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はじめに
AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第6号を発刊致しました。第6号のラインナップは以
下の通りです。

1. 日印間の特許審査ハイウェイ（PPH）～インドの特許審査が大幅に短縮

本稿は、AsiaWise GroupのIPプラクティスチームのチェアである奥啓徳が、最新のビッグ
ニュースである日印間PPHについて解説、ご紹介しております。
AsiaWise Groupでは、インドのメンバーファームであるWadhwa Law Officesにおいて、イ
ンド弁護士兼弁理士をメンバーに迎え入れ、特許出願サービスを10月1日付けで開始致しました。
今後、PPH開始により急増することが期待されている日本からインドへの特許出願について、
AsiaWise Groupでは日印のIPプロフェッショナルがワンチームとなって、ワンストップサービ
スを提供致します。

2.

インド解雇規制の理解 ～雇用契約の見直しの必要性

AW Letter vol.2では、現地バックオフィス等での不正を牽制するため、利益相反取引防止
規程を定める意義についてご報告いたしました。
本稿は、そうした不正が起きてしまった場合の解雇処分について、インド労働法等関連法
令を解説すると共に、雇用契約見直しの必要性についてご提案致します。

AsiaWise Groupでは、クライアントの課題解決のため、今後「際」を超えたコラボレーショ
ンを加速して参ります。AW Letterもその実験場のひとつとして、複数の分野・国の専門家が執
筆者となってコラボ編集することにより、これまでにない新しい価値の提供に務めたいと考え
ております。

AW Letterの配信登録は以下のURLからお願い致します。
https://www.asiawise.legal/proposal

AsiaWise法律事務所
代表 久保 光太郎
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日印間の特許審査ハイウェイ（PPH）
～インドの特許審査が大幅に短縮
＜サマリー＞
• 日印間で特許審査ハイウェイ（PPH）の
施行について大筋合意に至ったことを受け
て、本稿では、PPHのメリットについて
解説します
• 日印PPHが施行されるにあたり、課題と
なる点を指摘した上で、開始後すぐに申請
にとりかかるためにも留意しておくべき事
項、プロフェッショナルとの連携の必要等
を適示しています
1．日印間の特許審査ハイウェイ（PPH）が始
まるメリット
日本国特許庁（JPO）関係者によると、日
本の民間企業から特許に関する苦情がくる国
TOP3は、インド、インドネシア、ブラジル
とのことです。特許出願から特許取得までの
年数がかかりすぎるというのが、苦情の主な
内容です。
このような特許審査長期化問題を抱えるイ
ンドが、ついに特許審査ハイウェイ（PPH：
Patent Prosecution Highway)の試行を開始す
るというビッグニュースが飛び込んできまし
た。*1 日本とインド両政府は、2019年4月を
めどにPPHを導入することで大筋合意したと
のことです。私も、インド在住日本産業界の
一員として、インド商工省産業政策振興局
（DIPP）及びインド特許庁に対し、くり返
し陳情してきた一人です。今回の報道は、我
が事のように嬉しく思っております。
特許審査ハイウェイ（PPH）とは？
2国間の早期審査協力の枠組み。ある国で特
許権の取得が可能と判断された出願に対し、
後続の他国において簡易な手続きで早期審査
を受けることができる。インドは早期審査の
申請要件が厳しいが、PPHを利用することに
より、これが容易になる。*2

第一庁（例：日本）
出願

特許可能
との判断

審査

第二庁（例：インド）
長期化
出願
早期審査
PPH申請

日印PPHが始まるメリットとしては、通常
よりも①早く、②安く済み、③特許率が向上
する、といった点が挙げられます。
メリット①早く特許取得できる
これまで、インドで特許を取得するには途方
もない時間がかかっていました。2018年9月
20日の読売新聞朝刊記事によると、最初の特
許審査結果となる「一次審査」まで平均4.5年、
最終的に特許が付与されるまでに同7.2年か
かっていました。インドには審査官が少ない
という点も理由として挙げられています。
PPH~FA
平均

PPH~付与
平均

日本

2.6ヶ月

7.3ヶ月

韓国

2.4ヶ月

6.2ヶ月

マレーシア

3ヶ月

6ヶ月

シンガポール

0.88ヶ月

0.63ヶ月

台湾

1.67ヶ月

3.97ヶ月

5ヶ国平均

2.11ヶ月

4.82ヶ月

FIG1 PPH統計情報 *3

*1 経済産業省2018年9月20日付けニュースリリース：http://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180920002/20180920002.html
*2 9/20 JETROニューデリー発表：https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/asia/2018/in/news_20180920.pdf
*3 http://www.jpo.go.jp/ppph-portal-j/statistics.htm
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FIG1は、アジア5ヶ国による、PPH申請か
らFA（一次審査）までの平均期間、PPH申
請から特許付与までの平均期間を示す表です。
アジア5ヶ国の平均は、それぞれ2.11ヶ月、
4.82ヶ月となっています。PPHは、第二庁
（第一庁のあとに出願した特許庁）が第一庁
（最初に出願した特許庁）の調査結果や登録
結果を利用して審査を進める構造となってい
るため、通常の出願をするよりも大幅に審査
期間が短くなります。インドでは、現状それ
ぞれ、54ヶ月（＝4.5年）、86ヶ月（＝7.2
年）です。PPHが開始すると、インド進出日
系企業が、申請から数ヶ月で特許を取得する
ことが可能となります。

