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IV．インド A．概要

IV．インド
A．概要
１ 産業財産権法制
１．１ 産業財産権制度に関する法令
特許法(2005 年 4 月 4 日法律第 15 号改正)、意匠法(2000 年 5 月 12 日法律第 16 号改正)
商標法(2010 年 9 月 21 日法律第 40 号改正)が規定されている1。
インドに実用新案制度はない。
１．２ その他関連法令・規則
（１）行政規則
特許、意匠、商標のそれぞれについて、規則が制定されている。インド特許意匠商標総
局(CGPDTM)が英語の原文を公開している2。特許庁が、以下の規則の日本語訳を公開し
ている。
・ 特許規則(2005 年 12 月 30 日 S.O.1844(E)号改正)
・ 意匠規則(2008 年 S.O.1460(E)号改正)
・ 商標規則(2002 年 2 月 26 日付 GSR114(E)号改正)
また、2010 年制定の改正法及び 2013 年制定の改正規則が、マドリッドプロトコルに加
盟するためにインド国内で施行された。
（２）産品に関する地理的表示(Geographical Indications)
産品に関する地理的表示(登録及び保護)法(1999 年 12 月 30 日成立、2003 年 9 月 15 日
施行)及び地理的表示(登録及び保護)規則(2002 年 3 月 8 日付)によって、産品の地理的表示
が保護されている。
（３）コモンロー
インドでは詐称通用(Passing off)に関するコモンローの原則が挙げられる3。コモンロー
は、判例によって形成される。コモンローに関連する判例の詳細については、「３．４ 主
要な判決」の項に記載する。

1

インド特許意匠商標総局(CGPDTM)が英語の原文を公開している。
http://ipindia.gov.in/IPActs_Rules/IPActs_Rules.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
特許庁が日本語訳を外国産業財産権制度情報で掲載している。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
2 http://ipindia.gov.in/IPActs_Rules/IPActs_Rules.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
3 現地事務所への調査結果
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（４）その他
商標法の他にも、商標に関連する以下の法律がある4。
① The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 19505
特定の認証や名称を商用目的に不適切に利用することを禁止する法律。
② The Indian Standard Institution (Certification Marks) Act, 19526
工業規格などインド国内の認証登録に関する法律。
１．３ 審査基準・ユーザーガイド
（１）特許
① 審査基準
2011 年 3 月 22 日に改訂された審査基準(特許庁の特許実務及び手続の手引)が利用さ
れている7。なお、JETRO が日本語訳を公開している8。
また、特定技術分野の審査基準及び審査基準(案)が公開されている。英語原文及び日本
語仮訳を JETRO が公開している9。
・医薬品分野における特許出願審査ガイドライン
・コンピュータ関連発明に対する審査ガイドライン(案)
・バイオテクノロジー関連特許出願に対する審査ガイドライン
・伝統的知識及び生物由来物質に関する特許出願処理についてのガイドライン
② ユーザーガイド
CGPDTM は、出願人向け eLearning として、出願手続や PCT 出願についてのユーザ
ーガイドを公開している10。
（２）意匠
① 審査基準
意匠法(2000 年法律第 16 号改正)及び意匠規則(2008 年 S.O.1460(E)号改正)に対応した
審査基準が利用されている11。なお、JETRO が日本語訳を公開している12。
4

現地事務所への調査結果
The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950、
http://admis.hp.nic.in/himpol/Citizen/LawLib/C093.HTM(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
6 The Bureau of Indian Standards、http://www.bis.org.in/bis_origin.asp
(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
7 MANUAL OF PATENT OFFICE PRACTICE AND PROCEDURE Version 01.11 As modified on March
22, 2011
http://ipindia.gov.in/ipr/patent/manual/HTML%20AND%20PDF/Manual%20of%20Patent%20Office%20
Practice%20and%20Procedure%20-%20html/Front%20page.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
8 http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/201103_tokkyo_01.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
9 https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
10 http://ipindia.gov.in/eLearning/eLearning.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
5
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② ユーザーガイド
CGPDTM は、出願人向け eLearning として、意匠登録についてのユーザーガイドを公
開している13。
（３）商標
① 審査基準
方式審査についての審査基準14と、実体審査についての審査基準15とが別に作成され公開
されている。いずれの審査基準にも”draft”と記入されており、正式には発行されていない
ようである。
② ユーザーガイド
CGPDTM は、出願人向け eLearning として、商標登録や、マドリッドプロトコルにつ
いてのユーザーガイドを公開している16。
２ 産業財産権制度の管轄機関
（１）インド商工省(Ministry of Commerce and Industry)
インド商工省の工業政策推進局(Department of Industrial Policy and Promotion
(DIPP))は、特許、意匠、商標および物品の地理的表示に関連する知的財産権の促進と保
護の監督責任を有する部署である17。
（２）インド特許意匠商標総局(CGPDTM)18
CGPDTM(Controller General of Patents, Designs, and Trade Marks)はムンバイ
に設置されている。特許意匠商標総局は、1970 年特許法、2000 年意匠法、及び 1999
年商標法の機能を監視し、また、これらの問題に関して政府に助言をする。産品の地理
的表示を保護するため、1999 年の産品に関する地理的表示(登録及び保護)法を管理す
るための地理的表示登録局が設置された。

http://ipindia.gov.in/manuals/Manual_DesignsPractice_and_Procedure_31March2011.pdf(最終アクセ
ス日：2015 年 2 月 19 日)
12 https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/2011_ishou_01.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
13 http://ipindia.gov.in/eLearning/eLearning.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
14 http://ipindia.nic.in/tmr_new/TMR_Manual/DraftManual_TMR_23January2009.pdf(最終アクセス日：
2015 年 2 月 19 日)
15 http://ipindia.nic.in/tmr_new/TMR_Manual/TMR_Manual_2008.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
16 http://ipindia.gov.in/eLearning/eLearning.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
17 Role and Functions of the Department of Industrial Policy & Promotion
http://dipp.nic.in/English/AboutUs/Roles.aspx(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
18 Controller General of Patents, Designs, and Trade Marks
http://ipindia.gov.in/(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
11
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① CGPDTM の組織体制19

