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日本のスタートアップ業界×インド進出
近年、日本のスタートアップ業界は盛り上がり

活況になったとはいえ、まだその数や規模にお

を見せており、メルカリが時価総額約7000億円で

いて米国や中国には及ばない日本のスタートアッ

上場したことは記憶に新しいところです。メルカ

プとして、インドへの「進出」は、まずは前者の

リ程ではないとしても、時価総額100億円を超える

市場開拓という意味で、そしてスケールアップ後

IPOの事例も見受けられます。そんな活況を見せる

は後者のイノベーション創出という意味でも、戦

スタートアップ業界ですが、その多くは、大なり

略的に取りうる手段の1つとなるのではないでしょ

小なり、最新デジタル技術を駆使したサービスを

うか。

提供するものであり、スタートアップの事業戦略

スタートアップ戦略に必要不可欠な知財の観点

に、知財戦略は必要不可欠なものとなっています。

から、この可能性について、日本のスタートアッ

他方で、既に世界的な先進企業となったビッグ

プ知財戦略に造詣が深いIPTech特許業務法人の湯

カンパニーが、こぞって進出を行っている国があ

浅竜（ゆあさ・りゅう）氏と、インドの特許実務

ります。インドです。この「進出」という言葉に

やスタートアップに明るいAsiaWise GroupのIP

は2つの意味があります。1つは、シンプルに13億

チームChairでインド在住の奥啓徳（おく・よしの

人というその巨大市場を目指しての進出です。も

り）が対談を行いました。モデレータは、

う1つは、インドの高度なIT人材とともに世界的イ

AsiaWise法律事務所所属でData/AI分野の法律問題

ノベーションを生み出すための進出で、インドの

に精通している渡邊満久（わたなべ・みつひさ）

中でも、特に「インドのシリコンバレー」とも呼

弁護士が務めました

ばれるBengaluru（バンガロール）には、Google
やMicrosoftといった超巨大ITテクノロジー企業の
R&Dなどが多数存在しています。
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はじめに

他方で商標に関しては、東南アジア、インド
において、出願数が増加しています*1 。商
標は気楽に出せるのに特許出願は出していな
いということについて、何か理由があるので
しょうか。

渡邊： 本日は宜しくお願い致します。この対談の
テーマは事前にお話ししたとおりですが、今
回は、日本のスタートアップの現状やインド
進出のメリットなどについてお話し頂きたい
と思います。まずは、湯浅さんと奥さん、そ
れぞれ自己紹介をお願い致します。

奥 ： ご質問にご質問で返してしまい恐縮なのです
が、J-Startup各社も海外にはあまり出願し
ていない状況なのでしょうか。J-Startupは
JETROが支援しているため、海外出願を行い
やすい環境にあると思っています。

湯浅： IPTech特許業務法人の副所長兼COOをして
おります、弁理士の湯浅です。
弊社（IPTech特許業務法人）は、IT企業知
財部員やITエンジニア出身者を中心として構
成された特許事務所になります。クライアン
トの多くは国内IT・スタートアップ企業にな
り、現在では累計250社以上のお客様の知財
戦略及び知財出願をサポートさせて頂いてお
ります。

湯浅： J-Startupには色々な会社が含まれますので、
指標としては評価額の高いスタートアップを
基準に見ていく方がいいと考えています。
奥 ： なるほど。では、湯浅さんのご質問に回答す
る前提として、日本企業のインドへの出願件
数についてまずお話しします。日本企業は、
2017年時点で、インドへの出願をまだ
45,444 件しか行っていません。大手企業も
含めて、インドで出願する意義を十分把握さ
れていないのだと思います。

奥 ： AsisaWiseのIPチームChairをしております
奥です。弊所は、日本人、インド人、シンガ
ポール人のIPプロフェッショナルが対等の立
場のワンチームとなったプロフェッショナ
ル・ファームです。特にインドに注力してお
り、インドに知財出願をするお客様の出願サ
ポートや、インドでの知財訴訟のサポートを
させていただいております。私自身はインド
に5年以上駐在しておりまして、日々、日系
企業のインドでの知財実務に携わっておりま
す。

湯浅： 少し疑問があるので宜しいですか。特許は、
市場規模と相対的に価値が上がる性質がある
と思っています。市場規模の小さい国での１
件も、大きい国の１件も特許取得コストはほ
とんど同じです。一方で、特許の貢献度は市
場規模に合わせて相対的に変わるもので、市
場規模が大きければ大きい程、特許の価値も
上がっていきます。そうであれば、成長目覚
ましいインド市場にも出願する方が、コスパ
がいいと思うのです。特にインドは、英文で
の出願が可能です。米国に出願しているとす
れば、その英文明細書を、そのままインドに
提出してもいいのではないかと思いました。
むしろ日本に出願するよりコスパが良さそう
に思います。

