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はじめに
再考「2020年代の劈頭に際して」
AsiaWise法律事務所代表弁護士 久保光太郎

新型コロナウイルスが、世界を一変しました。
私は、今年1月に発行したAW Letter前号の巻頭言において、「2020年代の劈頭に際して」と題し、以下のよ
うな認識を示しています。

“さて、2020年代はどのような変化が私たちを待ち受けているのでしょうか。ひとつ間違いがないことは、日
本の人口の減少、急速な高齢化、そしてアジアの成長です。これに伴い、日本企業はこれまで以上にクロスボー
ダー化が進み、国内事業・海外事業という区別も意味を失っていくことが想定されます。また、日本の国内でも、
外国人労働者、旅行客の受入れを通じて、隣に外国人がいて当り前という社会が到来しつつあります。

テクノロジーの進展がもたらす変化も、ますますスピードを早めることでしょう。AIや自動運転、顔認証と
いった新たなテクノロジーは、新たな法律問題を生じさせます。そこでは想像力と創造力をもったルール・メイ
キング力が問われます。また、法務サービス自体、労働集約的な職人的サービスから、テクノロジー主導の開発
及びコンサルテーション・サービスの組合せに変化していくかもしれません。
また、2020年代は、地球温暖化を始めとする環境問題、移民・難民などの社会問題も、より困難な問いと
なって立ち現れることが想定されます。高度経済成長期や冷戦終結期のような楽観的な世界観をもつことは難し
い時代です。そういった中で、ひとりひとりの個人が情報を取捨選択し、しなやかに立場を見定め、意見表明し
ていくことが必要となります。社会課題を解決する知恵をはぐくむ次世代の教育や、リテラシーの涵養も重要と
なってきます。“

たった4ヶ月前の文章ですが、いかに世界が変わり果ててしまったか、驚くばかりです。国と国の間のボー
ダーは閉ざされ、各国政府は自国中心主義の政策を隠そうとしません。身の回りから外国人旅行客は消え去りま
した。環境問題といった社会課題は、感染拡大防止、経済復興の大号令の前にかすんでいます。
他方、コロナ・ショックの前後において変わらなかったトレンドや、むしろコロナによって加速度を増したト
レンドがあることにも気づきます。遠隔技術を始めとするテクノロジーの進展です。一度も会ったことがないク
ライアントとzoomやskypeで話しながらクロスボーダーM&A案件を進めていると、オンラインによって世界は
ますます小さくなっていることを実感します。
私は前号の巻頭言を、「この十年代、いかに変化が激しくとも、変わらぬ価値、大切なことがあるはずである
と信じる」としめくくりました。新型コロナウイルスが世界を変えてしまった今、あふれる情報のなかで、時代
の通奏低音を聞き分けることの重要性を再認識しています。テクノロジーの進展は、プライバシーをはじめとす
る人権との衝突を引き起こします。アフター・コロナ世界のルール・メイキングは、今まさに始まらんとすると
ころです。

AsiaWiseは、コロナ・ショックの法律問題について、AW Alertと題して即時性を重視した情報発信を始めま
した。AW Letterにおいては、引き続きアジアのクロスボーダーの世界の通奏低音をお届けして参りたいと考え
ております。

AW Alert/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
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外商投資法施行に伴う日中合弁企業への影響について
3．外商投資法施行に伴う企業体制変更の必要
性

• 2020年1月1日に施行された中国「外商投
資法」は、規制内容について関連法令によ
る具体化を予定しており、全体像の把握が

（1）外国企業が中国に会社を設立しようと
する場合、形態としては「中外合弁企業（中
外合資経営企業ともいう）」・「中外合作企
業」・「独資企業」の3種類があり、これら
を総称して「三資企業」といいます。中国に
も日本と同じように会社法がありますが、こ
れら三資企業に関しては、通称「外資三法」
（中外合弁企業法、中外合作経営企業法およ
び外資独資企業法）と呼ばれる法律の規制が
優先的に適用されてきました。つまり、外資
三法が適用される範囲において会社法は適用
されないという、基本法・特別法の関係にあ
ります。たとえば、特に日本企業との関係で
用いられることが多い中外合弁企業では、中
国の会社法上設置が要求される「株主会」が
置かれず、「董事会」が最高意思決定機関と
なるなど、内資企業とは異なる機関設計が採
られてきました。

