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はじめに

AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第13号を発刊致しました。第13号のラインナップ
は以下の通りです。

1. インドビジネスの肝となる労働法の基礎を理解する

高い労働供給力を魅力として、インドに注目が集まっています。本稿では、インドにビジネス
展開するにあたり無視できない労働関連法に焦点をあて、雇用の場合と派遣の場合について解
説しています。

2. シンガポール知的財産庁（IPOS）の活用

特許審査において、中国語文献の存在感が増しています。本稿では、そうした状況のなか、
中国語文献をカバーした調査が可能なシンガポール知的財産庁（IPOS）のサービス展開をご紹
介するとともに、日本企業へのアドバイスとして、その活用術を提案しています。

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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インドビジネスの肝となる労働法の基礎を理解する

＜サマリー＞

• 労働供給力が魅力のインドですが、インド

におけるビジネス展開においては、人件費

の高騰や労務管理といった問題があります

• 本稿では、現地で人を雇うにあたり無視す

ることのできない労働法について、雇用の

場合（1947年産業紛争法、工場法、店舗

施設法）と派遣の場合（請負（契約）労働

法）を解説しています

1．はじめに

インド市場におけるビジネスの魅力のひと

つとして、労働供給力が挙げられます。少子

化が加速する日本と異なり、人口約13億人、

平均年齢が25歳というインドでは、一定程度

の条件を提示すれば、労働者を集めることは

比較的容易です。

他方で、インドでビジネスを展開する日系

企業には、人件費の高騰や従業員の労務管理

について頭を悩ませている会社が多くありま

す。インドでは、年間の昇給率が平均10％程

度と言われており、従業員の給与は年々上が

ります。加えて、ジョブホッピングも盛んで

あり、終身雇用は一般的ではありません。ま

た、インドの従業員は権利意識が強く、法制

度も労働者保護を重視しているため、ひとた

び労務紛争になった場合、その解決は容易で

はありません。本稿では、上記の問題意識の

なかでも法制度に焦点をあて、インドビジネ

スの肝となる労働法の基礎について、ポイン

トを絞ってご説明いたします。

2. ワークマン・ノンワークマンの区別

インド労働法の特徴の一つに、ワークマン

（ Workman ） と ノ ン ワ ー ク マ ン （ Non-

Workman）の区別があります（1947年産業

紛争法 Industrial Disputes Act, 1947）。ワー

クマンとは、①肉体的、非熟練的、熟練的、

技術的、運営管理的もしくは事務的作業を行

うためいずれかの産業において雇用されてい

る者（見習工を含む）、または、②(a）経営

者的、管理者的立場にある者、(b）監督的作

業を行うために雇用されているが、1ヶ月当

たり1万ルピーを超える賃金を得ている者等

を除いた者（2条）とされ、ノンワークマン

はそれ以外の者とされています。ワークマン

については法律による手厚い保護があり、解

雇も制限されており困難です。ただし、いわ

ゆる正社員について有期雇用とすることが原

則として可能であるため、ワークマン採用時

の契約において雇用期間を明示し、契約不更

新により雇用関係を終了させるという取扱い

は可能です。

対して、ノンワークマンには同法の保護が

及ばないため、解雇は比較的容易であり、契

約書に定められた条件に従って解雇すること

が可能です。もっとも、従業員の側もこのこ

とをよく認識しており、入社の際に締結する

契約書において解雇の条件（要件、金銭補償、

事前通知等）を詳細に明記するよう求めてく

る場合があります。雇用者の側でも、雇用契

約書の重要性を理解し、きちんと事前に合意

しておくことが重要です。

3. 残業代は2倍（工場法と店舗施設法）

次に、労働時間に関しては、日本の労働基

準法のような一律の規定はありません。
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この点、日系企業にとしては、勤務場所の