日本のスタートアップと日本
企業のインドに対する出願
渡邊： 日本のスタートアップの、海外に対する知財
戦略の現状を教えて頂けますか。
湯浅： 日本のスタートアップで今勢いがあるものは、
ライフサイエンス系かITイノベーション系で
す。このうち、ライフサイエンス系は、海外
に対しても特許出願している企業が散見され
ます。しかし、ITイノベーション系の企業は、
米国、中国、欧州のいずれについても、あま
り出願できていません。但し、インドとなる
と、どのような業種であれ、全く出願してい
ないのが現状だと思います。

奥 ： それは面白い視点ですね。特許の価値という
のはどのように算定するのでしょうか。例え
ば、マーケットの大きさと特許のエンフォー
スメントをかけあわせて算定するとか、何か
定まった考え方はあるのでしょうか。あとは、
リーガルコストがどの程度必要であるかと
いった要素も考える必要があるのか等、気に
なりますね。
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湯浅： 例えば、特許侵害の場合の損害賠償額は、売
上に比例しますよね。市場が大きければ売上
も大きくなりますので、その特許の価値も高
くなりそうではないですか。インド市場は、
審査期間、将来的なマーケット規模、知財制
度も今後順次整っていくのではないかと思っ
ているので、今のうちに出願しておけば非常
に面白いと思うのですが。

改正により特許制度が始まったと評価するこ
とも可能です。そのように考えると、特許制
度に関して実質15年程度の歴史しかない国で
あるにもかかわらず、特許出願数の伸びはす
さまじいといえます。過去20年間の特許出願
数増加ランキングを作成すると、中国に次い
で、インドは第3位です。日本企業はその波
に乗り遅れているとの評価もあります。にも
かかわらず、日本企業がインドで特許を出願
しない理由というのは、実はよく分からない
というのが正直なところです。それは僕自身
の責任かもしれないけど、うまく日本企業に
説明しきれていないのかもしれませんね。

奥 ： 少し比較の視点を出してみます。東南アジア
は、エンフォースメントができていません。
これに対して、インドの裁判所は機能してお
り、エンフォースメントが働いているのです
が、このことを日本企業の皆さんは把握して
いないのかもしれません。
先ほどのお話しを踏まえると、エンフォース
メントの点をかけあわせて、インドは特に特
許の価値が高いということが言えますよね。
しかし日本企業では、東南アジアとインドだ
けではなく、中東、アフリカをもひとまとめ
に把握することで、特許の価値が適正に見積
もられていない可能性があります。
また、インドについては、医薬品の物質特許
が認められるようになった2005年の特許法

湯浅： なるほど。日本企業の特許出願が進まない理
由という最初の僕の疑問との関係で少し整理
してみます。インド市場においては、エン
フォースメントが機能しており、また13億の
マーケットが魅力的であるのは事実ですと。
しかし、インドの知財が具体的にどのように
機能するのかという点について、中長期的な
イメージが湧いていない。おそらくこれが理
由で、日本企業は要するに腹落ちしていない
ということなのかな、と思いました。

日本のスタートアップは、
インドで知財戦略を採るべき
湯浅： これまでのお話で、日本の大企業は、インド
において特許権出願・取得を行っていないと
いうことが分かりました。そのような状況で、
日本のスタートアップが出願して、大企業に
勝つという戦略はあり得るのでしょうか。
奥 ： 日本の大企業ですら出願していないのに、ス
タートアップに何ができるのかということを
疑問に思われる方が多いかもしれません。で
も逆にいれば、大企業ができていないからこ
そ、スタートアップにチャンスがあるという
視点があるように思います。その意味では、
そもそも日本のスタートアップがインドに来
なければならない理由があるかどうかが、ま
ず問われるかもしれませんね。
湯浅： マーケットが大きいところに行きましょう、
しかも日本の大企業は出願していませんとい
うことではないでしょうか。
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なぜなら、そもそも中国には、すでに200も
のスタートアップユニコーンがあって、独占
（ドミナント）されている領域が多いわけで
す。しかしインドは、まだその域ではないた
め、日本のスタートアップが独占できる可能
性が残されている。さらに、中国は中国語と
いう言葉の壁がありますが、インドは英語で
大丈夫です。
こうした現状、将来性から、日本のスタート
アップは、インドに来てビジネスをやるべき
で、そのために特許等の知財戦略が必要であ
ると考えています。

