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はじめに

AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第15号を発刊致しました。第15号のラインナップ
は以下の通りです。

1. インドにおける従業員のリテンションの各種方法

人材が豊富なインドにおいても、管理職等を任せられる人材は限られています。本稿では、優
秀な人材確保のため、会社が従業員との間で締結する契約書について、留意するポイントや具
体的条項を提案していきます。

2. インドにおける著名商標制度の概要と活用方法

2017年より、インドにおいても、著名商標の認定申請が可能になりました。本稿では、著名
商標の定義や申請状況を解説した上で、実際の申請手続きや申請書類、今インドにおいてこの
制度を利用するメリットについて提示しています。

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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インドにおける従業員のリテンションの各種方法

＜サマリー＞

• 豊富な人材が経済発展を支えるインドにお

いても、管理職等を任せられる人材は限ら

れています。その上ジョブホッピングが盛

んな国であるインドにおいて、優秀な人材

確保のためには、従業員との間で締結する

契約書が重要な役割を果たします

• 本稿では、会社と従業員の間の契約につい

て、盛り込むべき条項を具体的に挙げなが

ら、インド契約法との関係で適法性が問題

となりうる点も解説していきます

1．はじめに

少子高齢化が進む日本とは対照的に、イン

ドは、国民の平均年齢が25歳と、若年層が中

心の人口構造です。工場作業員から高度な技

術を有するエンジニアまで、豊富な人材が、

その経済発展を支えています。

もっとも、単純労働者ではなくいわゆるホ

ワイトカラー労働者、その中でも優秀な人材

や管理職等を任せられる人材となると、その

数は限られてきます。

また、ジョブホッピングが盛んな国である

ことから、特定の従業員を長期的に雇用する

ことは非常に難しい面があります。むしろこ

の点に関しては、世界的に見て日本の長期終

身雇用が特殊と言えるのかもしれません。特

に若年層においては、20代のうちに何社も渡

り歩くことも珍しくなく、常により良い条件

の転職先を探すことが一般的です。そのため、

インドに進出している日系企業からは、教育

して仕事を覚えてもらい、戦力となってきた

矢先に退職されてしまった、という話もよく

聞こえてきます。一定程度の退職者は覚悟し

ているものの、優秀な人材を会社に残すため、

各社とも苦心されているのが実情のようです。

上記のような状況のなか、従業員と契約を

締結するにあたって、会社としてはどのよう

な契約書を作成すべきでしょうか。本稿では、

具体的にどういった条項を盛り込むべきかは

もちろんのこと、その適法性が問題となる可

能性にも配慮しながら、解説していきます。

2. 在職期間中の制限について

（1）1872年インド契約法について

従業員に長期的に働いてもらうためには、

現在の業務に集中するよう、退職のための準

備をすることを制限しておくべきです。そし

て、従業員の行為に制限を課すためには、従

業員との契約にその旨の条項を入れる必要が

あります。ところがインドには、契約一般に

ついて規定する1872年インド契約法（Indian

Contract Act, 1872）があり、その第27条に

は、適法な職業、取引、事業を制限するよう

な合意は無効である旨が規定されています。

この法律は会社と従業員との契約にも適用が

あるため、在職期間中の退職準備行為を制限

するにしても、同条に反しない条項としなけ

ればなりません。

（2）競業禁止条項（Non-Compete clause）

まず、在職期間中の競業避止義務規定（従

業員がその地位を私的に利用し、会社の事業

と競争的な性質の取引をすることを禁止する

規定）は、原則として有効とされています。

したがって、競業避止義務を定めておく限り、

従業員の退職準備行為をその範囲で制限する

ことが可能です。
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（3）勧誘禁止条項（Non-Solicitation clause）

