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IV．インド B．特許

B．特許
１ 産業財産権制度の枠組
１．１ 保護対象
保護される「発明」について、特許法第 2 条で以下のように規定されている49。
第 2 条 定義及び解釈
(1) 本法においては，文脈上他の意味を有する場合を除き，
(j) 「発明」とは，進歩性を含み，かつ，産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。
さらに、発明が次に掲げる不特許事由に該当しないことが要件である。
第 3 条 発明でないもの
次に掲げるものは，本法の趣旨に該当する発明とはしない。
(a) 取るに足らない発明，又は確立された自然法則に明らかに反する事項をクレームする
発明
(b) その主たる用途若しくはその意図された用途又は商業的実施が，公序良俗に反し，又
は人，動物，植物の生命若しくは健康，又は環境に深刻な害悪を引き起こす発明
(c) 科学的原理の単なる発見，又は抽象的理論の形成，又は現存する生物若しくは非生物
物質の発見
(d) 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，又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見，既知
の方法，機械，若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし，かかる既知の方法が新
規な製品を作り出すことになるか，又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は，
この限りでない。
説明－－本号の適用上，既知物質の塩，エステル，エーテル，多形体，代謝物質，純形態，
粒径，異性体，異性体混合物，錯体，配合物，及び他の誘導体は，それらが効能に関する
特性上実質的に異ならない限り，同一物質とみなす。
(e) 物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得られ
る物質，又は当該物質を製造する方法
(f) 既知の装置の単なる配置若しくは再配置又は複製であり，これを構成する各装置が既知
の方法によって相互に独立して機能するもの
(g)［削除］
(h) 農業又は園芸についての方法
(i) 人の内科的，外科的，治療的，予防的，診断的，療法的若しくはその他の処置方法，又
は動物の類似の処置方法であって，それら動物を疾病から自由にし又はそれらの経済的価
値若しくはそれらの製品の経済的価値を増進させるもの
49

特許庁、外国産業財産権制度情報
ス日：2015 年 2 月 19 日)

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm(最終アクセ
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(j) 微生物以外の植物及び動物の全部又はそれらの一部。これには，種子，変種及び種，並
びに植物及び動物の生産及び繁殖のための本質的に生物学的方法を含む。
(k) 数学的若しくは営業の方法，又はコンピュータ・プログラムそれ自体若しくはアルゴ
リズム
(l) 文学，演劇，音楽若しくは芸術作品，又は他の何らかの審美的創作物。これには，映画
作品及びテレビ制作品を含む。
(m) 精神的行為をなすための単なる計画若しくは規則若しくは方法，又はゲームをするた
第 4 条 原子力に関する発明は特許されない
1962 年原子力法(1962 年法律第 33 号)第 20 条(1)に該当する原子力に関する発明につい
ては，特許を一切付与しない。
１．２ 登録要件
審査官は、先行技術調査を行い、新規性、進歩性、産業上の利用可能性(第 2 条(1)(j))、
発明の適法性(第 3 条)、単一性(第 10 条(5))、明細書の記載要件(第 10 条)などを審査する。
第 13 条 先の公開又は先のクレームによる先発明についての調査
(1) 第 12 条に基づいて特許出願が付託された審査官は，完全明細書の何れかのクレーム
中にクレームされた限りにおける当該発明が，次に掲げる事項に該当するか否かを確認
するため調査しなければならない。
(a) 当該発明が，インドにおいて行われた特許出願であって 1912 年 1 月 1 日以後の日
付を有するものについて提出された何れかの明細書において，当該出願人の完全明細書
の提出日前に公開されたことによって予測されたか否か
(b) 当該発明が，当該出願人の完全明細書の提出日以後に公開された他の完全明細書で
あってインドにおいて行われ，かつ，前記の日付か又は前記の日付より先の優先日を主
張する特許出願について提出されたものの何れかのクレーム中にクレームされているか
否か
(2) 更に，審査官は，完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける
当該発明が，当該出願人の完全明細書の提出日前にインド又は他の領域において(1)にい
うもの以外の何らかの書類での公開によって予測されたか否かを確認するため，当該調
査を実施しなければならない。

１．３ 権利期間
特許の存続期間は、特許の出願日から 20 年間である。ただし、インドを指定する国際
出願の場合の特許の存続期間は、国際出願日から 20 年間である(第 53 条(1))。
なお、特許付与後は、当該特許の公開日に遡及して、特許権が付与される(第 11A 条(7))。
インドでは、審査請求されても特許公開されない限り、審査は着手されないため、特許
出願人が早期公開を請求し、その後特許付与が認められれば、より早い時期に遡って特許
権が得られることになる。
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また、医薬品などの特定分野において、特許権の存続期間が延長される制度はない50。
第 11A 条 出願の公開
(7) 特許出願の公開日以降，当該特許に係る特許付与日まで，出願人は当該発明の特許が
出願の公開日に付与されたものとしての権利を有する。
ただし，出願人は特許が付与されるまでは侵害手続を提起する権利を有さない。
１．４ 権利の効力範囲
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。
第 48 条 特許権者の権利
本法の他の規定及び第 47 条に規定された条件に従うことを条件として，
本法に基づいて
付与された特許は，特許権者に，次に掲げる権利を与える。
(a) 特許の主題が製品である場合は，その者の承認を有していない第三者がインドにお
いて当該製品を製造し，使用し，販売の申出をし，販売し又はこれらの目的で輸入する
行為を防止する排他権
(b) 特許の主題が方法である場合は，その者の承認を有していない第三者が同方法を使
用する行為，及びインドにおいて同方法により直接得られた製品を使用し，販売の申出
をし，販売し又はこれらの目的で輸入する行為を防止する排他権

ただし、以下に掲げる行為については、特許権者の排他的権利は制限される。
第 47 条 一定の条件に従う特許付与
本法に基づく特許付与は，次に掲げる条件に従うものとする。
(1) 特許付与の対象である機械，器具若しくはその他の物品，又は特許付与の対象である
方法の使用によって製造された物品は，政府により若しくはその代理として専ら自己使用
の目的で輸入又は製造することができる。
(2) 特許付与の対象である方法は，政府又はその代理として専ら自己使用の目的で使用す
ることができる。
(3) 特許付与の対象である機械，器具若しくはその他の物品，又は特許付与の対象である
方法の使用によって製造された物品は，何人も専ら研修生の教育活動を含む実験若しくは
研究の目的で製造又は使用することができ，また特許付与の対象である方法は，何人も同
様に使用することができる。また
(4) 医薬品に係る特許の場合は，当該医薬品については，政府が専ら自己使用の目的で，
又は政府によって若しくはその代理として維持されている薬局，病院若しくはその他の医
療機関に，又は他の薬局，病院若しくは医療機関であって中央政府がそれらの提供する公

50

現地事務所への調査結果

263

IV．インド B．特許

共サービスを顧慮して本件につき官報告示で指定することができるものに対して頒布する
目的で，政府によって輸入することができる。
第 49 条 一時的又は偶発的にインドに入る外国船舶等に実施しても特許権侵害とならな
い
(1) 外国において登録された船舶若しくは航空機，又は通常外国に居住する者の所有する
陸上車両がインド(その領海を含む。)に一時的若しくは偶発的に入ったときに限り，発明
に対する特許により付与された権利は，次に掲げた当該発明の実施によっては，侵害され
たものとみなさない。
(a) 船上で，かつ，その現実の必要のためのみに当該発明が実施される限りにおいて，船
体，又は機械，船具，装置，若しくはその他の付属品における当該発明の実施，又は場合
により，
(b) 航空機若しくは陸上車両，又はその付属品の構造若しくは作動上の当該発明の実施
(2) 本条については，インドに通常居住する者の所有する船舶，航空機又は陸上車両で外
国の港内若しくは領海内，その他当該外国の裁判所の管轄区域内にある間における発明の
実施に関して同等の権利を自国の法律に基づいて付与しない当該外国に通常居住する者の
所有する船舶，航空機又は陸上車両に対しては，これを適用しない。
また、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
関係人は、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。
第 84 条 強制ライセンス
(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
１．５ 使用分類
国際特許分類に関するストラスブール協定には加盟していない51が、審査において IPC
分類に基づいた分類を行っている。また、CGPDTM が運営するサーチシステム IPAIRS52
で国際特許分類(IPC)が利用できる。なお、インド独自の特許分類は、採用されていない53。

