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はじめに

AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第10号を発刊致しました。第10号のラインナップ
は以下の通りです。

1. インド電子商取引に対する規制強化

本稿では、電子商取引分野におけるFDI規制（小売業に関する外国直接投資規制）を解説した
上で、2018年12月26日付の改定（2019年2月1日施行）について、主な改正点を具体的に適示し
ています。

2. インド・トヨタプリウス訴訟判決から学ぶべき教訓

本稿では、インドのIP分野のエキスパートをゲストに迎え、1996年のWhirlpool訴訟インド最
高裁判決、さらに2017年のトヨタプリウス訴訟インド最高裁判決を解説しています。その上で、
インド進出の際のインドにおける商標出願の重要性と、法的措置をとることが必要になった場
合の戦略についても提案します。

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/news-letter

AsiaWise法律事務所

代表 久保 光太郎
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インド電子商取引に対する規制強化

＜サマリー＞

• 規制緩和のくり返されている小売業に関す

る外国直接投資規制（FDI規制）ですが、

現在もなお様々な制約が課されており、電

子商取引についても、外資規制が設けられ

ています。

• 電子商取引は、商品及びサービスに関する

在庫の所有権の所在をメルクマールとして、

「マーケットプレイス型」と「インベント

リー型」に区分して規制されてきました。

• 本稿では、2018年12月26日付のFDI規制

改定（規制強化）を受け、主な改正点を解

説しています。

1．はじめに

2018年のインドM&A関連のニュースとい

えば、何と言っても米小売業最大手のウォル

マートによる、インドのインターネット通販

最大手フリップカート買収案件でした。イン

ド電子商取引（E-commerce）市場は急成長

中であり、2018年には4.5兆円の市場が2022

年には9兆円規模になると予測されています。

2．現行の規制について

インドの小売業の規制は、きわめて政治的

な問題です。小売業に関する外国直接投資規

制（FDI規制）は、過去10年以上にわたって

順次、規制緩和がなされてきました。それで

も、例えば、総合小売業（複数ブランド小売

業）については、外資の出資比率が51％に制

限されており、出店地域の限定を含む様々な

制約が課されています。

電子商取引についても外資規制が設けられ

ています。小売業規制の抜け穴を防ぐ意味も

あり、総合小売業を電子商取引で実施するこ

とは許されません。FDI規制は電子商取引を

「マーケットプレイス型」と「インベント

リー型」に区分して規制しています。

現行規制においては、商品及びサービスに

関する在庫の所有権の所在がメルクマールと

なります。マーケットプレイスを提供する電

子商取引事業者（「マーケットプレイス事業

者」）は、在庫を所有することが禁止されま

す。

3．新規制について

イ ン ド 政 府 （ 商 工 省産 業 政 策 促 進 局 、

DIPP）は、今般、マーケットプレイス型と

インベントリー型の区別をより徹底するため

に、2018年12月26日付でFDI規制を改定しま

した（Press Note No.2 (2018 Series)）。主な

改正点は以下の通りです。
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マーケットプレイ
ス型

インベントリー型

定義 電子商取引事業者
がデジタル・電子
ネットワーク上に
ITプラットフォー
ムを提供すること
で、売主・買主の
間のファシリテー
タとして活動する
電子商取引

