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IV．インド D．商標

D．商標
１ 産業財産権制度の枠組
１．１ 保護対象
「標章」及び「商標」の定義はインド商標法第 2 条に定められている 38。
第 2 条 定義及び解釈
(1) 本法において，文脈上他の意味を有する場合を除き，
(m) 「標章」とは，図形，ブランド，ヘディング，ラベル，チケット，名称，署名，語，
文字，数字，商品の形状，包装，若しくは色彩の組合せ，又はそれらの組合せを含む。
(zb) 「商標」とは，図形的に表現でき，かつ，ある者の商品又はサービスを他人の商品
又はサービスから識別できる標章をいい，商品の形状，その包装，及び色彩の組合せを
含み，次に掲げるものをいう。
(i) 第 XII 章120(第 107 条を除く。)の規定に関しては，商品又は場合に応じてサービスと，
所有者としてその標章を使用する権利を有する者との間に存する取引上の結合関係につ
いて，表示し又は表示しようとする目的をもって，商品又はサービスに関して使用する
登録商標又は標章，及び
(ii) 本法の他の規定に関しては，商品又は場合に応じてサービスと，所有者として又は
許諾使用の方法により当該標章を使用する権利を有する者との間に存する取引上の結合
関係について，その者の同一性の表示の有無に拘らず，表示し又は表示しようとする目
的をもって，商品又はサービスに関して使用し又は使用しようとする標章であって，証
明商標又は団体標章を含む。
１．２ 登録要件
商標法においては、出願に係る商標の識別力欠如や公序良俗違反を規定する登録拒絶の
絶対的理由(第 9 条)と、先の商標との混同等を規定する登録拒絶の相対的理由(第 11 条)と
が規定されている。
第 9 条 登録拒絶の絶対的理由
(1) 次に掲げる商標は，登録することができない。
(a) 識別性を欠く商標，すなわち，ある者の商品若しくはサービスを他人の商品若しくは
サービスから識別できないもの
(b) 取引上，商品の種類，品質，数量，意図する目的，価値，原産地，若しくは当該商品
生産の時期若しくはサービス提供の時期，又は当該商品若しくはサービスの他の特性を指
定するのに役立つ標章又は表示から専ら構成されている商標
(c) 現行言語において又は善意の確立した取引慣行において慣習的となっている標章又は
表示から専ら構成されている商標
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第 XII 章は、同一又は類似商標の不正使用に係る犯罪行為及び刑罰についての規定
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ただし，商標は，登録出願日前に，それの使用の結果として識別性を獲得しているか又は
周知商標であるときは，登録を拒絶されない。
(2) 標章は，次のときは，商標として登録されない。
(a) 公衆を誤認させるか又は混同を生じさせる内容のものであるとき
(b) インド国民の階級若しくは宗派の宗教的感情を害する虞がある事項からなり又はそれ
を含んでいるとき
(c) 中傷的若しくは卑猥な事項からなり又はそれを含んでいるとき
(d) その使用が 1950 年紋章及び名称(不正使用防止)法(Emblems and Names(Prevention
of Improper Use)Act)により禁止されているとき
(3) 標章は，それが専ら次のものから構成されているときは，商標として登録されない。
(a) 商品自体の内容に由来する商品の形状，又は
(b) 技術的成果を得るため必要な商品の形状，又は
(c) 商品に実質的な価値を付与する形状
説明－－本条の適用上，使用しており又は使用しようとする商標に係る商品又はサービス
の内容は，登録拒絶の理由とはされない。
第 11 条 登録拒絶の相対的理由
(1) 第 12 条を除き，商標は，次のときは登録されない。
(a) 先の商標とのその同一性，及び当該商標が適用された商品又はサービスの類似性によ
り，又は
(b) 先の商標とのその類似性，及び当該商標が適用された商品又はサービスの同一性若し
くは類似性により，
公衆に混同を生じさせる虞が存在し，それが先の商標と関連する虞を含むとき。
(2) 商標であって，
(a) 先の商標と同一又は類似するもの，及び
(b) 異なる所有者の名義で先の商標が登録されている商品又はサービスと類似しない商品
又はサービスに対して登録されるべきものについては，
当該先の商標がインドにおける周知商標であり，かつ，後の標章の使用が正当な理由なく
当該先の商標の識別性若しくは評判を不当に利用するか若しくはそれを損なう虞があると
きは又はその範囲まで，登録されない。
(3) 商標は，次の法律により，インドにおけるその使用を防止すべきときは又はその範囲
まで，登録されない。
(a) 業として使用される非登録商標を保護する法律(特に，詐称通用に関する法律)，又は
(b) 著作権法
(4) 本条は，先の商標又は他の先の権利の所有者が登録に同意する場合における商標の登
録を一切妨げるものではない。その場合，登録官は，第 12 条による特別の状況があるも
のとして当該標章を登録することができる。
説明－－本条の適用上，先の商標とは，次のものをいう。
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(a) 登録商標又は第 154 条に掲げた条約出願であって，該当する場合は当該商標に係り主