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=11(最終アクセス日：2015 年 2 月
19 日)
52 http://ipindiaonline.gov.in/patentsearch/search/index.aspx(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
53 現地事務所への調査結果
51
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１．６ 出願日の認定要件
出願人は、願書、完全明細書又は仮明細書、発明者である旨の宣言書及び手数料を所轄
庁に提出しなければならない。
第 7 条 出願様式
(1) 特許出願については，出願ごとに 1 発明に限るものとし，所定の様式により特許庁
に提出しなければならない。
(2) 出願が発明についての特許出願権の譲渡によって行われるときは，出願と共に又は
出願後所定の期間内に，出願権についての証拠を提出しなければならない。
(4) 各当該出願(条約出願でなく又はインドを指定して特許協力条約に基づいてされた
出願でないもの)には仮明細書又は完全明細書を添付しなければならない。
第 10 条 明細書の内容
(6) 当該発明の発明者であることに関する宣言書については，所定の場合は，完全明細
書の提出と共に又は当該明細書の提出後の所定の期間内に，所定の様式により，これを
提出しなければならない。
第 142 条 手数料
(1) 特許付与及び特許出願について並びにその他本法に基づく特許付与に関する事項
については，中央政府によって定められた手数料を納付しなければならない。
また、同一又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特許を出願した
場合には、当該出願について、その出願から 6 か月以内に審査管理官に届け出なければな
らない(第 8 条(1)、規則 12)。
この届出が提出されなかったことは、異議申立理由(第 25 条(1)(h),(2)(h))、取消理由(第
64 条(1)(m))又は侵害訴訟における抗弁理由(第 107 条(1))になり得る。
第 8 条 外国出願に関する情報及び誓約書
(1) 本法に基づく特許出願人がインド以外の如何なる国においても，同一若しくは実質的
に同一の発明について単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合，又
は自己の知る限りにおいて当該出願が，何人かを通じて若しくはその者から権原を取得し
た何人かによって行われている場合は，当該出願人は，自己の出願と共に，又はその後長
官が許可することがある所定の期間内に，次に掲げるものを提出しなければならない。
(a) 当該出願の明細事項を記載した陳述書，及び
(b) 前号にいう陳述書の提出後所定の期間内にインド以外の何れかの国にした同一又は実
質的に同一の発明に係る他の各出願(ある場合)について，インドにおける特許付与日まで，
前号に基づいて必要とされる明細を書面で随時長官に通知し続ける旨の誓約書
(2) インドにおける特許出願後であって，それについての特許付与又は特許付与拒絶まで
はいつでも，長官は，インド以外の国における出願の処理に関する所定の明細を提出する
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ことを出願人に要求することもでき，その場合，出願人は，自己に入手可能な情報を所定
の期間内に長官に提出しなければならない。
１．７ 優先権
（１）優先権主張の要件
インドは、パリ条約及び特許協力条約の加盟国である。したがって、パリルート又は PCT
ルートによるインドへの特許出願が可能である。優先期間は 12 か月である。
第 135 条 条約出願
(1) 第 6 条の規定を害することなく，何人かが条約国において発明に係る特許出願(以下
「基本出願」という。)をし，かつ，その者又はその者の法律上の代表者若しくは譲受人
が，基本出願がされた日後 12 月以内に本法に基づいて特許出願をするときは，完全明
細書のクレームであって基本出願において開示された事項を基礎とするクレームの優先
日をもって基本出願をした日とする。
説明－－2 以上の条約国において 1 発明に係る類似の保護を求める出願があったとき
は，本項にいう 12 月の期間は，最先の出願があった日から起算する。
（２）優先権を主張するための手続
CGPDTM 長官から要求された時に、優先権書類(パリ条約同盟国の特許庁に対して出願
人が提出した明細書又はこれに対応する書類であって，長官の納得するように認証された
ものの写し)の提出が必要である(第 138 条(1))。なお、翻訳文は、優先権書類が外国語(ヒ
ンディー語又は英語以外)であって、CGPDTM 長官から要求された時に提出が必要である
(第 138 条(2))。
第 138 条 条約出願に関する補則
(1) この章の規定に従って条約出願をする場合において，出願人は，長官から要求された
ときは，完全明細書に加え，第 133 条にいう条約国の特許庁に対して当該出願人が提出し
若しくは寄託した明細書又はこれに対応する書類であって，長官の納得するように認証さ
れたものの写しを，長官による通信の日から所定の期間内に，提出しなければならない。
(2) 当該明細書又はその他の書類が外国語による場合において，長官から要求されたとき
は，当該明細書又はその他の書類の英語による翻訳文であって宣誓供述書又はその他によ
り長官の納得するように証明されたものを提出しなければならない。
ｂ)インドへの PCT 国内移行
優先日から３１か月以内に優先権書類の提出が必要である。また、優先権書類が英語
以外の場合には、優先日から３１か月以内に優先権書類の翻訳文の提出が必要である。優
先権書類の提出がなければ、取り下げられたものとみなされる。
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規則 20 インドを指定する国際出願又はインドを指定し，かつ，選択する国際出願
(4)(i) (2)にいう期限は，条約第 2 条(xi)にいう優先日から 31 月とする。
規則 21 優先権書類の提出
(1) インドを指定する国際出願に係る出願人が条約に基づく規則の規則 17.1(a)又は(b)の
要件を遵守しなかった場合は，当該出願人は，規則 20(4)にいう期限の満了前に，同条約
規則にいう優先権書類を特許庁に提出しなければならない。
(2) (1)にいう優先権書類が英語でない場合は，出願人又は当該出願人により適法に委任さ
れた者が適法に証明したその英語の翻訳文を規則 20(4)に規定の期限内に提出しなければ
ならない。
(3) 出願人が(1)又は(2)の要件を遵守しない場合は，所轄庁は，優先権書類又は場合により
その翻訳文を，要請の日から 3 月以内に提出するよう出願人に要請し，出願人がそれに応
じないときは，出願人の優先権主張は，法の適用上無視される。
規則 22 一定要件の不遵守の効果
インドを指定する国際出願は，出願人が規則 20 の要件を遵守しないときは，取り下げら
れたものとみなす。
１．８ 新規性喪失の例外適用
（１）新規性喪失の例外が適用される発明
新規性喪失の例外が適用される開示行為は特許法第 29 条から第 33 条に規定されている。
第 29 条 先の公開による先発明
(1) 完全明細書中にクレームされた発明については，当該発明が，インドにおいてされた
特許出願であって 1912 年 1 月 1 日前の日付を有するものについて提出された明細書に
おいて公開されていたとの理由のみによっては，予測されたものとはみなさない。
(2) 以下の規定に従うことを条件として，完全明細書中にクレームされた発明については，
特許権者又は出願人が次に掲げることを証明したときは，当該発明が当該明細書の関係ク
レームの優先日前に公開されていたとの理由のみによっては，予測されたものとはみなさ
ない。
(a) 公開された事項が，特許権者若しくは出願人又は(これらの者自身が真正かつ最初の発
明者でない場合は)その前権原者から取得され，かつ，その者又はその前権原者の同意を得
ないで公開されたこと，及び
(b) 特許権者若しくは出願人又はその前権原者が特許出願の日前，又は条約出願の場合は
条約国における保護出願の日前に，当該公開の事実を知った場合において，当該出願又は
場合により当該条約国における出願が，その後適切に実施可能な程度に速やかにされたこ
とただし，本項は，適切な試験目的以外の目的で，特許権者，出願人，若しくはその前権
原者によるか又は特許権者，
出願人若しくはその前権原者の同意を得たその他の者により，
当該クレームの優先日前にインドにおいて業として実施されたときは，適用しない。
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(3) 完全明細書が，真正かつ最初の発明者又はその者から権原を取得した者によってされ
た特許出願について提出されたときは，当該明細書中にクレームされた発明については，
同一発明に係る何れか他の特許出願でその者の権利を侵害して行われたものがあることの
みを理由として，又は当該他の出願の日後に当該発明が，その者の同意を得ないで，当該
他の出願に係る出願人によって又は当該出願人による発明の何らかの開示の結果として何
れかの他人によって実施若しくは公開されたことのみを理由としては，予測されたものと
はみなさない。
第 30 条 政府への先の伝達による先発明
完全明細書中にクレームされた発明については，当該発明若しくはその価値を調査する
ため政府若しくは政府により委任された者に当該発明を伝達したことのみを理由とし，
又は当該伝達の結果として調査目的のため行われた何らかの事項のみを理由としては，
予測されたものとはみなさない。
第 31 条 公共の展示等による先発明
完全明細書中にクレームされた発明については，次に掲げる理由のみでは，予測された
ものとはみなさない。
(a) 中央政府が官報告示をもって本条の規定が及ぶものとした産業博覧会若しくはその
他の博覧会において，真正かつ最初の発明者若しくはその者から権原を取得した者の同
意を得て行う当該発明の展示，又はその開催場所において当該博覧会を目的としてその
者の同意を得てするその実施，又は
(b) 前記博覧会における当該発明の展示又は実施の結果としての当該発明の説明の公
開，又は
(c) 当該発明が当該博覧会において展示若しくは実施された後，及び当該博覧会の期間
中，真正かつ最初の発明者又はその者から権原を取得した者による同意を得ないで何人
かが行う当該発明の実施，又は
(d) 真正かつ最初の発明者が学会において発表した論文に記載され又はその者の同意を
得て当該学会の会報に公表した当該発明の説明ただし，前記は，当該特許出願が，真正
かつ最初の発明者又はその者から権原を取得した者によって，当該博覧会の開催又は場
合により当該論文の発表若しくは公表の後 12 月以内にされた場合に限る。
第 32 条 公共の実施による先発明
完全明細書中にクレームされた発明については，当該明細書の関係クレームの優先日前
1 年以内にいつでも，当該発明が次に掲げる者によって，インドにおいて公然と実施さ
