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はじめに

AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第8号を発刊致しました。第8号のラインナップは以
下の通りです。

1. スリランカへの進出及び会社設立

本稿では、日本企業の進出先として注目の南アジアのなかでも、特にスリランカに注目し、進
出に際する法律上の留意点をお伝えしています。スリランカの直近の政治情勢についても触れ
ております。

2. インドで特許権侵害訴訟が提起される深い理由

本稿では、AsiaWise GroupのIPプラクティスチームのチェアである奥啓徳が、最近インドで
相次いでいる大型の特許権侵害訴訟について、なぜそういった現象が起きているのか、制度的
な側面から分析するとともに、訴訟提起にあたっての注意点を具体的に解説しています。

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/news-letter

AsiaWise法律事務所

代表 久保 光太郎
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スリランカへの進出及び会社設立

＜サマリー＞

• 本稿では、日本企業の進出先として注目の

集まる南アジアのなかで、外資受入れにつ

いて積極的といえるスリランカへの進出に

ついて、法律上の留意点をお伝えしていき

ます

• スリランカへの進出及び会社設立に際し重

要となる、外資の出資規制と会社法上の規

定、実務上の取扱いについて、具体的にご

報告致します

1．はじめに

日本企業の次なる進出先として、南アジア

に注目が集まりつつあります。安倍首相がイ

ンドのモディ首相を河口湖そばの別荘に招い

たことが話題になっていましたが、日印両国

による新たな協働分野として、スリランカに

対するインフラ支援が含まれている点も注目

に値します。

スリランカでは、去年10月26日、シリセナ

大統領が、突如ウィクラマシンハ首相を解任

し、間髪をいれず2015年まで大統領を務めて

いたラジャパクサ氏を首相に指名したことを

きっかけに、政治的混乱が生じていました。

しかし、昨年12月15日ラジャパクサ氏による

首相辞任表明があり、翌日シリセナ大統領は、

再びウィクラマシンハ氏を首相に任命し、こ

れにより約2ヶ月続いた政治的混乱はひとま

ず収束となりました。

本稿では、インド洋の海上輸送のハブとし

て地政学的に重要な位置にあり、潜在的なビ

ジネスチャンスを秘めたスリランカへの進出

に際しての法律上の留意点について、お伝え

致します。

2．外資の出資規制について

スリランカは、アジア新興国の中では比較

的開かれた制度を有しており、外資の受入れ

に積極的であると言えます。外資の出資規制

が存在する業種は、図表1のとおり限定的で

す。

（図表1）

スリランカ政府は、外資の受入れに総じて

好意的ですが、特に日系企業の進出を呼び込

みたいとの考えがあり、きめ細やかなサポー

ト・サービスを提供しています。筆者の以前

の経験では、日系企業を代理してM&A案件を

担当した際、細かな外資規制の適用が問題点

として残ることがありました。ところが、相

手方（売主）が当局の担当者と直接折衝する

ことで、
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外国資本投資が認められない業種

◆質屋業
◆資本金が500万ドル未満の小売業
◆沿岸漁業

外国資本の出資割合が40％を超える場合に、ス
リランカ投資庁（BOI）の承認が必要な業種

◆スリランカから輸出する際、国際的に定めら
れた割当制限の対象となる輸出財の生産
◆茶・ゴム・ココナッツ・ココア・米・砂糖・
香辛料の栽培、及び第一次加工
◆鉱業及び再生不可能な天然資源の採掘、及び
第一次加工
◆スリランカの木材を使用する林業・遠洋漁業、
マスコミ、教育
◆貨物輸送・旅行代理店・海運代理業

所管する政府機関による承認が必要な業種

◆航空運送業・沿岸海運業
◆武器、弾薬、爆発物、軍用車両及び軍用機、
その他の戦闘用機器を製造する産業
◆毒物、麻薬、アルコール類、危険薬物、危険
毒素、危険有害物質又は発がん性物質を製造す
る産業
◆貨幣、硬貨、有価証券書類を製造、作成する
産業
◆宝石の大規模・機械化採掘業・宝くじ事業



