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はじめに

AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第14号を発刊致しました。第14号のラインナップ
は以下の通りです。

1. インドにおける新時代の個人情報保護法制の概要

個人情報の保護と利用について、世界的に感心が高まっています。本稿では、2018年8月にイ
ンドにおいて公表された個人データ保護法案（新法案）について、主要ポイントを解説してい
きます。

2. シンガポール修正実体審査（「外国ルート」）の廃止

特許法の改正により、シンガポールの特許審査制度は、大きな変化のタイミングにあります。
本稿では、現地の特許制度に精通したプロフェッショナルが、「外国ルート」の廃止とその影
響を解説しつつ、日本企業へのアドバイスを提案いたします。

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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インドにおける新時代の個人情報保護法制の概要

＜サマリー＞

• 個人情報の保護と利用について新たなルー

ルの必要性が議論されるなか、2018年8月、

インドにおいて、個人データ保護法案（新

法案）が公表されました

• 本稿では、新法案の主要ポイントについて、

規制対象となる個人情報の範囲、適用対象

（日本企業への適用の有無）、データ主体

の同意取得に際し要求される事項、施行時

期の側面から解説いたします

1．はじめに

2018年5月、EUにおいて、一般データ保護

規則（General Data Protection Rules、通称

GDPR。）が施行されました。“GAFA”と総

称されるデジタル・プラットフォーマー企業

による個人情報の収集にスポットライトが当

たり、個人情報の保護と利用をめぐって新た

なルールの必要性が議論されています。

インドにおいても、2017年11月、インド個

人データ保護体制に関する白書（the White

Paper on Data Protection framework for India。

以下、「白書」といいます。）が公表され、

次いで2018年8月には、白書をもとに個人

デ ー タ 保 護 法 案 （ the Personal Data

Protection Bill, 2018。以下、「新法案」と言

います。）が公表されました。

本稿では、インドにおいて個人情報を収集、

利用する可能性のある日系企業の皆様にとっ

ても要注意となる、新法案の主要ポイントに

ついてご説明致します。

２．規制対象となる個人情報の範囲 Personal

dataとSensitive personal dataの二段階構造

新法案では、いわゆる個人情報について、

「個人データ」（Personal data）と「センシ

テ ィ ブ 個 人 デ ー タ 」 （ Sensitive personal

data）との二段階に分けて規定しています。

さらに踏み込んで見てみると、「個人デー

タ」については「個人に関する特性、属性等

当該個人を直接的又は間接的に識別し得る情

報」と包括的に定義する一方、「センシティ

ブ個人データ」については、「パスワード」、

「金融に関する情報（financial data）」、

「生体認証情報（biometric data）」等、限定

的に列挙しています。「センシティブ個人

データ」は、明示的な同意がなければ取得で

きない等の規制に服するなど、通常の個人

データよりも厳しい制約を受けるため、注意

が必要です。

「個人データ」を包括的に定義した理由と

して、白書では、データ・サイエンスの発展

により、データを「個人を識別可能／識別不

能」の二分法で捉えることが難しくなってお

り、個人の識別可能性は、むしろ、識別可能

な程度に複数のデータを保有しているかどう

かにかかっている、との問題意識が提示され

ています。したがって、いわゆるIPアドレス

などのオンライン識別子など、これまでは個

人情報と認識されてこなかったデータについ

ても、「個人データ」として、規制対象とな

ることになります。

なお、インド政府により別途「重要個人

データ」（Critical Personal Data）とカテゴ

ライズされる個人情報については、新法案に

おいてインド国内のサーバでの保管を義務付

け、インド国外への移転を禁止する規定が定

められました。
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このように、新法案において「個人データ」

