第１章 知的財産権の取得

第４節

意匠

インドにおける意匠の法は、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造の形態や原理等は、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財産標章、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。
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）

新規のまたは創作性のある意匠であること。

（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。
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(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みな
される。
「明らに識別ができる」（という基準）とは、特許要件における非自明性の審査基準に
類似するものである。（登録対象となる）意匠は、現行水準を構成する意匠から明らかに
識別できるものとして認識されるものでなければならない。自動車メーカーは当該意匠が
属する区分の意匠を保護することができる。問題は、それゆえに同一意匠ではあるが別の
区分の別の出願は拒絶されることとなるということである。そのような意匠出願は意匠法
4 条(a)で新規でもなく創作性もないとして拒絶されることとなる。1
最近の Reckitt Benkiser India Ltd 対 Wyeth Ltd2のケースでは、デリー高等裁判所は
何が創作性のある意匠を構成するものであるかが議論となった。裁判所は、新規で創作性
のあることにつき、周知ではなく公共財には属さない意匠であることを意味するものと通
常、理解されるとした。
意匠法で言えば、「創作性がある」とは特定の物品に用いることに関して新規であるこ
とを意味する。裁判所は、当該意匠が完全に新規であることを要するものではなく、その
意匠が以前はその物品に用いられておらず、その物品に新たに用いられていれば十分であ
るとしている。
意匠法には「must match」という除外条項は規定されていない。この条項は、別の物
品の外観に依存する意匠の登録を除外するというもので、その意匠はその物品の構成部分
をなす意匠とデザイナーが意図したものとされる。意匠は既に述べた 4 つの要件を満し物
品に用いられるかぎり、インドでは登録されうるのである。
「must match」について言えば、物品の部分が別個に製造され販売されるものである
場合に、物品の部分を含む物品に用いられるいかなる意匠も登録可能なもである（意匠法
2 条(a)及び(d)）。それゆえに、インドの意匠法は意匠の登録について少し異なる基準を用
いているようにみえる3。インド法は、意匠の要素を有するがより大きな包括的な製品の部
分を構成する物品に対して、少し広い保護を与えているようにみえる。
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審査管理官に届
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。
.
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。

1

編者注：例えば、自動車についての登録意匠を後に第三者が玩具の意匠として出願する
ケース。
2
http://indiankanoon.org/doc/3849421/ 参照
3
編者注：英国法の影響のあるシンガポールやマレーシアと較べると。
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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。
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た特許・意匠・商標
管理総局長官がインド意匠法の下で意匠審査管理官である。また、インド意匠法の目的の
ために、インド中央政府は、審査官その他の担当官を中央政府が適切と考えるように選定
して、任命する。
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。
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２．

登録手続き
出願

出願の審査– 審査報告書を審査管
理官に提出

審査管理官は 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

いいえ
出願放棄とみなされる

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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（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。
意匠見本および出願書には、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クラスにおいて登録する場合には、クラス別に出願する必
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、審査管理官から求められることがある。
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。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、併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。
（２）
相互主義の協定
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家群または政府間機関の
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」、「国家群」、または「政府間機関」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改定および
1979年に改正された、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
の設立を定めた国家群、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。
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、たとえばデザイナーの名前がその意匠に表されている
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場合に、その本人から、かかる者が既に死亡しているときには、その遺産管理人から、そ
の名前を含むことにつき同意を得るよう、審査管理官から求められることがある。
（４）
登録の承認（acceptance）
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、審査管理官により、当該意匠が登録される。意匠の登録に当たっては、審査管
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審査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、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。
（５）
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
拒絶理由が審査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、
取下げられたものとみなされる。
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。審査官が拒絶理由にお
いて先行意匠が具体的に挙げていない場合には、特定の先行意匠との相違を証明しなくて
も、登録には新規性に関する一般的な意見書の提出で足りる。
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、審査管理官の裁量で、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審査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、審査管理
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、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。
出願人から意見陳述が行われた場合には、意見陳述を聞いた上で、審査管理官の判断に
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審査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。審査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。審査管理官により査定が行われたものとみなされ
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、放棄されたものとみなされる。
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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。
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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請求を提出
できる