外資導入を優先するため規則の改正までこぎ

つけることができました。アジア新興国の中

では比較的小国のスリランカならではの柔軟

性とフットワークの軽さを実感した次第です。

外資の受入れに際しては、税制優遇措置を

受ける場合には、スリランカ投資庁（BOI）

に対し投資認可の申請をし、定款案を提出し

なければなりません。

税制優遇措置を受けない場合であっても、

上記記載のとおり、事業分野又は出資比率に

外国資本参加の制限がある場合には、会社設

立前にBOIの承認を受けなければなりません。

また、スリランカに企業を設立する場合、

その資本金については、スリランカ国内の市

中銀行に開設する証券投資口座（Securities 

Investment Account）を通じて送金がなされ

なければなりません。

3．会社の設立について

スリランカにおける会社設立については、

Companies Act, No.07 of 2007（以下「スリ

ランカ会社法」といいます）に従って行うこ

ととなります。スリランカ会社法は、隣国イ

ンドと同様にイギリスの流れを汲んだ法体系

となっており、その概念、用語も基本的に共

通です。

スリランカで会社を設立する場合、非公開

会社と公開会社のいずれかから、会社の設立

形態を選択します。公開会社の場合には設立

に際し7名以上の株主が必要とされておりま

すが、進出日系企業のほとんどはガバナンス

体制の構築が容易な非公開会社の形式で進出

しております。

非公開会社の場合に必要な株主数について

は、法律上若干の混乱が見られます。という

のも、スリランカ会社法第4条2項は、「会社

は少なくとも2名以上の株主を有しなければ

ならない。ただし、株主がスリランカ政府の

代理として株式を保有する財務長官、個人又

は法人の場合には、1名でもよい。*1 」と定め

ております。したがって、原則として2名以

上の株主が必要であるとも読めます。ところ

が、実務上では、株主が財務長官等でない場

合であっても、株主を1名として、株式会社

を設立することが可能であるとされています。

実際に、株主1名での非公開会社が日系企業

の主導のもと、設立されています。

また、実務上、株式総会の定足数は、過半

数以上の株式を有する株主の出席とされてい

ます。会社の定款変更、会社の財務等に影響

を与える主要取引（Major Transaction）、合

併、資本金の額の減少、解散及び清算、並び

に商号変更等の重要事項の決定については株

主総会の特別決議が必要とされており、それ

以外の法定の決議事項については株主総会の

普通決議が必要となります（スリランカ会社

法第91条、92条）。普通決議の可決について

は過半数以上の賛成が、特別決議の可決につ

いては議決権の75％以上の賛成が必要です

（スリランカ会社法第143条1項）。

スリランカ会社法上、公開会社、非公開会

社ともに、株主総会に加え、取締役

（Director）、会社秘書役（Secretary）及び

会計監査人（Auditor）を設置しなければなら

ないと定められています。このうち、取締役

については、公開会社の場合には2名以上、

非公開会社の場合には1名以上が必要とされ

ております（スリランカ会社法第201条）。

スリランカへの進出及び会社設立

”1 A company shall have not less than two shareholders, provided that a company may have a single shareholder where such single shareholder is 
the Secretary to the Treasury who is holding shares on behalf of the Government of Sri Lanka or is an individual or a body corporate.”