② CGPDTM の職員数
CGPDTM の年報(Annual Report 2012-2013)に記載されている表20から計算した数字
を以下に記す。
・CGPDTM headquarters ：5 名
・特許局：505 名
うち審査管理官(Controller)：87 名(うち 2 名が意匠担当21)
うち審査官(Examiner)：201 名(うち 4 名が意匠担当22)
・商標登録局：198 名
うち審査管理官(Registrar)：13 名
うち審査官(Examiner)：62 名

19
20
21
22

http://ipindia.gov.in/main_text.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
Annual Report 2012-2013 CHAPTER-X, APPENDIX A 及び APPENDIX B
JETRO ニューデリー事務所への調査結果
JETRO ニューデリー事務所への調査結果
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（３）特許局23
特許局の本局はコルカタにあり、その支局は、チェンナイ、ニューデリー及びムンバ
イに設置されている。また、意匠局はコルカタの特許局内に設置されている24。
（４）商標登録局25
商標登録局の本部はムンバイにあり、その支局は、コルカタ、チェンナイ、アーメダ
バード及びニューデリーにある。
（５）地理的表示登録局26
地理的表示登録局はチェンナイにのみ設置されている。
（６）国立知的財産管理協会27
国立知的財産管理協会(NIIPM)の事務所はナグプルにあり、知的財産権(特許、意匠、
商標及び地理的表示)に関する訓練／認知度向上プログラムの実施を統括している。商工
省の傘下にある、中央政府組織である。
（７）特許情報システム28
特許情報システム(PIS)の事務所はナグプルにある。世界中の特許関連文献の収集及び
収集した特許関連情報の提供を目的として、商工省によって 1980 年に設立された。
（８）知的財産審判委員会29
知的財産審判委員会(Intellectual Property Appeal Board(IPAB))は、1999 年商標法、
及び 1999 年産品の地理的表示(登録及び保護)法による登録局の決定に対する不服申立
を審理するために、商工省において、中央政府の官報告示で、2003 年 9 月 15 日に設
立された。IPAB の本部はチェンナイにあり、審判機関は、チェンナイ、ムンバイ、デ
リー、コルカタ及びアーメダバードにある。2007 年 2 月 4 日に商工省により発行された
告示 No.12/15/2006-IPR-III)により、知的財産審判委員会に関する 2002 年及び 2005 年
改正特許法の条項が施行された。
これにより各高裁になされていたすべての上訴は IPAB
へなされることになった。同様に 1970 年特許法に基づく新たな修正出願も IPAB へ申
立をすることになった。

http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patents.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
http://ipindia.nic.in/ipr/design/designs.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
25 http://ipindia.nic.in/tmr_new/default.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
26 http://ipindia.nic.in/girindia/(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
27 National Institute of Intellectual Property Management http://ipindia.nic.in/Niipm/index.htm(最終ア
クセス日：2015 年 2 月 19 日)
28 Office of the Patent Information System http://ipindia.nic.in/Niipm/pis.htm(最終アクセス日：2015 年 2
月 19 日)
29 Intellectual Property Appellate Board http://www.ipab.tn.nic.in/(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
23
24
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３ 産業財産権制度の動向
３．１ 政策
（１）特許
インド商工省は、2014 年 8 月に国家知的財産権戦略を公表した30。
2014 年 8 月、インド商工省は、国家知的財産戦略を公表した。本戦略は、2010 年
からの 10 年を「イノベーションの 10 年」と位置付け、その一分野として、知的財産権
に関する国家戦略を定めたもの。2012 年 9 月に、原案が公表され、意見募集がなされ
ていた。
今回の確定版では、特に行政庁の機能強化及び能力向上による迅速・的確な権利付与
について、多くの記載が追加されたほか、国際協力の必要性についても言及されている。
他方、技術移転手段として、国家製造業政策で提案され、先進国産業団体から批判の対
象となっている技術獲得開発ファンド(TADF)を推進することも新たに記載されている。
他方、原案において記載されていた実用新案制度の創設、営業秘密の成文法化につい
ては、確定版では触れられていない。
なお、同時にワークプランも公表され、マラケシュ条約(著作権)、ニース協定(商標)
への加入努力、ハーグ協定(意匠)加入是非の評価を行う事などが定められている。
国家知的財産権戦略(National IPR Strategy) は知財制度改革に対して、ポジティブで
あり、アグレッシブなものである。具体的な施策として、すべての分野の審査ガイドライ
ンがオンラインで公開され、CGPDTM に係属中の出願件数をリアルタイムで公開するシ
ステムの導入(Stock and Flow of Patents、http://ipindiaservices.gov.in/stockandflow)が
進められている。
ただし、特許審査ハイウエイ(PPH:Patent Prosecusion Highway)の導入は難しいと思わ
れる。なぜなら、インドのコンピューターソフトウエアや医薬品の分野のガイドラインが
他国と比較すると特殊であるため、他国の審査情報が参考にできないためである31。
また、出願に係る係属期間の長期化は、現在のインドが直面している重大な問題であり、
それは、出願を審査する審査官が負う業務量によって生じているものである32。最近、デ
リー高等裁判所は、Nitto Denko vs. Union of India 事件において、特許出願を処理し、
特許出願についての時間に拘束された処理を維持するための有効な方法を案出するという
形での、インド特許庁における膨大な未処理案件を一掃するための措置が取られなければ
ならないと、述べた33。