次に、勧誘禁止条項（在職期間中に、他の

従業員や会社の顧客を勧誘することを制限す

る規定）ですが、これも原則として有効とさ

れています。インドでは、従業員の間、ある

いは会社の取引先に至るまで、口コミ・うわ

さ等が広がることが多くあり、その影響力も

無視できないことがあるため、このような規

定を設けることにも意味があるといえます。

3. 退職後の制限について

もっとも、実際に従業員との契約の有効性

が問題となるのは、当該従業員が退職した後

の場面であることが多いです。それに備えて、

契約において、上記のような在職期間中の競

業避止義務等の制限を、退職後にも課してい

るケースが見られます。

ところが、契約終了後（退職後）の競業避

止義務に関しては、インド法上、一般に、前

述の1872年インド契約法第27条により、無効

と判断される可能性が高いと考えられていま

す。裁判になった場合、本人の職責、報酬の

金額、競業避止の期間的・場所的制限等の諸

般の事情を考慮し、裁判所が個別具体的にそ

の有効性を判断します。裁判例を見る限り、

有効性が認められる範囲は狭く、基本的に有

効との主張は難しいと理解するのが適切です。

とはいえ、当該規定の有効性にかかわらず、

現地企業の中には、従業員に対し心理的抑止

力を与えること等を目的として、あえて契約

終了後の競業避止義務の規定を設けるという

実務も見られます。

4. その他の方法

（1）退職者への金銭の請求

より直接的な方法として、一定の期間内

（例えば、入社後3年以内）に退職した場合

には、会社が従業員に対し、一定の金銭を請

求するという条項を入れることが考えられま

す。ところが、退職者に対して一律に違約金

（罰金）を課すような条項には合理性がなく、

インド法上、その有効性が認められない可能

性が高いと考えられています。

（2）会社の被った損害の請求

もっとも、例えば、従業員の能力向上のた

めの海外研修や特定技能の実習等を行った場

合、その直後に退職されることを防ぐため、

一定の期間に限り退職を制限する場合が考え

られます。このような場合には、会社が実際

に負担した費用等を算出し、残留期間に応じ

てその補償を求めるという規定であれば、有

効性が認められる余地があります。しかし、

こうした限定的な場合であってもなお、契約

が本人の自由意志に基づいて締結されている

こと、合理的といえる金額であること等、そ

の合理性を担保しておくことが必要です。

（3）リテンション・ボーナス

以上のような罰則的規定とは別に、一定期

間在職することにより、リテンション・ボー

ナスを支払うという方法もありえます。算定

方法としては在職期間を根拠としており、必

ずしも業務上の成果と連動しないという短所

はありますが、他方で、従業員からもわかり

やすく、長く在職しようとするモチベーショ

ンにつながりやすい面があります。

4 © AsiaWise Group

インドにおける従業員のリテンションの各種方法



5. 最後に

インドにおいては、各社とも、従業員の維

持のみならず、モチベーションを上げるため

の施策に苦心されているとのお話を耳にしま

す。そうした状況を受け、制度や契約内容を

見直すことは、有効に作用することも多いと

いえます。ただし、良くも悪くも従業員同士

の間で話が広がりやすい性質があることを念

頭に置き、変更や見直しの意図や効果、ある

いは想定されるデメリット等も十分に検討し、

対応できるようにしておくことが重要です。

以 上
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インドにおける著名商標制度の概要と活用方法

＜サマリー＞

• 著名商標（広く公衆に知られている商標）

は、2017年より、インドにおいても申請、

認定を受けることが可能になりました

• 本稿では、まず「商標」の定義、担う役割、

効力を明らかにした上で、「著名商標」の

定義やインドにおける申請状況、実際に著

名商標として認められたケースをご紹介し

ています

• また、インドでの著名商標認定申請にあ

たって必要となる書類や手続きを解説し、

日本企業がインドにおいて認定申請を行う

メリットについても提示しています

パナソニック、カルピス、バスクリン、

ウォークマン、ローソン、資生堂のように、

広く公衆に知られている商標のことを、著名

商標といいます。日本では、約700件の著名

商標が、異議、審決、判決によって認定され

ているといわれております。2017年からは、

インドでも、著名商標を申請し、認定を受け

ることが可能となりました。

本稿では、インドにおける著名商標制度と

その活用方法について、通常の商標出願と対

比しながら説明致します。

1．商標について

（1）商標の定義

商標とは、自己の商品や役務（サービス）

と他者の商品や役務とを識別するための、識

別標識です。商品や役務に付される目印とも

いえる商標ですが、これを保護することを定

めているのが、商標制度です。他者の商品や

役務と識別することができる識別力があるも

のであれば、文字や図形、立体的形状だけで

なく、動きやホログラム、音、位置、色彩の

ような、様々なものが保護の対象となってい

