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第２章 
インドにおける知的財産権侵害への対策 

 
第１節 模倣及び海賊行為の現状 
 
１． はじめに 
インドは世界でも有数の経済大国の 1 つと見なされている。12 億もの人口が、商品や

サービスにおいては 2 番目に大きな潜在市場を形成している。1このような巨大市場で、模

倣品や海賊版商品が、産業界及びクリエータ達にとって大きな脅威となっている。 
 
インドでは、電化製品、自動車部品、玩具、時計及び時計部品、衣料品、履き物類、医

薬品及び化粧品、ハンドバッグや財布などの小物類、食品、飲料、植物油、その他の日用

消費財（FMCG）、ソフトウェア、音楽、映画、出版物、通信機器などあらゆる商業部門

の幅広い商品で、模倣品及び海賊版が猛威を振るっている。 
 
２． 模倣品・海賊版商品の出所 

多くの模倣品が主に中国で生産され、インド国内の複数の港から侵入している。これら

の商品は、パキスタン、ネパール、バングラディシュ、ミャンマーを含めた他の国からも

流入している。また、精巧な模倣品及び海賊版の生産がインド国内で増加していることも、

大きな懸念材料である。インドは、偽造の医薬品及びブランド衣類の生産拠点となってい

る。インターネットやオンラインショッピング・オークションサイトから商品が安易に入

手できることもまた、デジタル海賊版の発生及び、模倣品やコピー、特に、時計や香水な

どの模倣品の購入を増加させている。 
 
３．  模倣品及び海賊版に関する代表的なデータ・統計 
模倣品及び海賊版は、法律の外側にあり、その「手口」があらゆる規則からすり抜けて

いるため、これら不法行為の規模やや影響を正確に把握することは困難である。ただし、

既に述べたように、インド国内における模倣品及び海賊版の特質と規模、またそれらが経

済に与える影響を系統的に評価しようとした研究及び報告は数多くある。これらの報告、

研究及び分析から得たデータ及び情報の一例を以下に記す。 
 
2012 年のインド商工会議所連合会（ASSOCHAM）から出された報告によれば、以下の

通りである。 
 
（１）  模倣品市場の規模は、4,500 億ルピーであり、2013 年には 5,500 億ルピーに増

加する見込みである。これら製品の販売を取り締まる規制メカニズムがほとんど無

いかゼロに等しいため、政府に、おそらく 500 億ルピーの歳入損失が生じている。 
 

（２）  も一般的な模倣品の市場は衣料品であり、続いて、医薬品、靴、時計、革製品、

宝石である。 
 

                                                            
1 知的財産権の侵害: 2011 年 11 月の「アメリカ合衆国内及び国外の権益に対する脅威に関する

報 告 」 （ 米 国 知 的 財 産 権 セ ン タ ー ） 、 以 下 の ウ ェ ブ サ イ ト 参 照 。

http://www.iprcenter.gov/reports/ipr-center-
reports/IPR%20Center%20Threat%20Report%20and%20Survey.pdf/view 

http://www.iprcenter.gov/reports/ipr-centerreports/IPR%20Center%20Threat%20Report%20and%20Survey.pdf/view
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（３）  密輸品の電子機器、耐久消費財、自動車部品、医薬品、漢方薬、化粧品の販売は

警戒域にあり、2011 年から 2012 年で、2,500 億ルピーにまで達する。 
 

（４）  擬似商品の販売が多く目撃されているその他の部門には、植物油、香辛料、ギー

と、時計がある。これらの分野における、2011 年から 2012 年の間の偽造品販売

は、推定で 800 億ルピーであった。この中で、多くの部分を占めているのが偽造

時計で、推定 500 億ルピーであった。 
 

（５）  さらに、首都デリーが模倣製品の生産・流通の中心になっており、模倣品の 7
5％近くがここで生産されている。 

 
インド商工会議所連盟（FICCI）の主導の「インド商工会議所連盟 密輸模倣行為によ

る経済破壊対策会議」の委託によって行われた「インド主要七産業部門における模倣、密

輸、脱税の社会経済的影響」という研究によれば、2012 年に政府が被った税金損失は推定

2,619 億ルピーとなる。研究の対象になった主要部門は、自動車部品、アルコール飲料、

コンピュータハードウェア、日用消費財（個人用）日用消費財（パッケージフード）、携

帯電話、そして煙草である。これら特定産業部門の闇市場における損失は、推定で 7,269.
9 億ルピーである。この研究によれば、歳入面で も損失の大きかった部門は、日用消費