FIG2 PPH統計 *4

FIG2は、PPHを利用した申請を行った場
合の、各国の特許庁によるオフィスアクショ
ンの平均回数を示しています。アジア5ヶ国
の平均は0.82回です。シンガポールのように、
一度もオフィスアクションを受けることなく
特許が取得できる国もあります。今後はイン
ドでも、そういった案件が増えることが予想
されます。また、2012年2月23日、東京で開
催されたPPH User Symposiumにて配布され
た米国特許庁（USPTO）資料によると、
PPHを利用することにより、件ごと平均
USD2,086のコスト削減が可能とのデータも
あります。

メリット②安く特許取得できる

メリット③特許率の向上

これまでの制度上、インドで特許を取得する
ためには、インド特許庁から複数回のオフィ
スアクションを受け取ることになっていまし
た。オフィスアクションの回数が増えれば増
えるほど、当然、インド弁護士や日本弁理士
に支払う費用も増加します。PPHは、第一庁
で特許可能と判断された請求項を対象とする
ため、第二庁によるオフィスアクション回数
が減ることが期待されており、弁護士及び弁
理士へ支払う費用削減が見込めます。

PPHは、第一庁で特許可能と示された請求
項を対象とすることで手続きを簡易化するた
め、特許率の向上が期待されています。
PPH
特許査定率

非PPH
特許査定率

日本

81％

76.4％

韓国

83.3％

62.4％

マレーシア

100％

-

オフィスアクション
平均

シンガポール

100％

-

日本

0.9回

台湾

93.5％

78.3％

韓国

0.82回

5ヶ国平均

91.6％

72.4％

マレーシア

2回

シンガポー
ル

0回

台湾

0.64回

5ヶ国平均

0.82回

FIG3 PPH統計情報 *5

FIG3は、アジア5ヶ国におけるPPH特許査
定率と、非PPH特許査定率の表です。

*4 http://www.jpo.go.jp/ppph-portal-j/statistics.htm
*5 http://www.jpo.go.jp/ppph-portal-j/statistics.htm
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特にマレーシア及びシンガポールでは、ファー
ストアクションで特許査定となる「一発査定」
が多発しており、インドでも同様の効果が期待
されています。
2．日印PPH施行のための今後の課題
課題1：
インドにおける特許規則改正手続きの実施
日本の法律は、憲法上唯一の立法機関である国
会で議決されることにより成立しますが、イン
ドにおいても同様です。そのため、インド特許
法改正となると大仕事です。その点規則であれ
ば、国の法令に反しない範囲でインド商工省産
業政策振興局(DIPP)による制定、改正が可能な
ため、法改正に比べるとハードルは下がります。
PPH施行のためには規則の改正等が必要になり
ますが、比較的容易とはいえインドのことです
ので、依然として予断を許さない状況といえま
す。
2018年9月21日の日経新聞 *6 によると、10月下
旬にインドのモディ首相が来日する予定だそう
です。両首脳による会談にて日印PPHが正式に
合意されるとDIPPの動きも加速すると思われ
ますが、今後も経過を注視することが必要かと
思います。
課題２：
シーリング（受付件数制限）実施の可能性
インド政府がPPHのような2国間の特許早期審
査協力を行うのは、初の試みです。「八方美人
外交をしながら争いごとを収めていくことにか
けては、アーリア人がピカイチである」ともい
われているインドです。インド政府内には、日
本のみとPPHを締結することに対し、少なから
ず抵抗勢力があるのも事実だと思います。欧米
もインド政府に対しPPH締結を求めてくること
は必至です。こうした情勢に対し、インド政府
は、年間のPPH受付件数の上限を設定する可能
性が大きいと考えられます。日本には、同様の