JETRO、インド知的財産ニュース 2014 年 8 月 6 日「インド商工省、国家知的財産権戦略を公表
http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/news_20140806.pdf (最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)、
http://dipp.nic.in/English/Schemes/Intellectual_Property_Rights/national_IPR_Strategy_21July2014.pdf(
最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
31 現地事務所への調査結果
32 現地事務所への調査結果
33 現地事務所への調査結果
30
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（２）意匠
料金の値上げに関連する規則改正が 2014 年 12 月に公表されている34。
（３）商標
近い将来に商標制度を改革する計画に関しては何らの発表もない。なお，商標制度にお
ける最も近時の改革のいくつかを次に掲げる35。
① 特許意匠商標総局(CGPDTM) は，
「マドリード議定書に基づく業務に関する指針」を
発表した36。[2013 年 12 月 17 日]
② 商標登録局は，商標登録の目的で，1999 年商標法第 8 条 (1) に基づく商品及びサー
ビスの分類を発表した37。[2013 年 11 月 29 日]
③ 商標登録局は，登録商標の登録後の変更の記録のために提出された請求の処理のため
の特別キャンペーンの開始を通知する通達を発出した38。このキャンペーンは，2013
年 12 月及び 2014 年 1 月の両月にわたって行われる。登録所は，処理のための様式
TM-17，19，20，23，24，33，34，35，36，38，42，43 又は 50 により提出された
請求を受理する旨を通知した。商標登録局はまた，登録後の変更の記録に係るすべて
の請求は変更の順序により処理される旨も通知した。登録後の変更に関して出願人/代
理人が提出するべき書類には変更の順序を表示する主張事実申立書，譲渡証書及び委
任状の真正謄本並びに請求に記載された譲渡/移転に関して如何なる訴訟も係属して
いないことを表示する宣誓供述書が含まれるが，これも当該通達に掲げられた。[2013
年 11 月 20 日]
④ 商標登録局は，商標出願に関する審査報告に対する応答の，包括的商標電子ファイリ
ングサービスを通じるオンラインでの受理を開始した39。[2013 年 11 月 7 日]

34

現地事務所への調査結果
http://dipp.nic.in/English/acts_rules/Rules/design_Amendment_Rules_2014_01January2015.pdf(最終アク
セス日：2015 年 2 月 19 日)
35 現地事務所への調査結果
36 CGPDTM, “Guidelines for functioning under the Madrid Protocol”,
http://www.ipindia.nic.in/Whats_New/guidelines_MadridProtocol_17December2013.pdf(最終アクセス日：
2015 年 2 月 19 日)
37 CGPDTM,、
http://ipindia.nic.in/tmr_new/tmr_notice/classification_GoodsServices_29November2013.pdf(最終アクセス
日：2015 年 2 月 19 日)
38 CGPDTM、http://www.ipindia.nic.in/iponew/publicNotice_20November2013.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
39 CGPDTM, http://ipindia.nic.in/iponew/publicNotice_07November2013.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
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⑤ CGPDTM は，公衆が商標出願審査の詳細，理由開示聴聞，商標公報での公表事項，
商標登録，その他の出願の処分 (即ち放棄，拒絶等によるもの) 及び月ごと又は日ごと
に発出されるその他の通知をリアルタイムで閲覧できる「ダイナミック商標サービス」
を開始した40。[2013 年 11 月 1 日]
３．２ 利用促進・活用支援
本項目については、
CGPDTMの所管官庁である商工省にアンケートを送付し調査した41。
産業財産権制度の利用促進のために、一般の利用者に対して行っている取組みとして、講
習会・説明会の開催、ホームページへの解説文書をアップロードがある。
また、産業財産権制度の利用促進のための金銭的な支援として、登録費用の減免及び返
還を行っている。
３．３ 模倣品対策
本項目については、CGPDTM の所管官庁である商工省にアンケートを送付し、以下の
回答を得た42。模倣品対策として、以下の活動を行っている。
・ 消費者への情報提供及び啓蒙活動
・ 権利者への情報提供及び啓蒙活動
・ 市場における模倣品の規制措置
模倣品対策に関して国内の関係機関(裁判所・税関・警察)と以下の連携を図っている。
・ 関係機関職員への知的財産制度に関する研修、インターンシップの提供
・ 税関又は警察からの、被疑侵害品と知的財産権との対比に関する問合せへの対応
３．４ 主要な判決
（１）特許
JETRO が、インドの産業財産権に関連する判決及び審決を収集・分析した資料を公開
している43。以下に、特許制度に関連する主要な判決・審決の概略を記載する。