種類により、工場勤務の場合とそれ以外の場

合で規制が異なることを理解しておく必要が

あります。

(1) 工場の場合（工場法 Factories Act 

1975）

工場勤務の労働者（15歳以上）については

工場法が適用され、原則として、以下の表の

通りとなっています（ただし、それぞれの時

間について一定の例外があります。）。

そして、その超過勤務については、その通

常賃金の2倍の賃金を支払うものとされてい

ます。

(2) 工場以外の場合（店舗施設法 Shops and 

Establishment Act）

工場勤務以外の労働者（オフィス勤務の労

働者や店舗等のスタッフ）については、原則

として、それぞれの州が定める店舗施設法が

適用されます。同法は、インドの連邦法では

なく、各州が独自に定める州法ですので、州

により異なる規制が定められています。

例えば、インド国内でも日本企業の多いデ

リーとグルガオン（ハリアナ州）を比較して

も、以下の表の通り、多少の違いが見られま

す。

いずれにおいても、超過勤務については、

その通常賃金の2倍の賃金を支払うこととさ

れています。

4. 派遣の方が便利？

以上のような通常の雇用形態とは別に、請

負会社から請負（契約）労働者（Contract 

Labour）の派遣を受けるという方法をとる会

社もあります。この場合の会社と労働者の関

係については、請負（契約）労働法

（Contract Labour (Regulation and 

Abolition) Act, 1970）が規定しています。

同法によれば、派遣サービスを利用する会

社側に、20人以上を受け入れる場合の登録そ

の他種々の義務が課されている他、派遣元の

会社による賃金や残業代の未払い等について、
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インドビジネスの肝となる労働法の基礎を理解する

1日の労働時間 9時間

1週間の労働時間 48時間

休憩 5時間毎に30分

1日の拘束時間 10.5時間

超過時間の制限 1週間で6時間以内
1年間で150時間以内

デリー グルガオン
（ハリアナ州）

1日の労
働時間

9時間 9時間

1週間の
労働時
間

48時間 48時間

休憩 5時間毎に30
分

5時間毎に30分

1日の拘
束時間

10.5時間（店
舗では12時
間）

10時間

超過時
間の制
限

1週間の全労
働時間が54時
間以内
1年間で全残
業時間が150
時間以内

四半期で全残業
時間が50時間以
内



二次的な責任を負う可能性があることに注意

が必要です。そのため、派遣元会社の選定と

監督には十分気をつける必要があります。

なお、IT等の業務の外注に際し、業者から

人員の派遣を受け入れる場合、請負（契約）

労働法の適用があるのかが問題になることが

あります。この点について、法律には明確な

基準が定められていません。しかし過去の裁

判例では、一定の専門技術や専門知識等が必

要となる場合には、単純な労務の提供ではな

いものとして、請負（契約）労働法の適用を

否定しています。そのため、サービス業者に

業務を外注する場合には、当該業務が専門性

を有するか等、その性質にも留意することが

必要です。

5. 最後に

インドの労働法規制については、上記にご

紹介したものの他にも関連する法律が多数あ

り、州ごとの規制の違いにも注意する必要が

あります。また、日系企業が労務管理を行う

際には、労働者とのトラブルが訴訟に発展し

て長期化することや、他の労働者へ波及する

リスクを避けることも重要です。

以 上
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佐藤 賢紀
AsiaWise Legal Japan アソシエイト / Wadhwa Law Offices出向中
弁護士（日本）
<Career Summary>
都内法律事務所にて8年間勤務。中小企業から上場企業まで様々なコーポレー
ト案件や、裁判等を中心に執務。クライアントのアジア新興国への進出意欲
が高まりつつある現実を目の当たりにし、2019年1月、心機一転AsiaWise法律
事務所に加入。現在はWadhwa Law Officesに出向し、インド駐在中。
<Contact>
yoshinori.sato@asiawise.legal

インドビジネスの肝となる労働法の基礎を理解する

Nitin Wadhwa
Founder & Managing Director, Wadhwa Law Offices,
Associate Firm of AsiaWise Group in India
Chair of India Practice
<Career Summary>
クロスボーダーM&A、ファイナンス、JV、訴訟、コーポレート・ガバナンス
及びリスクマネジメント案件に12年以上の経験を有する。Wadhwa Law 
Offices設立前はJones Day法律事務所のインドAssociate officeにて勤務。
<Contact>
nitinwadhwa@walaw.in