経験がベトナムであります。JPOのサイト *7を
参照すると、「ベトナム国家知財庁(NOIP)へ
のPPH申請について、2018年4月1日より受付を
再開していたところ、2018年4月3日に申請件数
が100件に到達したため、受付が停止いたしま
した。来年度以降のPPH申請の受付については
未定です。詳細が決まり次第追ってお知らせい
たします。」との記載があります。インド政府
が今後どのような決定を下すかについては、イ
ンドに精通したプロフェッショナルと密に連携
をとりつつ、状況を把握する必要があります。
課題3：
受付可能な特許の技術的内容を限定してくる可
能性
2015-2016年のインド医薬品市場は約2兆円と推
定され、特許で保護された医薬品の割合は、市
場全体のたったの1～2割程度と見積もられてい
ます。*8 こうしたデータからは、日本を含めた
外国企業に製薬関連の特許権を保有してほしく
ないという、インド政府の意向が伺えます。
よって、製薬関連特許をPPH対象外としてくる
可能性もあり、この点についても精察が必要で
す。
3．まとめ
インドがPPHのような2国間の特許早期審査協
力に臨むことは、初の試みです。この恩恵を受
けることができるのは、現在のところ日本企業
だけなのです。Make in Indiaキャンペーンに
よって日本の製造企業の多くがインドへの投資
を増加させているなか、日本企業がPPHを使い、
インドで特許ポートフォリオを構築する好機が
やってまいりました。PPHの試行開始次第申請
ができるように、インドに精通したプロフェッ
ショナルと密に連携をとるなど、事前の準備を
進めておくことが大切です。
以上

*6 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35665510R20C18A9000000/
*7 https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_vietnam_highway.htm
*8デロイトトーマツによるインド製薬産業の現状ならびにトピックス
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/life-sciences-health-care/ls/jp-ls-indian-pharmaceutical© AsiaWise Group
report.pdf
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インド解雇規制の理解 ～雇用契約の見直しの必要性
＜サマリー＞
• 本稿では、インドにおける労働法及び解雇
に関する法令等について、「ワークマン」、
「ノン・ワークマン」の区別を明らかにし
た上で、規制の枠組みを解説しています
• 現地雇用のインド人との雇用関係に関する
トラブルに際して、リスクなく解雇する方
法論、事前対策、雇用契約見直しの必要性
について提案しています

認する必要があります。また、インドにおけ
る労働法制は多岐に渡り、産業雇用法
（Industrial Employment(Standing
Orders)Act,1946）、工場法（Factories
Act,1948）、賃金支払法（Payment of Wages
Act,1936）等、連邦議会が制定する法令だけ
でも50は超えており、その体系的把握は著し
く困難です。
2．解雇に関する法令等
⑴「ワークマン（workman）」該当性

Ⅰ はじめに

インドにおける従業員の解雇については、
当該従業員が、「ワークマン（workman）」
に該当するか否かの区別が決定的に重要です。

インドに進出している日系企業において、
現地で雇用するインド人との雇用関係に関す
るトラブルは最もよく直面し得る問題の一つ
です。インドにおける民族、宗教、言語の多
様性や、政治色の強い労働組合、議論好きで
一般的にプライドの高い国民性等から、一般
的にインドの労務管理は難易度が高いと言わ
れております。また、家族や友人等の勤務す
る会社を合理的理由なく取引先として選定し
て、インド現法のビジネス等に悪影響を与え
るなど（利益相反取引）、会社の資金等を着
服、横領する等のケースも散見されるところ
です 。*1

「ワークマン」とは、産業紛争法
（Industrial Disputes Acts,1947）上、①肉体
的、非熟練的、熟練的、技術的、機械作業的
もしくは事務的作業を行うため雇用されてい
る者、又は、②監督業務的な作業に従事する
ため雇用されているが、1ヶ月当たりの賃金
が1万ルピーを超えない者を指すとされてい
ます。「ノン・ワークマン（nonworkman）」は、「ワークマン」に該当しな
い者を指す表現であり、主として経営職又は
管理職として雇用されており、賃金が月1万
ルピーを超える者を指すとされています。

本稿では、インドにおける雇用関係の問題
点を踏まえ、問題を起こした従業員を解雇す
る場面において注意すべき点や、円満な解雇
を可能とするような取り得る事前対応策につ
いて検討したいと考えます。

この点、中間管理職等、経営職又は管理職
に該当するか否かについては、役職や肩書で
はなく、実際に担当している職務を基準とし
て、他の労働者に対する指揮命令権の有無等、
事案に応じた具体的な事実関係に基づいて判
断がなされます。

Ⅱ インドにおける労働法及び解雇に関する
法令等
1．インドにおける労働法の枠組み

⑵ 「ワークマン」に対する解雇規制

インドの労働法に関する事項については、
連邦政府と州政府双方の管轄事項とされてお
り、それぞれに立法権が認められているため、
連邦法と州法の二段構造となっています。し
たがって、連邦法のみならず、連邦法を修正
する州法での規制が制定されていないか、確