CGPDTM, “Dynamic Trademark Utility”, http://ipindiaonline.gov.in/progress/(最終アクセス日：2015 年
2 月 19 日)
41 商工省への調査結果
42 商工省への調査結果
43 JETRO、インド知財判決・審決分析集 (2014 年第 3 版)
2014 年 6 月、
http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/2014_intelproperty_3.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
40
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a. Novartis A.G. Vs. Union Of India & Others (最高裁)
特許法第 3 条(d)は、発明でないものの一つとして、
「既知の物質について何らかの新規
な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの」を規定してい
る。
審査基準などでは「既知の物質」についての判断基準が示されていないため、この点に
ついて争われた。
b. Bayer Vs. Controller General of Patents and Design & Natco (IPAB)
特許法第 83 条(g)は特許発明の実施に適用される一般原則として、
『特許は，特許発明の
恩典を適正に手頃な価格で公衆に利用可能にするため付与されるものであること』と規定
している。また、特許法第 84 条(1)は、利害関係人による強制実施権の許諾の条件として、
3 つの要件を規定している。本裁判では、これら要件の充足すなわち強制実施権許諾の是
非について争われた。
第 83 条 特許発明の実施に適用される一般原則
本法の他の規定を害することなく，この章によって付与された権限を行使するに当たって
は，次に掲げる一般原則を参酌しなければならない。
(a) 特許は，発明を奨励するため，及び当該発明がインドにおいて商業規模で，かつ，不
当な遅延なしに適切に実行可能な極限まで実施されることを保証するために，付与される
ものであること
(b) 特許は，特許権者に対して特許物品の輸入を独占することを可能にするためにのみ付
与されるものではないこと
(c) 特許権の保護及び執行は，技術革新の推進，技術の移転及び普及，技術的知識につい
ての，かつ，社会的及び経済的福祉に資する方法による生産者及び使用者の相互利得，並
びに権利義務の均衡に貢献すること
(d) 付与された特許は，公衆の衛生及び栄養物摂取の保護を阻害せず，かつ，特にインド
の社会・経済的及び技術的発展にとり極めて重要な分野における公共の利益を増進する手
段としての役割を果たすべきであること
(e) 付与された特許は，中央政府が公衆衛生を保護する措置を講ずることを一切禁止しな
いこと
(f) 特許権は，特許権者又はその者から特許の権原又は利害を得た者がこれを濫用せず，か
つ，特許権者又はその者から特許の権原又は利害を得た者は，不当に取引を制限し又は技
術の国際的移転に不利な影響を及ぼす慣行にたよらないこと，及び
(g) 特許は，特許発明の恩典を適正に手頃な価格で公衆に利用可能にするため付与される
ものであること
第 84 条 強制ライセンス
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(1) 特許付与日から 3 年の期間の満了後はいつでも，如何なる利害関係人も，次の何れか
の理由により，強制ライセンスの許諾を求める申請を長官に対してすることができる。す
なわち，
(a) 特許発明に関する公衆の適切な需要が充足されていないこと，又は
(b) 特許発明が適正に手頃な価格で公衆に利用可能でないこと，又は
(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと
c. Nitto Denko vs. Union of India(デリー高裁)
デリー高等裁判所は政府に対し，下記事項を検討するための委員会を組織するよう指示
した。
(i) 審査の促進が実行可能とは考えられない場合には，特許権者に対し，審査の過程におい
て消費された期間について補償するために，遅延期間に係る維持手数料についての請求権
の放棄その他の手段が検討できないか否か
(ii) 特許審査に関し，
出願人は 1970 年特許法及びその規則の現行規定に基づく順番からの
繰り上げ受けることができるか否か，及び，その場合，どのような事情に基づいて可能と
なるか。迅速審査又は繰り上げ審査についてどのような要素及び条件が検討されるべきか。
上記委員会は，2015 年 2 月 25 日までに報告書を提出しなければならない。
さらに，デリー高等裁判所は未処理案件を一掃するために，インド政府に対し下記の指
示が出された。
(1) 商業・産業省及び他の関連省は，妥当な期間内に最初の審査報告書を発行できるよう
にするために，知的財産権庁の現代化及び強化に関する計画案(MSIPO)において提案され
ている官職が 9 月以内に創設されるよう緊急の措置をとること
(2) 政府は，審査官の追加官職の創設及び新規採用した審査官の研修のために，第 12 次計
画に基づいて内閣委員会によって既に承認されている Rs.3096 クロレ(100 万ルピー)とは
別の追加支出を検討すること
(3) 政府は 9 月以内に支出省及び人事・訓練省と協議した上で，第 12 次計画によって求め
られている官職の創設を更に促進すること
(4) 商工省工業政策推進局(DIPP)は，UPSC,IIT を経由して，又は GATENET を通じて次
に取得される審査を使用して，審査官採用に関する代替的方法を検討することができる。
さらに，弱体化問題を解決するために，インド特許庁における速やかな施行のために，
関係各省，特に人事・訓練省及び科学技術省と協議して，委員会によって承認されている
「柔軟な完成計画」が最も早く履行できるようにするための努力をすべきことが指示され
ている。