張された優先権を参酌して，当該商標の出願日より早い出願日を有するもの
(b) 商標であって，当該商標の登録出願日，又は該当する場合は当該出願に係り主張され
た優先日において，周知商標として保護される権利のあったもの
(5) 商標は，(2)及び(3)に規定された理由の 1 又は 2 以上に関する拒絶理由が異議手続にお
いて先の商標の所有者により提起されない限り，前記規定の理由によっては登録を拒絶さ
れない。
(6) 登録官は，商標が周知商標であるか否かを決定するに当たり，商標を周知商標として
決定するのに関連すると登録官が認める事実について，次の事項を含め，参酌しなければ
ならない。
(i) 当該商標の使用促進の結果として得られたインドにおける知識を含め，公衆の関係宗派
における当該商標についての知識又は認識
(ii) 当該商標の使用についての期間，範囲，及び地域
(iii) 当該商標が適用される商品若しくはサービスについての博覧会若しくは展示会にお
ける広告又は宣伝及び紹介を含め，当該商標の使用促進についての期間，範囲，及び地域
(iv) 本法に基づく当該商標の登録又は登録出願についての期間及び地域であって，当該商
標の使用又は認識を反映している範囲
(v) 当該商標に関する諸権利の成功裡の執行記録，特に，当該商標が当該記録に基づいて
裁判所又は登録官により周知商標として認識された範囲 (7) 登録官は，商標が(6)の適用
上，公衆の関係宗派において周知であり又は認識されているか否かを決定するに当たり，
次の事項を参酌しなければならない。
当該商標が適用される商品又はサービスについて，
(i) 実際の又は潜在的な消費者の数
(ii) 流通経路に介在する人員の数
(iii) それを取り扱う業界
(8) 商標が裁判所又は登録官によりインドの公衆の少なくとも 1 の関係階層において周知
である旨決定された場合は，登録官は，当該商標を本法に基づく登録のため周知商標であ
ると認めなければならない。
(9) 登録官は，商標が周知商標であるか否かを決定するため次の何れも条件として要求す
ることができない。すなわち，
(i) 当該商標がインドにおいて使用されていること
(ii) 当該商標が登録されていること
(iii) 当該商標登録がインドにおいて出願されていること
(iv) 当該商標が，
(a) インドにおいて周知であること，又は
(b) インドにおいて登録されていること，又は
(c) インドにおいてされた登録出願に係り，インド以外の管轄権の下にあること。又は
(v) 当該商標がインドにおける公衆全般に周知であること
(10) 商標登録出願及びそれに係る異議申立を審査するに当たり，登録官は，
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(i) 同一又は類似の商標に対して周知商標を保護しなければならず，かつ
(ii) 商標権に影響を及ぼす，出願人若しくは異議申立人の何れかに含まれた悪意を参酌し
なければならない。
(11) 商標が登録官に重要な情報を開示して善意で登録された場合，又は商標についての権
利が本法の施行前に善意の使用を通じて取得された場合は，本法は，当該商標が周知商標
と同一又は類似するとの理由では，当該商標登録又は当該商標使用の権利の有効性を一切
害さない。
１．３ 権利期間
商標登録の存続期間は 10 年である(第 25 条(1))。商標の登録所有者が，所定の方法によ
り所定の期間内に，所定の手数料を納付して，登録更新の申請をしたときは，満了の日か
ら 10 年間，商標登録の存続期間を更新することができる(第 25 条(2))。
なお、商標権が登録された場合、出願の日付で登録される(第 23 条(1))。優先権を主張す
る出願の場合も、基礎出願の出願日をもって登録されるものとされる(第 154 条(2))。
第 23 条 登録
(1) 第 19 条の規定に従い，商標登録出願が受理された場合において，
(a) 異議申立がなく異議申立期間が経過したとき，又は
(b) 異議申立がされ，かつ，その申立が却下されたときは，
中央政府が別段の命令をしない限り，登録官は，前記商標を登録しなければならない。こ
の場合，当該商標は，前記出願の日付で登録されるものとし，当該日付を，第 154 条の規
定に従うことを条件として，登録の日とみなす。
第 154 条 条約国の国民からの登録出願に関する特別規定
(2) 何人かが条約国又は国家群，国家同盟又は政府間機関の構成国である条約国において
商標の登録出願をし，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，当該
条約国又は国家群，国家同盟又は政府間機関の構成国である条約国における出願日の後 6
月以内にインドにおける商標の登録出願をした場合において，その商標が本法により登録
を受けたときは，その商標については，当該条約国又は国家群，国家同盟又は政府間機関
の構成国である条約国における出願日をもって登録されるものとし，かつ，本法の適用上，
その日を登録日とみなす。
１．４ 権利の効力範囲
商標法は、以下の行為を商標権の侵害と規定している。
第 29 条 登録商標の侵害
(1) 登録商標は，登録所有者でない者又は許諾使用による使用者でない者であって，そ
の商標と同一又は類似の標章を，商標登録の指定商品若しくはサービスについて，当該