審査管理官は請求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

請求人は答弁書提出から 1 カ月以内に審査管理
官に証拠を提出できる

登録意匠所有者は請求人の証拠提出から 1 カ月
以内に証拠を提出

請求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

審査管理官は意見陳述期日を指定

審査管理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

はい
請求人は取消し理
由を立証したか？

登録取消し

99

第１章 知的財産権の取得

３．
登録意匠における意匠権 (Copyright)
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
に係る意匠権が認められる。また意匠権の保護期間は、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、意匠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。
意匠登録は、歴史的理由により、意匠の「著作権 (copyright)」4を保護するものとみな
される。著作権法における芸術的作品の意匠と著作権の最も重要な特徴は、両者が視覚に
よる評価を基準とすることである。歴史的に見て、基本的に工業製品として創り出された
が、著作権法の範囲内にも含まれる、ある種の芸術的作品は、より産業環境に適した規定
を有する意匠法によって別々に保護されるようになった。それらの特徴のうちのいくつか
は、登録のための要件（より短期間の権利、および文字通りでない侵害に備えるための、
一層の柔軟性）である。これは、また、意匠法により保護されていないが、意匠法により
登録される可能性のある、工業意匠の限られた保護を提供するのみの著作権法に例外が存
在する理由である。このような意匠については、著作権法による「著作権」は 物品の意
匠を 50 個複製すると失効する。意匠法も歴史的に特許法と関連づけられており、両者は 1
911 年の同じ法律において同時に取り扱われていた。これは保護可能な意匠は、工業物品
に用いられるものであり、また、非文言侵害の認定に使用される特許の類似の判断基準、
すなわち、非容易性の判断基準が用いられる、という理由である。現在、その状況におか
れているように、意匠法により保護可能な全ての意匠は、著作権法でも非常に限定的に保
護されているが、著作権法は、より一層広く、意匠法では保護することのできない著作物
を含んでいる。
更に、著作権法の第 15 条 1 項は、著作権が意匠と同時に存在してはならないと定めて
いる。更に第 15 条 2 項は、物品は意匠法により登録することができるが、そのように登
録されていない場合、工業的過程または機械的処理により 50 個以上複製されるとすぐに
著作権保護は失効することを明瞭にしている。
４．
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、相互主義に基づく場合にはその日、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
主義に基づくところの日が認められる場合には、当該意匠に認められる意匠権の保護期間
延長または失効日は、当該相互主義の日を基準に決定される。
譲渡、移転その他法の適用により、登録意匠に係る意匠権を取得した場合には、所定の
様式をもって、当該権原の登録を請求しなければならない。係る権原の登録が請求された
場合には、当該権原を証明する証拠をもって確認した上で、審査管理官により当該意匠の
権利者が登録され、当該権原の譲渡、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・利益を、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、審査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・利益を創
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
4

編者注：意匠の著作権は意匠権に相当するものであるので、以後「意匠権」と記す。
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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
えて更に審査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。
（１）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、審査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、誰でも審査管理官に対し、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。
（２）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、審査管理官が適
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、審査管理官により、当該請求時に意匠に係る権
利・利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、審査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。
５.
失効した意匠権の回復
登録意匠権に係る意匠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、審査管理官の許可を得て、所定の様式をもって、意匠権の保護期
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、審査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
旨が審査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、意匠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、審査管理官によ
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、当該意匠権の保護期間延長を
認める判断が審査管理官から出されてから 1 カ月以内に、意匠権者が未納の意匠権更新料
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、審査管理
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意匠権の侵
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。
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６.
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、審査管理官に届け出な
ければならない。かかる届出を怠った場合には、審査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素材ででき
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、当該意匠に係る意匠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
匠に係る意匠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。.
７．
譲渡および実施許諾
譲渡、移転、実施権、抵当権、その他法律の適用によって、登録意匠に係る意匠権につ
いての権利を取得した者は、その権利を登録するよう審査管理官に申請することができる。
権限または権利の移転のための手段は書面によるものとし、その遂行から6カ月以内（さ
らに6カ月延長可能）に審査管理官に提出しなければならない。
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
るためという利害は、意匠の登録取消しの目的として認められる。
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意匠の登録取消しを請求する場合には、審査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、審査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
消し請求に対抗しようとする場合には、審査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審査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
て審査管理官に提出し、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、審査管理官の許可を得
た場合かまたは審査管理官から命じられた場合を除き、さらに証拠の陳述書を提出するこ
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、審査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。
陳述書等および証拠が提出されたとき、またはその他審査管理官が決定するときに、意
匠の登録取消し請求の聴聞期日が決定される。聴聞期日は、遅くとも10日前までに、審査
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、聴聞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、これを審
査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、聴聞の実施が
審査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、聴聞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審査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、これを聴聞した後、審査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、取消し請求者が聴聞に
おいて主張を述べておらず、または聴聞を希望しない旨を審査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。
なお、登録商標の取消は、特許法や商標法とは異なり意匠法に規定がないことから、知的
財産審判委員会（IPAB）に審判請求をすることができない。
９．
不服申立
審査管理官の決定に対する不服の申立ては、意匠法により高等裁判所にしなければなら
ない。申立ては審査管理官により承認された命令の日から 3 カ月以内に請求しなければな
らない。
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不服の申立てが適切であると考えられるなら、高等裁判所は、その不服申立の判決に際
して専門家の支援を得ることができ、高等裁判所の判決は最終的なものとなる。また、高
等裁判所は、審理に際し、この法律による全ての手続きの処理および手順について、規則
をこの法律に調和させる権限を有している。
以下は、意匠法における不服申立ての審理の理由である。
（１）

