠提出から 1
カ月以内に証拠を提出

申請人は登録意匠所有者の証拠提出か
ら 1 カ月以内に追加証拠を提出

長官は意見陳述期日を指定

長官は提出物および証拠を検討し、決
定を下す

いいえ
登録は有効

申請人は取消し理
由を立証したか？
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はい

登録取消し

10.

商標出願および審査のフローチャート

出願
所定の様式による

審査
出願が商標法に従っているか、出願
拒絶の理由がないかを審査
審査報告書の交付
報告書は出願におけ
る瑕疵について出願
人に説明
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出願の受理
登録官は出願受理の公告を命
じる。場合により、登録官は
一定の条件付きまたは制限付
きで出願を受理

出願人の書
面による応
答

登録官による意見陳述
の機会
登録官は出願拒絶の前
に出願人に意見陳述の
機会を与えねばならな
い

知的財産権審
判委員会への
審判請求

出願の拒絶

再審査

又は
出願の公告
商標公報により出願を公告

登録
登録官は登録所有者に登録証を
交付。登録期間は出願日から 10

更新
10 年ごとに更新必要

異議申し立て
誰でも商標の登録に異議申
し立てをすることができる

決定の審査

異議申し立て人は申立書、出願人は答
弁書を提出するほか証拠も提出

登録官による意見陳述の
機会

*実線は一般的な流れを示す。
注記：手続きの段階に応じて手数料・期限が定
められている。

11.

商標出願および商標登録の統計データ1

各種商標出願件数

語からなる商標
（Word Marks）
図形商標
数字商標
文字商標
（Letter Marks）
文字と数字の組合せからな
る商標
合計

2004-05 年
53,653

2005-06 年
66,828

24,551
115
519

18,218
203
391

159

29

78,996

85,669

内外国人別出願件数
2001-02 年〜2005-06 年
年
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06

内国人
79,746
88,190
76,801
63,906
73,308

外国人
10,490
5,930
15,450
15,090
12,361

合計
90,236
94,120
92,251
78,996
85,669

商標出願・登録件数

出願件数
登録件数

199899 年
51,704

199900 年
66,378

5,300

8,010

200001 年
84,275
14,202

200102 年
90,236

200203 年
94,120
11,190

200304 年
92,251
39,762

200405 年
78,996
45,015

200506 年
85,669
184,325

6,204

最近 5 年間の商標登録件数

1
2
3
4
5
合計

1

年
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

商標登録件数
6,204
11,190
39,762
45,015
184,325
286,496
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