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はじめに
AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第5号を発刊致しました。第5号のラインナップは以
下の通りです。

1. 特許権侵害訴訟大国への可能性を秘めるインド

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インド法弁護士
Nitinとともに、日系企業のインドにおける特許出願の重要性について分析しております。

2.

【Data Protection】アジア各国における個人情報の国外移転規制

AW Letter vol.3では、個人情報保護に対する全世界的な意識の高まりを受け、アジア各国
の個人情報取得、保有の場面における規制状況についてご報告いたしました。
本稿は、個人情報の国外移転に関する規制にしぼって、アジア各国の規制をご紹介致しま
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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特許権侵害訴訟大国への可能性を秘めるインド
＜サマリー＞
• 海外事業展開先国として、中国と並び高評
価を保つインド。今後ますますインドに進
出する企業が増えることが予想されるなか、
インドへの特許出願数は世界規模で増え続
けています。
• 本稿では、データをもとにインドの価値を
推し量るとともに、日本企業が遅れをとら
ないよう、いかに特許出願が急務であるか
を示唆しています。
1．中期的有望事業展開先国
株式会社国際協力銀行 (JBIC)発行の「わが
国製造企業の海外事業展開に関する調査報告
(2017年度)*1」内「有望国ランキング」では、
第1位が中国（2012年度以来5年ぶり）、第2
位がインドとなりました。インドは2016年度
からひとつ順位を下げたものの、事業展開先
国としての評価は依然として高いといえます。
順
位

2016年度得票率

2017年度得票率

1

インド

47.6

中国

45.7

2

中国

42.0

インド

43.9

3

インドネシア

35.8

ベトナム

38.1

4

ベトナム

32.7

タイ

34.5

5

タイ

29.4

インドネシア

33.1

6

メキシコ

25.9

米国

26.1

7

米国

19.3

メキシコ

18.2

8

フィリピン

10.6

フィリピン

10.6

9

ミャンマー

10.1

ミャンマー

9.0

10

ブラジル

7.2

ブラジル

6.3

Fig 1 「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告
（2016年度、2017年度）」より作成の国別得票率

特許は、目的とする使用方法に合わせて出
願国を選択しますが、日本企業の多くは、自

社の製品を守り他社の製品を排除するために
特許出願をしています。そのような目的にか
んがみれば、日本企業は、販売面及び生産面
の事業展開先国として高評価のインドへの特
許出願を増やすべきといえます。少なくとも、
中国同等の対応をするべきではないでしょう
か。
2．特許権侵害訴訟大国への可能性
では、なぜ日本企業のインドへの特許出願
数は、少ないのでしょうか。理由としてまず
挙げられるのは、日本を中心に地球儀を俯瞰
した場合、近くにある大きなマーケットが中
国及びASEANだったという点です。多くの日
本企業がこのマーケットに知財的投資を行い
ましたが、知財裁判で勝つことができない、
知財裁判ができる国ではなかったなど、成果
を得られることは少なかったようです。その
結果、ASEANの先にあるインドも同様と予測
する日本企業が多いと考えられます。実際、
インドで特許権を取得してもエンフォースメ
ントが機能していないのではないか、特許権
を取得する意味がないのではないか、という
趣旨の質問を多く受けてきました。しかし現
実として、インドは、特許権エンフォースメ
ントが機能している国です。
2015年のJETROニューデリー事務所の調
査によると、インドにおける知的財産権の民
事訴訟件数は、852です。正確な数字は公表
されていませんが、インドの著名リティゲー
タへのヒアリングによると、そのうち約50件
は特許権侵害訴訟であると推測できます。世
界的にみると、現在の圧倒的特許権侵害訴訟
大国は、米国と中国です。米国系調査会社
Lex Machinaの報告*2には、2016年における
米国の特許権侵害訴訟件数は4529件とありま
す。中国での2016年の専利権（特許、実用新
案、意匠）関連の民事訴訟件数は12,356件で
すので、おおよそ1/3が特許件侵害訴訟と仮
定した場合、4000程度と推測することができ
ます。*3

*1 生産・販売面から、回答企業に中期的な有望事業展開先国・地域を5ヶ国あげてもらい、それを集計
*2 https://lexmachina.com/media/press/report-shows-22-percent-decline-in-patent-filings-in-2016/
*3 中国最高人民法院 http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-42362.html