れたとの理由のみによっては，予測されたものとはみなさない。
(a) 特許権者若しくは出願人又はその前権原者，又は
(b) 特許権者若しくは出願人又はその前権原者からの同意を得た何れか他の者ただし，
当該実施は，適切な試験目的のためにのみ行われ，かつ，当該目的の実施が公然とされ
るべきことが，当該発明の内容に鑑みて合理的に必要であった場合に限る。
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第 33 条 仮明細書の後の実施及び公開による先発明
(1) 完全明細書が仮明細書を添付した出願について提出若しくは処理され，又は出願と
共に提出された完全明細書が第 9 条(3)に基づく指示によって仮明細書として取り扱わ
れるときは，本法の如何なる規定にも拘らず，長官は，当該仮明細書又は仮明細書とし
て前記の通り取り扱われる明細書に記載された如何なる事項も，当該明細書提出の日後
にいつでもインドにおいて実施され，又はインド若しくはその他の領域において公開さ
れていたとの理由のみによっては，特許の付与を拒絶し，又は特許を取消若しくは無効
にしてはならない。
(2) 完全明細書が条約出願について提出されたときは，本法の如何なる規定にも拘らず，
長官は，当該条約出願の基礎となった条約国における保護出願に開示された何れかの事
項が当該保護出願の日後にいつでもインドにおいて実施され，又はインド若しくはその
他の領域において公開されていたとの理由のみによっては，特許の付与を拒絶し，又は
特許を取消若しくは無効にしてはならない。
（２）新規性喪失の例外適用の効果を受けるための手続
日本のように、新規性喪失の例外適用を受けるため、審査前に出願人の開示行為を記載
した書面の提出義務は法律上規定されていない。よって、次の２つの選択肢が出願人にあ
る54。
① 日本のように出願時に出願人の開示行為を記載した書面を提出する。
② 出願時には何も提出しない。審査官によって、出願による開示行為によって新規
性が否定された場合には、書面で弁明する。
どちらの選択肢を選択するかは、出願人の戦略による。いくつかの出願人は①を選択す
るが、②を選択する出願人もいる。
１．９ 出願公開制度
出願人の請求により、特許出願の出願日又は優先日から 18 か月を経過する前に出願の
公開が可能である(第 11A 条(2)、規則 24)。この申請は様式 9 を用いて行う。なお、特許
付与後は、当該出願の公開日に遡及して、特許権が付与される(第 11A 条(7))。
第 11A 条 出願の公開
(1) 別段の規定がある場合を除き，特許出願は，通常所定の期間中は公衆に公開しないも
のとする。
(2) 出願人は，所定の方法により(1)に基づく所定の期間の満了前にいつでも自身の出願を
公開するように長官に請求することができ，(3)の規定に従うことを条件として長官はでき
る限り速やかに当該出願を公開しなければならない。
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(3) 各特許出願は，(1)に基づく規定の期間の満了時には，次の場合を除き公開しなければ
ならない。
(a) 当該出願について秘密保持の指示が第 35 条に基づいて発せられた場合，又は
(b) 当該出願が第 9 条(1)に基づいて放棄された場合，又は
(c) (1)に基づく規定の期間の 3 月前に取り下げられた場合
(4) 秘密保持の指示が出願について第 35 条に基づいて発せられた場合は，当該出願は(1)
に基づく規定の期間満了後又は当該秘密保持の指示が失効した時の何れか後の時に公開し
なければならない。
(5) 本条に基づく各出願の公開は，当該出願を特定する出願日，出願番号，出願人の名称
及び住所の明細，並びに要約を含むものとする。
(6) 本条に基づく特許出願の公開時には，
(a) 寄託機関は，明細書に記載された生物学的素材を公衆が入手することができるように
しなければならず，
(b) 特許庁は，所定の手数料の納付により，当該出願の明細書及び図面(ある場合)を公衆が
入手することができるようにすることができる。
(7) 特許出願の公開日以降，当該特許に係る特許付与日まで，出願人は当該発明の特許が
出願の公開日に付与されたものとしての権利を有する。
ただし，出願人は特許が付与されるまでは侵害手続を提起する権利を有さない。
更にただし，2005 年 1 月 1 日前に第 5 条(2)に基づいてされた出願に係る特許権者の権
利は，特許付与日から生じるものとする。
ただしまた，第 5 条(2)に基づいてされた出願について特許が付与された後は，特許所有
者は，2005 年 1 月 1 日前に大規模な投資を行ったことがあり，かつ，関係製品を生産販
売していた企業であり，特許付与日に当該特許により保護された製品を引き続き製造する
企業から適正なロイヤルティを受領する権利を有するのみであり，当該企業に対しては侵
害訴訟を一切提起することができないものとする。
規則 24 出願の公開
特許出願が第 11A 条(1)に基づいて通常公衆の閲覧に供されない期間は，出願日又は当該
出願の優先日の何れか先の日から 18 月とする。 ただし，長官が公報により出願を公開す
べき期間は，通常は前記期間満了の日から 1 月又は規則 24A に基づく公開の請求の日から
1 月とする。
１．１０ 情報提供制度及び異議申立制度
（１）情報提供制度
日本の情報提供制度に相当する制度はないが、権利付与前の異議申立制度は特許法第 25
条(1)に規定されている55。
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（２）異議申立制度
権利付与前の異議申立制度は特許法第 25 条(1)に、権利付与後の異議申立制度は特許法
第 25 条(2)に、それぞれ規定されている。
付与前異議は、出願公開から特許付与前までの間、何人も異議を申し立てることができ
る。付与後異議は、特許付与公告日から 1 年間、利害関係人が異議を申し立てることがで
きる。
第 25 条 特許に対する異議申立
(1) 特許出願が公開されたが特許が付与されていない場合は，如何なる利害関係人も，次
に掲げる何れかの理由によって特許付与に対する異議を長官に書面で申し立てることがで
きる。
すなわち，
(a) 特許出願人又はその前権利者が，当該発明若しくはその一部を利害関係人又はその前
権利者から，不正に知得したこと
(b) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が，当該ク
レームの優先日前に，
(i) インドにおいて，1912 年 1 月 1 日以後に行われた特許出願について提出された何れ
かの明細書中に，又は
(ii) インド又はその他の領域において，何らかの他の書類中に，公開されていたこと
ただし，(ii)に規定の理由については，当該公開が第 29 条(2)又は(3)により発明の先発明
を構成しないときは，有効とならない。
(c) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が，当該出願人
のクレームの優先日以後に公開された完全明細書のクレーム中にクレームされており，か
つ，インドにおける特許出願について提出されたものであり，そのクレームについて優先
日が当該出願人のクレームの日より先であること
(d) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が，当該クレー
ムの優先日前にインドにおいて公然と知られ又は公然と実施されたこと
説明－－本号の適用上，特許のクレームが方法についてされている発明は，当該方法で製
造された製品が既にクレームの優先日前にインドに輸入されていたときは，当該輸入が単
に適切な試験若しくは実験目的のみで行われた場合を除き，当該日付前にインドにおいて
公然と知られ又は公然と実施されたものとみなす。
(e) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が，(b)にいうよ
うに公開された事項又は出願人のクレームの優先日前にインドにおいてなされた実施に鑑
みて，自明であり，かつ，明確に何ら進歩性を含まないこと
(f) 完全明細書の何れかのクレームの主題が，本法の趣旨での発明に該当しないか又は本法
に基づく特許を受けることができないものであること
(g) 完全明細書に，発明又はそれを実施する方法が十分かつ明確には記載されていないこ
と
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(h) 出願人が，長官に対して第 8 条によって要求される情報を開示せず，又は何らかの重
要な明細事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと
(i) 条約出願の場合に，出願人又はその前権原者が，条約国において行った最初の発明保護
出願の日から 12 月以内に出願をしなかったこと
(j) 完全明細書が当該発明に使用された生物学的素材の出所又は地理的原産地について開
示せず又は誤って記載していること
(k) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が，インドその
他の地域社会内において，口頭によるかその他であるかを問わず，入手可能な知識に鑑み
て予測されること
ただし，前記以外の理由による異議申立は認められず，また長官は利害関係人から聴聞の
請求があるときは，その者を聴聞し，所定の方法により所定の期間内に所定の陳述を処理
しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも，如何なる利害関係
人も次に掲げる何れかの理由により所定の方法で長官に異議を申し立てることができる。
すなわち，
(a) 特許権者又はその前権利者が，当該発明若しくはその一部を利害関係人又はその前権
利者から，不正に知得したこと
(b) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が，当該ク
レームの優先日前に，
(i) インドにおいて，1912 年 1 月 1 日以後に行われた特許出願について提出された何れ
かの明細書中に，又は
(ii) インド又はその他の領域において，何らかの他の書類中に，公開されていたこと
ただし，(ii)に規定の理由については，当該公開が第 29 条(2)又は(3)により発明の先発明
を構成しないときは，有効とならない。
(c) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が，当該特許権
者のクレームの優先日以後に公開された完全明細書のクレーム中にクレームされており，
かつ，インドにおける特許出願について提出されたものであり，そのクレームについて優
先日が当該特許権者のクレームの日より先であること
(d) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が，当該クレー
ムの優先日前にインドにおいて公然と知られ又は公然と実施されたこと
説明－－本号の適用上，特許付与が方法についてされている発明は，当該方法で製造され
た製品がクレームの優先日前に既にインドに輸入されていたときは，当該輸入が単に適切