登録出願の拒絶

（２）

意匠登録の取消

（３）
意匠登録における任意の事項の記載漏れ、記載の脱落、誤記または瑕疵のため
の登録の訂正
年

居住者による意
匠出願件数

非居住者による
意匠出願件数

居住者に対する
意匠登録件数

2007
2008
2009
2010
2011

3,873
3,873
4,267
4,416
5,516

2,529
2,529
1,825
2,662
6,060

3,026
2,985
3,552
3,562
2,266

非居住者に対
する意匠登録
件数
1,902
1,787
2,473
2,005
1,239

１０.
意匠法における事前の公表
最近の Reckitt Benkiser India Ltd 対 Wyeth Ltd のケース5では、デリー高等裁判所の
裁判体（Division Bench）は、意匠法における「事前の公表」の決定についての指針を定
めた。意匠法は、登録前の「事前の公表」は意匠の取消理由となり得ることを定めている。
Gopal Glass Works Ltd.対 Asst. Controller of Patents & Design において6、コルカタ
高等裁判所は、外国特許庁による意匠、明細書、図面の単なる公表は、それ自体で事前の
公表とならないと判示した。これは、Dabur India Ltd.対 Amit Jain において、デリー高
等裁判所により再度判示された。
しかし、本ケースにおいては、上記見解の正当性には疑問が呈された。締約国での出願
から 6 カ月以内にインドで意匠登録出願がされた場合、締約国との相互協定について定め
るインド意匠法の第 44 条の規定が見過ごされているとの議論がなされた。
裁判所は、外国での意匠登録は、インドにおける意匠登録の取消理由になり得ないこと
を判示した。しかし、外国での意匠登録はインドにおける対応出願が 6 カ月以内にされな
かった場合には、事前の公表に従い、インドにおける意匠登録の取消の根拠となり得る。
何が「創作性のある」意匠を構成するかという観点から、裁判所は、新規または創作性
とは、通常は、周知でなく、公有財産として存在しないような意匠を意味することを明ら
かにした。意匠法により、「創作性」は、特定の物品において新規であることを意味する。

5
6

http://indiankanoon.org/doc/3849421 参照。
2006(33)PTC 434 (call)
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裁判所は、意匠は全体として新規である必要はなく、意匠が以前に適用されたことのない
物品に新規な方法で適用されれば十分であると判示した。
裁判所は、インドで既に公に開示されているか、他のいずれかの外国で公表を通じて開
示されている意匠の登録を禁止する、意匠法の第 4 条(b)の適用範囲についても分析した。
裁判所は、意匠の登録は、単なる公表によっては妨げられないが、具現化された形態、ま
たは他の任意の方法での公表では登録が妨げられると見解を述べた。
「他の任意の方法」という用語の意味は、「有形的な形体」または「使用」に左右され
ることとなる。従って、紙の上における意匠は、意匠の視覚的インパクトが、意匠を対象
物上でみた時に、すなわち有形的な形または使用してみた時に類似している場合にのみ公
表されたものということができる。裁判所は、「有形的な形体」という表現は特定の物理
的形状または物品に適用された場合の形状を意味し、単に、意匠を複製し、変形し、物理
的形状を与える能力を意味しないと判示した。また、裁判所は意匠の公開が、開示または
公表前に同一の視覚効果を有する、明らかに同一物品での意匠を用いていることを示して
いる雑誌、カタログ、書籍、新聞等の写真または明確な絵のイラストレーションの形態お
けるものであることを明らかにした。
裁判所は、公表されたということが、いずれの事案であっても導かれる証拠により決定
される事実問題である、と結論づけた。したがって、単に、締約国の意匠の登録簿の記録
に意匠が存在していても、全てのケースにおいて公表されたことにはならない。
裁判所はまた、条約の優先権を主張するために外国の出願をしてから 6 カ月以内に、イ
ンドで登録のための出願をしなかった場合の影響を検討した。このような場合には、裁判
所は、締約国での出願から 6 カ月以内にインドで出願しなかった場合に、優先権を失うこ
ととなると判示した。裁判所は、インド人の出願人が同一または類似の意匠について出願
すると、その者はインドにおいて外国出願人に優越する優先権を受けることになろうと念
入りに述べた。しかしながら、外国の意匠登録人は、インドでの登録前に外国で当該意匠
が事前に公表された場合は、インド出願の登録で問題に直面することとなる。
したがって、事前の公表の判断基準（test）は、先に登録された意匠が公表されていて、
かつ、目で見た外観または心の目で判断しうる特定の物品に用いられるよう十分に必要な
明確性を有している場合にのみ満たされることとなる。事前の公表となるものは、本質的
に事実問題であり、ケースバイケースで決定する必要がある。
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1－2.