財（パッケージフード）の 2,037.8 億ルピー（23.4%）、次いで日用消費財（個人用）の 1,
503.5 億ルピー（25.9%）、自動車部品の 919.8 億ルピー（29.6%）、携帯電話の 896.5 億

ルピー（15.7%）、そして煙草の 896.5 億ルピー（15.7%）である。 
 
2011 年にインド自動車部品工業会（ACMA）2から発表された「模倣自動車部品撲滅の

ための法的改良点」白書によれば、自動車のアフターサービス市場は、3,300 億ルピーの

市場価値があり、そのうち部品は 2,480 億ルピーを占め、模倣自動車部品は 870 億ルピー

にのぼるという。さらに、模倣品販売で政府が歳入で被った損失は、年間 310 億ルピーに

ものぼり、年間で 1 億 900 万リットルの石油、800 万リットルのディーゼル燃料が余分に

消費され、2009 年にはそれによって 25,400 人が死亡し、93,000 人以上が怪我をしている。

模倣品が も横行している製品は、ベアリング、ブレーキパッド、ブレーキディスク、ゴ

ムリング、車軸ブーツ、及びサスペンション部品である。これらはすべて、車の外観とは

違って、安全に関係する部品である。 
 

2009 年に模倣品・海賊版防止のための商業活動（BASCAP）3から発行された「模倣

品・海賊版に関する消費者の姿勢と認知に関する研究報告」によれば、インド国内のかな

りの割合の消費者が、模倣品や違法コピー商品の購入を認めているという。 
 

・ DVD や CD ― 63% 
・ 衣料品 ― 62% 
・ コンピュータのソフトウェア ― 37% 
・ 財布、時計、宝石、革製品などの贅沢品 ― 52% 
・ 香水 ― 49% 
・ 玩具 ― 56% 

                                                            
2 インド自動部品工業会（ACMA）は、自動車部品総生産高の 85％以上に貢献している 675 社

により構成されている。 
3 模倣品・海賊版防止のための商業活動（BASCAP）は、世界中の様々な製品セクターの企業

が参加している、国際商業会議所のイニシアティブであり、模倣品及び海賊版の世界的懸念に

関する啓蒙活動を行っている。www.iccwbo.org/bascap 参照。 

http://www.iccwbo.org/bascap
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・ メイクアップ、化粧水などの化粧品 ― 38% 
・ 自動車部品 ― 37% 
・ 食品あるいは非アルコール飲料 ― 40% 
・ 石けん、シャンプー、歯磨き粉などの衛生製品 ― 39% 
・ 携帯電話、カメラなどの小型電子機器 ― 37% 
・ アルコール飲料 ― 26% 
・ 煙草 ― 25% 
・ 医薬品 ― 15% 

ビジネス・ソフトウェア・アライアンス（BSA）4から 2012 年に出版された「2011 B
SA 世界における海賊版ソフトウェアの研究」によれば、インドにおける海賊版ソフト