困難という特徴があります
• 本稿では、日本企業にとって特に重要なト
ピックとして中国「外商投資法」による日
中合弁企業への影響をピックアップし、関
連論点として、企業体制変更の必要性や猶
予期間について解説いたします
1．はじめに
中国では、2020年1月1日に、外資による中
国への投資に関する基本法である「外商投資
法」が施行されました。この外商投資法の内
容については関連法令による具体化が予定さ
れており、たとえば同日に施行された「外商
投資法実施条例」には、極めて重要な規定が
おかれています。今後も関連法令が追加され
ていくことが想定されるため、規制の全体像
を把握することは容易ではありません。

ところが、外商投資法の施行に伴い、この
外資三法は全て廃止されました。そのため、
今後、外商投資企業も内資企業と同様に会社
法に基づいたガバナンス体制を設計すること
が要求されます。以下（2）では、日本企業
が利用することの多い企業形態である中外合
弁企業について解説いたします。

そこで本稿では、外商投資法によって日本
企業が特に影響を受けると考えられるトピッ
ク――中国企業との合弁企業に関する点につ
いて、ご説明いたします。
2．重要ポイント
①中外合弁企業をはじめとする一部の企業に
ついては、定款や合弁契約の内容について重
大な変更をしなければならない可能性があり
ます。

（2）中外合弁企業はこれまで、中外合弁企
業法（上記「外資三法」のひとつ）が優先適
用されることにより、最高意思決定機関とし
て「董事会」を置いていました。しかし今後
は外商投資法が適用されるため、その規定に
のっとり、「株主会」を最高意思決定機関と
する必要があります。これは会社の意思決定
プロセスが根本的に変わることを意味してお
り、合弁企業に対して適切にコントロールを
及ぼしたいと考える日本企業にとっても、極
めて重大な変化です。

②上記変更は2024年12月31日までに行う必要
があり、また登記手続や届出が必要となる可
能性もあります。
③上記変更を2024年12月31日までに完了させ
なかった場合、それ以降の登記手続を受理さ
れないなど重大な不利益を被るおそれがあり
ます。
3
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外商投資法施行に伴う日中合弁企業への影響について
董事会は、日本の会社法でいうところの取
締役会に近く、その決議の可否は董事の頭数
によって決まります（董事1人につき1票の議
決権がある）。他方、株主会では、頭数では
なく出資比率ベースで決議が行われます。そ
のため、たとえば日本企業の出資比率が49%
で中国企業の出資比率が51%という場合、普
通決議（過半数の賛成で可決）の場面では日
本企業に拒否権がないことになります。その
点は、日本企業から董事を何人派遣するかで
覆りません。

設計等の仕組みを維持することが許されてい
ます。
5年というと十分な時間があるようにも思
えますが、定款や合弁契約の修正が必要とな
る場合には相手方との協議・交渉も必須とな
るため、合意を取りまとめるのに時間を要す
ることも想定しておかなければなりません。
まずは自社が設立した中国関係企業について、
①変更の要否、②仮に必要があるとすればど
のような変更が必要か、③中国側パートナー
とどのように協議・交渉を進めるか、といっ
た点を早急に検討する必要があるといえます。

定款修正、合併、会社分割、解散などの重
要な意思決定についても、これまでは董事会
の全会一致で決議することになっていたため、
日本企業は董事を1人でも派遣しておけば拒
否権を持つことができました。しかし、今後
これらの重要な意思決定は株主会における特
別決議（総議決権の2/3以上の賛成で可決）
で行われるため、日本企業は出資比率ベース
で1/3超を確保しておかないと、拒否権を行
使できないことになります。