特許局および意匠局の所在地

1

2

4

3

所在地および管轄地域
S. No.

特許局
New Delhi Office –
NCT of Delhi

管轄地域
The States of
Haryana, Himachal
Pradesh, Jammu and
Kashmir, Punjab,
Rajasthan, Uttar
Pradesh,
Uttarakhand, Delhi
and the Union
Territory of
Chandigarh.

2

Kolkata Office –
State of West
Bengal

The States of West
Bengal, Orissa,
Bihar, Jharkhand,
Sikkim, Assam,
Meghalaya, Tripura,
Mizoram, Manipur,
Nagaland, Arunachal
Pradesh,

3

Chennai Office –
State of Tamil
Nadu

The States of Andhra
Pradesh, Karnataka,
Kerala, Tamil Nadu
and the Union
Territories of
Pondicherry and
Lakshadweep .

4

Mumbai Office –
State of
Maharashtra

The States of
Maharashtra,
Gujarat, Madhya
Pradesh, Goa,
Chhattisgarh and the
Union Territories of
Daman and Diu &
Dadra and Nagar
Haveli

1

所在地
The Patent Office,
Intellectual Property
Office Building,
Plot No. 32, Sector 14,
Dwarka, New Delhi110075
Phone : 01128034304, 28034305,
28034306
FAX:011-28034301,
28034302
Email: delhipatent@nic.
The Patent Office,
Intellectual Property
Office Building, CP2 Sector V, Salt Lake
City,Kolkata-700091,
Phone : 03323671945, 1946, 1987
FAX-033-2367-1988
Email:
kolkata-patent@nic.in
The Patent Office,
Intellectual Property
Office Building,G.S.T.
Road,
Guindy, Chennai600032,
Phone: 04422502081- 84,
FAX: 044-22502066,
Email: chennaipatent@nic.in
The Patent Office
Boudhik Sampada
Bhawan,
S.M. Road, Near
Antop Hill Post Office,
Antop Hill,
Mumbai - 400 037.
Phone : 24137701,
24141026, 24150381,
24148165, 24171457
FAX : 24130387
Email:
mumbai-patent@nic.in

担当者
Dr. K. S. Kardam
Deputy Controller
of Patents &
Designs

Shri D. K. Rahut
Deputy Controller
of Patents &
Designs

Shri. G.P. Roy
Deputy Controller
of Patents &
Designs

Shri Rakesh
Kumar
Deputy Controller
of Patents &
Designs

S. No.

2

意匠局
Kolkata
Office –
State of
West Bengal

管轄地域
The application for
registration of a
design can be filed at
the Patent Office at
Kolkata and its Branch
Offices at New Delhi,
Mumbai and Chennai.