シンガポール知的財産庁（IPOS）の活用

＜サマリー＞

• 本稿では、シンガポール知的財産庁

（IPOS）のユニークなサービス展開につ

いて、IPOSの重要度が増している背景事

情、サービス内容をご紹介いたします

• IPOSが注目に値するとご紹介する理由の

ひとつとして、特許調査における中国語文

献の存在感が増している現状があり、

IPOSが中国語文献の調査に対応できる機

関であることが挙げられます

• こうした状況を受けて、IPOSの具体的な

活用術について、ご提案しています

1．はじめに

近年急速に拡大し、国際調査機関にも指定

されたシンガポール知的財産庁（IPOS）で

すが、「中華圏」の特許庁であることを活か

しながら、積極的にユニークなサービスを展

開しています。本稿では、そうしたIPOSの

取り組みに精通したAsiaWise GroupのIPプロ

フェッショナルが、背景事情からサービスま

で、わかりやすく解説していきます。

2．特許調査における中国語文献の存在感の増

大

中国における特許出願件数は、2010年に日

本を超え、2011年に米国を超えて世界一とな

り、今もなお、数を増やし続けています。こ

れに伴い、特許調査における先行技術文献と

して、中国語の割合が年々増加しています。

IPOSの資料（FIG.1）によると、中国語の

特許文献件数は、2010年に英語文献件数を抜

き、世界最多となりました。2016年の時点で

約200万件あり、約80万件の英語文献と約37

万件の日本語文献を大きく引き離しています。

1995年〜2016年までの20年間の累積特許文

献でも、中国語文献の数は英語文献の数に肩

を並べています。

中国語の特許文献が多い場合でも、対応外

国出願で日本語や英語といった別の言語の文

献があれば、特に中国語文献を注視する必要

がありません。

© AsiaWise Group

FIG.1:言語別特許公開(IPOS資料より抜粋)
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しかしながら、2016年に公開された約269万

件のパテントファミリーのうち約185万件が、

中国語のみのパテントファミリーとなってい

ます(FIG.2)。ここ20年間の累積特許文献を

参照しても、中国語のみのパテントファミ

リーが占める割合が37.4%となっています。

また、最近では、英国の無効審判において、

進歩性を否定する先行技術文献として、中国

の実用新案が使われました。そうした例から

も見てとれるように、中国語の文献は、質的

な面からも、無視することができなくなりつ

つあります（FIG.3参照）。

シンガポール知的財産庁（IPOS）の活用
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FIG.2:中国語のみのパテントファミリーの件数と割合（IPOSの資料より抜粋）