この猶予期間内に必要な変更を完了させな
かった場合、2025年1月1日以降、市場監督管
理機関は、当該外商投資企業のその他の登記
を拒否することができ、かつ、関連違反情報
を企業情報公示システムで公示することがで
きるとされています（外商投資法実施条例第
44条2項）。つまりその他の登記をするため
にも、まずは外商投資法に適合するよう必要
な変更を行っておかなくてはならないという
ことです。直ちに企業の経営にストップがか
かるわけではないものの、重大な支障を来す
ことは明らかです。

以上のように、合弁企業の意思決定の仕組
みが根本から変わる以上、日本企業としては、
合弁契約や定款の修正を検討する必要があり
ます。そして、これは中国側のパートナー企
業との合意の上で行う必要があるため、協
議・交渉に時間を要することが考えられます。
後述のとおり、必要な変更は2024年12月31日
までに行う必要があり、時間は限られており
ますので、早期に検討を開始すべきです。

5．終わりに
ここまで、外商投資法の施行に伴う対応の
必要性について解説してきました。繰り返し
となりますが、まずは対応の要否について検
討する必要があることを認識することが大切
です。また、冒頭で述べたとおり、外商投資
法および一連の関連法令等においてはまだ具
体化されていない部分も多々あるため、今後
も継続的に動向を注視する必要があります。

4．猶予期間は2024年12月31日まで
上記3．にご説明した組織構成等の変更・
移行については、外商投資法施行日（2020年
1月1日）から5年間の猶予期間が設けられて
います（法第42条2項）。したがって、デッ
ドラインは2024年12月31日となり、それまで
の間は、外商投資法施行前の企業形態、機関

そうした検討は手間といってしまえばそれ
までですが、同時に、中国企業との合弁企業
について、その設計を見直す絶好の機会であ
ると捉えることもできます。
4

© AsiaWise Group

外商投資法施行に伴う日中合弁企業への影響について
たとえば、記憶に新しいところでは、2019年

にコントロールを及ぼせるようにしておくこ

に某大手日系企業が、合弁パートナーの中国

とは、企業の利益を守るうえで極めて重要で

企業の取締役らによって200億円以上もの資

あることが分かります。この外商投資法施行

金を不正に横領されたという事案が発覚し、

を機に、中国企業との合弁企業の設計につい

話題となったことがありました。この事案に

て再度検討をしてみることは、非常に有益だ

おいては、当該合弁企業は日本企業と中国企

といえるでしょう。

業の議決権割合が50:50で構成されていたた

具体的にどのような対応が必要となるか、

め、日本企業側が合弁企業にしかるべきコン

という点については、早期の段階から専門家

トロールを及ぼせず、結果としてそれが不正

に相談し、必要な情報を収集しつつ進めるこ

をゆるす要因となった旨が指摘されています。

とをお勧めいたします。

このような事例をみると、合弁企業のガバナ

ンス体制を適切に設計し、日本企業側が適切

以上

松村 正悟
AsiaWise Legal Japan アソシエイト
弁護士（日本）
<Career Summary>
2018年1月より都内法律事務所にて勤務を開始し、業種・規模を問わず様々な
企業の案件（コーポレート、紛争等）を担当。2019年、新たな挑戦を求めて
一念発起しAsiaWise法律事務所へ加入。インド、東南アジアをはじめとする
アジア各国の契約、紛争等の法律案件に対応している。
<Contact>
shogo.matsumura@asiawise.legal