ウェアの割合は一貫して減少しているものの、2011 年で 63％に留まっており（2007 年の

69％から低下）、ユーザがインストールしているプログラム 10 個のうち 6 個が無許可と

なる。無許可ソフトウェアの商業価値は、29.3 億 US ドルに上る。 
 
FICCI から発行された「インド・エンターテインメント・メディア・アウトルック 201

1」の 2010 年における統計データによれば、海賊版が娯楽産業に与えた損失は、52 億ル

ピーと推測されている。 
 
国際知的財産権同盟（IIPA）による「2013 著作権保護とエンフォースメントに関する

特別報告」によれば、 
 
（１）  2012 年における音楽業界の推定総損失は、4 億 3,100 万 US ドルであり（ も

損失の大きいと思われるのは携帯機器の海賊版、次いで有形的な海賊版、インター

ネット、公演、ラジオ・テレビ放送の海賊版）、90％以上がオンラインの音楽違

法コピーである。 
 
（２）  インターネットが繋がりやすくなり、携帯機器が浸透するにつれて、インター

ネット及び携帯機器の海賊行為が、2012 年のインド国内の著作権業界に対して与

える影響も悪化した。映画配給協会（MPDA）が行った研究では、インドはイン

ターネット海賊行為の上位 10 か国に入っており、平均して 3.15 日に 1 本の割合で

海賊版映画が、インドからインターネット上に出されている。 
 
（３）  有料テレビ放送の海賊版もまた、コンテンツ業界を脅かす別の問題である。無許

可映画・番組が、時には新作でさえ、地方ケーブル局から放映されている。かつて

インドのケーブル局は、支払うべきタイトルの本数を「過少申告」しており、映画

やテレビ番組の著作権保有者への支払いが、本来負っているものよりかなり少なく

なり、税金や収入面で政府及び業界に多大の損失が生じた。ケーブルテレビのデジ

タル化は、インドの主要四大都市圏で実施されており、（同じく第二、第三レベル

の都市圏でも始まりつつある）過少申告の発生は減少することが期待されている。 
 

ハボックスコープ（世界闇市場指標）5によれば、インドにおける模倣品及び海賊版の市

場価値は、 
 

                                                            
4 ビジネス・ソフトウェア・アライアンス(www.bsa.org) は、ソフトウェア業界の世界企業約

100 社で構成されている非営利団体であり、正規ソフトウェアとインターネットの安全性を推

進し、政府と共同して知的財産権の認知度を上げている。  
5 http://www.havocscope.com/tag/india/参照 

http://www.bsa.org
http://www.havocscope.com/tag/india/%E5%8F%82%E7%85%A7
http://www.havocscope.com/tag/india/%E5%8F%82%E7%85%A7
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書籍： 3,800 万 US ドル 
自動車部品：11 億 5,000 万 US ドル 
映画：9 億 5,900 万 US ドル 
音楽：1,770 万 US ドル 
ソフトウェア：27 億 3,900 万 US ドル 
ビデオゲーム：1 億 2,990 万 US ドル、である。 

 
前述した統計はすべて、模倣品・海賊版が知的財産権を侵害すると同時に、権利所有者

の合法的なビジネスによる利益、ブランド・イメージの信用を損ない、正規商品の販売減

少や偽物取引による脱税によって政府の税金収入に損失を生じ、金銭的・身体的健康と安

全面に対する影響を含めて消費者に損害を与え、その結果、社会全体に悪影響を与えてい

ることを浮き彫りにしている。実際、いくらかの進展は見られるものの、インドは、米国

通商代表部のスペシャル 301 条報告書で「優先監視リスト」に入ったままである。 
問題の深刻さがさらに認識されるにつれて、この脅威を抑えるための立法的・司法的改