ます。

（2）商標の役割

また、自己の商品や役務に同じ商標を使い

続けることにより、商標は識別力だけでなく、

様々な機能を持つようになります。例えば、

消費者がその商品や役務に触れた際、それは

誰が製造又は提供したものなのかを示す機能

（出所表示機能）、その商品や役務の質とし

てどのくらいのものが期待されるのかを示す

機能（品質保証機能）、商標を手がかりとし

て購買意欲を起こさせる機能（宣伝広告機

能）等が挙げられます。いわゆるブランドと

して高い価値をもつ商標も、少なくありませ

ん。

（3）商標の効力

このような商標について、法的保護を受け

るためには、保護を望む各国において、商標

出願を行う必要があります。その際、対象と

する商標については、区分まで指定する必要

があります。

区分とは、34種類の商品の区分と、11種類

の役務の区分からなる、全45区分の商標登録

カテゴリです。商標が登録されると、指定し

た区分の商品又は役務と同一又は類似する商

品又は役務について、「登録された商標と同

一又は類似する商標」として排除することが

できます。具体的には、商標審査段階で拒絶

したり、商標の使用を差し止めたり、損害賠

償請求を行ったり、登録になりそうな商標出

願に異議申立を提起したりすることが可能で

す。逆に、指定した区分の商品又は役務と類

似していない場合には、通常の商標権では効

力が及びません。しかし、次に詳しく説明す

る著名商標であれば、そうした場合でも効力

が及びます。
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2．著名商標について

（1）著名商標の定義

インド商標法に著名商標（well-known 

trademark）という言葉が出てきたのは1999

年が最初です。 インド商標法第2条（zg）で

は以下のように規定されています。

「商品を使用し又は役務を受ける公衆の実

質的大部分に周知となっている標章であって、

他の商品又は役務に関する標章の使用が、そ

れら商品又は役務と、最初に述べた商品又は

役務に関して標章を使用する者との間の取引

過程若しくは役務提供過程における結合関係

を表示するものと考えられるおそれがある標

章をいう。」

例えば、米自動車メーカーのフォードモー

ター社のFORDという商標が、自動車以外の

（別区分に属する）商品又は役務、衣類や飲

食店等で第三者により使用されたとします。

それを見た公衆が、それらの別の商品又は役

務もフォードモーター社と何らかの関連があ

るのではないかと誤認する可能性があると認

定されれば、上記の規定で言うところの著名

商標に該当するということです。実際、デ

リー高等裁判所により、FORD商標は著名商

標に認定されています。この著名商標に認定

されると、通常の商標では効力が及ばない非

類似（別区分）の商品又は役務にまで、効力

を及ばせることが可能になります。

（2）著名商標申請状況

しかし以前は、ある商標が著名商標と認定

されるための申請制度はなく、高等裁判所や

知的財産審判部（IPAB）のような機関が、

裁判や審判の過程において、裁判官や審判官

によって認定するものでした。つまり裁判や

審判といった過程を経ていない限り、著名商

標と認定されることはありませんでした。

そんななか、2017年改正商標規則によって

著名商標認定申請制度が設けられ、2017年5

月には認定申請のガイドラインも公布されま

した。

我々が2019年2月にヒアリングを行ったイ

ンド商標庁の次席登録官によれば、著名商標

の担当部署が新設され、3名が配属されてお

り、その時点までに140件程度の認定申請が

あったとのことです。過去の商標公報を確認

したところ、これまで2回にわけて合計9件の

著名商標の公告を確認することができました。

そのうち5件が著名商標と認定されています。

（3）著名商標認定された日本のブランド

従来の通り裁判や審判の過程で認定を受け

たものと、新たに設けられた認定申請制度を

利用したものとをあわせ、現在90の商標が、

著名商標のリストに登録されています。日本

ブランドからも、7つの商標が著名商標認定

されています。
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3．著名商標認定申請にあたって

（1）著名商標申請に必要な書類

著名商標認定申請のガイドラインによると、

以下の書類の提出が求められています。

a. 著名認定を求める商標とその商標が著名

商 標 で あ る と い う 主 張 （ Statement of

case）

b. 主張をサポートする証拠

c. 商標の権利行使が成功した例（インドの

裁判所や商標庁によりこの商標が著名で

あると認められたものがあればなお良い

）とその判決文のコピー

この他、外国で著名商標になっている証拠、

第三者機関による表彰実績や政府機関による

認証実績などがあれば、商標が著名商標とし

て認められるべきであるという主張の強いサ

ポートになると考えています。

（2）認定申請手続きの流れ

書類を提出してから実際に著名商標認定さ

れるまでには、少なくとも6ヶ月から1年、場