FIG.3:中国の実用新案が英国の無効審判の先行技術文献として使われた例（IPOSの資料より抜粋）



3．IPOSの審査官の特徴と提供しているサー

ビス

シンガポールは多民族国家ですが、国民の

75％近くが中華系の人々に占められており、

中国語（マンダリン）が4つの公用語のうち

の一つとなっています。そのような「中華系

」の国ですので、IPOSには、中国語の堪能

な審査官が多く在籍しております。具体的に

は、90％が博士号を保有することで知られる

審査官約100名のうち、35％が中国語ネイテ

ィブとなっています。

IPOSはシンガポールの特許庁ですが 、

2016年4月1日以降に日本国特許庁を受理官庁

としてなされた英語によるPCT国際出願につ

いては、出願人が、国際調査機関(ISA)及び

国際予備審査機関(IPEA)として、IPOSを選

択できることになりました。また、IPOSは、

2018年に、世界知的所有権機関（WIPO）が

補充国際調査機関（SISA）として認定した9

番目の知的財産庁となりました。これにより

現在は、補充国際調査にも、IPOSを活用す

ることができます。現在IPOSは、中国語の

データベースを中国語で検索することができ

る唯一のSISAとなりました。

これに加えて、IPOSはコマーシャルサー

チを提供する世界でも珍しい特許庁となって

います。先行技術文献調査(Pre-filing)、無効

調査(Invalidation)、自由実施調査(Freedom

to Operate)、デューディリジェンス、特許分

析など様々なサービスを提供しています。

IPOSによると、納期は1〜2週間で、FIG.4の

リストにあるような費用で特許調査を行うと

のことです。

4．日本企業に対するアドバイス

特許調査において中国語文献の調査の重要

性が高まる中で、中国語に堪能な審査官が多

く在籍するIPOSを活用するというのは、ひ

とつの有効な手段と言えます。そこで、より

具体的にIPOSを活用するための活用術とし

て、以下に3つの提案をいたします。

（1）PCT国際出願においてIPOSをISA及び

IPEAに指定する

（2）PCT国際出願においてIPOSに補充国際

調査を依頼する

（3）IPOSのコマーシャルサービスを利用し

て中国語文献調査をカバーする

（1）IPOSをISA及びIPEAに指定する

中国語文献調査を特許出願の早い段階で済

ませておくことは、仮に先行技術文献が見つ

かったという場合、取り得る選択肢が多くな

るという点で有効です。各国で特許査定が出

てしまった後に見つかる場合と国際段階で見

つかる場合とでは、請求項の補正の自由度が

大きく変わります。

© AsiaWise Group9

シンガポール知的財産庁（IPOS）の活用

FIG.4：IPOSが提供するコマーシャルサービス
の費用の一例

特許調査の種類 費用

出願前調査 USD 1,000-3,000

無効調査 USD 2,500-6,000

自由実施調査 USD 3,000-8,000
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このため、PCT国際出願においてIPOSをISA

及びIPEAに指定することにより、国際段階で

中国語文献調査をカバーするのは有益と言え

ます。

（2）IPOSに補充国際調査を依頼する

ISA及びIPEAにIPOSを指定しなかった場

合でも、補充国際調査という制度を利用して

IPOSの中国語文献調査を活用することがで

きます。この補充国際調査は、受理官庁では

ない知的財産庁からセカンドオピニオンを得

ることにより、言語的・技術的な調査範囲を

広げて、各国内段階で新たな先行技術文献が

見つかるリスクを減らすためのものです。

IPOSによる補充国際調査を活用して中国語

文献の調査をカバーすることは、国際段階の

うちに中国語の先行技術文献に対処しておく、

第二の有効手段と言えます。

（3）IPOSのコマーシャルサービスを利用す

る

PCT国際出願と関連してIPOSを活用しな

かった場合でも、IPOSのコマーシャルサー

ビスを活用することで、出願前の先行技術文

献調査、侵害訴訟に関連して無効審判請求の

材料探し、製品をリリースする前の自由実施

調査等に、中国語文献をカバーした調査結果

を利用することができます。

以上のように、柔軟にIPOSを活用するこ

とにより、近年急激に重要度が増している中

国語文献に対する懸念を解消していくことは、

今後の特許出願プロセスのひとつに組み入れ

る価値があると考えられます。積極的に新し

いサービスを提供するIPOSを活用する手段

がないか、一度検討してみることをお勧めし

ます。

以 上

シンガポール知的財産庁（IPOS）の活用
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奥 啓徳
AsiaWise Cross-Border Consulting Singapore Pte. Ltd. 代表
Chair of IP Practice
<Career Summary>
11年に及ぶ企業知財部の経験をベースに、6年に及ぶインド＆シンガポール
（ASEAN）の現場経験をMIXさせ、日本企業のインド＆ASEANにおける知財
課題の解決を専門とする。
<Contact>
yoshinori.oku@asiawise.legal

田中 陽介
AsiaWise Cross-Border Consulting Singapore Pte. Ltd. 所属
Cross Border IP Expert
<Career Summary>
2010年からのシンガポールにおける現地経験をもとに、インド、ASEAN等の
知的財産案件（特許・意匠・商標権利化、特許調査）を専門とする。
<Contact>
yosuke.tanaka@asiawise.legal