革、自主的活動、公衆の意識を高めるキャンペーンを含めた様々な 前線の取り組み及び

対応が、以下の利害関係者によって個々にまた総合的に行われてきており、また現在も行

われている。 
 
（１）  政府 

 
（２）  税関及び警察を含めた法執行機関 

 
（３）  業界及び知的財産権所有者 
 
４.  政府及び法執行機関によるイニシアティブ 

インドには、知的財産権制度を統括する単一のあるいは中央の政府機関が存在しないた

め、模倣品・海賊版に対する統一した国家戦略は、中央政府レベルでは存在しない。個々

の知的財産権に関するインドの法律は、中央の 5 省庁で統括されている。例えば、特許、

登録商標、工業意匠、地理的表示を含めた産業財産権は、商工省の下にある産業政策振興

局によって規制される。著作権法は、人的資源開発省の管轄下に入る。これら行政省庁の

他に、情報・技術省、情報・放送省、文化省、中小企業省など、多くの他の省庁があり、

知的財産権の行使や商業化の面に関わっている。 
 
さらに、個々の州で、知的財産権の行使を管理している州政府及び機関も様々である。

インドでは知的財産権の法執行は州レベルで組織化されており、中央政府では行われてい

ない6。 
 
模倣品及び海賊版に対する周知活動は、何年にもわたって強化されている。このような

活動は、捜索押収や捜査、警察や司法の感度を高めることや研修から、知的財産、模倣品

及び海賊版に関する大衆向けメディアによる幅広い啓蒙活動まであらゆる領域にわたって

いる。 
 
模倣品・海賊版を容認しないことを示し行動する重要なイニシアティブを以下に示す。 

                                                            
6 インドの憲法は、国の権力を 3 つのカテゴリーあるいは「リスト」に分けている。中央政府

に属する「連邦リスト」、州に属する「州リスト」、そして両方に属する「共同リスト」であ

る。法律及び規則は、州が主体となる。従って、警察を含めたイニシアティブの行使は、中央

機関よりも州レベルで組織化される。  



第２章 インドにおける知的財産権侵害への対策 

144 
 

 
様々な州が、地域の業界利害関係者の支援のもと、映画の海賊版の責任追及のために組

織犯罪規則を拡大させてきている。また、海賊版ビデオ防止室（anti-video piracy cell）
が様々な州で設立されて、著作権条項を行使し、映画の海賊版に関する告訴を処理してい

る。 
 
インドでは海賊版問題に取り組むため、州警察内に州中核職員と専門の知的財産室（IP 

cell）からなる組織を設立した。ところが、これらの多くの組織が、効果的に問題と闘う

ための資源を欠いている。にもかかわらず、これらの資源を国家レベルで組織化し優先づ

けようとする中核機関あるいはイニシアティブは 1 つも存在しない。企業は、あちらの管

轄からこちらの管轄に、時には個々の職員によって異なる結果を持ってわたり歩かなけれ

ばならない。これらの限られた資源では、知的財産権侵害を含むホワイトカラー犯罪に対

して、法執行機関が与える優先順位は低くなる。 
 
所定の州及び連邦直轄地（たとえば、デリー）では、模倣品及び著作権侵害に取り組む

ため、地方警察の経済犯罪支部門が知的財産班を活動させている。 
 
州及び連邦直轄領であるアッサム、ゴア、グジャラート、ハリヤナ、ジャム・カシミー

ル、カルナータカ、ケララ、マディヤ・プラデーシュ、マハラシュートラ、メガラヤ、オ

リッサ、ラジャスタン、シッキム、タミル・ナドゥ、西ベンガル、アンダマン・ニコバル

諸島、チャンディガル、デリー首都特別地域、ダドラ・ナガールアヴェリ、ダマン・ディ

ウは、経済犯罪支部門に、著作権執行室あるいは特別室を設立して、著作権及び他の知的

財産権違反に対処している。 
 
さらに、タミル・ナドゥ州やカルナータカ州などの州では、地方政府が、密売やゆすり

などの行為を罰するため伝統的に使用していた「ごろつき法」を拡大させて、ビデオ海賊

版に対し 高 2 年の刑期及び 高 2,000US ドルの罰金、また１年間は保釈金なしで公判前

勾留できるようにした。タミル・ナドゥ州警察のビデオ海賊版専門室は、2006 年に合計 7
40,222 件の VCD・DVD・MP3 を押収し、1,153 件を検挙、1,193 人を逮捕した。タミ

ル・ナドゥ州には、犯罪捜査課に、ビデオ海賊版事件を担当する特別室がある。 
 
2013 年 3 月の新聞記事によれば7、過去三年間でタミル・ナドゥ州警察は、131 件の模

倣品を発見して 117 人を逮捕し、押収した偽造製品はほぼ 1,800 万ルピーにのぼるという。

同じくコピー商品に関係する事件を扱っている州の海賊版ビデオ室は、偽物商品を見極め

てそれに関わらないよう公衆に対して忠告している。 
 

2009 年 7 月、マハラシュートラ州政府は、音楽・ビデオ海賊版の脅威が深刻であるとと

らえ、薬物の密売、密造及び他の危険な非道行為に匹敵すると位置付けた。現在、音楽・

ビデオ海賊版は重大犯罪の範疇にあり、1981 年のマハラシュートラ危険活動防止法（MP
DA）の枠内に入っている。この法律は、法を逸脱した犯罪者の予防的勾留及び、再犯者に