な試験若しくは実験目的のみで行われた場合を除き，当該クレームの優先日前にインドに
おいて公然と知られ又は公然と実施されたものとみなす。
(e) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が，(b)にいうよ
うに公開された事項又は当該クレームの優先日前にインドにおいてなされた実施に鑑み
て，自明であり，かつ，明確に何ら進歩性を含まないこと
(f) 完全明細書の何れかのクレームの主題が，本法の趣旨での発明に該当しないか又は本法
に基づく特許を受けることができないものであること
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(g) 完全明細書に，発明又はそれを実施する方法が十分かつ明確には記載されていないこ
と
(h) 特許権者が，長官に対して第 8 条によって要求される情報を開示せず，又は何らかの
重要な明細事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと
(i) 条約出願により付与された特許の場合に，特許権者又はその前権原者が，条約国又はイ
ンドにおいて行った最初の発明保護出願の日から 12 月以内に特許出願をしなかったこと
(j) 完全明細書が当該発明に使用された生物学的素材の出所又は地理的原産地について開
示せず又は誤って記載していること
(k) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が，インドその
他の地域社会内において，口頭によるかその他であるかを問わず，入手可能な知識に鑑み
て予測されたこと
１．１１ 審判制度
（１）拒絶査定不服審判
拒絶査定を受けた場合は、通知の日から１か月以内に再審査請求(第 77 条(1)(f)、規則
130(1))をすることができる。
第 77 条 民事裁判所の一定の権限を有する長官
(1) 本件について制定された如何なる規則にも従うことを条件として，長官は，本法に基
づいて長官に係属する如何なる手続においても，次に掲げる事項に関して，1908 年民事
訴訟法(1908 年法律第 5 号)に基づく訴訟を審理する民事裁判所と同一の権限を有する。
(f) 所定の期間内に，所定の方法でされた申請に基づいて，自己の決定を審査すること
規則 130 長官の決定に係る審査又は命令の破棄の申請
(1) 第 77 条(1)(f)に基づいて長官の決定についての審査を求める長官への申請は，申請人
に対する当該決定の通知の日から 1 月以内，又は様式 4 によりされた請求に基づいて長官
が許可するその後 1 月を超えない付加期間内に，様式 24 によりこれをしなければならず，
かつ，当該審査を求める理由を記述した陳述書を添付しなければならない。当該決定が申
請人に加え他の者にも関係する場合は，長官は，申請書及び陳述書の写し各 1 通を当該他
の関係人に直ちに送付しなければならない。
（２）無効審判
権利付与前／付与後の異議申立とは別に、期間の制約なしに特許取消の申立ができる(第
64 条)。申立人は利害関係人に限られる。
また、原子力に関連する発明について中央政府は、当該特許を取り消すべき旨を
CGPDTM 長官に対して指示することができる(第 65 条)。公共の利益のためにする特許の
取消についての規定もある(第 66 条)。
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第 64 条 特許の取消
(1) 本法の規定に従うことを条件として，特許については，その付与が本法施行の前か後
かを問わず，利害関係人若しくは中央政府の申立に基づいて審判部が，又は特許侵害訴訟
における反訴に基づいて高等裁判所が，次に掲げる理由の何れかによって，これを取り消
すことができる。すなわち，
(a) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が，インド
において付与された他の特許に係る完全明細書に含まれた先の優先日を有する有効なクレ
ーム中に記載されていたこと
(b) 特許が，本法の規定に基づいて出願する権原のない者による出願に基づいて付与され
たこと
(c) 特許が，申立人又は前権利者の権利を犯して不正に取得されたものであること
(d) 完全明細書の何れかのクレームの主題が本法の趣旨に該当する発明でないこと
(e) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が，当該ク
レームの優先日前にインドにおいて公然と知られ若しくは公然と実施されていたもの又は
インド若しくはその他の領域において第 13 条にいう何れかの書類に公開されていたもの
に鑑みて，新規でないこと
(f) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が，当該クレ
ームの優先日前に，インドにおいて公然と知られ若しくは公然と実施されていたもの又は
インド若しくはその他の領域において公開されていたものに鑑みて，自明であるか若しく
は進歩性を含まないこと
(g) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が，有用で
ないこと
(h) 完全明細書が発明及びそれを実施すべき方法を十分かつ明瞭に記載していないこと，
すなわち，完全明細書における発明実施の方法の記載若しくはその指示がそれ自体におい
て，インドにおいて当該発明に係る技術分野に熟練し，かつ，その平均的知識を有する者
に当該発明を実施させることを可能にする程度には十分でないこと，又は完全明細書が特
許出願人には知られており，かつ，その保護を請求することができた最善の発明の実施方
法を開示していないこと
(i) 完全明細書のクレームの範囲が十分かつ明確には定義されていないこと，又は完全明細
書の何れかのクレームが当該明細書に開示された事項に明瞭には基づいていないこと
(j) 特許が虚偽の着想又は表現に基づいて取得されたこと
(k) 完全明細書の何れかのクレームの主題が本法に基づく特許性を欠くこと
(l) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が，当該クレ
ームの優先日前に，(3)にいう以外に，インドにおいて秘密に実施されていたこと
(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条によって要求される情報を開示しなかったか，又は
何らかの重要な明細において，その者が偽りであることを知っている情報を提供したこと
(n) 特許出願人が第 35 条に基づいて発せられた秘密保持の指示に違反したこと，又は第
39 条に違反してインド国外において特許付与の出願をし又はさせたこと
(o) 第 57 条又は第 58 条に基づく完全明細書の補正許可を詐欺によって取得したこと
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(p) 完全明細書が発明に使用される生物学的素材の出所又は地理的原産地を開示していな
いか又は誤って記載していること
(q) 完全明細書のクレーム中にクレームされている限りの発明が，インド又はその他の領
域における地域社会内で入手可能な口頭その他の知識に鑑みて，予測されたこと
第 65 条 原子力に関する場合における中央政府からの指示による特許の取消又は完全明
細書の補正
(1) 特許について，1962 年原子力法第 20 条(1)に基づいて一切特許とすることができな
い原子力に係る発明に関するものであることを，特許付与後のいつでも中央政府が納得す
るときは，中央政府は，当該特許を取り消すべき旨を長官に対して指示することができる。
それに基づいて長官は，その旨を特許権者及び登録簿に当該特許についての利害関係を有
する者としてその名称が登録されているその他各人に通知し，かつ，それらの者に対して
聴聞を受ける機会を与えた後に，当該特許を取り消すことができる。
(2) (1)に基づく手続において，長官は，当該特許を取り消す代わりに，長官が必要とみな
す方法により完全明細書を補正することを特許権者に対して許可することができる。
第 66 条 公共の利益のためにする特許の取消
特許又は特許を行使する態様が国家にとって有害であるか若しくは一般に公共の利益を損
なうものであると中央政府が認めるときは，中央政府は，特許権者に対して聴聞を受ける
機会を与えた後に，官報にその旨の宣言を告示し，それに基づいて当該特許は，取り消さ
れたものとみなす。
（３）訂正審判
特許権者から申請がある場合には、CGPDTM 長官は明細書等の補正をすることができ
る。ただし、特許侵害訴訟や特許取消手続が係属している間は、訂正の可否を判断できな
い。この間は、特許侵害訴訟や特許取消手続を扱っている審判部又は高等裁判所が訂正を
許可することができる。また、特許の取消訴訟において審判部又は高等裁判所が特許無効
の判決をするときは，審判部又は高等裁判所は，特許を取り消す代わりに明細書の補正を
許可することができる。
第 57 条 長官に対する特許願書及び明細書の補正
(1) 第 59 条の規定に従うことを条件として，長官は，本条に基づいて特許出願人又は特
許権者から所定の方法による申請があるときは，長官が適切と認める条件(ある場合)を付
して，特許願書若しくは完全明細書又はそれらに係る他の書類を補正することを許可する
ことができる。
ただし，特許侵害の訴訟が裁判所において又は特許の取消手続が高等裁判所において係属
している間は，当該訴訟又は手続の開始が当該補正申請書の提出前か後かを問わず，本条
に基づく特許願書若しくは明細書又はそれに係る他の書類の補正申請を許可するか又は拒
絶する命令を発してはならない。
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第 58 条 審判部又は高等裁判所に対する明細書の補正
(1) 特許の取消訴訟が審判部又は高等裁判所に係属中は，審判部又は場合により高等裁判
所は，第 59 条の規定に従うことを条件として，特許権者に対して審判部又は高等裁判所
が適切と認める方法により，かつ，費用，公告及びその他の条件に従い，その者の完全明
細書を補正することを許可することができ，また特許の取消訴訟において審判部又は高等
裁判所が特許無効の判決をするときは，審判部又は高等裁判所は，特許を取り消す代わり
に本条に基づいて当該明細書の補正を許可することができる。
１．１２ 早期審査制度
審査請求されても特許公開されない限り、審査は着手されない。審査の早期着手を望む
場合は、特許出願人が早期公開を請求する必要がある。早期公開の請求の他に、早期に審
査を受けるための手続は知られていない。
第 11A 条 出願の公開
(1) 別段の規定がある場合を除き，特許出願は，通常所定の期間中は公衆に公開しないも
のとする。
(2) 出願人は，所定の方法により(1)に基づく所定の期間の満了前にいつでも自身の出願を
公開するように長官に請求することができ，(3)の規定に従うことを条件として長官はでき
る限り速やかに当該出願を公開しなければならない。
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２ 出願・登録の手続
２．１ 基礎情報
・特許出願のフローチャート56