奥 ： もちろんそれもありますが、少し違うお話も
しておきたいと思います。インドがスタート
アップ大国だということもあまり知られてい
ない現状がありますので、日本よりもインド
の方がスケールしやすいということを、日本
のスタートアップの皆さんに知ってもらいた
いと思います。
インドがスタートアップ大国となった背景に
は、いろいろな理由があります。まずはマー
ケットの大きさが1つです。ただ、それだけ
ではなく、事業環境が英語であったり、イン
ドと米国といった英語圏のつながりがあった
りということも理由として挙げられるんです。
例えば、OLA（オーラ）というライドシェア
のインドのスタートアップユニコーンは、イ
ンドから英語圏である豪州、英国のマーケッ
トに飛び出てスケールアップしています。日
本のスタートアップも日本語のインターフェ
イスを抜け出して、早い段階からインドでイ
ノベーションを起こし、グローバルを目指す
という戦略もあるのではないかと思います。

インドにおける特許出願手続
渡邊： とても盛り上がってきたところなのですが、
インドでの特許出願手続について伺えますか。
湯浅： 明細書のクオリティなど、どこの国際系事務
所に頼んでも同じなのかどうかも気になりま
す。
奥 ： インドも特許制度自体は日本とそんな変わり
ません（笑）。ただ、インドの特許庁は明細
書のクレーム（特許請求の範囲）の書き方な
どで細かいところにこだわったりすることも
あります。インドの特許庁には特許審査ガイ
ドラインがあるので、それを理解している代
理人を使うといいとは思いますが、それ程特
殊なことはないと思います。

湯浅： それは面白い視点ですね。
奥 ： はい。スタートアップユニコーンの数を比較
すると、中国：206、米国：203、インド21、
英国：13だそうです。米国は、きちんとした
イノベーションがあればユニコーンになれる
と思います。
中国とインドはどうかというと、人口がとに
かく多いので、特に、スタートアップの製品
がアプリ等のソフトウエアであれば、一気に
拡散し得る。つまり、ITビジネスがスケール
アップしやすいという事実が、この両国には
あるのではないかと思います。
では、どうして中国にはインドの約10倍のス
タートアップがあるのか。いくつか要因はあ
るでしょうが、単純に始まったのが早かった
ということがあると思います。インドに来た
方は皆さん、中国の10年前みたいだねとおっ
しゃいます。つまり、10年後のインドのユニ
コーンの数が200以上になる可能性も十分あ
るということです。
ひるがえって、日本のスタートアップが、今、
中国とインドのどちらに行くべきであるかと
いうと、それはインドで間違いありません。

湯浅： 権利化までのスピード感やスケジュール感は
どうでしょうか。スタートアップ企業は事業
のライフサイクルが早いので、気になるとこ
ろです。
奥 ： スピード感という意味では、インドはこれま
で特許をとるのに5年とか10年とかかってい
たのですが、それを早くすることができるよ
うになりました。というのも、インド政府が、
PPH（特許審査ハイウェイ）という制度を世
界の中で日本とのみ締結することに合意した
からです。この合意により、日本企業は、他
国企業に比べて例外的に早期に審査してもら
えることになりました。PPHを使えば、特許
の権利化の期間が、審査請求から約1年とな
ることが期待されています 。*2日本企業は
これを使わない手はないと思います。
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湯浅： 権利化まで約１年ですか。そうなると日本で
の権利化スピードとあまり変わりませんね。
スタートアップの事業サイクルに沿った期間
になると思います。とても魅力的に感じます。
ぜひ、私も自社のクライアントに提案してい
きたいですね。

奥 ： もうひとつ朗報がありまして、インド政府は、
スタートアップインディアというプログラム
を始めたんです。これはスタートアップ向け
の特許早期審査プログラムを含んでいて、ス
タートアップ企業の定義にあてはまれば、早
期審査をしてもらえます。2018年のインド
商工省の報告によると、審査請求から登録ま
で113日間とのデータもあります。日本のス
タートアップも、このプログラムを是非利用
してもらいたいと思っています。
湯浅： 最後にもう1点。PCT、US出願をしており、
翻訳文が存在している中で、その内容のまま
インドにもファミリー出願をしようとした場
合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

ということは、日本のスタートアップは、逆
張りで、インドでの権利化を行うことで大き
な市場を獲得できる可能性がある。しかも、
米国出願が決まっていて、翻訳文もあれば米
国の半額の追加支出で2つの権利を取得でき
る。これは大変魅力的なことであると思いま
した。