電子商取引事業者
が商品及びサービ
スの在庫を所有し、
顧客に対して直接
販売する電子商取
引

規制 自動認可ルート
（Automatic 
Route）により、
個別の政府承認を
得ることなく外国
直接投資が可能

外国直接投資は承
認されていない



(1) マーケットプレイス事業者は、在庫を所

有することだけでなく在庫に支配を及ぼすこ

とが禁止されます。ある売主の売上げの25％

以上がマーケットプレイス事業者又はそのグ

ループ会社からの仕入れであった場合、当該

マーケットプレイス事業者は、その売主の在

庫に支配を及ぼしているものとみなされます。

(2) マーケットプレイス事業者又はそのグ

ループ会社による資本参加を受けている事業

者は、当該マーケットプレイス事業者のプ

ラットフォームに出品することができません。

(3) マーケットプレイス事業者は、プラット

フォームの運営に際して、特定の業者を優遇

又は格差をつけることが許されず、独立当事

者価格を適用するとともに、公正かつ非差別

的な方法により、契約履行、物流・倉庫、広

告・マーケティング、支払い及びファイナン

ス等のサービスを提供しなければなりません。

(4) マーケットプレイス事業者は、売主に対

し、その商品を当該プラットフォームでのみ

独占的に販売するよう強制してはなりません。

(5) マーケットプレイス事業者は、以上を含

むFDI規制のコンプライアンスについて、監

査人による報告とともに、インド準備銀行

（RBI）に対して証明書を提供することが義

務付けられます。

4. 最後に

本改正は、2019年2月1日から施行されます。

新規制は、ウォルマートが出資するフリップ

カートやアマゾン等のビジネスモデルを念頭

に置いたものと報じられています。もっとも、

その適用対象は大規模事業者に限定されてお

らず、外資企業の出資を受けている小規模事

業者にも影響があることが指摘されています。

他方で、今回の規制強化によりマーケット

プレイス市場の先行事業者による支配的地位

の濫用リスクが摘み取られ、公平公正な市場

が実現した場合には、日系企業にもビジネ

ス・チャンスが出てくる可能性もあると考え

られます。

以 上

4
© AsiaWise Group

インド電子商取引に対する規制強化



© AsiaWise Group

久保 光太郎
AsiaWise Legal Japan 代表
Chair of Legal Practice
弁護士 (日本)
<Career Summary>
米国、インド、シンガポールにおける9年に及ぶ経験をもとに、インド、東南
アジア等のクロスボーダー案件（現地進出・M&A、コンプライアンス、紛争
等）を専門とする。
<Contact>
kotaro.kubo@asiawise.legal
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インド電子商取引に対する規制強化

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



インド・トヨタプリウス訴訟判決から学ぶべき教訓

＜サマリー＞

• インドで商標出願をせずに現地進出する日

本企業は、未だに多くみられます。

• そうした現状を受け、本稿では、

Whirlpool訴訟最高裁判決（1996年）、ト

ヨタプリウス訴訟最高裁判決（2017年）

の要点を解説しています。

• さらに、これら判決を受けて、インド進出

に際するインドでの商標出願の重要性、法

的措置をとることが必要になった場合の戦

略についても提案します。

トヨタ自動車株式会社（以下、「トヨタ」

と言います）は、インドで「プリウス」の商

標出願を検討した2009年、あるインド現地企

業がすでに「プリウス」商標をインド特許庁

に出願していることを知りました。トヨタは

このインド現地企業による「プリウス」商標

の使用を差し止めるために、いわゆるパッシ

ングオフ訴訟を提訴しました。ところが、

2017年12月、インド最高裁は、トヨタに対し

て敗訴の判決を出しました。当時、多くのメ

ディアがこのニュースを大きく取り上げたの

で、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませ

ん。

しかし、インドで商標を出願せずに現地進

出する日本企業は、未だに多くみられます。

こうした現状をみると、プリウス訴訟の教訓

はまだ十分に浸透していないのではないかと

思われます。

本稿は、トヨタプリウス訴訟の最高裁判決

を踏まえ、日本企業がインドにおいて取るべ

き商標戦略のポイントをご説明します。

1．Whirlpool訴訟1996年インド最高裁判決(1) 

中国製の模倣品が入りつつある

2017年のトヨタプリウス訴訟について触れ

る前に、その前提となる1996年のインド最高

裁判決（1996PTC（16）583（SC）（1996

年8月30日判決））を説明します。同判決は、

白物家電メーカーである米国Whirlpool社が、

インドにおいて「Whirlpool」という商標を

登録していた現地企業に対し、パッシングオ

フ訴訟を提訴した案件に関する判決です。

インド最高裁は、Whirlpool訴訟判決にお

いて、外国商標権者がインドでの登録商標を

有しておらず、かつ、外国商標権者が実際に

インドでその商標を使用してビジネスをして

いない場合であっても、外国商標権者のイン

ド未登録商標が国際的名声を有している場合

には、当該商標は保護されるという判断を下

しました。
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パッシングオフ（詐称通用）とは、被告の商品

を原告の商品と偽って通用させる不法行為であり、
通常、不実表示手段として原告の表示が用いられる。
パッシングオフの防止はコモンローに起源を有する。
日本は成文法の国であるため、不正競争防止法が類
似の法律として知られている *1