254

IV．インド A．概要

（２）意匠
意匠制度に影響を及ぼす主要な判決は、以下のとおりである44。
a. Whirlpool of India Ltd. 対 Videocon Industries Ltd. , NMS 2269 OF 201245
Whirlpool:原告，Videocon:被告
洗濯機を含む消費者製品のメーカーである Whirlpool India 社 (原告)が、ボンベイ高等
裁判所において、洗濯機を含む消費者製品の製造に携わる Videocon Industries 社 (被告)
に対しとりわけ被告による Whirlpool 社の登録意匠 第 223833 号と第 223835 号の侵害、
および非難される意匠を持つ被告の洗濯機を原告の洗濯機としての詐称通用(passing off)
を制限する終局的差し止め命令のため、また損害賠償、その他の間接的救済のため、訴訟
を起した。この訴訟においては、原告は仮差し止め命令の申立通知書も取得した46。
b. Glaxo Smithkline CH & Co.対 Anchor Health & Beautycare P. ltd.2004 (29) PTC 72
(Del)
原告：Glaxo Smithkline CH & Co.、被告：Anchor Health & Beautycare P. ltd.
原告は，被告が，原告の登録意匠 No. 170554 を侵害する歯ブラシを製造し，販売し又
は販売のために提供することを抑止する仮差止命令を求めている。
原告は，本訴訟は 1995 年 7 月 7 日付の No. 170554 により登録された原告の歯ブラシ
の意匠に関わるものである旨を申し立てた。原告は，当該意匠登録を世界の数カ所で取得
したが，この歯ブラシはこれまでのところインドでは製造も販売もされていないと主張し
た。原告は，被告が原告の当該登録意匠を侵害する意匠を用いて『Anchor Flexi Grip』の
ブランド名の下で当該歯ブラシを販売のために提供していることに気付いた旨申し立てた。
原告によれば，原告のために登録された意匠と被告が製造している歯ブラシとの間の詐欺
的な類似に鑑みて，被告は，原告の登録意匠の詐欺的かつ明白な模倣である歯ブラシを製
造し，販売し又は販売のために提供することを抑止されるべきであるとされる。
被告は，永久的又は仮差止命令の付与を求める原告の申立に対抗して，民訴法(CPC)規
則 4 命令 39 に基づく陳述書及び申請書を提出した。被告は，原告が提起した訴訟は法の
手続の濫用であり，原告は当該訴訟において悪意のある，不正の，不誠実で虚偽の申立を
しただけでなく，一方当事者の仮差止命令を取得する目的で，重要な事実を裁判所から隠
蔽している旨主張する。
登録意匠 No. 170554 が新規の又は独創的な意匠であることが否定され，かつ，このブ
ラシの形状及び輪郭はインド及び他の諸国において既知のものであり，かつ，既に公表さ
れているものであると主張される。さらに，S 字形のジグザグの首部並びに同一の形状及
び輪郭を伴う曲線状の柄を有する歯ブラシがインド及び外国の多数の会社により製造・販
44

現地事務所への調査結果
Bombay High Court, “Whirlpool Of India Ltd vs Videocon Industries Ltd on 27 May, 2014”,
http://indiankanoon.org/doc/188051985/
46 AIPPI・JAPAN、平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業 各国・地域の意匠権の
効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書 7.インド
45
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売されており，原告が登録した意匠 No. 170554 はこれらの明白な模倣であると指摘され
る。新規に登録された意匠の形状及び輪郭には何らの新規性(novely)も存在しないと主張
される。被告は，具体的に，原告の以前の登録意匠 No. 166434 及び No. 167936 に基づい
て原告が Hindustan Lever Limited に対して提起した 1996 年の訴訟 No. 2515 に言及す
るが，当該訴訟における，民訴法(CPC)命令 39 規則 1 及び 2 に基づく仮差止命令を求め
る原告の申請は却下されている。この命令は 1999 年 PTC 第 775 頁に記載されている。
前記の訴訟において原告が『Aquafresh Flexi』及び『Aquafresh Flex-N-Direct』と名付
けられた，特徴，形状及び輪郭において類似する意匠に依拠したことが指摘されている。
前記の訴訟において，裁判所は，既に公表されていること，新規性が欠けていること及
び純粋に機能的かつ実用的な一定の特徴を伴うことを理由として，原告のブラシの登録意
匠は不適正であると判断した。当該訴訟において，原告は，登録意匠の侵害の主張を断念
し，先の公表を認めた。被告は，前記の訴訟提起及びその訴訟において下された命令が本
訴訟申立において開示されておらず，これは一方当事者差止命令を取得する目的での，重
要な事実の裁判所からの隠蔽であると申し立てる。
c. Britannia Industries 対 Sara Lee Bakery，2001PTC 23 (Mad)
Britannia industries は，被告(respondent)が，請求人の意匠と同一の又はこれに類似
する意匠を伴う問題の製品『Milk Wala』『Milk cream biscuits』を製造することにより
請求人のビスケットの登録意匠の盗用行為をすることを抑止する仮差止命令を求める訴訟
を提起した。裁判所は，消費者すなわち子どもの目から見て，2 つのビスケットの主たる
特徴は実質的に同一ではないとの判断を下した。したがって，95 年意匠法に関して被告に
よる侵害は存在しない。
d. Texla Metals 及び Plastics Pvt. Ltd.対 Anil K. Bhasin，2001PTC 146 (Del)
裁判所は，新規の又は独創的なタイプの意匠の概念はかかる意匠の公表又はインドの公
衆への当該意匠の接触可能性(availability)に関係すると判断した。さらに裁判所は，被告
がかかる商品に関してマレーシア，韓国及び日本からパンフレットを受け取っていたと主
張される場合は，かかるパンフレットの受領自体がインドにおける当該意匠の公表に該当
すると判断した。
e. Escort Construction Equipment Ltd 対 Action Construction Equipment Pvt Ltd.，
1999 年 PTC 36(Del)
この事件は，原告 Dr.B.L. Wadehra により製造された Pick-N-Carry 水力自動
(Hydraulic Self Mobile)クレーンの意匠の被告による違法模倣の申立にかかるものであっ
た。94 年知的所有権に関する法律 95 Ibid. 96 Ibid.30
本件は直接的には意匠法の範囲内のものではなかったが，裁判所は，当該意匠が意匠法
の下で登録可能であったか否かを審理した。裁判所は，同法の下での意匠の定義を審理し
た後，当該意匠は登録不能であると判断した。裁判所は，同法の主要目的が機能又は機能
的形状ではなく形状を保護することにあることは当該定義により十分明白にされていると
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した。「『意匠』との表現には，当該の物品が果たすべき機能のみにより決定付けられる
構造，特徴，形状又は輪郭の方法又は原則は含まれない。」裁判所は，クレーンの一定の
部品の保護を求める原告の主張を却下して，次のように判断した。「クレーンの当該部品
は，他の部分と機械的に相関するよう特定の形状に作られている。クレーンのこれらの部
品は視覚に訴えるように作られてはおらず，クレーンを作動又は機能させるためにのみ作
られている。主要な構成要素又は部品はこれらを必要とするクレーンの中にあって外から
見えないが，これらは，その機能を果たすことができるか否かのテストに合格しさえすれ
ばよかったのである。これらは，性能により判断されるのであり，外見により判断される
のではない。したがって，前記の主要な構成要素又は部品は，意匠として登録され得ない。
（３）商標
インドの商標制度の実務に影響を及ぼす判決がいくつも出されている。デリー高等裁判
所が発出した最近の命令の 1 つは，商標出願における「実質的な補正」の用語に関して，
知的所有権及び憲法の顕著な発展の見地から画期的な判決であると目されている47。
1.