特許権侵害訴訟大国への可能性を秘めるインド
他方の日本ですが、2016年の特許権侵害訴訟
件数は、142件です。*4

Fig3は2017年におけるユニコーン企業*5の
世界分布を示しています。ユニコーン企業の
ほとんどが米国から輩出されていたのは昔の
話であり、米国独占から、米国、中国、欧州、
インドの4極化に様変わりしつつあります。
このような状況では、インドのユニコーン企
業の中から日本のライバルとなりうる企業が
育つ可能性は、大いにあるのではないでしょ
うか。

2016年特許権侵害訴訟数
米国

4529

中国

4000 (推定)

日本

142

インド

50 (推定)

インドのスタートアップ企業の話を聞くと、
自社の技術を特許で保護していくべきだと考
えている企業は今のところ多くありません。
しかし、いずれ中国のスタートアップ企業の
ように、日本企業を凌駕する特許出願数とな
ることが予想されます。日本企業は、この状
況をうまく活用し、ライバルとなりうるイン
ド現地企業よりも先に、インドへの特許出願
を検討すべき時期が来ているのではないで
しょうか。

Fig 2. 米国、中国、日本、インドにおける特許権侵害訴訟数

インドの特許権侵害訴訟数は、現在のとこ
ろ日本の約3分の1です。日本への特許出願数
はインドへのそれと比較して約５倍ですから、
仮にインドへの特許出願数が日本同等となっ
た場合、インドにおける特許権侵害訴訟数は、
日本を大きく超えていく可能性があるのでは
ないでしょうか。このように特許権侵害訴訟
大国になる可能性を大いに秘めているインド
への特許出願を、増やさない理由はないと考
えます。

4．中国企業への対抗
日本企業のアジア新興国におけるビジネス
に際して、中国企業による技術コピーの問題
は、重要な懸念事項です。特に、中国企業が
インドやASEAN諸国に進出した場合、日本企
業としては現地でそれに対抗する必要があり
ます。現にインドにおけるスマートフォン
シェアの上位に中国企業が3社もランクイン
しているなか、他の製品でも同様の現象が起
こる日が近いことは、予想に難くありません。

3．ユニコーン企業輩出大国になりつつあるイ
ンド
日本企業によるインドへの特許出願が少な
いもうひとつの理由として、インドには技術、
知的財産権戦略面において日本のライバルと
なる企業がないと判断している点が挙げられ
ます。しかし、今後はそうした認識を改める
必要が生じると考えます。

そうした日に備える意味でも、日本企業は、
インドにおいて特許の権利化を進めておくこ
とが急務です。上述の通りASEAN各国はエン
フォースメントが必ずしも機能していないた
め、日本企業としては、インドにおいて特許
侵害訴訟を提起する場面も増えてくると考え
られます。

ユニコーン企業分布
米国

109

中国

59

インド

10

アジア

6

欧州

28

その他

8

Fig 3. ユニコーン企業の世界分布図
*4 日本の知財高裁http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/index.html
*5 企業としての評価額が10億ドル以上の企業
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特許権侵害訴訟大国への可能性を秘めるインド
ンド南部の都市ハイデラバードにある施設の
従業員を5000人まで増加させるようです。さ
らに、インド政府が推進する「Make In
India」キャンペーンをサポートしており、イ
ンド国内での本格的な製造開始を検討中とい
う報道も多々あります。

対印直接投資
30
20
10

0
中国
2012

日本

2013

2014

2015

Fig4 中国の対印投資*6

インドスマートフォンシェア
Xiaomi (中国)

29.7％

Samsung (韓国)

23.9%

Vivo (中国)

12.6%

Oppo (中国)

7.6%

その他

26.2%

アップルがインドで本格的にiPhone製造を
開始した場合、日本の部品メーカー企業もイ
ンドに部品を輸出する、もしくはインドで製
造することになります。アップルが日本の部
品メーカー企業とインドにおいて購買契約を
締結することがあったとして、それに際し、
知財保証を求めてきたとします。当該日本企
業がインドにおいて十分な特許ポートフォリ
オを有さなければ、こうした知財保証の要求
に応えることができません。そうした場合、
日本の部品メーカー企業は、部品の値段ディ
スカウントというかたちで対応せざるを得な
いのです。