柳 陽（Liu Yang）
柳・チャイナロー外国法事務弁護士事務所代表
外国法事務弁護士（日本国）、弁護士（中国）
＜Career Summary＞
北京大学卒、慶應義塾大学法学修士。2006年より弁護士業務を行っており、
日本企業の中国における新規投資、Ｍ＆Ａ、事業再編、不祥事対応、労務及
び紛争処理等中国法業務全般を取り扱っている。
事務所ウェブサイトhttp://www.chinalaw-firm.jp
<Contact>
liu.yang@chinalaw-firm.jp
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インド特許発明の国内実施報告書(Form 27)について
• インドでは、法令に基づき提出が義務付け
られている特許発明の国内実施報告書
（Form 27）をめぐり特許規則の改正が議
論されてきましたが、2019年5月31日に特
許規則改正案が公表されたことにより、論
争が再燃しています

インドは、特許に対して強制実施権が実際
に発動された、数少ない国のひとつです。
「特許された発明を実施しないこと」は強制
実施権を設定するための要件の1つとなって
いるため、特許権者に特許付与後の実施状況
を毎年報告させる制度が設けられたともいわ
れています。この報告義務を果たすには、毎
年3月末までに、Form 27にインド国内での実
施状況を記載して提出する必要があります。

• 本稿では、このForm 27について、法令に
基づく提出義務の内容と性質、記載事項、
提出状況といった側面から解説した上で、
グローバル企業の対応をご紹介し、日本企
業のとるべき対応についてご提案いたしま
す

報告義務を怠った場合は、法律上、100万
インドルピー以下の罰金が科され、虚偽の報
告をした場合には、6ヶ月以下の禁固刑若し
くは罰金、又は同禁固刑及び罰金が科されま
す。ちなみに、これらの罰則は現在まで実際
に科せられたことはないようです。また、実
情として、「インドが強制実施権を設定した
いのは製薬」といわれており、製薬以外の分
野の特許実施状況については、特に把握する
モチベーションはないのではないか、と揶揄
されている制度でもあります。

2015年、インド法学者が「特許庁は、法令
に基づき義務付けられている特許発明の国内
実施報告書（Form 27）提出の順守を促し、
違反に対しては罰則規定を適用すべき」と主
張し、デリー高裁に提訴した公益訴訟があり
ました。数年進展がありませんでしたが、
2019年に再び「インド特許庁が規則改正作業
を放置していることはデリー高裁の命令に反
している」との申し立てがあったため、Form
27をめぐる論争が再燃してまいりました。

（2）Form27記載事項
Form 27には、以下の項目を記入します。

2019年5月31日に公表された特許規則改正
案では、このForm 27に記載する事項に関し
て変更が提案されており、JETROニューデ
リーが事務局を務めるインドIPGとして、筆
者もこの提案に対するパブリックコメントを
提出致しました。依然として記載する事項は
確定していないため、2020年3月末期限の
2019年国内実施報告書については、従来の
Form 27を用いて行われました。このように
引き続き目を離すことができない状況ですが、
現状を前提としてグローバル企業のForm 27
対応を分析するとともに、日本企業が取るべ
き対応を検討してみたいと思います。

① 特許発明の実施の有無
(a)実施していない場合
その理由と実施に向けて取られている手段
(b)実施している場合
i.

インドで生産されている特許製品の生産
量・価格

ii.

他国から輸入されている特許製品の輸入
量・価格、国名

② 前年内に許諾したライセンス・サブライセ
ンスの有無
③ 適正価格により、公衆の需要を充足してい
るか（一部充足／十分充足／最大限に充足）
についての陳述

1．Form 27とは
（1）特許実施状況の報告義務
6
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インド特許発明の国内実施報告書(Form 27)について
（3）Form 27の提出状況

実施ありと記載されているものは、12,246件
となっています。

以下のFIG.1は、インド特許庁から入手し
た デ ー タ に 基 づ き 作 成 し た グ ラ フ で す。
2017-2018年を例にとると、実施報告が必要
となる有効な特許の数は、56,764件。このう
ちForm 27が提出され受理されたものが、
46,618件。提出されたForm 27の中で、特許