インド知的財産権弁護士協会(IPAA) 対 インド連邦(Union of India)ほか(& Anr)

デリー高等裁判所は，特許管理官(Patent Controllers)及び商標登録官等の準司法官に付
与されている法定自由裁量権には長官(Controller General)(CG) 等の上司でも干渉する
ことができないとの決定を下した。
CG は，商標出願への「実質的な」補正を承認しない旨の庁令を発出しているところ，
CG 命令の抜粋を次に掲げる。「商標登録出願への実質的な変更を求める補正請求を認め
てはならない。商標，所有者の詳細(proprietor details)，商品/サービスの指定 (現行品目
の一部削除を除く)，標章の使用に関する供述書への実質的な補正は許可しない」。
この命令は，IPAA (知的所有権弁護士協会) による申立書をもってデリー高等裁判所に
おいて争われ，その後デリー高等裁判所は，CG に対してその命令を再検討するよう命じ
た。
IPAA は，登録官が 1999 年商標法第 9 条及び第 11 条に基づく商標登録の過程で同法第
22 条に基づく準司法的権限を行使していることを証明するために，いくつかの議論を提起
した。
裁判所は，上記の IPAA の主張の大半に同意した。特に裁判所は，登録官の決定が，両
当事者の申立を聴聞し，かつ，自然的正義の規定を遵守した上で到達した，理由付けを伴
う口頭の(speaking)命令であること―準司法当局の特性である―に注目した。裁判所は，第
22 条が準司法的決定を要求していることにかんがみ，この決定は CG 等の上級機関であっ
ても干渉できないと判断した。
2. Kumar Milk Foods Pvt. Ltd 対Vikas Tyagi ほか (デリー高等裁判所) 2011 年(OS) No.
1627

47
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この事件において原告及び被告は，2 つの異なる商品の類において相互に近似する標章
の登録所有者であった。原告は，被告が当該標章を原告の標章が登録されている類の商品
に使用することに対する差止命令を求めた。原告は，被告が SHREDHAR の標章を，被
告は未登録であるが原告は被告の標章と近似する標章を登録している第 29 類の商品に関
して使用するのを抑止することを求めた。
裁判所は，立法の真の意図は，登録が認められている商品に関して侵害から登録標章を
保護することにあると述べた。商品及びサービスの分類を規定する商標法第 7 条を，商標
登録の目的の適用上商品及びサービスは第 4 附則に規定する方法で分類される旨を規定す
る 2002 年商標規則の第 22 規則と併せ読めば，
商標の登録は，
第 4 附則において異なる
「類」
の下で規定されている商品又はサービスに関してであることが分かる。このことは，登録
が認められた商品の類を表示することの裏にある根本的理由を説明するものである。
裁判所は原告に有利な決定を下し，かつ，商標法第 28 条 (3) を法及び規則の上記の仕
組(scheme)に反するやり方で解釈することはできないと判断した。言い換えれば，商標法
第 28 条 (3) は，2 つの条件が満たされる場合にのみ，登録所有者の一方が他方に対して
侵害訴訟を提起することを認めないものと理解されるべきである。すなわち，1 つ目の条
件は，2 つの登録標章が「相互に同一であるか又は近似すること」であり，2 つ目の条件
は，これらが同一の類の商品及びサービスに関するものであることである。
3. Agar Distributors ほか(& Ors.)対知的所有権上訴委員会 (IPAB) ほか (W.P.
364/2011) ボンベイ高等裁判所
ボンベイ高等裁判所は，上記申立書(writ petition)において，IPAB における上訴段階で
証拠を提示する当事者の権利の範囲を明らかにした。同裁判所は，IPAB は民事訴訟法に
より拘束されることはないものの，民訴法(CPC)の第 27 規則命令 41 の背後にある原則に
より拘束されると判断した。
ボンベイ高等裁判所における問題は，IPAB は更なる証拠を導き出すために当該仮請求
を認めるべきであったか否かにあった。
この問題は，商標法第 91 条及び第 92 条並びに 2003 年の IPAB (手続規則) の第 2 規則
(1) 並びに第 8 規則から第 13 規則までの解釈に基づいて判断された。
裁判所は，IPAB は原請求及び上訴の双方について聴聞する旨述べた。宣誓供述書及び
答弁書の提出に関する規則は，IPAB が原請求を聴聞している場合にのみ適用されるもの
であった。
上訴に関し裁判所は，IPAB は当事者が追加証拠を出すことを認める権限を有するもの
の，このことは，当事者が上訴段階で新たな証拠を出す権利を有することを意味するもの
ではないと判断した。
民訴法第 27 規則命令 41 の適用可能性に関し，裁判所は，この規則は正義，衡平及び良
識に基づいていると判断した。したがって，IPAB は，厳格には民訴法により拘束されな
いものの，この規則の背後にある原則に従わなければならない。
この関連で，裁判所は，第 27 規則 (aa)，命令 41 と第 27 規則 (b) とを区別した。第
27 規則 (aa) は，審理の際に当事者が証拠を提示することができなかったので同当事者に