奥 ： 案件によって費用は全然違うので、具体的な
金額をお伝えするのは難しいですが、インド
は他国と比べてそれほど高いということはな
いと思います。1件あたり、中間、ヒアリン
グを込みで考えると40万～70万円くらいだ
と思います。東南アジアや中国と比べると、
インドは英語出願が可能なので、翻訳費用が
かからないという事情があり、米国の半分く
らいの金額のイメージだと思います。

奥 ： まずは、日本のスタートアップの方々に、
もっとインドに来て頂きたいですね。特に、
「インドのシリコンバレー」と呼ばれるバン
ガロールには是非来て頂きたいと思います。
インドのスタートアップがどんどんユニコー
ンになっている状況を見て頂けると、日本の
スタートアップの方々もよい刺激を受けられ
ると思います。

湯浅： リーズナブルですね。スタートアップにとっ
ても検討可能な金額ですね。

渡邊： 最後に本日のまとめを頂きたいと思います。

湯浅： 今日お話ししていて、インドの方がスケール
しやすいというのは、面白い視点だと思いま
した。日本のスタートアップにもそのことを
もっと知ってほしいですね。それをサポート
する我々の役割も大きいことを再認識しまし
た。

湯浅： インドはマーケットが非常に魅力的です。加
えて、PPHも開始しそうとのことであり、近
い将来で魅力的な知財制度に変貌しそうであ
ると思いました。しかし、魅力的であるにも
かかわらず、日本の大企業はインドでの権利
化に二の足を踏んでいる。

渡邊： 湯浅さんのおっしゃるとおり、スケールの点
については、日本のスタートアップがインド
進出すべきであるという議論の端緒になり得
るものとして大変興味深く聞いておりました。
続編も企画できればと思いますので、宜しく
お願い致します。

はい、そうですね。

最後に
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*1
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/90ab1fa85fbe4301.html?fbclid=IwAR0bdKyRJuDFZMx
ci_AvaaeX1CkF-OwMMSyZdndz-NLiVpDpXJApjsSr_Uo
*2
PPHの詳細については、AW Letter vol.6をご参照下さい。https://www.asiawise.legal/news-letter

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

湯浅 竜
IPTech特許業務法人 副所長兼COO
株式会社テック・コンシリエ顧問
弁理士 (日本)
<Career Summary>
株式会社TechnoProducerを経て、株式会社ドワンゴ知的財産セクションのセ
クションマネジャーを務めたのち、現職に至る。東京理科大学非常勤講師
（知的財産・企業分析論）や情報セキュリティ大学院大学などでの講演活動、
日本知財学会等での執筆活動にも積極的に携わる。専門はスタートアップ、IT
の知財戦略、コンサルティング。愛読書はサミュエル・スマイルズ著『自助
論』
<Contact>
info@iptech.jp
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AsiaWise Legal Japan アソシエイト
弁護士（日本）
<Career Summary>
弁護士登録後、企業を当事者とする紛争解決、M&Aを含む企業法務全般を強
みとする国内法律事務所及び外資系法律事務所にて勤務。訴訟・仮差押え・
仮処分等の裁判業務、税務紛争、M&A、債権法・会社法・労働法・消費者関
連法等企業法務全般の経験を有する。
一方で、近時は、個人データに限らずデータ全般を利用したビジネス･プロ
ジェクト組成、AI利用に係る法的問題点の解決、クロスボーダーでのデータ
利活用等について、課題解決に取り組む。
<Contact>
mitsuhisa.watanabe@asiawise.legal
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インド知的財産審判部の最近の動向
著作権の技術委員に至っては、IPAB開始時か
ら一度も指名されていません。副委員長は5年
間、特許の技術委員は3年間空席となっていま
す。その結果、IPABの各分野において、未処
理件数が積み上がっています。

インド知的財産審判部(IPAB)
の最近の動向
インド知的財産審判部（IPAB）は、特許や
商標等の登録局の決定に対する不服申立を審
理するため、2003年に設立されました。しか
し、長期に渡って多くの職位が空席のままと
なっており、デリー高裁において、知的財産
紛争の裁定に対して機能不全に陥っていると
指摘されています。その際、どの職位がどの
程度の空席なのかが明らかになったのですが、
状況としては、以下のとおりです。

（2019年5月23日時点）

（2019年5月23日時点）
職位

空席状況
19/03/2006～28/11/2006

委員長

分野

未処理件数

商標

2626

特許

617

地理的表示

1

著作権

691

合計

3935

合計4000件近い未処理案件があり、その約3
分の2は商標となっております。この現状に対
し、デリー高裁は、インド憲法21条で保証さ
れた司法にアクセスする権利に違反するもの
だと述べています。