標章の使用を商標として使用するものであると誤認される虞がある方法により，業とし
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て使用する者によって，侵害される。
(2) 登録商標は，登録所有者でない者又は許諾使用による使用者でない者が，業として
標章を使用し，その標章が，次の理由により公衆に混同を生じさせる虞があるか又は登
録商標との関連性を有する虞があるときは，侵害される。
(a) 登録商標との同一性及び当該登録商標に係る商品若しくはサービスの類似性，又は
(b) 登録商標との類似性及び当該登録商標に係る商品若しくはサービスの同一性若しく
は類似性，又は
(c) 登録商標との同一性及び当該登録商標に係る商品若しくはサービスの同一性
(3) (2)(c)に該当する場合は，裁判所は，それは公衆に混同を生じさせる虞があるものと
推定する。
(4) 登録商標は，登録所有者でない者又は許諾使用による使用者でない者が，業として
標章を使用し，それが次の標章であるときは，侵害される。
(a) 登録商標と同一又は類似の標章，及び
(b) 指定商品又はサービスと類似しない商品又はサービスに関して使用される標章，及
び
(c) 登録商標がインドにおいて評判が高く，かつ，正当な理由のない標章の使用が当該登
録商標の識別性若しくは評判を不当に利用し又はそれを損なう標章
(5) 登録商標は，当該登録商標を自己の商号若しくは商号の一部として，又は指定商品
若しくはサービスを取り扱う会社の社名若しくは社名の一部として使用する者によっ
て，侵害される。
(6) 本条の適用上，ある者は，特に次の場合は，登録商標を使用したものとする。
(a) 商標を商品又は商品の包装に貼付する場合
(b) 登録商標の下で，商品を販売のため申出し若しくは展示し，市場に出し，又はそれ
らの目的で貯蔵し，又は登録商標の下でサービスを申出し若しくは供給する場合
(c) 商標の下で商品を輸入し又は輸出する場合，又は
(d) 登録商標を営業文書又は広告に使用する場合
(7) 登録商標は，当該登録商標を，営業文書として商品に貼付け若しくは商品を包装す
るため，又は商品若しくはサービスの広告のために使用することを意図する材料に適用
する者によって侵害される。ただし，その者が当該標章の適用時に，当該標章の適用が
所有者又は使用権者により正当に授権されていないことを知っていたか又はそのことを
信じるに足る理由があったことを前提とする。
(8) 登録商標は，当該商標の広告が次に掲げる場合は，その広告によって侵害される。
(a) 工業又は商業事項における善意の慣行を不当に利用し，かつ，それに反する広告，
又は
(b) その識別性を損なう広告，又は
(c) 当該商標の評判に反する広告
(9) 登録商標の識別性の要素が語から構成され又はそれを含む場合は，商標は，それら
の語の口頭使用，及び視覚的表現によって，侵害されることがあり，本条において標章
の使用というときは，それに応じて解釈しなければならない。
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１．５ 使用分類
標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に加盟していない
121。しかし、登録官は，できる限り，商標登録のための商品及びサービスの国際分類に従
い、商品及びサービスを分類するよう規定されている(第 7 条(1))。また、商標規則第 4 附
則において、ニース分類に準拠した物品分類が定められている。審査官は、出願に係る標
章が図面要素を含むときには、その標章にウィーン分類を付与している122。
１．６ 出願日の認定要件
願書の様式については、商標法第 18 条及び商標規則 25 に規定されている。また、多区
分出願が認められている。
第 18 条 登録出願
(1) 自己が使用し又は使用しようとする商標の所有者であることを主張し，その商標の
登録を受けようとする者は，所定の方法により書面をもって登録官に対して自己の商標
の登録を出願しなければならない。
(2) 異なる類の商品及びサービスの商標登録について，単一出願をすることができ，そ
れに対して納付を要する手数料は，商品又はサービスの各類当たりとする。
(3) (1)による各出願は，出願人のインドにおける主営業所の所在地，又は共同出願のと
きは，インドに営業所を有するとして願書に筆頭で記載されている出願人のインドにお
ける主営業所の所在地を管轄する商標登録局の支局に提出しなければならない。
ただし，出願人又は何れかの共同出願人がインドにおいて営業を行っていないときは，
願書は，願書に記載されたインドにおける送達の宛先を管轄する商標登録局の支局に提
出しなければならない。
(4) 本法の規定に従うことを条件として，登録官は，出願を受理せず，又は無条件に，
若しくは適当と認める補正，変更，条件若しくは制限がある場合はそれを付して，これ
を受理することができる。
(5) 出願の不受理又は条件付受理の場合は，登録官は，当該不受理又は条件付受理の理
由及びその決定に用いた資料を書面に記録しておかなければならない。
１．７ 優先権
（１）優先権主張の要件
インドは、パリ条約に加盟している。優先期間は 6 か月である。優先日の認定に際し、
審査官は出願に係る標章と、優先権の基礎となる出願に係る標章との同一性を確認してい
る123。