*1 知財研紀要 vol.20 2011

Whirlpool訴訟のポイント

①Whirlpoolブランドは、国際的名声を有し
ていた

②Whirlpoolブランドは、インドでの広告を
通して、国際的名声がインドマーケットに浸
透（Trans Border Reputation）していた



2．トヨタプリウス訴訟2017年インド最高裁判

決

トヨタは、Whirlpool訴訟判決の枠組みに

沿って、トヨタのプリウスというブランドは

国際的名声を有しており、その国際的名声は

当時からインドマーケットに浸透していたと

主張し、パッシングオフ訴訟を提訴しました。

以下は本件の時系列です。

本件において、最高裁は、トヨタのプリウ

スブランドが国際的名声を得ているという主

張を認めました。しかし、インド現地企業が

プリウス商標を付した自動車部品の販売をイ

ンドで開始したのが2001年であるところ、最

高裁は、2001年時点においてトヨタのプリウ

スブランドがインドにおける名声を得ている

ことが必要であると指摘し、かかる国内にお

ける名声は当時存在していなかったと判断し

ました。こうした判断を受け、トヨタは、

2001年当時からプリウスがインドにおける名

声を得ていたことの証拠として、インターネ

ット上の情報等を提出しました。これに対し

最高裁は、当時のインドでのインターネット

普及率に鑑みると、その名声は限られていた

として、トヨタの主張を退けました。加えて

最高裁は、トヨタの訴訟提起の遅れについて

も指摘しました。
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インド・トヨタプリウス訴訟判決から学ぶべき教訓

トヨタ インド現地企業

1995年
日本：プリウスの
商標権取得

1997年
日本：プリウスの
販売開始

2001年
インド：プリウス
商標を付した自動
車部品の販売開始

2002年

インド：プリウス
の商標を出願（指
定商品→自動車部
品及び付属品）

2006年
インド：プリウス
の商標権取得

2009年

インド：プリウス
の商標出願

デリー高裁（単独
審）にてパッシン
グオフ訴訟を提起

2016年

デリー高裁（単独
審）にて勝訴

デリー高裁（合議
審）にて敗訴

2017年
インド最高裁にて
敗訴

プリウス訴訟のポイント

①プリウスブランドは、国際的名声を有して
いた

②プリウスブランドは、国際的名声がインド
マーケットに浸透していなかった

③トヨタは訴訟提起（権利保護）にも遅れが
あった
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3．日本企業が学ぶべき教訓

以下、日本企業が学ぶべき教訓として3点

を指摘したいと思います。

（1）早期の商標出願

インドマーケットで製品、サービスを販売

する場合、何よりも早期に当該製品、サービ

スについて商標出願をすることが重要です。

自社のブランドを商標制度により保護するこ

とができれば、無用なトラブルや訴訟に巻き

込まれるリスクが低下し、結果的に費用の節

約にもつながります。

（2）迅速な権利行使の検討

前述のプリウス訴訟において、最高裁は、

トヨタによる権利行使の遅れを指摘しました。

訴訟提起が遅れれば遅れるほど、裁判官の心

証としても、それほど重要なブランドではな

いのであろうという心理が働いてしまいます。

インド国内で商標登録をしていない自社ブラ

ンドについて、第三者が使用している事実に

気づいた場合、一刻も早く法的措置をとるこ

とが重要です。

(3) パッシングオフ訴訟の戦略

インド国内で商標登録をしていない自社ブ

ランドについて、第三者が使用している事実

に気づいた場合、パッシングオフ訴訟を提起

することが考えられます。その場合、第三者

による商標の使用開始日を特定し、その使用

開始日よりも前に、自社ブランドが国際的名

声のみならずインド国内においても名声を得

ていたと立証することができるかが、訴訟戦

略上重要です。

以 上

インド・トヨタプリウス訴訟判決から学ぶべき教訓
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執筆者

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

羽鳥 慎也
日本貿易振興機構(JETRO)ニューデリー事務所 知的財産部
弁理士（日本）
<Career Summary>
都内大手特許事務所にて国際商標・意匠案件を多数担当した後、日本弁理士
会によるJETRO海外事務所への弁理士派遣制度を活用し、2017年7月から
JETROニューデリー事務所へ勤務。インド知的財産制度に関する日系企業へ
の支援を行う。
<Contact>
Shinya_Hatori@jetro.go.jp