他方、秘書役及び会計監査人については、1

名選任すればよいものとされています（スリ

ランカ会社法第221条1項、第154条1項）。な

お、会計監査人は、スリランカ勅許会計士

（Chartered Accountants of Sri Lanka）又は

登録監査人（registered auditor）（ただし、

公開会社の場合にはスリランカ勅許会計士で

あることが必須）でなければなりません。ま

た、秘書役については、会社の売上高及び資

本金の額により、必要な資格が異なると定め

られているため（スリランカ会社法第222

条）、設立する会社の規模等を踏まえた検討

が必要なことに留意しなければなりません。

（2） 実際の会社の設立にあたっては、社名、

株主構成、資本金額、会社の機関設計、会社

の目的等を定めた上で、設立手続に臨む必要

があります。なお、Sri Lankaという国名自体

を法人名に含めることには制限があります。

他方、Lankaという表現を入れ込むことは可

能であり、多くの日系企業によって採用され

ています。

具体的な手続としては、会社登記局

（Register of Companies）に対しては、会社

の定款、Form1（会社法を遵守する旨の誓約

書）、Form18（取締役就任の同意書）及び

Form19（秘書役就任の同意書）を提出して、

会社を設立することになります。

4．まとめ

政治的混乱を収束させたスリランカが、親

インド派といわれるウィクラマシンハ首相の

もとどのような方向性で進んでいくのか、中

国の広域経済圏構想「一帯一路」を警戒する

インド、米国等も注視しているところであり、

その動向からは目が離せないところです。

以 上
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インドで特許権侵害訴訟が提起される深い理由

＜サマリー＞

• インドでは、①中国製の模倣品が入りつつ

あること、②裁判所が知財権保護に積極的

なこと、③特許権者に有利な裁判システム

がとられていることから、大型の特許権侵

害訴訟提起が相次いでいます。

• 本稿では、インドにおける特許権侵害訴訟

の手続きを具体的、実務的に見るとともに、

訴訟提起にあたり気を付けなければいけな

い3つのポイントについて解説していきま

す。

インドでは現在、大型の特許権侵害訴訟が

相次いでいます。特に注目を集めているのが、

エリクソン（スウェーデン）が提起した特許

権侵害訴訟です。エリクソンは外国企業とし

てインドで初めて大型の特許権侵害訴訟を提

起しました。同事件はこの年末にも結審する

見込みです。エリクソンに続き、フィリップ

ス（オランダ）、ドルビー（アメリカ）も相

次いで特許権侵害訴訟を提訴しました。

1. インドで特許権侵害訴訟が提起される理由

何故、欧米企業はインドで相次いで特許権

侵害訴訟を提起しているのか。その背景には、

以下のような事情があると思われます。

(1) 中国製の模倣品が入りつつある

インドの模倣品市場の規模は、4500億ル

ピー（約7000億円）と言われています 。新

興国では一般に衣料品、医薬品、靴、時計、

革製品、宝石等の模倣品が多いといわれてき

ました。最近では、それらに加えて、電子機

器、耐久消費財、自動車部品、化粧品、食品、

アルコール飲料、コンピュータ・ハードウェ

ア、煙草等に模倣品の対象製品が広がってい

ます。模倣品のほとんどは、インドで製造さ

れるのではなく、国境を接する中国から入っ

てくると言われています。中国の特許侵害訴

訟で痛い目を見た日本企業としても、対中国

という観点から、インドで特許権侵害訴訟を

提起する必要性が増していることは間違いな

いでしょう。

(2) インドは裁判所も知財権保護に積極的

インド政府は、特許権の保護を重視する政

策（プロパテント政策）を推進しています。

これにより、裁判所も知財権の保護に積極的

になっています。特に、デリー高裁とムンバ

イ高裁には、知財事件を専門的に取り扱う部

署も設置され、知財事件を集中的かつ迅速に

審理しています。また、インドの裁判所の判

決は、アジアの他の新興国に比べると一般に

合理的であり、信頼性が高いと言われていま

す。日本企業としては、中国製の模倣品対策

のグローバル戦略の一環として、インドを主

戦場の一つとすることを考えるべきです。

(3) 原告（特許権者）にとって有利な裁判シス

テム

若干専門技術的なことを付け加えますと、

インドは、原告の特許権者にとって有利な裁

判システムを採用していると言えます。日本

では、いわゆるキルビー事件最高裁判決以降、

原告が侵害を主張する特許権が無効と判断さ

れるリスクが増加し、特許権侵害訴訟の提起

に慎重になる企業が増えています。他方、イ

ンドの場合には、結果的に見ると、多くの事

例で原告（特許権者）が裁判で勝訴ないし勝

訴的和解によって決着していると言われてい

ます。ひとつボトルネックとなるのがインド

の裁判に要する期間ですが、特に知財案件に

ついては、前述の専門裁判官による集中審理

により、近時、審理期間は著しく短縮化して

います。
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また、本案訴訟とともに暫定的差止請求（

Temporary Injunction）を行い、相手方の製

品をストップさせることで、有利な立場に立

った上で和解交渉を行い、紛争を早期に終結

させるという戦略をとることも可能です。

2．インドにおける特許権侵害訴訟の手続

では次に、より具体的、実務的に、インド

における特許権侵害訴訟の手続を見てみまし

ょう。

インドにおける特許権侵害行為に対する救

済措置としては、日本と同様、侵害行為に対

する差止請求、損害賠償請求及び不当利得返

還請求が予定されています。また、暫定的な

救済措置としては、暫定的差止請求等があり

ます。暫定的差止請求は、日本法でいう仮処

分（仮の地位を定める仮処分（民事保全法第

23条2項））に該当するものと言え、争いの

ある権利関係、すなわち特許権侵害行為によ

り申立人に生じる損害を回避するために、暫