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=12(最終アクセス日：2015 年 2 月
19 日)
122 現地事務所への調査結果
123 現地事務所への調査結果
121
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（２）優先権を主張するための手続
優先権書類の英語による翻訳文を、出願と同時に提出する旨、願書の様式( Form TM-2 )
に記載されている。
第 154 条 条約国の国民からの登録出願に関する特別規定
(1) 自国の国民に対して付与しているのと同等の権利をインド国民に対して付与してい
るインド以外の国家，又は国家群若しくは国家同盟又は政府間機関の構成国との条約，
協約，又は取極の履行のため，中央政府は，官報告示により，本法の適用上，当該の国
家，国家群，国家同盟，又は政府間機関について，条約国，条約国家群，条約国家同盟，
又は場合に応じて条約政府間機関であることを宣言することができる。
(2) 何人かが条約国又は国家群，国家同盟又は政府間機関の構成国である条約国におい
て商標の登録出願をし，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，
当該条約国又は国家群，国家同盟又は政府間機関の構成国である条約国における出願日
の後 6 月以内にインドにおける商標の登録出願をした場合において，その商標が本法に
より登録を受けたときは，その商標については，当該条約国又は国家群，国家同盟又は
政府間機関の構成国である条約国における出願日をもって登録されるものとし，かつ，
本法の適用上，その日を登録日とみなす。
(3) 商標登録出願が 2 以上の条約国又は国家群，国家同盟又は政府間機関の構成国であ
る条約国でされたときは，前項に掲げた 6 月の期間については，それらの出願のうち最
先の出願日からこれを起算する。
(4) 本法は，商標の所有者に対して，本法による商標登録の出願日前にされた侵害に対
する損害を回収する権利を一切付与するものではない。
規則 25 願書の様式及び署名
(3) 第 154 条(2)に基づく条約国からの，何れか 1 類に含まれる指定商品又はサービスにつ
いての商標登録出願は，様式 TM-2 によりしなければならない。
１．８ 新規性喪失の例外適用
新規性喪失の例外規定はない124。
１．９ 出願公開
商標登録出願は、出願後速やかに公告される。
第 20 条 出願公告
(1) 商標登録出願が，無条件に，又は条件付若しくは制限付で受理されたときは，登録官
は，受理後できる限り速やかに，当該出願受理を所定の方法で公告しなければならない。
この公告には，受理の際付せられた条件又は制限があれば，これを共に公告しなければな
らない。
124
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ただし，出願が第 9 条(1)並びに第 11 条(1)及び(2)が適用される商標に関するとき，又は特
別の状況により適当と認められるときは，登録官は，受理する前に当該出願を公告させる
ことができる。
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。しかし、類似する手続として、Opposition
proceeding と Rectification proceeding がある125。
Opposition proceeding とは、商標法第 21 条の登録異議の申立のことである。もう一方
の Rectification proceeding とは、商標法第 57 条の登録の取消又は変更のことである。両
者の違いは、以下の２つである。
①時期的要件
Opposition proceeding：登録出願の公告のあった日から４月以内に限定
Rectification proceeding：時期的な限定はなし
②主体的要件
Opposition proceeding：何人も申立可能
Rectification proceeding：被害者(利害関係人)に限定
なお、登録に対する異議申立については、商標規則第 47 条から第 57 条に詳細が規定さ
れている。
（２）異議申立制度
何人も出願の公告後、権利付与前に申立を行うことができる。異議申立の期間は、公告
日から 3 か月である。
第 21 条 登録異議の申立
(1) 何人も，登録出願の公告若しくは再公告のあった日から 3 月以内，又は所定の方法に
より所定の手数料を納付して登録官に申請し登録官が許可した場合は総計 1 月を超えない
追加期間内に，所定の方法により書面をもって登録官に対して登録異議の申立をすること
ができる。
(2) 登録官は，登録出願人に対して異議申立書の副本を送達しなければならない。出願人
は，異議申立書の副本の送達を受けたときから 2 月以内に所定の方法により自己の出願を
理由あるものとする答弁書を登録官に対して提出しなければならない。答弁書を提出しな
いときは，出願人は，当該出願を放棄したものとみなされる。
(3) 出願人が答弁書を提出したときは，登録官は，その副本を異議申立人に送達しなけれ
ばならない。
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(4) 異議申立人及び出願人は，証拠があるときは，所定の方法により所定の期間内に，登
録官に対してそれを提出しなければならない。登録官は，それらの者の希望があるときは，
それらの者に対して聴聞を受ける機会を与えなければならない。
(5) 登録官は，必要と認めるときは関係者の聴聞及び証拠調の後に，登録の可否及び若し
あれば登録に対する条件若しくは制限を決定しなければならない。登録官は，異議申立人
が主張しない異議事由についても，参酌することができる。
(6) 異議申立人又は異議申立書の副本の送達を受けた後答弁書を提出した出願人が，イン
ドにおける住所を有さず，営業も行っていないときは，登録官は，登録官に対する手続費
用の担保を提供すべきことを命じることができる。担保が遅滞なく提供されないときは，
登録官は，当該異議申立又は場合に応じて出願が放棄されたものとして取り扱うことがで