シンガポール知的財産庁（IPOS）の活用



AW Updates

去る5月30日、早稲田大学のビジネススクールの「デジタル時代のビジネスモデル革新」

（辻村清行客員教授）のクラスにおいて、AsiaWise法律事務所代表の久保光太郎弁護士が、

「デジタル時代における法律問題」と題してレクチャーを行いました。

レクチャーの後半においては、そのようなデジタル時代の新たな法律問題に対して、法律

はどのようにアプローチすべきなのか、新たなルールメイキングの在り方を議論しました。

2018年5月には、EUにおいて一般データ保護規則（通称GDPR）が施行されました。とこ

ろが、デジタル時代の法律問題を解決することは容易ではありません。GDPRにも限界があ

ります。GDPRをはじめとする各国の個人情報保護法は、本人から同意を取ること（「イン

フォームド・コンセント」）を原則として、本人の権利・利益を保護しようとしています。

果たしてそれは現実的なのでしょうか。

現代においては、テクノロジー企業は容易に国境を越え、グローバルにサービスを展開し

ます。GDPRのようなルールも、こうした状況に対応して、グローバル化していっています。

ところが、民主主義の下では、法律は、国民によって選ばれた代表者が定めることになって

います。そのため法律は制定までに時間がかかりますし、テクノロジーの発展に応じてきめ

細やかなルールを策定するというのは、難しいといえます。では、国家以外の主体である市

民・ユーザや巨大テクノロジー企業は、新たなルール・メーカーとして信頼に足りうるで

しょうか。そうした議論は、まだ始まったばかりです。

このような未知の法律問題に対して、従来の一国に閉じた法制度や法学教育は、十分な解

を与えることが可能なのでしょうか。国境を超え、プラクティスとアカデミーのボーダーを

超え、叡智を結集することで考え続ける姿勢が必要です。

AsiaWise Groupでは、クロスボーダー領域のプロフェッショナル集団として、デジタル

時代の法律問題のあり方について研究を深め、積極的に提言をして参ります。
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「デジタル時代における法律問題」レクチャーのご報告

AsiaWise法律事務所代表の久保光太郎が、早稲田大学のビジネススクールにおい
て、「デジタル時代における法律問題」と題してレクチャーを行いました。

レクチャーの前半は、巨大テクノロジー

企業やスタートアップ企業のイノベーティ

ブなサービスが新たな「光」をもたらす一

方、個人情報の漏洩や、顔認証システムに

よって得られた画像データが犯罪捜査に用

いられる可能性など、いわばAI・データ社

会の「ダークサイド」が生じていることに

焦点を当て、活発な議論がなされました。



AW Updates

文：佐藤賢紀

去る6月12日、「インドのシリコンバレー」と呼ばれるバンガロールで開催された、イシン株式会社主催の
Ishin Startup Summit BANGALORE 2019にて、代表の久保が、ゲストスピーカーとして登壇してまいりました。
このイベントは、「インド×日本」をテーマにした、インドスタートアップ企業と日本企業のコラボレーション
のためのサミットとのことで、日印あわせて30名以上の参加者がいらっしゃいました。

近時、インド発のユニコーン企業（評価額10億ドル以上）であるOYOが日本の不動産業界に進出するなど、
インドのスタートアップ企業の躍進には目覚ましいものがあります。そのインドの中でも、特にバンガロールは、
元々大都市であったデリーやムンバイとは異なり、IT企業の躍進によって発展を遂げてきたという特徴がありま
す。

既にスタートアップ企業の数ではインドで一番、世界的に見ても、シリコンバレー、ロンドンに次いで世界で
3番目に多い都市と言われており、2013〜2018年の6年間で7,200〜7,700社のスタートアップ企業が生まれてい
ます。

久保は、「インドスタートアップ企業の日本進出」というテーマのパネルディスカッションにて、お話をさせ
て頂きました。久保は、10年以上に渡り、アメリカ、シンガポールその他多くの国の企業と仕事をしてまいりま
したが、その経験に照らしても、インドと日本は、非常に極端な特徴を持った経済圏だといえます。その両国が
協調することができれば、大きなシナジーが生まれるはずです。他方で、そのシナジーを生み出すためには、そ
れぞれの大きな違いを乗り越えた相互理解が非常に重要です。

インドに日本企業が進出していく、あるいは、インド企業と仕事をするためには、相互の違いを理解し、譲れな
い主張と受け入れるべき要求を使いわける必要があります。

すでにバンガロールでは、Amazon、Facebookといった大企業、Accel、Sequoia Capitalといった著名なアメリ
カのVC、更には、アリババやテンセント等の中国企業も、有望なスタートアップに対してどんどん投資を行っ
ています。アメリカのシリコンバレーや中国の深センのように、世界には多くのユニコーン企業が生まれるエコ
システムがありますが、現地における日本のプレゼンスは高いとはいえないのが実情です。もっとも、バンガ
ロールはいまだ発展途上であり、入り込む余地があります。また、ソフトバンクが同地において最大の投資家の
一つであることや技術力（特にハードウェア）と投資に対する期待感から、インド人の対日感情は非常に良好で
す。