所在地
The Patent
Office(Designs
Wing),
Intellectual Property
Office,CP-2 Sector
V,
Salt Lake City,
Kolkata-700091
Phone No. 03323671945-46,
23671987
FAX- 033-23671988,
Email:- kolkatapatent@nic.in

担当者
Shri D. K. Rahut
Deputy Controller
of Patents &
Designs

２

各種料金表

以下の表は、一般的とされる料金に関するおおよその手持ちの参考資料である。
掲載されている法定手数料は、現在の為替相場 1 米ドル：60 インドルピーで計算され
たものである。表内で引用された出願手数料の範囲は見積りで、実費は、法律事務所ま
たは任意の代理人によって異なる。調査料を見積もるに当たり、異なる法律事務所や事
務弁護士によって適用される一般的な考察には、評判、その件を扱う担当者の年功、お
よび、複雑性が挙げられる。
多くの法律事務所が、時間に関する見積りが難しい業務のインボイスを作る際に、時
間毎の基準を用いている。一般的に、時間毎の料金は、100 米ドルから 400 米ドルであ
る。この時間毎の料金はまた、インド知的財産審判部(IPAB)や裁判所に案件が回る前の
手続きにも適用される。訴訟における主任弁護士は、時間毎の料金を請求するが、それ
は審理ごとに 200 米ドルから 15,000 米ドルと大幅に上下する。
法律事務所では、各メンバーが(年功に関係なく)請求する固定の１時間当りの料金(混
合料率)を持ちかけるのは珍しいことではない。
以下の料金表で列挙する業務は、最も頻繁に行われる業務である。その他の業務も、
法律事務所および、代理人によって料金表が設定されることがある。法律事務所および、
代理人を料金や料金体系の詳細の提供を示してもらうことをお勧めする。緊急の事項に
関しては、法律事務所や代理人によっては、追加料金が発生することがある。

業務
法定手数料
(米ドル)

出願代理人の
手数料の見積
り
(米ドル)

一区分における一つの意匠登録出願

17

100 – 350

月ごとの期間の延期申請

3

20 – 150

期間の延長に関する申請

8

75 – 200

実体審査のオフィスアクションの報告

–

100 – 250

答弁書の提出

–

100 – 250

期間延長(11 年から 15 年まで)

33

50 – 150

登録番号を付与した場合における特許局からの情報の
請求

8

50 – 200

登録番号を付与していない場合における特許局からの
情報の請求

17

50 – 200

認証謄本の申請

8

50 – 150

7.

意匠関連各種フォーム（英文）

Forms for Designs
1. Form 1- Application for registration of design
FORM 1
[THE DESIGNS ACT, 2000]

FEE Rs. 1000

APPLICATION FOR REGISTRATION OF DESIGNS.
(See Sections 5 and 44)

1Insert number of class
2 .............................
2Insert (in full) the name
address and nationality
thereof.
3State whether drawings,
design
photographs, tracings
or specimens.

You are requested to register the accompanying in
Class No. 1........................ in the name of
..........................................................................
............................................................................
...........................................................................................
............................. who claim(s) to be the proprietor(s)
Four exactly similar 3....................................of the
accompany this request.

4Insert name of article or
The design is to be applied to
4.........................................
articles to which the
design
.................................................................................................
is to be applied or state
....................................................................................
trade description of each
...................................................................................
of the articles contained in
the set
5 Strike out these words if
Class(es).
previous registration
has been effected.
country or group of

5The design has been previously registered in
........................................... under No……………..
Details of first application in UK or convention
countries or inter-governmental organisation.
[(i) Name of country/inter-governmental organization.
(ii) Date of filing,
(iii) Application number,
(iv) Name of the applicant]

6Unless an address for
service in India in given,
the request may not be
considered.

Address for service 6 in India is .......................................................................
.....................................................................
Declaration:
The applicant claims to be the proprietors of the

design and that

new or

to the best of his knowledge and belief the design is
original.
Dated this ........ .......... Day of ..................20….

7To be signed by the
applicant or by authorised agent.

(Signed) 7 .........................................................

TO
THE CONTROLLER OF
DESIGNS,
THE PATENT OFFICE,
KOLKATA

.
* Strike out the words if no previous registration or priority claim has been effected

2. Form 3 - Application for Extension of copyright.

FEE Rs. 2000

FORM 3
[THE DESIGNS ACT, 2000]
APPLICATION TO EXTEND COPYRIGHT
(See Section 11)

1Insert number of design.
the

You are requested by the undersigned who is/are

No.1___________
2 Insert Class
2__________________ to extend the

registered proprietor(s) of the Design
registered in Class
period of copyright for a period of five years.

Address for service in India is :_____________________________________________
_____________________________________________
Dated this ______________ day of _______________ 20__
3To be signed by the applicant
or authorized agent

(Signed)3
________________________________

TO
THE CONTROLLER OF
DESIGNS
THE PATENT OFFICE,
KOLKATA.
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