きる。
(7) 登録官は，請求があれば，異議申立書又は答弁書の誤記の訂正又は補正を，登録官が
適正と認める条件を付して，許可することができる。
１．１１ 審判制度
（１）拒絶査定不服審判
拒絶査定通知を受けた日から 3 か月以内に審判部に対して審判請求ができる。
第 91 条 審判部への審判請求
(1) 本法又はそれに基づいて制定の規則による登録官の命令又は決定による被害者は，審
判部に対して，審判請求をしようとする対象の命令又は決定が審判請求をしようとする者
に通知された日から 3 月以内に，審判請求をすることができる。
（２）無効審判
利害関係人によって、審判部又は登録官に対して無効審判又は無効審査の申請を行うこ
とができる。除斥理由や申請の期限はない126。
第 57 条 登録の取消又は変更の権限及び登録簿の更正の権限
(1) 被害者から審判部又は登録官に対して，所定の方法により申請があったときは，審査
審判廷は，登録簿にそれに関して記載されている条件の違反又は不履行を理由として，商
標登録を取消又は変更するため，適当と認める命令を発することができる。
(2) 登録簿における登録事項の脱落若しくは省略，十分な理由なしにされた記載，誤って
存続されている記載，登録簿における記載事項の誤記若しくは不備による被害者は，所定
の方法により審判部又は登録官に対して，申請をすることができる。審査審判廷は，適当
と認めるところに従い，登録事項を記載し，抹消し，又は変更すべき旨を命令することが
できる。
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（３）不使用取消審査／審判
登録官又は審判部に対して不使用取消審査又は審判を請求することができる。
第 47 条 不使用を理由とする登録の抹消及び制限
(1) 次に掲げる理由で被害を蒙った何人かによって，登録官又は審判部に対して，所定の
方法により申請があったときは，登録商標は，その指定商品又はサービスについて登録簿
から抹消することができる。
(a) 商標が，登録出願人としては，自己，又は第 46 条の規定が適用される場合は，当該法
人若しくは場合に応じて登録使用者による，それらの商品又はサービスについて使用する
善意の意思がなかったにも拘らず，登録され，かつ，実際に当時の所有者により，それら
の商品又はサービスについて当該申請の日 3 月前まで善意に使用されなかったこと，又は
(b) 当該申請の日 3 月前までに，当該商標が実際に登録簿に登録された日から引き続き 5
年以上の期間が既に経過し，その期間中，当該商標が登録されていたが，当時の所有者に
よるそれらの商品又はサービスについての商標の善意の使用がなかったこと
ただし，出願人が第 12 条により当該商品若しくはサービスについて同一若しくは類似の
商標を登録する許諾を受けた場合，又は審査審判廷がその者に当該商標の登録許可を与え
ることを適当と認めた場合を除き，関係日前に又は場合に応じて関係期間中に，当時の所
有者による次についての当該商標の善意の使用があったことが明らかにされたときは，審
査審判廷は，(a)又は(b)により商品又はサービスについての申請を却下することができる。
(i) 同一種類の商品若しくはサービス，又は
(ii) 指定の商品又は場合に応じて指定のサービスである当該種類のそれら商品若しくはサ
ービスと関連している商品又はサービス
（４）訂正審判
利害関係人は、所定の方法により審判部又は登録官に対して更正を申請することができ
る。
第 57 条 登録の取消又は変更の権限及び登録簿の更正の権限
(2) 登録簿における登録事項の脱落若しくは省略，十分な理由なしにされた記載，誤って
存続されている記載，登録簿における記載事項の誤記若しくは不備による被害者は，所定
の方法により審判部又は登録官に対して，申請をすることができる。審査審判廷は，適当
と認めるところに従い，登録事項を記載し，抹消し，又は変更すべき旨を命令することが
できる。
(3) 審査審判廷は，本条による手続において，登録簿の更正に関して決定することが必要
又は適当である事項について，決定することができる。
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１．１２ 早期審査制度
出願番号の受領の後、出願人は所定の様式(Form TM-63)をもって早期審査を求める理
由を述べ、かつ、出願料(2,500 ルピー)の 5 倍の早期審査請求料(12,500 ルピー)を支払う
ことにより、早期審査の請求ができる(規則 38(1))。なお、出願人のみが、早期審査を請求
できる。
登録官が当該出願に早期審査の価値があると判断する場合には、早期審査が行われ、請
求から 3 月以内に審査報告書を発行することができる127。登録官は、出願の早期審査の請
求の審査に関して、当該請求の受理に異論を有するとき、書面をもってこれを当該出願人
に対して通知することができる。当該請求が拒絶される場合には、出願人は、当該手数料(出
願手数料の 5 倍に相当する額)の払い戻しを受ける権利を有する。この通知に対しては、
通知の日から 1 か月以内に対応しなければならない。
規則 38 早期審査，受理に対する異論，聴聞
(1) 規則 37(1)に基づく出願番号の受領後，出願人は，様式 TM-63 により，出願手数料
の 5 倍額を納付の上，請求の理由を記載した宣言書を添付して，商標の登録出願の早期審
査を請求することができる。
(2) 登録官が(1)に基づいて提出された宣言書に基づいて，当該出願の早期審査が正当化さ
れると納得するときは，登録官は，請求が提出された順に従い当該出願の早期審査を行わ
せるものとし，かつ，通常は当該請求の日付から 3 月以内に，審査報告書を発行すること
ができる。
(3) 登録官が(1)に基づく請求を拒絶した場合は，出願人は，当該手数料の還付を受けるこ
とができるものとする。
ただし，当該請求を拒絶する前に，登録官は，出願人に聴聞を受ける機会を与えなければ
ならない。
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２ 出願・登録の手続
２．１ 基礎情報
・商標登録出願のフローチャート128