合によっては更に長くかかります。商標法に

定められた基準に従って審査を行い、著名商

標に認定しても良いと判断された商標は、公

告されることになります。ここで公告されて

から30日間以内に異議申立がない場合、この

商標は著名商標と認定され、インド特許庁の

著名商標リストに加えられます。

（3）日本企業が著名商標認定申請を行うメリ

ット

インドでは、商品、役務を問わず様々な日

本の商標の模倣品が見られますので、自社の

商標を他人に使用させないため、45全ての区

分に商標出願を行う日本の企業もあります。

しかしこれには多大な費用がかかることは、

言うまでもありません。対して、著名商標と

して認定申請を行い認定されれば、区分を問

わず、自社の商標を他人に使用される事態を

防ぐことができます。著名商標を申請する費

用も数十万円と、全ての区分での商標出願に

比べ安価で済みます。インドでビジネスを展

開していく日本企業のブランド保護手段の一

つとして、著名商標の認定申請をお勧めいた

します。

以上

© AsiaWise Group8

インドにおける著名商標制度の概要と活用方法

• 商標の使用の証拠
• 登録商標
• 商標を使用したビジネスでの年間売上

額
• 商標を使用した商品又は役務を実際に

利用した顧客数と、今後利用するであ
ろう見込みの顧客数

• 商標の宣伝広告実績とそれにかかった
費用

• インド又は外国での商標の認知状況
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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

インドにおける著名商標制度の概要と活用方法



AW Updates
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新メンバー加入のお知らせ

AsiaWise Groupの新しい仲間として、渡邊満久（わたなべ・みつひさ）弁護士が加入致
しました。

渡邊 満久

渡邊満久弁護士は、2012年の弁護士登録後、都内法律事務所にて

勤務し、訴訟・仮差押え・仮処分等の裁判業務、税務紛争、M&A、

その他多様な法分野に係る企業法務全般に対応して参りました。7

年目になるキャリアのなかで、データビジネス・AIに関する法律

問題へのコミットを強めた結果、旧来の弁護士像・業務の壁を越

える必要性を感じ、AsiaWise法律事務所に加入致しました。

次の時代に飛躍していく企業が求める価値を提供することを目指

し、早速執務にあたっています。

AsiaWise Groupは、様々な分野で経験豊富な弁護士が、サービス面においてOne 

Team/One Firmを実現しています。渡邊弁護士の加入により、今後はより多分野において

クライアントのニーズに応えるリーガルサービスを提供して参ります。
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文：佐藤賢紀

・グローバル経営支援セミナー「新たなるインドへの期待～事業環境改善とビジネス機会拡大～」

・弊所講演テーマ：「法務面から見た事業環境改善」

2019年6月にはインド下院総選挙があり、インド人民党（BJP）が勝利した結果、現職であったナレンドラ・

モディ首相の続投が決まりました。これにより、引き続き政治的安定が期待できることから、日本企業の方々の

インドに対する投資への関心も高まってきています。

今回のセミナーでは、日本にいらっしゃる日本企業の皆様に向けて、今後のインド投資検討の材料として、イ

ンド法務の概況、近時の重要な法改正について、概括的にお話しさせて頂きました。以下に、一部ですが内容に

触れさせて頂きます。

インド投資に関して近時注目すべき法改正としては、まずスタートアップ関係の改正が挙げられます。日本企

業からの投資の新たなトレンドとして、インドのスタートアップに対する投資が増えています。インド政府とし

ても、「startupindia（スタートアップインディア）」政策の一環として、設立から10年以内のスタートアップ

に対し、各種の優遇政策を公表しています。また、スタートアップに対する外国投資については、従来の株式投

資のみならず、convertible note 等の投資スキームを利用することが例外的に可能とされています。

加えて、近時は、国の発展とともに不動産市場の活況も期待されることから、日系企業によるインド不動産市

場への参入も見られるようになりました。元々FDI（外国直接投資）規制による制約があった分野ですが、近年

は様々な形で規制の緩和、明確化が進んでおり、今後の外資系企業の参入増加が見込まれています。国内不動産

事業者への信頼が高くないこともあり、外資系企業への期待感は高いものと思われます。

続いて、日系企業が実際にインドに進出した後の、事業運営に関わる法改正についてもお話しさせて頂きまし

た。近年制定・改正された法律のうち、2016年破産倒産法（Insolvency and Bankruptcy Code, 2016）、2018年

改正汚職防止法（Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018）、2015年改正仲裁・調停法（The 