対しては保釈金無しで 3 カ月、 高で 12 カ月勾留できる条項を備える。 
 

MPDA（マハラシュートラ危険活動防止法）の下では、初犯者は著作権法の下で裁かれ、

罰則は 6 カ月から 3 年までの服役、及びあるいは、5 万から 20 万ルピーの罰金である。再

犯者は、MPDA の下で留置され、警察は保釈金無しで 高 1 年まで勾留できる。MPDA
                                                            
7  http://www.deccanchronicle.com/130309/news-current-affairs/article/beware-fake-products
参照。 

http://www.deccanchronicle.com/130309/news-current-affairs/article/beware-fake-products
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に従って、犯罪支部は、警察副長官を長とする専門の海賊版防止特別室を組織して、大量

の海賊版映画や DVD を捜索押収している。1 カ月後に MPDA が改正されて音楽・ビデオ

海賊版も含まれるようになったため、警察によれば、刑事責任の追求を怖れた海賊版行為

がかなり減少したと云われている8。 
 
保健省が発足させた新薬品告発政策のもとでは、個人が偽薬に関する情報を当局に告発

できる。当局は、秘密を保持するとともに、告発者に 高 250 万ルピーを報酬として与え

る。偽薬の製造及び販売による逮捕者の数は、2006 年の 12 人から 2009 年の 147 人に増

加し、この間に 650 万 US ドルの薬が押収された9。 
 
保健省はまた、医薬品に関する法律を強化して、裁判の迅速化を進めている。偽薬の製

造及び販売で有罪となった容疑者は、終身刑にすることができる。 
 
様々な政府機関が、民間や権利保有者あるいは消費者からの告訴・告発を受理すると同

時に、これまで以上に、一致して模倣及び海賊行為に対して積極的に対策を取るように

なっている。権利者は、不法行為に対して迅速に行動するよう意識し始めている。模倣及

び海賊行為を罰するため、防犯及び市民活動が始まっている。このような活動中に押収さ

れた模倣品の例として、ラジオ、電子機器、携帯電話部品及び付属品、自動湯沸かし器、

コンピュータソフトウエア、周辺機器、電話、食品、化粧品、シャンプー、飲料、医薬品

などが含まれる。 
 
５.  業界及び個人の知的財産権所有者による反海賊版イニシアティブ 

ヒューレット・パッカード社は、偽物インクカートリッジの販売を疑う時期や模倣品報

告の仕方について、流通業者、顧客及び地方当局者の意識を高めるために、「グローバル

サプライ模倣防止プログラム」（ACF）を行っている。このプログラムでは、「反模倣

チャネルパートナー監査」として知られている無作為検査及び監査を実施することで、HP
社の卸売り及び小売商の在庫に模倣品が存在しないようチェックしている。HP 社の ACF
チームは、地方の法執行機関と連携して定期的に抜き打ち検査を行い、HP 製品として売

られている模倣カートリッジの再パッケージ化、製造、流通に関わる当事者を検挙してい

る。2011 年の 10 月から 11 月にインドの様々な場所で行われた抜き打ち検査で、推定総

額 167,565 US ドルの模倣品トナー、カートリッジ、パッケージ、及びラベルが押収され

た10。 
 
日用消費財の主要メーカーであるヒンドゥスタン・ユニリーバ社は、2009 年に小売り、

卸売り、製造メーカーに対して 141 件の抜き打ち検査を実施して、369 万ルピーを超える

模倣品を押収した。 
 

FICCI(インド商工会議所連盟)は、人的資源開発省と協力して、海賊版と闘う業界と政

府の取り組みとを連携させる中央機関として、「海賊版防止連携室」を設立した。その主

要業績には、利害関係者や大衆に向けた様々な海賊版防止意識・検知キャンペーンや相互

協力の他に、映画の上演前に FICCI の海賊版防止ポスターや映像を必ず見せるようにとの

                                                            
8 http://www.hindustantimes.com/India-news/Maharashtra/Crime-Branch-We-will-go-
after-piracy-racket-kingpins/Article1-448707.aspx 参照。 