128

JETRO 模倣対策マニュアルインド編 2014 年 3 月
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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 13)。
２．３ 翻訳文提出要件
優先権書類の英語による翻訳文を、出願と同時に提出する旨、願書の様式(Form TM-2)
に記載されている。
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129
出願料(１クラスにつき)
2,500 インドルピー
（２）商標権維持に掛かる費用
存続期間更新出願料(１クラスにつき)

5,000 インドルピー

（３）官庁への手数料等の支払いのために用いることのできる精算手段
精算手段は、現金、クレジットカード、銀行口座からの引き落とし、小切手である130。
３ 審査業務
３．１ 審査業務
（１）審査体制
Examiner のほとんどがムンバイに所属し、審査業務についている。商標部門にはこの
ほか、先行調査や権利移行を行う部門があるが、これらはムンバイのほか、アーメダバー
ドなどの支局にもそれぞれ 1 名程度が配属されている。現在 100 名規模の増員を図る計画
が進んでいる131。
Registrar は異議の対応を行っている。また拒絶応答のヒアリングを行っている132。
（２）審査分担
CGPDTM において商標登録出願の審査業務は、ニース分類に応じて分担している。ま
た、審査結果を認証する権限は、Senior Examiner, Assistant Registrar, Deputy
Registrar ,Registrar が有している。また、認証する権限を有する Senior Examiner 又は
Registrar は 1～10 人の審査官を監督している。
商標登録の一般的な手順では、Examiner が作成した審査報告書に基づいて Senior
Examiner 又は Registrar が最終決定を下すことになっている133。