Fig 5 2018年８月におけるインドスマートフォンシェア*7

現在、インドにおいて特許権を取得するに
は、通常7年-10年かかるといわれています。
アップルがインドで本格的にiPhone製造を開
始する前に、日本の部品メーカー企業は、イ
ンドにおける特許権取得にとりかかるべきで
はないでしょうか。

5．アップルのインドでの動向

6．世界の動向

日本のものづくりは、「素材」、「部品」、
「商品」に分けることができます。80兆円を
超えるといわれる日本の輸出総額のなかで、
それぞれの比率は、１：１：２となります。
日本の「商品」づくりの凋落が指摘されてい
ますが、「素材」、「部品」においては未だ
高い競争力を保っています。例として、アッ
プルのiPhone部品のうち50％程度が日本製で
あることが挙げられます。

世界からインドへの特許出願数は、近年急
増しています。1995年に各国に出願された全
特許出願数を1として、2005年、2016年にお
ける伸びを比較する「World Intellectual
Property Indicators 2017*9」によると、イン
ドは、中国、イランに続き世界第3位の伸び
を記録しています。2016年のインド特許庁へ
の全特許出願数は、1995年のそれと比較した
場合、約7倍です。他方、日本の2016年の全
特許出願数は、1995年のそれよりも減少して
います。

さて、ここで言及したアップルですが、イ
ンドにおける動向に近年注目が集まっており
ます。2018年8月22日発行の「The Economic
Times India*8」 によると、アップルは、イ

*6 2016年5月14日日経新聞https://www.nikkei.com/article/DGXMZO02199750S6A510C1000000/
*7 出展：2018年8月13日The Economic Times India(https://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/india-smartphonemarket-grows-20-in-q2-2018-xiaomi-leads-tally-idc/articleshow/65387140.cms
*8 https://economictimes.indiatimes.com/jobs/apple-aims-5000-employees-eventually-for-hyderabadfacility/articleshow/65503401.cms
*9 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf
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特許権侵害訴訟大国への可能性を秘めるインド
「日本国特許庁ステータスレポート
2016*10」によると、日本企業の国内での特
許出願数は258839件です。しかし、世界から
インドへの特許出願数が急増しているという
トレンドの中で、日本企業のインドへの特許
出願数は、4275件にとどまります（「インド
特許意匠商標総局アニュアルレポート2016」
*11）

各国特許庁における特許出
願件数増加割合 (1995年=1)

1995年

2005年

日本

アメリカ

韓国

メキシコ

ブラジル

インド

8
6
4
2
0

日本企業による日本への特許出願件数を
100%とした時の、インドへのそれの割合は、
たったの1.7%です。こうした日本の状況には、
インドでの特許権利化に際する実務的な問題
が、少なからず影響していると思われます。

2016年

外国出願割合

各国特許庁における特許出

米国

33.5%

中国

15.6%

100

欧州

8.5%

50

韓国

6%

インド

1.7%

願件数増加割合 (1995年=1)

0
中国
1995年

イラン
2005年

Fig 8. 日本企業による外国出願の割合

7．代理人選任の問題

2016年

インドで特許出願をする場合、現地代理人
として誰を選任すべきかが問題となります。
インドには従来司法試験がなかったこともあ
り、何百万人ともいわれる弁護士（有資格
者）が活動しています。しかし、日本企業を
含む外国企業に対して特許関連のサービス提
供をしている現地代理人は数えるほどで、そ
の代理人が所属する事務所に案件が集中して
いるのが実情です。その結果、同一業界内で
複数の企業を代理するビジネス・コンフリク
ト（利益相反）が頻繁に生じており、問題と
なっています。