1. 外国からの出願は、条約出願の場合は優先日から 12 か月以内、PCT 出願の場
合は優先日から 31 か月以内に出願する。
2. 出願日又は優先日(いずれか先の日)から 18 か月の期間満了後 1 か月以内に出願
公開される。
3. 最先の優先日から 48 か月以内に審査請求を行う。

JETRO、模倣対策マニュアルインド編 2014 年 3 月、
http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/2013_mohou.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
56
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4. 出願公開日又は審査請求日のいずれか後の日から 1 か月以内に出願が審査官に
付託される。
5. 付託された日から通常 1 か月以内、ただし、3 か月を超えない日に審査報告が
審査官から審査管理官に提出される。
6. 通常は出願公開日又は審査請求日のいずれか後の日から 6 か月以内に FER
(First Examination Report) が送付される。
7. 出願を特許付与できる状態にする期間(第 21 条(1))は、FER 発行日から 12 か月
である。
２．２ 出願に用いる言語
ヒンディー語又は英語を用いることができる(規則 9)。
２．３ 翻訳文の提出
a. 条約出願
明細書その他の書類が外国語(ヒンディー語又は英語以外)の場合、翻訳文は CGPDTM
長官から要求された時に提出が必要である(第 138 条(2))。
第 138 条 条約出願に関する補則
(2) 当該明細書又はその他の書類が外国語による場合において，長官から要求されたとき
は，当該明細書又はその他の書類の英語による翻訳文であって宣誓供述書又はその他によ
り長官の納得するように証明されたものを提出しなければならない。
b. インドへの PCT 国内移行
国際出願が英語により提出されず公開もされていないときは、出願人がその内容が正確
かつ完全である旨を適法に証明した英語による出願の翻訳文を優先日から 31 か月以内に
提出しなければならない。
規則 20 インドを指定する国際出願又はインドを指定し，かつ，選択する国際出願
(1) 第 7 条(1A)に基づく特許協力条約に基づく国際出願に対応する出願は，様式 1 により
することができる。
(2) 特許庁は，インドを指定する国際出願に対応してされた出願の処理を，(4)(i)に定める
期限の満了前に開始してはならない。
(3) インドを指定する国際出願に係る出願人は，(4)(i)に定める期限前に，
(a) 本規則に基づく，及び条約に基づいて制定された規則に基づく所定の方法で，特許庁
に所定の国内手数料及びその他の手数料を納付しなければならず，
(b) また当該国際出願が英語により提出されず公開もされていないときは，出願人又は当
該人により適法に委任された者がその内容が正確かつ完全である旨を適法に証明した英語
による出願の翻訳文を特許庁に提出しなければならない。
(4)(i) (2)にいう期限は，条約第 2 条(xi)にいう優先日から 31 月とする。
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(ii) (i)の如何なる規定にも拘らず，特許庁は，第 1 附則に規定された手数料と共に様式 18
により提出された明示の請求により，31 月前の如何なる時点でも当該出願を処理し又は審
査することができる。
(5) (3)にいう国際出願の翻訳文は，次についての英語による翻訳文を含まなければならな
い。
(i) 明細書
(ii) 出願時のクレーム
(iii) 図面の語句事項
(iv) 要約
(v) 出願人がインドを選択しなかった場合において，クレームが条約第 19 条に基づいて補
正されたときは，補正されたクレーム及び同条に基づいて提出された陳述書があればその
陳述書，及び
(vi) 出願人がインドを選択した場合は，国際予備審査報告書に付属する明細書，クレーム，
及び図面の語句事項に対する補正があればその補正
２．４ 出願・登録の手数料
（１）出願から登録までに掛かる費用57(インドルピー)
自然人