http://ipindia.nic.in/tmr_new/tmr_act_rules/tmr_rules_2002.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
現地法律事務所アンケート調査結果
131 JETRO インド知的財産ニュース 「インド、審査滞貨の解消に向け新施策」
http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/news_20150114.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
132 JETRO ニューデリー事務所への調査結果
133 JETRO ニューデリー事務所への調査結果
129
130
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（３）審査内容
Examiner は、方式審査、実体審査について審査を行い、Registrar は異議申立について
の審査を行っている134。
３．２ 審査の手順
登録前に CGPDTM の審査官は方式審査、実体審査及び公序良俗についての審査を行っ
ているようである135。
３．３ 実体審査の範囲
実体審査は以下の項目について行われる136。
・ 登録拒絶の絶対的理由(第 9 条)
・ 登録拒絶の相対的理由(第 11 条)
３．４ 分類付与
ニース分類付与は出願人によって行われる。審査の時に審査官によってチェックされる。
出願人が付与した分類が不適切な場合には、分類付与が不適切であって、出願人によって
修正するよう通知される137。
３．５ 審査結果の通知
出願に係る商標が拒絶理由に該当したときは、審査官はオンラインシステム又は出願人
に書類を送付することによって拒絶理由を通知する。また、出願に係る商標に拒絶理由が
ある場合には、審査官は不登録の理由、審査官名を出願人に通知する138。
３．６ 拒絶理由通知に対する応答
拒絶理由の通知の日から 1 か月以内に補正書又は意見書を提出せず、又は聴聞を申請し
ないか若しくは聴聞に出頭しないときは、出願は放棄されたものとみなされる。
なお、インドには、相対的拒絶理由を解消するためのコンセント制度は存在する。また、
絶対的拒絶理由を解消するディスクレーム制度は存在する。ディスクレーム制度は、商標
法第 18 条(4)の『登録官は・・・適当と認める・・・条件若しくは制限がある場合はそれ
を付して，これを受理することができる。
』との規定に対応するものである139。

134
135
136
137
138
139
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第 18 条 登録出願
(4) 本法の規定に従うことを条件として，登録官は，出願を受理せず，又は無条件に，若
しくは適当と認める補正，変更，条件若しくは制限がある場合はそれを付して，これを受
理することができる。
規則 38 早期審査，受理に対する異論，聴聞
(4) 商標の登録出願，(1)にいう出願の早期審査の申請，使用若しくは識別性についての証
拠，又は出願人が提出することができ若しくは提出を必要とされる他の何らかの事項の審
査に関して，登録官が当該申請の受理に異論を有するとき，又は第 18 条(4)に基づいて課
することを適当と認める条件，補正，修正，又は限定を付して出願を受理することを提議
するときは，登録官は，当該異論又は提議については，書面をもってこれを当該出願人に
対して通知しなければならない。
(5) 出願人が(4)に掲げた通知の日から 1 月以内に前記の提議に従わず，又は登録官に対し
て異論若しくは提議に関する意見書を提出せず，又は聴聞を申請しないか若しくは聴聞に
出頭しないときは，当該出願は，放棄されたものとみなされる。
規則 41 願書の訂正及び補正
商標の登録出願人は，その者の願書における若しくはそれに関連する誤記の訂正又は願書
の補正については，出願受理の前後を問わず，商標登録前に，様式 TM-16 により，所定
の手数料を添えてこれを申請することができる。 ただし，出願の商標を実質的に変更する
効果を有するか又は出願時の願書に含まれなかった新たな指定商品又はサービスで代替す
る補正は，一切許可されないものとする。
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審査官の研修を行っている140。
３．８ 審査官の育成
CGPDTM では、審査官に対して以下の研修を行っている141。
・ 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
これら、研修は商標代理人や商標分野の他の利害関係人と接しながら行われていること
もあるようである。

140
141
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４ 統計情報
４．１ 出願・登録
WIPO が集計している商標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142。
商標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
141,943 189,925 198,547 190,850 200,769
(内 外国出願)
7,540 17,805 22,161 14,806 15,683
(内 日本から)
－
977
1,623
1,163
978
登録件数
全数
(内 外国出願)
(内 日本から)

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年
67,490
67,490
－

67,812 142,943
9,695
501

20,503
1,180

2013 年

55,191

60,270

7,177
348

6,239
483

また CGPDTM も Annual Report において、内国民と外国民による出願件数や、指定商
品／指定役務の分類ごとの出願件数などの詳細な統計情報を公開している143。
４．２ 審査期間
JETRO による「インド商標審査の進捗状況(2014 年 12 月)」調査報告144において、審
査の進捗状況が報告されている。出願から最初の拒絶理由通知まで、通常であれば 1 年か
ら 1 年半の期間を要しているようである。

WIPO、http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
CGPDTM、Annual Reports 2012-2013 CHAPTER-VI Trademarks 3. TREND OF FILING OF
TRADEMARK APPLICATIONS: など
144 http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/#statistics(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
142
143
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４．３ 審査通知・最終処分
CGPDTM が Annual Reports 2012-2013 において 2012 年度に審査した出願数などの
情報を公開している145。
商標登録出願の審査状況(2012 年度)
2012 年度の出願数
公報が発行された出願数
登録された出願数
審査の後、拒絶、放棄又は取
り下げられた出願数