海外のスタートアップ企業とのオープン・イノベーションをお考えの企業の方は、是非一刻も早くバンガロー
ルを訪れて、この熱気を体感すると共に、どのような進出や協業の可能性があるかをご検討頂ければと思います。
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バンガロールISHINセミナーご報告

AsiaWise法律事務所代表の久保光太郎が、バンガロールで開催されたイシン株
式会社主催のサミットにて、ゲストスピーカーとして登壇してまいりました。

例えば、スタートアップに限らず、インド企業とビジネス

を行う場合、ミーティングにて種々の事項が話されたにもか
かわらず、後から決定事項を覆されたり、議論が拡散して結
論が不明確になったりすることがよくあります。ここまでの
ことが決まったということを議事録やMOU等により書面で残
し、積み上げていくことが必要です。

これに対し、現地に居を構えるベンチャーキャピタル
（VC）の方々からは、日本企業の特殊性、例えば、日本企業
はビジネスにおける決断、特に社内の調整に時間がかかるこ
とや、社交辞令のように何でも「興味がある」と言って、イ
ンド企業からの信頼を失う場合があるというお話もありまし
た。



AW Updates

文：佐藤賢紀

2019年6月14日（金）、チェンナイで開催されたセミナーにおいて、代表の久保光太郎が、

「不正リスクの理解と取締役の責任のポイント」をテーマに講師をいたしました。

今回は、当地の日系企業のManaging Director の方々等、日印30名以上の方々にお越し頂
いていました。セミナーでは、まず、我々がこれまで担当してきたような、現地で起きやす
い不正問題の具体例をお話し、前例から得られる教訓や有事対応のポイントについてお話し
ました。

インドにおいては、とりわけ、横領やキックバック等の不正について、皆様が頭を悩ませ
ています。これらを防止するために従業員の動向を細かく観察することはなかなか難しい面
がありますので、まずは、利益相反防止規程や内部通報に関するルールを導入し、「バレる
かもしれない」という意識を植え付け、牽制を利かせることが効果的ということです。

後半は、インドにおける取締役が負っている義務や責任、どのような場合に個人責任を問
われるかについてがテーマとなりました。

チェンナイにいらっしゃる日本人の方々にも、現地法人の取締役を務めている方が少なく
ありません。セミナーでは、これまで自分が行ってきた職務を挙げ、責任追及される可能性
があるのかと質問される参加者の方もいらっしゃいました。

現地Managing Directorの方々が、KMP(Key Managerial Personnel)として重要な責任を
負うのはもちろんですが、日本に在住している方や子会社に取締役としての名前を載せてい
るだけ、という非常勤取締役の方についても注意が必要です。

AsiaWise Groupでは、バンガロールにも現地法律事務所オフィスを開設し、インド南部
の皆様にもリーガルサービスを提供する体制を整えております。インド国内には現在、日本
人3名が常駐しており、緊急のご相談や出張でのご相談にも対応可能です。

今回のようなイベントでの登壇に加え、商工会等が主催するイベントや社内向けセミナー
にもお声掛け頂き、積極的に情報発信しております。デリー・グルガオン以外の、インド各
地への出張セミナー等も行いますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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Japan-India Corridor Chennaiセミナー登壇のご報告

AsiaWise法律事務所代表の久保光太郎が、チェンナイにおいて、Japan-India
Corridorセミナーの講師として登壇いたしました。

チェンナイがあるタミル・ナードゥ州は、

日本企業が200社程度（インド全州で4位）

進出しており、自動車産業など製造業が盛

んな地域です。最近では、同じく南部に位

置するバンガロールやハイデラバードと同

様、ハイテク産業も発展しています。特に

チェンナイは、全日空が今年中に直行便を

就航する旨発表するなど、日本との結びつ

きも強く、近年成長が著しい都市です。
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AsiaWise Groupはアジアを中心に活動するCross-Border Professional Firmです。国境を超え、
業際を超え、クライアントへのValueを追求しております。

本稿の無断複製・転載・引用は固くお断りいたします。