Fig 6 各国特許庁における特許出願件数の進化

日本企業による特許出願件数
国内

258839

米国

86691

中国

40460

欧州

22118

韓国

15653

インド

4275

Fig 7. 2016年、日本企業による主要国への特許出願件数

*10 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/status2016.htm
*11 http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAnnualReport/1_93_1_Annual_Report_2015-16_English.pdf
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特許権侵害訴訟大国への可能性を秘めるインド
日本企業としては、エンフォースメントを実
施する場合を見据えて、自社にとって頼りに
なる現地代理人をあらかじめ確保しておくこ
とが重要です。
8．まとめ
日本企業にとって現在のライバル企業であ
る米Qualcomm、Microsoft、韓Samsung、中
Huawei、蘭Philipsといった大企業は、年間
500件-1800件ほど、インドへ特許出願をして
おります。上述したようにユニコーン企業も
多く存在し訴訟大国となる可能性を秘めてい
るインドにおいて、特許出願数を増加させな
い理由はないと考えます。
インド特許庁の審査能力は近時向上してい
るとはいえ、個々の審査官の審査能力には、
未だばらつきが見られます。結果、インド特
許庁は多くの場合において、先進国の特許庁
の審査を参考に、権利化の可否及び範囲を判
断しています。現状のインド特許庁の実務を
前提にする限り、先進国の知財プラクティス
を十分に理解している専門家が、インドの現
地代理人とワンチームになって、権利化の手
続を推進していくことが必要です。
以上

7
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特許権侵害訴訟大国への可能性を秘めるインド
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<Contact>
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<Contact>
nitinwadhwa@walaw.in
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【Data Protection】アジア各国における個人情報の国
外移転規制
＜サマリー＞
• アジア各国の個人情報保護に関しては、取
得、保有の場面に加えて、取得した情報の
国外移転についても規制がすすんでいます。

⑷ 個人情報の移転が当該個人情報の使用又
は開示に必要な場合であって、シンガポール
個人情報保護法において本人からの同意が要
求されていない場合

⑸ 個人情報の移転がシンガポール以外の国
に移転する途中にシンガポールを経由するに
過ぎないものであって、当該個人情報がシン
ガポール国内においていかなる機関によって
も移転の目的を除き、アクセス、使用及び開
示されない場合

• 本稿では、各国の規制状況をご報告申し上
げるとともに、個人情報を取り扱う際の留
意点についても言及しています。

Ⅰ はじめに

また、事業者は、国外移転した個人情報が、
移転先においてもシンガポール個人情報保護
法と同程度の水準で保護されていることを保
証しなければなりません。

2018年6月号のニュースレターにおいて、
アジア各国（シンガポール、マレーシア、
フィリピン、インド、インドネシア、ベトナ
ム及びタイ）の個人情報保護に関し、個人情
報の取得、保有の場面における規制状況等に
ついて概要をお伝え致しました。今回の
ニュースレターでは、引き続き、取得した個
人情報の国外移転に関する規制状況について
お伝えしたいと思います。個人情報の国外移
転については、例えば、アジア各国の子会社
で勤務する従業員の個人情報を日本の本社に
送信するといった場面等で問題になります。

2．マレーシア
マレーシアの個人情報保護法（Personal
Data Protection Act 2010）は、以下の場合を
除き、取得した個人情報をマレーシア国外に
移転することはできないと定めています。
⑴ 本人が個人情報の移転に同意した場合

⑵ 個人情報の移転が本人と事業者との間の
契約の履行のために必要な場合

Ⅱ 各国の規制状況
1．シンガポール

⑶ 個人情報の移転が本人からの要望又は利
益により締結される事業者及び移転先との間
の契約の締結又は履行のために必要な場合

シンガポールの個人情報保護法（Personal
Data Protection Act, 2012）は、以下の場合
を除き、取得した個人情報をシンガポール国
外に移転することはできないと定めています。

⑷ 法的手続、法的助言の取得又は権利の取
得等のために必要な場合

⑴ 本人が個人情報の移転に明示又は黙示に
同意した場合

⑸ ①本人に対する不利益を回避又は減少さ
せるものであり、②本人の書面による同意の
取得が困難で、③本人が同意を求められた場
合にはこれに同意をしたであろうと合理的に
認められる場合であると、事業者が合理的な
根拠を有して信じる場合

⑵ 個人情報の移転が本人と事業者との間の
契約の履行のために必要な場合
⑶ 個人情報の移転が本人からの要望による
又は本人の利益になると合理的に認められる
事業者及び移転先との間の契約の締結又は履
行のために必要な場合
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⑹ 事業者が当該個人情報を移転先において
マレーシア個人情報保護法に違反する処理を
しないことをあらゆるデューディリジェンス
を実施して保証し、かつ、あらゆる合理的な
事前措置を講じている場合

情報を移転することができるとしています。
なお、現在、インドにおいては、個人情報
保護法（Personal Data Protection Act, 2018
）が草案段階にあります。新法案によれば、
事業者は、取得した個人情報につきインド所
在のサーバー又はデータセンターにおいて少
なくともコピー1部を保管しなければならず、
中央政府が特定する一部の重要個人情報につ
いては、インド所在のサーバー又はデータセ
ンターで保管しなければならないとされます。