194,216
74,871
44,361
6,132

拒絶理由の内訳については公開されていないが、現地代理人によると登録拒絶の相対的
理由(第 11 条)が主なもののようである146。

145
146

CHAPTER-VI Trademarks 2. TREND OF ACTIVITIES DURING 2012-2013
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４．４ 審判請求
（１）審判請求件数
CGPDTM が Annual Reports 2012-2013 において支局ごとに異議申立、更正
(Rectification)申請の数を公開している147。
支局
ムンバイ
コルカタ
チェンナイ
デリー
アーメダバード
合計

異議、更正の申請数 異議、更正の処分数
3,240
996
2,633
4,414
1,818
13,101

1,716
1,136
1,520
2,278
1,187
7,837

４．５ 訴訟
行政不服訴訟、民事訴訟ともに、訴訟件数を集計している認証されたデータベースがな
い148。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149。JETRO のデータによると、2014 年 1 月及び 2 月に新たに受理され
た知財関連訴訟 121 件うち、商標権に関する訴訟は 67 件である。

CHAPTER-VI Trademarks ANNEX III DETAILS OF OPPPOSITIONS I RECTIFICATIONS
FILED AT VARIOUS OFFICES FROM 1ST APRIL 2012 TO 31ST MARCH 2013 AND DISPOSALS
THEREOF
148 現地事務所への調査結果
149 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)
147
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概括表

405

406

418

II．メキシコ

III．コロンビア

IV．インド

V．ロシア

視覚的に認識するこ
登録拒絶の絶対的理
絶対的拒絶理由、相
とができる標識であっ 絶対的拒絶理由と相 絶対的拒絶理由(第 由(第9条)と、先の商
対的拒絶理由ともに
て，識別性を有するも 対的拒絶理由(第90 135条)と相対的拒絶 標との混同等を規定
規定されている(第
の(第122条)、不登録 条）
する登録拒絶の相対
理由(第136条）
1483条)。
事由(第124条)
的理由(第11条)

I．ブラジル

有
(第158条)

無

出願公開

情報提供
無

無

無

有
(145条)

無

有
何人も出願公開後に
情報提供できる(2014
年改正第1493条)。

有
有
出願後速やかに公告
(第1493条)
される(第20条)。

権利付与日から10年
存続期間は10年であ 存続期間は10年で
登録日から10年、10 出願日から10 年と
間存続し、10年ごとに
権利期間
年ごとに更新できる し，何回も更新するこ
る(第25条(1))。10年 あって、10年ごとに更
更新できる(第152
(第133条)。
とができる(第95条)。
ごとに更新できる。
新できる(第1491条)。
条)。
有
有
所定の博覧会に展示
有
博覧会に展示した日
された日から6か月以
(大統領令
から6か月以内に出 無
新規性喪失の例外
無
内に出願した場合に
75,572/75、1975年
願した場合に適用で
適用できる。適用によ
施行)
り、出願日が遡及する
きる(第141条)。
(第1495条第2項)。

登録要件

Ｅ．商標

項目

419

有
何人も公告日から60
無
日間、申立できる(第
158条)。

I．ブラジル

早期審査
無

無

無効審判

II．メキシコ

有
有
行政無効(第168条)、
(第151条)
司法無効(第173条)

無
無
有
拒絶査定が公告され
拒絶査定不服審判 てから60日以内に不 有
服審判を請求すること
ができる(第212条)。

異議申立(付与後)

異議申立(付与前)

項目

無

V．ロシア

有
有
出願人が出願日から
出願人が請求できる
6か月以内に請求で
(規則38)。
きる。

有
当事者が請求できる
(第172条)。

無

有
利害関係人が請求で
有
きる。一部の理由は、
利害関係人が請求で 登録公告がされた日
から５年以内に限り請
きる(第57条)。
求することができる
(1512条)。

無

有
何人も公告があった
日から3月以内に申
立できる(第21条)。

IV．インド

無
有
有
有
出願人が拒絶査定を
拒絶された日から10 拒絶査定通知を受け 受領した日から３か月
執務日以内に請求で た日から3か月以内に 以内に請求できる(第
きる。
請求できる(第91条)。
1500条)。

III．コロンビア
有
利害関係人は出願公
表の日から60日以内
に申立できる(第146
条)。
無

420

審査期間

出願件数(2013年)
登録件数(2013年)

項目

異議申立のない場
合、出願から最終処
分まで約3年間、異議
申立があった場合、さ
らに最低2年を要す
る。

163,422件
36,911件

I．ブラジル
26,314件
19,071件

III．コロンビア
200,769件
60,270件

IV．インド
64,062件
39,919件

V．ロシア

出願日から最初の拒
IMPIは、方式審査は
絶理由通知までの平
4か月以内、実体審 出願日から最初の通
査は3か月以内に出 知まで6か月である。 1年から1年半である。 均12か月、最終処分
まで平均18か月であ
願人に結果を通知し
る。
なければならない。

103,994件
81,985件

II．メキシコ