法人
(small entity)

1,600

4,000

8,000

30 頁を超える場合

160

400

800

10 項を超えるクレーム

320

800

1,600

通常出願

4,000

10,000

20,000

国際出願

5,600

14,000

28,000

2,500

6,250

12,500

費用
出願料
出願付加料

審査請求料

早期公開請求料

法人
(others)

(上記費用は、電子出願の場合。紙書類での出願は 10%増となる。)
（２）特許権維持に掛かる費用(インドルピー)
年金(毎年)

57

自然人

法人
(small entity)

法人
(others)

3-6 年次

800

2,000

4,000

7-10 年次

2,400

6,000

12,000

11-15 年次

4,800

12,000

24,000

16-20 年次

8,000

20,000

40,000

http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patent_FormsFees/Fees.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
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（３）精算手段
法に基づいて納付を必要とする手数料は、現金により若しくは電子的手段を介して納付
するか、又は長官を支払先として所轄庁所在地の指定銀行宛てに振り出された銀行為替手
形若しくは小切手により送付することができる58。
３ 審査業務
３．１ 審査業務体制
CGPDTM が公開しているAnnual Report 2012-2013 には技術分野ごとの審査官数が開
示されている59。

審査業務の分担は IPC で区分している。
審査の決裁権限は Controller が有している。審
査管理官(Controller)の意味には Controller General、Controller、Assistant Controller
のすべてを含む。審査管理官(Controller)は、1～5 名の審査官を管理している60。
３．２ 審査の手順
（１）審査の順番
審査請求が受理され、特許法第 11A 条に基づき当該出願が公開された場合、審査請求の
順に従って、出願は審査される61。

58
59
60
61

特許庁の特許実務及び手続の手引（インド）01.11 版 2011 年 3 月 22 日修正 03.04.07 手数料
CGPDTM、Annual Report 2012-2013、CHAPTER-IV Patents APPENDIX “A(1)”
JETRO ニューデリー事務所への調査結果
特許庁、特許実務及び手続の手引（インド）01.11 版 2011 年 3 月 22 日修正 08.02 審査の付託
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（２）審査の内容
登録前に行う審査の内容は、以下のとおりである62。
・ 方式審査(第 12 条(1)(a))
・ 実体審査(次項に詳細を記す)
（３）不登録事由
不登録事由として「発明でないもの」が特許法第 3 条に規定されている。
第 3 条 発明でないもの
次に掲げるものは，本法の趣旨に該当する発明とはしない。
(a) 取るに足らない発明，又は確立された自然法則に明らかに反する事項をクレームする
発明
(b) その主たる用途若しくはその意図された用途又は商業的実施が，公序良俗に反し，又
は人，動物，植物の生命若しくは健康，又は環境に深刻な害悪を引き起こす発明
(c) 科学的原理の単なる発見，又は抽象的理論の形成，又は現存する生物若しくは非生物
物質の発見
(d) 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，又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見，既知
の方法，機械，若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし，かかる既知の方法が新
規な製品を作り出すことになるか，又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は，
この限りでない。
説明－－本号の適用上，既知物質の塩，エステル，エーテル，多形体，代謝物質，純形態，
粒径，異性体，異性体混合物，錯体，配合物，及び他の誘導体は，それらが効能に関する
特性上実質的に異ならない限り，同一物質とみなす。
(e) 物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得られ
る物質，又は当該物質を製造する方法
(f) 既知の装置の単なる配置若しくは再配置又は複製であり，これを構成する各装置が既知
の方法によって相互に独立して機能するもの
(g)［削除］
(h) 農業又は園芸についての方法
(i) 人の内科的，外科的，治療的，予防的，診断的，療法的若しくはその他の処置方法，又
は動物の類似の処置方法であって，それら動物を疾病から自由にし又はそれらの経済的価
値若しくはそれらの製品の経済的価値を増進させるもの
(j) 微生物以外の植物及び動物の全部又はそれらの一部。これには，種子，変種及び種，並
びに植物及び動物の生産及び繁殖のための本質的に生物学的方法を含む。
(k) 数学的若しくは営業の方法，又はコンピュータ・プログラムそれ自体若しくはアルゴ
リズム
62

現地事務所への調査結果
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(l) 文学，演劇，音楽若しくは芸術作品，又は他の何らかの審美的創作物。これには，映画
作品及びテレビ制作品を含む。
(m) 精神的行為をなすための単なる計画若しくは規則若しくは方法，又はゲームをするた
第 4 条 原子力に関する発明は特許されない
1962 年原子力法(1962 年法律第 33 号)第 20 条(1)に該当する原子力に関する発明につい
ては，特許を一切付与しない。
３．３ 実体審査の範囲
登録前に行う実体審査項目は、以下のとおりである63。
・
・
・
・
・

新規性、進歩性、産業上の利用可能性
明細書の内容が、特許法第 10 条の要件を満たしているかどうか
主題が、特許法第 2 条(1)(j)が規定する発明の要件を満たしているかどうか64
特許分類の付与及び先行技術文献または先願のインド国内での検索
発明の単一性及び特許法第 3 条及び第 4 条の不登録事由

３．４ 分類付与
特許分類の付与は分類担当者が行う。審査官又は管理官が分類付与担当に当てられる。
しかし、現在は 1 名ですべての出願の分類担当を行っている。負荷が大きいため、分類に
誤りが出ることもあるようである65。
３．５ 審査結果の通知
出願人以外の利害関係人が審査請求をした場合は、審査報告書(Examiner’s Report)は出
願人にのみ送付され、当該審査についての通知は当該利害関係人に送付される66。
長官から出願を付託された審査官は特許性及びその他の事項に関する報告書を、通常 1
月以内で、当該付託の日から 3 か月を超えない期間内に作成する67。
審査官は出願人に実体審査結果を通知すると同時に、最初の審査官報告書(FER)から 12
か月以内に特許付与が可能な状態にしなければならない旨が通知される。
なお、
「特許庁の特許実務及び手続の手引」68に、審査官の報告書内容の詳細が記載され
ている。