258

IV．インド A．概要

証拠を提示することを認めるものであるが，他方第 27 規則 (b) は，裁判所自体が追加証
拠が必要であるとの結論を出すことについて述べている。
同高等裁判所は，次のように判断した。
「われわれは，第 27 規則 (1) 命令 41 の (aa) 節
に基づく理由に類似する理由に基づいて申立人の請求の拒絶を支持するが，何れかの証拠
の不提示を，判決を下すためか又はその他の実質的な理由で IPAB 自体が当該書類を必要
とするか否かを検討する際の要素とみなすことは IPAB の自由である。
4. Wockhardt Ltd.対 Remed Healthcare Pvt Ltd.ほか 2014 年 4 月 25 日デリー高等裁
判所，IA No. 5745/2013 (u/O 39 R 1 & 2 CPC) in CS(OS) 660/2013
原告は，2005 年に「Mericobal」の商標を登録した。ところが，原告が「Mericobal Viva」
の標章の使用を開始したのはやっと 2012 年になってからであった。
2013 年 3 月，
原告は，
被告が同一の名称「Mericobal」を付した類似の製品を製造・販売していることを知るに
至った。よって原告はデリー高等裁判所において侵害訴訟を提起した。
被告は，2006 年にこの標章の使用を開始した旨主張した。原告はその標章の使用をやっ
と 2012 年 (登録後 7 年から 8 年) に開始したのであり，被告は当該標章の使用を開始し
た時は原告の製品又は標章について何も知らなかったので，
被告は誠実な使用者であった。
更に，被告は，Mericobal は被告の会社の名称「Merion」の最初の 4 文字と塩の化合物
「Mecobalamin」の一部から構成されているので，Mericobal の使用は誠実なものである
旨主張した。また，被告の標章は「Mericobal」であり，原告の標章は「Mericobal Viva」
であるので，これらは類似しておらず，混同を生じさせることはないとした。
しかし，裁判所は，Mericobal と Mericobal Viva とは音声学上概ね同一であり，
「viva」
の存在が両者を異なるものにすることはないと明確に判断した。裁判所はまた，これら薬
品をめぐる混同の悪影響も検討した。
裁判所は，使用及び登録の問題に関し，商標の実際の使用と登録日との間には常に間隙
があり得ると判断した。かかる間隙は，登録所有者から自動的にその権利を奪うものでは
ない。したがって，被告が当該標章の使用を 2006 年に開始した旨述べたとき，これは原
告がその標章を登録した後であり，商標登録所での閲覧によりそのことが分かったはずで
ある。更に，登録所有者の不使用により当事者が害を被った場合は，当該標章を登録簿か
ら除去するために第 47 条を援用することができよう。「したがって，被告が侵害訴訟に
おいて同法第 47 条に基づく救済を求めることなく不使用の訴えを提起することを許容さ
れるならば，登録の効果及び同法第 31 条に基づく登録の効力にかかる手続が害されるこ
とになろう。」
裁判所は，Sun Pharma 対 Cipla 事件を引用しつつ，次のように判断した。「更に，今
回の事件のように，登録所有者及び他の者の双方が使用権(user)を主張する場合において
は，登録使用者の方に有利になろう....被告は，権利を取得する前に登録官に照会を行った
ものとみなされ，
かつ，
当該標章が登録されていることを承知しているものとみなされる。
したがって，被告は，自らに有利な衡平上の判断(equities)を得られない。更に，登録所有
者としての前記原告に対して差止命令を下すことはできず，また，医薬品部門において同
一の標識を有する 2 つの製品を許容することはできない。」
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４ 国際協力
インド首相及び米国大統領間による首脳会談の後に両名により公表された米印共同声明
において、年次ハイレベル知財作業部会を創設することが記載されている48。

JETRO、
インド知財ニュース 米印二国間知財協議の枠組みに関するインド政府発表(2014年10月16日)、
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/news_20141016.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)

48
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F．最近の動き
１ 国家知的財産戦略と国家知的財産権政策について
2014 年 8 月、インド商工省が国家知的財産権戦略（National IPR Strategy、以下、IPR
戦略とする）を公表した。また、2014 年 12 月、インド商工省が設立した IPR シンクタン
クが、国家知的財産権政策（National IPR Policy、以下、IPR 政策とする）の第一次ドラ
フトを発表した。
この IPR 戦略と IPR 政策との関係性を明確に説明する資料を発見することはできなか
ったが、それぞれの資料を比較すると、次のような違いある。
IPR 戦略はインドの経済的発展を加速し、企業の競争力を強化するため知財の効果的な
創出、保護、管理などを奨励・促進することを目的とした方針を示すものである。一方、
IPR 政策はインドの知財制度の具体的な制度整備のロードマップを示すものである。
なお、IPR 政策は、2014 年 5 月に就任したモディ新首相による新政権が掲げる『メイ
ク・イン・インディア（Make in India：インドでつくろう）
』という構想を実現するため
の政策の一つである。この『メイク・イン・インディア』とは、2014 年 9 月から開始さ
れたインド政府による製造業振興のためのキャンペーンである150。
インドを世界水準の製造拠点に転換するというインド政府によるこの構想は、知的財産
資産を創造、保護及び利用することによって革新性及び創造性を促進することを前提とし
ており、知的財産権の創造、保護及び利用の促進のため IPR 政策が検討されている。
２ IPR 戦略と IPR 政策の検討までの流れ
2010 年にインド大統領が「イノベーションの 10 年」を宣言し、国家イノベーション評
議会を設置したことを発端としている。
2012 年 9 月の IPR 戦略ドラフト(案)発表以降は、
暫く動きは見られなかった。しかし、2014 年 5 月のモディ首相就任以降、インド商工省
による IPR 戦略や IPR 政策の検討や公表のスピードが加速していることがわかる。
2010 年
大統領が 2010 年からの 10 年間を「イノベーションの 10 年」と宣言151
2010 年 9 月 国家イノベーション評議会を設置
2011 年 5 月 国家イノベーション評議会のセクター別の委員会として、
「知的財産委員会」が設立。事務局は商工省の工業政策推進局(DIPP)が担当。
2012 年 9 月 知的財産委員会が IPR 戦略のドラフト案を発表
「メーク・イン・インディア」のキャンペーン始まる−モディ首相、西方諸国との連携も強調− (インド)
http://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/biznews/542ce539f1b30(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)