11/08/2010～08/05/2011
09/08/2013～28/08/2013
14/05/2016～31/12/2017
15/03/2005～26/02/2006

副委員長

デリー高裁からの提案

20/03/2008～21/06/2009
22/06/2014～現在

このように、多くの技術委員のポストが空席、
未処理案件が積み上がっているというのが、
IPABの現状です。こうした状況に鑑みて、デ
リー高裁は、IPABに対していくつかの提案を
しました。

21/02/2004～05/02/2006
技術委員（商標）

06/02/2011～01/01/2012
01/12/2013～04/12/2013
05/12/2018～現在

技術委員（特許）
技術委員（著作権）

1. 一時的な技術委員として専門家を採用する
法廷の機能の停滞を避けるため、法律で定
められた技術委員が指名されるまでの間、
一時的な技術委員として専門家を採用する
ことを提案しました。

03/12/2010～03/05/2011

04/05/2016～現在
IPAB開始時～現在

2. IPABの委員長と技術委員（植物品種保
護）が緊急案件を担当する
他の技術委員の空席が埋められるまでの間、
IPABの委員長と技術委員（植物品種保
護）が、特許、商標、及び著作権に関して
緊急案件の担当をして良いとし、

2019年5月23日時点において、副委員長、
商標・特許・著作権の技術委員がそれぞれ空
席となっており、委員長と植物品種保護の技
術委員しか在籍していません。
8
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インド知的財産審判部の最近の動向
1. この間に出された命令については、本来
の担当者が居なかったという理由で無効に
されないとしました。

できる手続きに持ち込むことが、早期解決に
つながるといえます。例えば裁判所に係属中
でない場合、無効審判をIPABと商標庁のどち
らにも持ち込むことができます。比較的早期
の処理が期待できる商標庁を活用することを
お勧めします。

3. 科学アドバイザーの意見を取り入れる
植物品種保護の技術委員がなんらかの理由
で担当できない場合には、IPABの委員長
が緊急案件に対応し、その際は科学アドバ
イザーの意見を取り上げても良いとしまし
た。ここでいう科学アドバイザーについて
は、2019年9月6日にリストが公開されて
います。化学及び関連する科学に15名、
バイオテクノロジー及びマイクロバイオロ
ジーに8名、機械及び関連する分野に4名、
電気電子関連分野に10名と、合計37名の
名前が挙がっています。

IPABに持ち込まれた際には、デリー高裁の
提案に基づき、早期処理を求める
現在技術委員がほとんどいないために未処
理案件が蓄積されているIPABですが、上述の
とおり、未処理案件に対しては問題意識を抱
いています。そのため、委員長、植物品種保
護の技術委員、科学アドバイザーといった現
在利用可能なリソースを活用して、未処理案
件に対処していく姿勢が見られます。

これらの提案に基づいて、IPABが未処理案
件を減少させることが期待されています。

現にデリー高裁からの提案が出ているので、
IPABにおける案件の早期処理が必要となった
場合には、デリー高裁からの提案を最大限活
用しながら、IPABに対し、根気よくリマイン
ダーを送っていくことが大事ではないかと考
えます。

日本企業への提案
こうしたIPABの現状を踏まえて、日本企業
に対しては、以下の3点を提案したいと思いま
す。
1. 登録庁での手続きを活用してIPABを避け
る

IPABの今後の動向について注意深く観察す
る

2. IPABに持ち込まれた際には、デリー高裁
の提案に基づき、早期処理を求める

今回紹介した資料の多くは、2019年7月8日
に出されたデリー高裁の判決に基づくもので
す。今後、デリー高裁の提案に基づいて、
IPABは大きく変わっていくと考えられます。
技術委員の指名、一時的な技術委員とともに
未処理案件が処理される、といったことが期
待されます。しかしながら、2019年9月21日
にIPABの委員長が任期を満了して現在委員長
の席も空席となったため、更に状況は不透明
になっております。今後の動向について注意
深く観察し、何か活用できることがあれば活
用していくことが重要なのではないでしょう
か。

3. IPABの今後の動向について注意深く観察
する

登録庁での手続きを活用してIPABを避ける
デリー高裁からの提案があっても、現時点
で4000件近い未処理案件があることを考える
と、すぐに状況が改善するとは考え難いです。
つまり今後も、IPABでの案件の処理には時間
がかかると考えられます。
そのため、今、早期解決を求める案件を
IPABに提起するのは、得策とは言えません。
商標案件であれば、可能な限り商標庁が担当
9
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