63

現地事務所への調査結果
特許法第 2 条(1)(j)には、
「発明」を次のように定義している。
『(j)「発明」とは，進歩性を含み，かつ，産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。
』
65 JETRO ニューデリー事務所への調査結果
66 特許庁の特許実務及び手続の手引 08.01 審査請求
67 特許庁の特許実務及び手続の手引 08.02 審査の付託
68 特許実務及び手続の手引（インド）01.11 版 2011 年 3 月 22 日修正
https://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)
64
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08.03.08 審査官の報告書
1. 審査官は次に掲げる事項に関して、詳細にわたる審査を行った後に、報告書を作成する。
a. 願書並びに明細書及びそれに係る他の書類が本法及び本法に基づいて制定された規
則に規定する要件に適合するか否か
b. 当該出願について本法に基づく特許付与に対する何らかの適法な異論の理由が存在
するか否か
c. 法第 13 条に基づいて行われた調査の結果
2. 審査官は、新規性を確認するための先行技術の調査、及び、当該明細書で開示された発
明が進歩性を有し、かつ、産業上利用可能であるかの審査を行った後に報告書を作成する。
また、審査官は、当該発明が、法第 3 条及び際 4 条に定める特許されない発明のいずれか
に該当しないか、並びに、当該出願が特許法のすべての規定を遵守しているかについても
審査する。
08.04 報告の長官による取扱い及び最初の審査報告書の発行
1. 通常、長官は、審査官による報告書を、当該報告書を受理した日から 1 月以内に検討し、
異論の要旨(ある場合)が、報告書の形態をもって、最初の審査報告書(FER)として、求めら
れた場合には出願書及び明細書と併せて、出願人に送付される。特許付与に関して異論が
ない場合で、法第 25 条第 1 項に基づく特許付与前異議申立てが係属していない場合、特
許権はできる限り速やかに付与される。
2. 審査請求が利害関係人により行われた場合にも、最初の審査報告書は出願人に送付され
る。最初の審査報告書の発行に関する通知は当該利害関係人に送付される。
3. 最初の審査報告書は、次の事項に係る特許庁の異論が記載される。
a. 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の欠如
b. 法第 3 条及び第 4 条の範囲に該当する分類に関する主題
c. 法に定めるその他の要件の不遵守
３．６ 拒絶理由通知に対する応答
出願人は、願書又は完全明細書を、初回審査報告(FER)の発行日から 12 か月以内であれ
ば FER の拒絶及び／又は要求を満たすように補正することができる。ただし、この期間
は延長することができない。拒絶理由に対応し、特許付与を得るために出願を補正する期
間(いわゆるアクセプタンス期間)は FER 発行日から 12 か月である(第 21 条(1))。この期間
に遅れると出願は放棄されたものとみなされる。この期間は原則として延長できない。た
だし、出願人がこの期間の最終日の 10 日前までに聴聞を請求することができ、この期間
を経過しても聴聞が行われ、補正及び反論の機会が与えられる。
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第 21 条 出願を特許付与の状態にする期間
(1) 特許出願については，長官が願書若しくは完全明細書又はそれに係る他の書類につい
ての最初の異論陳述書を出願人に送付した日から所定の期間内に，出願人が当該出願に関
して完全明細書関連か若しくはその他の事項かを問わず，本法により又は基づいて出願人
に課された全ての要件を遵守しない限り，これを放棄したものとみなす。
説明－－手続の係属中に，願書若しくは明細書，又は条約出願若しくはインドを指定して
特許協力条約に基づいてされる出願の場合においては出願の一部として提出された何らか
の書類を長官が出願人に返還したときは，出願人がそれを再提出しない限り，かつ，再提
出するまで，又は出願人が自己の制御を超える理由により当該書類を再提出できなかった
ことを長官の納得するまで証明しない限り，かつ，証明するまで，当該要件を遵守したも
のとはみなさない。
規則 28 先の公開による先発明の場合の手続
(1) 長官が，第 13 条に基づく調査の後，完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされ
た限りにおける発明が同条(1)(a)又は(2)にいう何れかの明細書又はその他の書類において
公開されていたことに納得するときは，長官は，そのような特定の異論の要旨及びその根
拠を出願人に通知し，かつ，出願人は，明細書を補正する機会を与えられる。
(2) 出願人が(1)に基づいて長官により通知された異論の何れかについて抗弁するとき，又
は出願人が明細書を補正するか否かに関する意見書と共に明細書を再提出するときは，出
願人は，本件について，請求すれば聴聞を受ける機会を与えられる。 ただし，当該請求は，
第 21 条(1)に基づいて定められた期間の最終日の 10 日前までにしなければならない。 な
お，聴聞の請求については，長官が当該事件の状況において適切とみなす更に短い期間内
にこれを提出することが認められる
３．７ 審査の品質管理
CGPDTM では、審査の品質を一定に保つために以下の施策を講じている69。
・ 審査官の研修
・ 審査官ごとの審査結果の統計収集
３．８ 審査官の育成
CGPDTM では、審査官を育成するために以下の研修を行っている70。
・
・
・
・
69
70

CGPDTM における庁内研修
WIPO における研修
海外知財庁により提供される研修
海外研修

現地事務所への調査結果
現地事務所への調査結果

284

IV．インド B．特許

４ 統計情報
４．１ 出願・登録
WIPO が集計している特許の出願件数と登録件数のうち、2009 年～2013 年の 5 年間分
を以下に示す71。
特許の出願件数と登録件数
出願件数
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
全数
34,287 39,762 42,291
43,955 43,031
(内 外国出願) 27,025 30,909
33,450 34,402 32,362
(内 日本から)
2,962
3,040
5,048
6,221
5,885
登録件数
全数
(内 外国出願)
(内 日本から)

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
6,168

7,138

5,168

4,328

3,377

4,443
－

5,930
754

4,392
525

3,606
465

2,783
326

また CGPDTM も Annual Report において、
特許についての出願件数などの詳細な統計
情報を公開している72。
４．２ 審査期間
特許審査は、デリー、ムンバイ、コルカタ及びチェンナイの支局で行われており、それ
ぞれの局によって審査着手までの期間が若干異なる。JETRO による「インド特許審査の
進捗状況(2014 年 12 月)」調査報告73において、支局別、技術分野別の審査の進捗状況が報
告されている74。

WIPO、http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
Annual Reports 2012-2013、http://ipindia.gov.in/cgpdtm/AnnualReport_English_2012_2013.pdf(最終ア
クセス日：2015 年 2 月 19 日)
73 http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/#statistics(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
74 JETRO、インド特許局の特許審査の進捗状況(2014 年 12 月時点)、
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/#statistics(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
71
72
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４．３ 審査通知・最終処分
CGPDTM が年報において年度ごとの審査請求数、みなし放棄数75、特許査定数などを
公開している76。
2012-2013
43,674
36,247

統計年度
出願件数
審査請求数
みなし放棄(特許法第 9 条(1))
みなし放棄(特許法第 21 条(1))
特許査定件数
内国人
外国人
特許登録数
内国人
(累計)
外国人

361
4,559
716
3,410
8,308
35,612

また、拒絶理由の内訳は、以下のとおりである77。

みなし放棄には、完全明細書不提出によるみなし放棄(特許法第 9 条(1))と、初回審査報告(FER)発行から所
定期間内に特許付与の状態にならなかったことによるみなし放棄(特許法第 21 条(1))がある。
76 CGPDTM、Annual Reports 2012-2013 CHAPTER-IV Patents APPENDIX-“D”
77 現地事務所への調査結果
75
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統計年度