150

151

http://innovationcouncilarchive.nic.in/index.php?option=com_content&view=article&id=26&catid=5&Ite
mid=5(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
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2014 年 5 月
2014 年 8 月
2014 年 10 月
2014 年 11 月
2014 年 12 月

ナレンドラ・モディ氏が第 18 代インド首相に就任
IPR 戦略を発表
DIPP が IPR 政策作成のため、IPR シンクタンク152設立を発表
商工省が IPR 政策に対する意見募集を開始
IPR シンクタンクが IPR 政策の第一次ドラフトを公表

３ IPR 戦略の要点
公表された IPR 戦略153のうち、注目すべきポイントは以下のとおりである。
（１）知財の重要性を確認
『知的資産の適切な創出、保護、活用、移転の能力が競争優位性をもたらす重要な決定
要因になった』154ことを述べている。
（２）中小零細企業から創出される発明の保護を奨励
インドにおける製造業生産高の 45%を占める中小零細企業(MSME)から創出される知
財の保護強化のため、MSME 向けの教育、無償データベース、税の優遇措置、公的補助
金制度の拡充の必要性を述べている。
（３）国内のニーズ・問題点対応のための知財制度の強化及び新制度制定
知財制度の合理化のため、国際的な模範事例とのベンチマーキング実施や、世界的保護
制度（PCT、マドプロなど）の利便性を最大限活用することが述べられている。
（４）CGPDTM の体制強化
出願件数増加、PCT の国際調査機関(ISA)や国際予備審査機関(IPEA)としての機能、マ
ドプロ加盟による出願（領域指定）件数増加に対応するため、出願・登録手続の完全電子
化、職員の新規雇用及び人材育成を通じた権利付与・登録手続迅速化の必要性が述べられ
ている。
（５）知的財産権商品化の促進
知財の取引や業界団体による知財市場の創出を促進させるための知財取引所の創設や、
MSME が創出した知財の商品化を促進する促進センターの創設が記載されている。

IPR シンクタンクは、国家 IPR 政策を作成し、IPR の問題について商工省 DIPP に提言を行うために設立
された。
153 JETRO が日本語仮訳を公表している。
http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/national_IPR_Strategy_09Sep2014_jp.pdf(最終アクセス日：
2015 年 2 月 19 日)
154 JETRO 日本語仮訳 A.序文
152
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４ IPR 政策の要点
公表された IPR 政策155は、IPR 戦略を実現するための具体的な目標が述べられている。
、
注目すべき目標は以下のとおりである。
（１）実用新案制度の創設(目標 2.10)
MSME から創出される低レベルな特許(実用新案)を保護するため、実用新案制度の創設
の必要性が述べられている。
（２）国際機構及び条約についての認識向上(目標 2.13)
インドが加入していないハーグ協定について、認識を高めることが述べられている。
（３）企業秘密保護のための法律制定(目標 3.2)
国家の要請に対応するため、また、IPR の保護体制における不備を補うため、企業秘密
を保護する法律を制定することが述べられている。
（４）CGPDTM の体制強化(目標 4)
CGPDTM の再編、格上げ(目標 4.1)、人員の増員(目標 4.2)、物理的及び ICT インフラ
の更なる近代化(目標 4.4)、他国の知財庁との協力促進(目標 4.7)、ISO 認証取得のため審
査業務に品質基準を導入すること(目標 4.10.7)などが具体的に述べられている。
（５）知的財産の商業化促進(目標 5)
知財の商業化のための主要機関として、IP Promotion & Development Council(IPPDC)
を設置する(目標 5.1)。また、知財の権利者と、知財の利用者及び買主を結びつけるための
促進機関として IPPDC 内に IP Exchange を設置する(目標 5.1.1)ことが記載されている。
（６）審判、裁判による司法判断の迅速化(目標 6)
知財紛争の解決を促進する(目標 6.3)ため、高等裁判所に特許専門法廷の指定を推奨する
(目標 6.3.1)、提起される知財事件の数に応じて、地方レベルで 1 か所の知財裁判所の指定
を推奨する(目標 6.3.2)、IP 部局がある 5 つの地域すべてに知的財産審判委員会（IPAB）
の地域支部を創設する(目標 6.3.5)ことが述べられている。

JETRO が日本語仮訳を公表している。
http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/national_IPR_Policy_24December2014_jp.pdf(最終アクセス日：
2015 年 2 月 19 日)

155
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