インド・トヨタプリウス訴訟判決から学ぶべき教訓
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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、藤田美樹（ふじた・みき）弁護士、佐藤賢紀（さと
う・よしのり）弁護士が加入致しました。

藤田 美樹

藤田美樹弁護士は、AsiaWise法律事務所のファウンダー
である久保光太郎弁護士と司法修習の同期（54期）で、
AsiaWise Group加入前は、西村あさひ法律事務所のパー
トナーを務めていました。東南アジア、アフリカを始め
とするクロスボーダーの紛争処理のエキスパートです。

藤田弁護士は、AsiaWise Group加入後は、弁護士業務の
かたわらで、リーガルテクノロジーを用いた法律業務の
効率化のためのサービスを提供する会社立ち上げる予定
です。

佐藤 賢紀

佐藤賢紀弁護士は、2010年の弁護士登録後、都内法律事
務所にて勤務し、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に対応して参りました。クライアント
のアジア各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、アジア新興国のクロスボーダーロイヤーを志す
に至りました。

佐藤賢紀弁護士は、ビザ等の準備が整い次第、AsiaWise 
GroupのインドにおけるメンバーファームであるWadhwa 
Law Officesのデリー・オフィスにて勤務を開始する予定
です。

AsiaWise Groupは、日本とインド双方にメンバーファームがオフィスを構え、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。佐藤賢紀弁
護士の加入により、今後より現地のニーズに即した、きめ細やかなリーガルサービスを
提供して参ります。
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早稲田大学ビジネススクール講義実施のご報告

AsiaWise法律事務所代表弁護士 久保光太郎が、早稲田大学ビジネス
スクールにおいて、Legal Issues in Digital Era（デジタル時代の法律
問題）というタイトルで講義をさせていただきました。

今月（2019年1月）、早稲田大学ビジネス
スクールにおいて、Legal Issues in Digital 
Era（デジタル時代の法律問題）とのタイト
ルで講義を致しました。アメリカ人、中国
人、インド人等、世界各国から集まった留
学生と活発な議論ができ、大変刺激的な時
間でした。

2018年は、AI・ビッグデータ業界にとってターニングポイントの年になりました。これ
までデジタルエコノミーの覇者としてもてはやされてきたFacebook、Googleにおいて、大
規模な個人情報の漏えい、不正利用の事案が相次いで発覚しました。また、プライバシー関
連では、Amazonやイスラエルのベンチャー企業が世に送り出した顔認証技術が当局に防犯
目的で利用されていることについても、懸念の声が上がりました。ビッグデータの活用が進
むに連れて、AIは決して差別やバイアスと無縁ではないことについても認識が広がりまし
た。

そのような中、2018年5月、個人データの保護を大幅に強化するGDPRが施行されました。
EUの規制当局が米国発のIT Giantに対して歯止めを掛ける構図です。テクノロジー分野で
は規制のグローバライゼーションというべき現象が生じています。もっとも、テクノロジー
分野の法規制はどうしても後追いにならざるを得ません。GDPRについて見ても、ビッグ
データ時代の個人情報の保護範囲の問題やブロックチェーンの取扱いを始め、多くの問題が
山積しています。

以上のような事実認識をもとに、デジタ
ル時代における法律のあり方について学生
たちと議論致しました。日進月歩のテクノ
ロジーにあわせたルールメイキングはいか
にして可能となるでしょうか。企業自身が
主体的にソフトローを含め、ルールメイキ
ングに関わっていくことも重要でしょう。
また、ユーザ（消費者）が声を上げていく
ことでルールが作られることもあるかもし
れません。

世界は今まさにテクノロジーによって大きく変わり続けています。クロスボーダーの
リーガル問題もダイナミックに変化しつつあります。その中でAsiaWise Groupはアジアの
リーガル・インダストリーのパイオニアでありたいと願っています。私自身、今年は昨年
以上に積極的にテクノロジー分野の問題について発信してまいりますので、よろしくお願
い致します。
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