9http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/10/AR2010091003435.htm
l?sid=ST2010091105590 参照。 

10  http://www.dqweek.com/dq-week/news/17614/hp-conducts-anti-counterfeit-raids-india 参

照。 

http://www.dqweek.com/dq-week/news/17614/hp-conducts-anti-counterfeit-raids-india
http://www.hindustantimes.com/India-news/Maharashtra/Crime-Branch-We-will-goafter-piracy-racket-kingpins/Article1-448707.aspx
9http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/10/AR2010091003435.html?sid=ST2010091105590
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通告が情報・放送省から送信局及び映画館にだされている。この通告は、映画撮影法の下

で出されているため、映画館所有者はその命令に従う必要があり、もし違反した場合は、

当局から発行される上映許可に影響するおそれがある。 
 

FICCI は、「経済破壊に繋がる密輸及び模倣活動対策委員会」（CASCADE）という委

員会を設立して、大量の模倣品、海賊版及び密輸が経済に与える影響を研究し、その活動

を防止するために必要な政策を検討している。メンバーには、現在のところ、ヒンドゥス

タン・ユニリーバ社、ダバー、ニベア、ITC 及びコカコーラ・インディアなどの日用消費

財メーカーが含まれている。FICCI の CASCADE は、模倣品・海賊版が与える危険性に

関する消費者教育及び意識高揚キャンペーンを含めた多くの活動を行うとともに、この問

題に関して適切な推薦策を作成するため、インド国内 10 州の様々な利害関係者とともに

全国的協議会を開催している。 
 
インド工業連盟は、全国で知的財産権に対する意識を高めてもらうために、全国レベル

で様々な意識高揚プログラム、セクター別知的財産講座、模擬法廷、セミナー、研修プロ

グラム、双方向性会議を行う専門の知的財産権部門を設置している。 
 
アンドラ・プラデーシュ映画商工会議所は、アンドラ・プラデーシュ州テルグフィルム

社の海賊版ビデオの脅威と戦うことだけを目的に、退職警察官らとともに、2005 年、海賊

版ビデオ防止（AVP）室を独自に設立した。2010 年 12 月 31 日現在、海賊版ビデオ防止

室は、警察の補佐のもと、海賊版ビデオに関係した 5,201 人を逮捕し、著作権法の下で州

全域の事件を担当した。このうち 29 件が有罪、1,520 件が無罪、1,982 件が様々な裁判所

で係争中、そして残りの 1,724 件が調査中である11。オンライン海賊版が脅威になるにつ

れて、同会議所は海賊版ビデオに従事しているウェブサイトを追跡するため、技術者から

構成する無休のオンライン海賊版映画チームを発足させた。この取り組みの成果が出て、

2013 年 7 月現在、海賊版映画を作った罪で 109 のウェブサイトが閉鎖させられた。12 
 
全国ソフトウェア・サービス企業協会（NASSCOM）及び BSA は、海賊版ソフトウェ

アの作成が疑われる企業について、電話やオンラインで秘密裏に情報を受け付ける海賊版

防止特別ホットラインを設立した。 
 
別の嬉しい報告として、企業が無許可ソフトウェアプログラムの使用に敏感になって、

積極的に正規版ソフトの購入を始めている。2011 年 11 月、BSA は、国際標準化機構（IS
O）のソフトウェア資産管理（SAM）基準「企業向けソフトウェア資産管理基準証明（CS
S(O)）」プログラムに適合する企業を証明する新たな世界プログラムをインドで始めた。

インドの企業のうち何社かが証明書を取得済みあるいは取得中であり、SAM のベストプ

ラクティス実施として認められよう。また 2011 年 11 月、BSA とインド政府の電子機

器・IT 部門は、政府及び民間組織で SAM のベストプラクティスを促進するためのロード

マップ作成用の共同報告を出した。この枠組の中で、政府と業界との協働作業が続けられ

ている。これらの取り組みは、企業が使用する無許諾のソフトウェアを減らす傾向に拍車

をかけている。 
 
６.   司法 

                                                            
11 http://www.apfilmchamber.com/AntiVideoPiracyCell.aspx 参照。 
12 http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-07-25/hyderabad/40792267_1_film-
industry-anti-video-piracy-cell-video-pirates 参照。 

http://www.apfilmchamber.com/AntiVideoPiracyCell.aspx
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-07-25/hyderabad/40792267_1_film-industry-146
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-07-25/hyderabad/40792267_1_filmindustry-anti-video-piracy-cell-video-pirates
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立法政策もまた、何年にも渡って徐々に発展しており、インドの知的財産を対象にした