実施報告が必要となる有効な特許のうち、
約80％についてはForm 27が受理され、受理
されたForm 27のうちの25％に、特許実施あ
りと記載されていることになります。

2013-14
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2015-16
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2017-18
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8589

11318
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FIG.1：Form 27の提出状況と特許実施ありの件数

2．グローバル企業の対応

ることができない場合が多いと思います。し
かし、クアルコムは、強制的にライセンス情
報が開示されるForm 27というインド独特の
制度を活用し、非常に詳細なライセンス情報
を記載することで、自ら開示しております。
クアルコムは、ライセンス情報を詳細に開示
することにより、まだライセンスを取得して
いないポテンシャルライセンシーに対し、ク
アルコムからライセンスを取得するように圧
力をかけていると推測することができます。

次に、インド特許庁に多くの特許出願をし
ているグローバル企業は、Form 27にどのよ
うな記載をしているか、具体的な例を見てい
くことにします。

（1）米国・クアルコムの例
通常、二者間交渉におけるライセンス情報
は機密情報に該当するため、第三者に開示す
7
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インド特許発明の国内実施報告書(Form 27)について
（2）韓国・サムスン電子の例
同じくインド特許出願数がトップ10に入っ
ているサムスン電子のForm 27を見てみると、
特許実施ありの場合でも、必ずしも生産量や
価格について明示しているわけではありませ
ん。製品や特許に使用される技術の複雑さを
鑑みるに、個々の特許にカバーされている製
品やサービスの正確な価値を決定するのは極
めて困難であると述べて、実施状況の詳細を
記載していない案件もありました。見たとこ
ろ多くの企業が、このように簡潔な内容を記
載するに留めているようです。
3．日本企業が取るべき対応
今後、日本企業によるインドでの特許出願
が増えていくことが予想されるなか、Form
27の記載方針については、検討を要する点で
あるといえます。そこで、筆者は、以下のと
おり3つの提案を致します。

し、今後厳格に罰則を適用していく可能性も
あります。

（2）積極的なライセンス供与を検討している
ならば詳細に記載する
通常は、当事者間の秘密保持契約等により、
ライセンス情報の公開が制限されていること
がほとんどです。しかしインド政府に義務付
けられたForm 27であれば、政府の要請とい
う位置づけで公開することが可能になります。
この機会を活用し、Form 27に詳細なライセ
ンス情報を記載すれば、潜在的なライセンシ
ーに幅広くライセンス情報を公開することが
できます。クアルコムのように積極的にForm
27を活用するのも、有効な手段といえます。
（3）積極的なライセンス供与を検討していな
いのであればシンプルに記載する
とはいえ、すべての企業についてクアルコ
ムのような詳細なライセンス情報開示が必要
というわけではありません。いくつかの企業
のForm 27の例を見るかぎり、特許製品の生
産量や価格について明示しないケースも、多
く見られます。それほど積極的なライセンス
供与を検討していない場合には、シンプルな
記載で十分と考えられます。

①毎年3月末までに何らかのかたちでForm 27
をとにかく提出する
②クアルコムのようにインドで積極的にライ
センス供与を検討しているのであれば、Form
27に詳細なライセンス情報を記載する
③インドでの積極的なライセンス供与を検討
していないのであれば、Form27の記載はシ
ンプルにする
（1）何らかのかたちでForm 27をとにかく提
出する
これまで実際に課せられたことのない罰則
だとしても、刑事罰のリスクが存在すること
には変わりありません。とにかくForm 27を
提出して、刑事罰のリスクを回避するべきだ
と考えます。現に有効な特許のうちの80%近
くについてはForm 27が提出され受理されて
いる状況なため、Form 27未提出の特許に対
8
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インド特許発明の国内実施報告書(Form 27)について
4．まとめ