「ワークマン」を普通解雇（懲戒処分以外
の理由に基づく使用者側からの雇用の終了）
する場合で、1年以上の継続的雇用関係にあ
る場合には、

*1 利益相反取引に関する前稿(AW Letter vol.2)を参照。
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①解雇理由についての1ヶ月前の書面による
通知又はこれに代わる期間中分の賃金の支払
い、②継続雇用1年につき平均賃金の15日分
の解雇補償金の支払い、③地方労働監督官（
Regional Labour Commissioner）に対する所
定の通知が必要になります。また、一定の産
業施設における「ワークマン」についてはそ
の保護が拡張されており、例えば、工場法に
定義される「工場」で、過去12ヶ月平均100
人以上の「ワークマン」を雇用する場合にお
いて、「ワークマン」を普通解雇する場合に
は、①通知は1ヶ月前ではなく、3ヶ月前まで
に行わなければならず、②解雇補償金の支払
いに加え、③州政府の事前許可も必要となり
ます。

業員（マネージャー、スタッフ等と呼ばれる
ホワイトカラー管理職の従業員）が多く、日
系企業が「ノン・ワークマン」の解雇に際し
て問題に直面する場面が多く見られます。
ところが、多くの日系企業は、これらの従
業員との間の雇用契約の内容について、それ
程重視していないのが実情です。従業員に問
題行為が発覚してあわてて雇用契約を確認し
てみたところ、設立当初にコンサル任せで作
られた雛形を使い続けているため、解雇に関
する条件が定められていなかったり、曖昧な
文言しか定められておらず、解釈に疑義が残
ってしまうといったことがよくあります。
したがって、インドにおいて事業展開する
日系企業としては、従業員の解雇はいつでも
問題になりうるのだという危機意識をもって、
マネージャークラスの雇用契約の雛形につい
て再検討をすることをお勧め致します。ここ
で実務上重要な点としては、雇用契約書にお
いて、解雇事由を明記することに加え、解雇
事由の一つとして、会社が当該従業員との雇
用関係が不要であると判断した場合等、会社
側 都 合 で の 理 由 の な い 解 雇 （ termination
without cause）ができることを定めておくこ
とです（なお、インド法上、「ノン・ワーク
マン」との間で、会社都合での理由のない解
雇の条件を合意する契約についても有効であ
るとされております）。

総じて、「ワークマン」を解雇するのは、
困難であり、裁判となった場合には裁判所は
「ワークマン」に有利な判断を下すことが多
いと言われています。
⑶「ノン・ワークマン（non-workman）」の
解雇について
他方、「ノン・ワークマン（non-workman
）」を解雇するに当たっては、上記の「ワー
クマン」における法令上の保護規制が及びま
せん。したがって、解雇に際して適用される
ルールは、当該従業員との間の雇用契約の定
め（雇用契約が就業規則等の社内規程を参照
している場合は、当該社内規程の定めを含む
）に限られます。その結果、実は、「ノンワ
ークマン」の解雇はそれほど困難ではなく、
当該従業員との間の雇用契約に解雇に関する
条項を定めておけば、その条件に従って解雇
をすることが可能です。

仮に従業員において問題行為が発覚し、そ
のために雇用関係を継続できない場合には、
かかる問題行動を解雇理由として解雇する（
termination with case）ことができる可能性
が高いと言えます。

この点、冒頭で指摘したような利益相反取
引や資金の着服等を行うのは、取引先を選定
したり、金銭の管理等を行う権限を有する従
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ところが、その場合、後に、解雇した従業員
から、訴訟を提起されてしまい、解雇理由は
存在しないとか、相当性を欠く等として訴訟
で反論を受けるリスクも高まります。他方、
理由のない解雇（termination without cause
）の場合には、仮に後に訴訟等が提起された
場合であっても、雇用契約に従った解雇であ
ることを主張すれば足りるのが原則であり、
解雇理由の相当性（そもそも問題行動が存在
しない等の主張）について相手方の反論を封
じることができます。
かかる考慮から、実務上においては、仮に
金銭の着服等の問題行為があった場合でも、
あえて理由のない解雇（termination without
cause）を選択することによって、後の紛争を
回避することもあります。このような選択肢
を残す意味でも、雇用契約の見直しは非常に
重要です。なお、理由のない解雇（
termination without cause）を実施する場合
も、一定期間（数ヶ月間）前の事前の通知、
又は、事前通知期間に相当する期間の給与の
支払いを条件とし、適正手続（due process）
に則って解雇手続を実施することが必要です。
裁判等になれば多大なコストが生じてしま
います。事前に紛争を避けるための準備を怠
らず、いざとなった場合には適切な手段を選
択することで、少しでも円満に雇用関係を終
了させることが肝心です。

以上
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