Arbitration and Consolidation（Amendment）Act, 2015）についてご説明しました。弊事務所でもこれらの法律

に関するお問い合わせを頂くことが多く、制定・改正された法律を、実際のビジネスにうまく利用することの大

切さを再確認しているところです。

東京会場では定員150名、名古屋・大阪会場では定員100名とされておりましたが、いずれの会場でもほとん

どの席が埋まり、インドへの関心の高さが感じられました。個別にお話しさせていただくと、現地に子会社を置

かれている企業の方等、既に進出を果たされている企業の方のご来場も多い印象でした。現地に進出されている

日本企業の方は、是非、デリー（グルガオン）に常駐している佐藤と繋がって頂ければ幸いです。

インド法務に関する我々の強みとしては、10年前にインド駐在を経験して以降、現在も毎月のように渡印して

いる久保の経験値が挙げられます。また、インド現地に日本法の弁護士である佐藤、そして、IPチームの奥・田

中が常駐しており、日々現地の生の情報を共有しています。他の所属弁護士もインド案件はもちろん、現地出張

も経験し、インド法務に関する理解を深めています。

今回は日本にいらっしゃる方々に向けた概括的な内容となりましたが、インド現地法人様向けに、より実践

的・具体的なお話しをさせて頂くことも可能です。個別具体的なケースについてのご相談、また、セミナー等の

講師のご依頼につきましても、お気軽にお問い合わせ下さい。

AW Updates

三菱UFJ銀行主催 グローバル経営支援セミナー登壇の
ご報告

AsiaWise法律事務所代表の久保光太郎、アソシエイトの佐藤賢紀が、三菱UFJ
銀行主催の経営支援セミナーの講師として登壇いたしました。



© AsiaWise Group12

文：松村正悟

去る9月12日、AsiaWise法律事務所代表の久保光太郎弁護士が、経営法友会月例会において「現実味のあるア

ジア・コンプライアンス」と題したセミナーを行いました。本セミナーでは、質疑応答も活発に行われ、セミ

ナー終了後には名刺交換や個別の質問を求めて参加者の方々が久保弁護士のもとに長蛇の列を作るなど、大盛況

でした。ここでは、簡単にではありますが、その内容をご報告いたします。

「コンプライアンス」というと、とにかく全てについて完璧に、100点満点の体制を実現しなければいけない

のではないか、というイメージが付きまとうところですが、この「100点満点を目指すべき」という常識を疑っ

てみよう、というのが本セミナーのコンセプトのひとつです。たとえば「100点満点」を目指そうと、各国にお

ける法律や規制について、本社レベルで網羅的にリサーチして把握しようとすれば、恐ろしいほどに膨大なコス

トがかかることになります。しかも、それほどの時間と費用を投じて出来上がったリストは、次の日から陳腐化

していくのです……。

そこで「現実味のある」コンプライアンス、というコンセプトが極めて重要になります。100点満点を目指し

て結果30点に終わってしまうより、70点を目指すことでうまくいくこともある、というコンセプトです。その

ためには、これまでのコンプライアンスにおける固定観念に、「トップダウン型からボトムアップ型へ」「上か

ら押し付けるのではなく現場目線で」「大上段の法規制から出発するのではなく個別のインシデントから出発す

る」「規制ベースからデータベースへ」といった転換を巻き起こしていくことで、合理的・効率的なコンプライ

アンス体制を構築し、ひいては「コンプライアンス疲れ」のない持続可能性あるコンプライアンスが実現できる

のではないでしょうか。

また、そのためにはデータ/テクノロジーをコンプライアンスに活用すべきとの指摘は、近年のリーガルテッ

ク隆盛の流れにおいて、極めて重要な指摘だと思われます。もはやリーガルテックは契約法務だけではなく、企

業のコンプライアンスの常識をも一変させうるポテンシャルを秘めているものだと認識する必要があるでしょう。

さらに「アジア」においてこそ、「現実味のあるコンプライアンス」が重要だというのが、本セミナーのもう

一つ重要なメッセージです。アジア新興国においては、法規制は必ずしも明確ではないうえに、依拠できるガイ

ドラインも判例も解説書も決して豊富といえません。現地の専門家を頼ろうにも、弁護士がピンキリで信頼に値

する専門家を探すにも一苦労という状況です。おまけに、「アジアの常識は日本の非常識、日本の常識はアジア

の非常識」と言われるほどに、コンプライアンスに対する意識、マインドセットが違う……そんな現実が立ちふ

さがるのです。そのような環境では、「100点満点」のコンプライアンスを目指すことがそもそも困難であり、

だからこそ、「現実味のあるコンプライアンス」というコンセプトは、アジアにおいてこそ重要な意義を持つと

いうわけです。

質疑応答を聞いていると、まさに講師の狙い通り（？）、コンプライアンスに対する固定観念を揺さぶられた

方々もいらっしゃったようです。一方で、「現実味のある」というコンセプトは理解できたけど、具体的には何

をすればいいのか……そんなお悩みの声も聞こえてきそうな雰囲気も感じられました。AsiaWiseは、アジアに進

出する企業の皆様のより良いコンプライアンス体制を実現するため、今後もサポートをしてまいります。ぜひお

気軽にご相談ください。

AW Updates

経営法友会月例会「現実味のあるアジア・コンプライ
アンス」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、経営法友会月例会「現実味のあるア
ジア・コンプライアンス」セミナーにて、講師として登壇いたしました。
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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。