定的に必要な措置を求めるものです。なお、

差止請求、暫定的差止請求のいずれについて

も、損害が現に存在していない場合であって

も、侵害行為が行われ権利者に損害が生じる

蓋然性が高い場合は、訴訟提起等を行うこと

が可能です（いわゆるQuia Timet Actionと呼

ばれます）。

以下、インドで特許権侵害訴訟を提起する

場合に気をつけなければならない3つのポイ

ントをご紹介します。

(1) 特許法第8条1項及び2項について

特許権侵害訴訟を提起するにあたっては、

訴訟提起後に相手方から特許権取消の反訴等

が提起されることを想定し、事前に主張の根

拠となる特許権についてデューディリジェン

スを実施し、被告の反論に備えておく必要が

あります。特に、インド特許法第8条1項、2

項に関しては注意が必要です。第8条1項では、

特許出願時において、インドで登録を求める

特許権の外国出願の明細事項を記載した陳述

書及び外国出願の明細事項を随時提出する旨

の誓約書の提出が義務付けられています。ま

た、第8条2項では、インド特許庁からの求め

により、インドでの特許権出願時から登録完

了までの間、当該特許権の外国出願における

オフィスアクション等について特許庁に提出

しなければならないと定められています。

外国出願の明細事項の提出につき、書類の

英訳等を行う必要もあり相当程度の負担を伴

うものであるため、その範囲について問題に

なります。実務的には、世界の主要な特許庁、

すなわち、米国、欧州、日本、中国及び韓国

特許庁における外国出願について提出を行う

という判断も可能であると考えられます。

(2) ワーキング・ステイトメントについて

インドでは、特許された発明には実施義務

があり、特許付与後にその実施状況を毎年特

許庁に報告しなければならないという制度が

存在します（特許法第146条、特許規則第131

条）。また、特許法は、3年間不実施の特許

発明について強制ライセンスを設定できるこ

とを規定しています。実施報告は、前年1月

から12月までの実施状況を当年の3月31日ま

でに所定の書式を提出する形で行わなければ

なりません。
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ワーキング・ステイトメントを適時に提出

していなかった場合でも、直ちに特許無効の

根拠になるものではありませんが、インド国

内での不実施を推定するものであるため、暫

定的差止請求が認められる可能性が低くなる

ことを覚悟する必要があります。

(3) シニア・カウンセルについて

インドの訴訟の場合には、法廷での弁論は

シニア・カウンセルと呼ばれる経験豊富なベ

テラン弁護士に依頼することがあります。特

許権侵害訴訟の弁論ができるシニア・カウン

セルの人数はそれほど多くはないため、適任

者を見つけることも訴訟における重要なポイ

ントとなります。なお、訴訟当事者本人がシ

ニア・カウンセルと直接連絡を取るのではな

く、通常の弁護士を通じて連絡を取ることに

なるため、実際の訴訟戦略や打ち合わせ、裁

判資料の作成等は通常の弁護士と相談の上、

行うこととなります。

3．まとめ

インドでの訴訟提起については、長期化の

マイナスイメージが強いと思われますが、特

許権侵害訴訟を実施するに当たっての手続を

理解することで、必要な対応を採ることがで

きるように思います。

以 上

インドで特許権侵害訴訟が提起される深い理由
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AW Update

（文：久保光太郎）

私は10年近くアジアの契約実務に関わって参りましたが、アジアの契約法をテーマとし

て講義することは、私にとっても新たな挑戦でした。アジアは各国法制が異なり、当然のこ

とながら、アジア契約法という法律は存在しません。アジア各国の実務家に、それぞれ各国

の契約法の教科書的な基礎を話してもらっても、それほど日本企業の契約実務の役に立つと

も思われません。もっといえば、アジアのクロスボーダー取引であっても、英文契約書を使

うのが通例です。その基礎となるのは英語であり、英文契約書（英米法）の概念です。アジ

ア契約法という実務では非常に重要なテーマについて、これまでまとまった講義、教科書が

存在しなかった所以です。

それでもこの講義を引き受けようと決めたのは、私自身が日系企業のアジアの契約実務に

携わってきた中で、そこに何か一般化可能な着眼点、物の考え方があるのではないか、私自

身の経験が役に立つのではないかという予感をもっていたからでした。この度、講義を終え

てみて、その感触はやはりまちがっていないという思いを強めています。今回の講義を通じ

て、アジアのビジネス特有のリスクをいかに契約書に落とし込むか、その緒論となる問題意

識を示すことはできたのではないかと思います。

AsiaWise GroupのコンセプトはCross-borderです。その意味するところは、各国の実務と

法律を橋渡しすることです。もっとも、架橋すべきborderは国境に限りません。プラクティ

スとアカデミー、そして後進の教育との間のbordersをもっと自由に行き来することができ

れば、新たな未来が切り拓けると信じています。最後になりましたが、貴重な機会を頂きま

した大学の皆様、ゲストスピーカとしてご協力を頂いた皆様、そして議論に積極的に参加し

て下さった受講生の皆様に感謝申し上げます。
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一橋大学講義実施のご報告

AsiaWise法律事務所代表弁護士 久保光太郎が、一橋大学法学研究科
ビジネスロー専攻「アジアビジネス法Ⅲ（契約）」を担当しました。

インドIPG定期会合内発表のご報告

AsiaWise Group IPプラクティス チームのチェアである奥啓徳が、イ
ンド デリーにおいて行われたインドIPG（知的財産研究会）第40回
定期会合にて、会合内発表を担当いたしました。

◆テーマ：アセアンにおけるインターネット上の模倣品対策
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