⑺ 個人情報の移転が本人の生命等重要な利
益のために必要な場合

⑻ 公益に適うものとして大臣が認めた場合
3．フィリピン

また、個人情報（重要個人情報を除く）の
インド国外移転については、当局に承認され
た標準的な契約条項又はグループ内スキーム
に従う場合、中央政府が当局との協議後特定
の国、地域又は国際機関に対する移転を許可
した場合、当局が移転の必要性があるとして
個人情報の移転を承認した場合等、特定の場
合についてのみ移転が許されるものとしてい
ます。本人の同意のみでは国外移転が許容さ
れないことに注意を要します。

フ ィ リ ピ ン の 個 人 情 報 保 護 法 （ Data
Privacy Act of 2012）は、個人情報の国外移
転を明示的に許可しています。ただし、事業
者は、フィリピン国内外移転先において保管
する個人情報の管理又は保護の責任を負うも
のとされ、個人情報の移転先がフィリピン国
内であるか国外であるかを問わず、フィリピ
ン個人情報保護法を遵守する責任を負い、移
転先において当該個人情報がフィリピン個人
情報の要請と同程度の保護水準を保つための
契約又はその他の手段を講じなければならな
いとされています。
4．インド
イ ン ド に お い て は 、 2000 年 IT 法
(Information Technology Act, 2000)及び2011
年 個 人 情 報 保 護 規 則 (the Information
Technology (Reasonable Security Practices
and Procedures and Sensitive Personal Data
or Information) Rules, 2011 )が個人情報保護
について定めており、個人情報の移転につい
て、事業者は、⑴個人情報の移転が事業者の
商品やサービスを提供するために必要であり、
本人からの同意が得られた場合で、かつ、⑵
個人情報の移転先がインド個人情報保護法の
要請と同程度の保護を保証する場合に限り、
インド国内外の第三者に対して取得した個人
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さらに、機微情報（健康関連情報、宗教又
は政治的信条に関する情報等）の場合には、
医療又は緊急サービスに従事する者に対する
個人情報の移転で、雇用者に対する迅速な対
応として厳に必要な場合か、中央政府が特定
の国、地域又は国際機関に対する移転につき
必要性を認め、かかる移転によってインド個
人情報保護法の効力を阻害するものではない
場合に限り、移転を認めるものとしています。
このように新法案については従前の規制か
ら大々的な変更がなされており、制定の動向
につき注視する必要があります。
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5．インドネシア

Ⅲ まとめ

インドネシアにおいては、個人情報保護に
関する一般法はなく、特定の分野に特化した
個別の規制において情報保護が定められてい
るにとどまります。ただし、個人情報の国外
移転について、その移転が商業的な目的を有
する場合であって、インドネシア国内の公的
又は私的部門を含む政府機関又は地方公共団
体の電子システム運営者が管理する個人情報
をインドネシア国外の第三者に移転する場合
には、⑴情報通信省、公的機関又はかかる目
的のために認可された機関との調整を行い、
⑵個人情報の国外取引に関する法令規制を遵
守する必要があるとされています。また、⑴
の調整とは、具体的には、①個人情報の移転
の実行計画の報告、②（必要な場合には）弁
護（権利擁護の主張）及び③個人情報の移転
の結果報告を行うこととされています。

以上のように、個人情報の国外移転につい
ては、各国により規制の有無及びその内容は
異なります。また、インドの個人情報保護法
の草案についてご紹介しましたが、現状個人
情報保護法が制定されていない他の国におい
ても同様の状況にある国もあるため、個人情
報を実際に取扱う各段階で、各国規制の状況
について確認する必要があると考えられます。
各国の個人情報保護規制に関しては、個人
のプライバシー意識は向上傾向にあるととも
に規制も厳格化しており、一層の注意が必要
となります。
以上

6．ベトナム
ベトナムにおいては、個人情報保護に関す
る一般法はなく、特定の分野に特化した個別
の規制において情報保護について定められて
いるにとどまります。国外移転を含む第三者
に対する個人情報の移転に関しても、特段の
法律はありません。
7．タイ
タイにおいては、現状、個人情報の保護に
関する一般法はなく、国外移転を含む第三者
に対する個人情報移転に関して定めた法令は
ありません。
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