2014 年 1 月から 12 月

拒絶理由の内訳
明細書の不備
新規性欠如

割合
19.5%
16.9%

進歩性欠如
その他(第 3 条不登録事由)

57.3%
38.5%

なお、JETRO ニューデリー事務所ヒアリング調査によると、2013 年度の FER 件数は
18,306 件、最終処分件数は 11,333 件(うち、登録査定 4,227 件、拒絶 776 件、みなし放棄
6,330 件)である78
４．４ 審判請求
（１）異議申立(CGPDTM による審査)
CGPDTM の Annual Report 2012-2013 によると、
262 件の付与前異議申立(第 25 条(1))
があった。また、14 件の付与後異議申立(第 25 条(2))があった79。
（２）審判(知的財産審判委員会(IPAB)による審理)
審判などの係争を扱う機関である IPAB(インド知的財産審判委員会)は、特許に関わる審
判の統計情報を公開していない。ただし、IPAB は審決情報を公開しているので、1 件ず
つ分析して、件数を数えることは可能である80。JETRO ニューデリー事務所が IPAB の終
局審決の公開データを網羅的に収集し、件数を公表している81。
JETRO のデータによると、毎月 10～30 件程度の審決あり、そのうち約 3/4 が商標、約
1/4 が特許に関する審決である。

JETRO ニューデリー事務所への調査結果
CHAPTER-IV Patents 5. Miscellaneous proceedings under the Patents Act & Rules (c),(d)
80 JETRO ニューデリー事務所への調査結果
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/#report(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/ip_report_201401-02_201412.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月
19 日)
81 JETRO、インド知財訴訟・審判報告書 第 6 号（2014 年 1 月～2014 年 2 月）
、
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/ip_r83eport_201401-02_201412.pdf(最終アクセス日：2015 年 2
月 19 日)
78
79
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４．５ 訴訟
（１）行政不服訴訟
特許についての IPAB の決定に対する係争中又は判決がされた訴訟の件数は約 50 件で
ある82。この訴訟件数は、インドの法律事務所が公開される判決文の全数をチェックして
数えた結果である83。
（２）民事訴訟
1995 年から 2014 年までの全ての侵害訴訟件数は 83 件である。原告の勝訴率は 35%で
ある(83 件中 29 件で勝訴)84。この訴訟件数は、アンケート調査した法律事務所が公開され
る判決文の全数をチェックして数えた結果である85。
また、JETRO がインド最高裁、デリー高裁、ムンバイ高裁の公開データを基に、訴訟
件数を公表している86。JETRO のデータによると、毎月 40～80 件程度の訴訟が新たに提
起されている。訴訟の大多数は、商標に関するもので、著作権、特許、意匠の順に続いて
いる。

82

現地事務所への調査結果
現地事務所への調査結果
84 現地事務所への調査結果
85 現地事務所への調査結果
86 JETRO、インド知財訴訟・審判報告書 第 6 号（2014 年 1 月～2014 年 2 月）
、
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/ip_report_201401-02_201412.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月
19 日)
83
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参考資料

概括表

405

406

410

出願公開

有
有
出願日又は最先の優 有
出願日又優先日から 出願日又は優先日よ
先日から18 か月(第
18か月(第52条)
り18か月(第40条)
30条)

有
出願日又は優先日か
ら18か月(第11A条
(2))。

有
出願人/第三者による
有
公開、政府への伝達
発明者又は権利承継 による公開、公共への
人などによる公開に 展示による公開公然
適用できる(第17条)。 実施による公開に適
用できる(第29条から
第33条)。

有
出願日から18か月後
に公開される(第1385
条)。

有
発明者、出願人、そ
の他の者によって開
示された情報につい
て、情報の開示から６
か月以内に出願され
た場合に適用できる
(第1350条第3項)

権利期間

有
国内若しくは国際見
有
発明者などによる開 本市において展示さ
新規性喪失の例外 示から12か月以内に れ、展示日より12か月
出願した発明に適用 以内に出願された発
明に適用できる(第18
される(第12条)。
条)。

出願日から20年。特
許証の付与から効力
を生ずる(第1363
条)。

出願日から20年間
(第53条(1))。許付与
後は、当該特許の公
開日に遡及して、特
許権が付与される(第
11A条(7))。

出願日から20 年。た
だし、付与日から起算
出願日から20 年間存 出願日より起算して
して，10 年未満で
20年間(第50条)。
続する(第23条)。
あってはならない(第
40条)。

V．ロシア

登録要件

IV．インド

新規性、進歩性、産
業上の利用可能性、
不特許事由(第1386
条)、ダブルパテント
(第1383条)

III．コロンビア
新規性、進歩性(第2
条(1)(j))、産業上の利
用可能性(第2条
(1)(j))、発明の適法性
(第3条)

新規性、進歩性(第17
条)、産業上の利用可
能性(第16条)、非特
許対象(第19条)

II．メキシコ

新規性、進歩性、産
業上の利用可能性
(第14条)、非特許対
象(第15条)

I．ブラジル

新規性，進歩性及び
産業上の利用可能性
(第8条)、非特許対象
(第10条)

Ｂ．特許

項目

411

II．メキシコ
有
出願の公開後6か月
以内(第44条)

III．コロンビア

有
(第212条)
無

無

有
何人も出願公告日か
有
公開から審査終了ま ら6か月、情報提供が 無
で、利害関係人が情 できる(第52条補項)。
報提供ができる(第31
有
条)。情報提供が付与
利害関係人が、出願
前の異議申立に相当 無
公表から60日以内に
する。
申立できる(第42条)。

有
出願日から36 月の期 無
間内(第33条)

I．ブラジル

無効審判

有
行政無効(第50条)、
司法無効(第56条)
有
(第78条)

有
拒絶査定から1か月
以内に請求できる(第
77条(1)(f))

拒絶査定の受領日か
ら6か月以内に請求
できる(第1387条第3
項)。

有
利害関係人が公告日
から1年以内に申立 無
できる(第25条)。

有
利害関係人が、出願
公開から登録まで可 無
能(第25条(1))

無

有
出願日又は国際出願
日から3年以内(第
1386条)

有
最先の優先日から48
か月以内(第11条(B
))

有
出願公開後、何人も
情報提供できる(第
1386条第5項)。

V．ロシア

IV．インド

有
有
有
何人も請求できる(第 利害関係人が請求で 何人も請求できる(第
きる(第64条)
75条)。
1398条)。

有
有
有
通知の日から30日以 通知を受けた日から
拒絶査定不服審判 60日以内に請求でき
内に請求できる(第
10執務日以内に請求
る(第212条)。
できる。
200条)。

異議申立(付与後)

異議申立(付与前)

情報提供

審査請求

項目

412

審査期間

出願件数(2013年)
登録件数(2013年)

早期審査

項目

III．コロンビア

15,444件
10,368件

2,032件
2,164件

有
有
日本との間で
日本との間で通常の
PPH(MOTTAINAI) 無
PPHとPCT-PPHが
、PCT-PPHが利用で
利用できる。
きる。

II．メキシコ

43,031件
3,377件

IV．インド

44,914件
31,638件

有
グローバルPPHに参
加している。

V．ロシア

技術分野により異なる 出願から最初の通知 審査請求から最初の 審査請求から最初の 審査請求から最初の
ものの、審査の開始ま まで2.5年、最終処分 通知まで1～4か月で 審査報告まで3～5年 通知まで平均期間は
10か月である。
でに約10年。
ある。
である。
まで3.5年である。

30,884件
2,972件

有
優先審査、医薬分
野、グリーンパテント
分野において申請で
きる。

I．ブラジル