法律は、多くの法域と遜色なく比較できるものである。特に、インドの裁判所は、模倣品

及び海賊版の防止にとても敏感になっており、権利所有者の財産を保護するだけでなく、

終的な犠牲者である、不用心で疑うことを知らない消費者を保護するため、真摯に模倣

品及び海賊版防止活動を支援している。裁判所は、侵害者に差し止め命令を出すだけでな

く、国境で模倣品を防止する必要があることを深く認識して、税関職員が企業の登録商標

を侵害するような商品の輸入を防ぎ、管理し、禁止する命令も断固として出している。13

何年にもわたり、地方の違反者に対して外国企業に配慮した判決を出すことで、偏見のな

い司法の方針を示している。また、インドの裁判所が直ちに暫定差し止め命令を出すこと

もまた、事件が終わるまで公平かつ迅速に処理することで、侵害が抑制されていることを

意味する。 
 
  

                                                            
13 Cisco Technologies vs. Shrikanth [2005(31)PTC538]のケースで、デリー高等裁判所は、こ

の国のいかなる人物によっても法律が侵害されることがないよう保証する事が、すべての法律

および政府機関の義務であると強調した。被告が、CISCO の登録商標を付けたハードウエアコ

ンピュータ部品を市場に出し、販売し、輸入し、取引することを差し止めた。また一方で、裁

判所は、税関長に指示を出して、CISCO ブランドのルーター、スイッチ、カードについては、

原告の委託貨物以外の貨物の輸入を許さないようすべての税関に通告した。 



第２章 インドにおける知的財産権侵害への対策 

148 
 

第２節 インドで生産し、インドに輸出あるいはインドから輸入する日本企業

が直面する知的財産権侵害問題 
 
第 1 節で述べたように、模倣品及び海賊版商品の範囲はずっと拡大し続けており、もは

やどの業界も例外ではない。コンピュータプリンターのトナー、トナーパウダー、トナー

クリーニングブレード、車のスペア部品、エアフィルター、ディーゼルフィルター、ファ

ン・レギュレータ、ファン、自動車スペア部品、クラッチプレート、スパークプラグ、ハ

ンドバッグ、財布、サングラス、その他のアイウエア、靴、スーツケース、携帯電話、充

電器、ノートパソコン用バッテリー、化粧品、香水、オイル、石けん、トイレ用品など、

数多くの偽物商品が市場で入手できる。特に日本企業が懸念する製品としては、時計、文

房具、自動車スペア部品、電子機器製品と電気器具、ゲーム、ゲームコンソール及び装置、

DVD と DVD プレーヤー、PDA、MP3 プレーヤー、計算機、トナーとカートリッジなど

である。 
 

 
第３節 インドにおける知的財産権行使制度 
 
インドは、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（TRIPS 協定）に調印してお

り、「工業所有権の保護に関するパリ条約」のメンバーでもあり、知的財産権の保護及び

行使に対する基準を設けている。 
 
様々な知的財産権に関する法律及び他の法律が、知的財産権の行使のための法制度を内

包しており、そのうち主要な法令として、1999 年の登録商標法、1957 年の著作権法、19
70 年の特許法、2000 年の意匠法、1992 年の税関法がある。2000 年の情報技術法もまた、

情報技術と知的財産権法との間をつなぐ重要な役割を果たしている。知的財産権の所有者

は、市民、犯罪及び行政レベルの様々な救済措置を利用することができる。詳細は第 5 節

に記した。 
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当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するもの

でないことを予めお断りします。なお、法令については仮訳であるため、最終的な確認、照会

については原文において行われるようお願いいたします。 
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