どれだけ積極的なライセンス供与を検討して
いるかによって変わってくると考えられます。
この機会を活用して潜在的なライセンシーに
ライセンス情報を知らしめるため、詳細なラ
イセンス情報を記載する。または、それほど
積極的にライセンス供与を検討していないと
して、シンプルな記載に留めておく。いずれ
にしても、企業としての方針をしっかりと固
めておくことが重要です。

インドにおける国内実施報告義務、Form
27の提出義務は、他の国ではあまり見られな
い制度なので、非常に時間やコストのかかる
面倒なものに感じられると思います。しかし
未提出の場合のリスクの大きさを考えると、
面倒だからといって提出しないというのは、
得策とはいえません。特許実施がある場合で
もない場合でも、何らかのかたちでForm 27
をとにかく提出することが大切なのはもちろ
んですが、Form 27の記載内容については、

以上
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<Career Summary>
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AW Update 1
新メンバー加入のお知らせ
AsiaWise Groupの新しい仲間として、中塚正記（なかつか・まさき）弁護士が加入致し
ました。

中塚

正記（なかつか・まさき）

中塚正記弁護士は、2018年の弁護士登録後、都内法律事務所にて
勤務し、主に国内の訴訟案件を幅広く担当してまいりました。そ
の後、学生時代に身につけた英語を活かしながらアジアに関わる
仕事がしたい、という長年の思いを実現するため、心機一転、
AsiaWise法律事務所に加入致しました。
現在は、アジアその他の海外企業と取引を行う日本企業をサポー
トする案件に対応し、リーガルテック企業である株式会社リセに
も関与するなど、日々精力的に取り組んでいます。

AsiaWise Groupは、我々自身が様々なボーダーを乗り越え最前線で挑戦し続けるととも
に、クロスボーダーの世界に飛び出していこうとする若手弁護士の挑戦を、応援致します。
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AW Updates 2
インドIPG特許商標ワーキンググループ活動報告
AsiaWise Cross-Border Consulting Singapore所属、インド駐在中のIP Expertで
ある田中陽介が、インドIPG特許商標ワーキンググループのバングラデシュで
のヒアリング調査に同行しました。
文：田中陽介

筆者の所属するインド知的財産研究会（IPG)特許商標ワーキンググループでは、2019年度の
活動として、南アジアで今後発展が見込まれるバングラデシュの知的財産概況を調査しました。
本調査では、インドIPG事務局であるJETROニューデリー事務所が中心となり、複数回に渡っ
てバングラデシュの知的財産関連機関を訪問し、現地でのヒアリング調査を行いました。筆者
も現地でのヒアリング調査に同行し、今後のバングラデシュの知財を担っていくと思われる
キーパーソンと意見交換をする機会を得ました（詳細については別稿にて報告させていただき
ます）。
この2019年度の特許商標ワーキンググループ活動の調査報告書が「バングラデシュの知財概
況」と題してJETROウェブサイトに掲載されましたので、ご紹介します。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/in_ipg_report_202003.pdf
こちらの報告書は、主に以下の3つの章から構成されています。
1. バングラデシュの知財システムの概要
2. バングラデシュでの知財権の取得・行使
3. 法律事務所または専門家による分析・提案
関連条文や手続きの流れ、統計データだけでなく、ヒアリング調査から得られた現状分析や
今後の見通しも含まれており、最新情報に基づく網羅的な報告書になっています。ご一読いた
だければ、現在のバングラデシュにおける知財の位置づけや、バングラデシュの各種知財制度
の整備状況、バングラデシュでは具体的にどのように知的財産を保護するのかについて、知見
が得られると思います。

AsiaWiseは、今後もインドIPGのメンバーとして、インドやバングラデシュのような南アジア
の国々に進出する日系企業の知財活動をサポートし、有益と思われる情報を共有していきたい
と考えております。皆様の様々な意思決定における判断材料の一つとして役立てていただけれ
ば幸いです。

11

© AsiaWise Group

www.asiawise.legal

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。
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