のローカライゼーション規定が新設されたこ

とは、特に注目すべきポイントです。

３．適用対象について ～日系企業も適用対

象となるのか？

新法案は、インド国内での「個人データ」

取得等について、インドの法令に基づいて設

立された会社やインド市民等が「個人デー

タ」を取得する場合には、データ主体（本

人）の所在、国籍等に関係なく適用されます。

また、以下の場合には、「個人データ」の取

得ないし処理がインド領域内で行われていな

い場合であっても、新法案が適用されます。

・データ受託者ないしデータ処理者におい

て、インド国内のビジネス、インド領域内に

存するデータ主体に対する商品、又は役務の

提供に関連して、「個人データ」が処理され

るとき

・データ受託者ないしデータ処理者におい

て、インド領域内に存するデータ主体の記録

（profiling）を伴う活動が行われるとき

したがって、日本に所在する日本企業が、

電子商取引等のインターネット関連のビジネ

ス活動を行い、当該ビジネス活動を通じてイ

ンド国内の「個人データ」を取得する場合で

も、新法案を遵守する必要が生じます。

４．データ主体の同意取得に際して要求され

る事項

新法案では、「個人データ」を提供する個

人（本人）を「データ主体」（Data 

principal）、提供を受ける「個人データ」の

利用目的及び方法を決定する者を「データ受

託者」（Data fiduciary）、提供を受けた「個

人データ」を、データ受託者に代わって実際

に処理する者（ただし、データ受託者の従業

員を除く。）を「データ処理者」（Data 

processor）と呼称しています。

その上で、データ受託者において、データ

主体からの同意取得に際して遵守されるべき

5つの原則が打ち出されています。具体的に

は、以下のとおりです。

（１）同意が、強制、虚偽表示等によって引

き起こされたものでないこと（自由意思に基

づく同意）

（２）データ受託者より、取得された「個人

データ」の利用目的やセキュリティに関する

情報等が、データ主体に通知されていること

（前提条件の通知）

（３）個人データを提供する・しないの決定

が、個別の利用目的との関係で、データ主体

において選択可能であること（同意の特定・

選択可能性）

（４）データ主体による同意が与えられたこ

とが、状況に応じて明確に読み取れなければ

ならないこと（同意の明確性）

（５）一度与えられた同意も、容易に撤回可

能であること（同意の撤回可能性）

白書では、データ受託者の通知からデータ

主体による同意の提供までのモデルフォーム

が、後に規制当局より示されるべきであると

述べられています。
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５．施行時期について

新法案は、議会の審議を経て、法案成立か

ら12ヶ月以内に施行日を定める旨規定されて

います。しかし、本法案が定める全ての規定

が直ちに同時に施行されるものではなく、段

階的に施行されることが予定されています。

新法案によれば、個人情報保護に関する規制

当局となるインド情報保護当局（Data 

Protection Authority of India）が施行日から

3ヶ月以内に設立されます。インド情報保護

当局は、新法案に定める個人情報の取得の際

の通知等につき、施行日から12ヶ月以内に実

施指針を提供することとされています。また、

データ・ローカライゼーションに関する規定

を除き、データ受託者等の法令上の義務は施

行日から18ヶ月後に生じるものと定められて

おり、この期限内に、新法案を踏まえた企業

内体制を整えておく必要があります。逆に言

えば、データ・ローカライゼーションに関し

ては、より早期に施行される可能性がありま

す。

なお、新法案とは別に、Digital 

Information Security in Healthcare Act, 2018

（通称DISHA）の法案も並行して議論されて

いるところ、同法案と新法案との間に規定の

重複が見られるため、両法案が議会承認され

る前に大幅な内容変更等が行われる可能性が

残っております。

６．まとめ

本稿では、新法案における大まかなポイン

トをお伝えしました。今後は、新法案におけ

る具体的な規制や、特に日本企業において注

意すべき「個人データ」の域外移転、デー

タ・ローカライゼーションに関する規定につ

いても解説の機会を設けたいと思います。

以 上
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シンガポール修正実体審査（「外国ルート」）の廃止

＜サマリー＞

• シンガポールの特許審査制度は、2020年1

月1日に「外国ルート」が廃止されるとい

う、大きな変化のタイミングを迎えようと

しています

• 「外国ルート」とは、外国の特許審査結果

に依拠した特許審査（実体審査なし）です

が、日本企業の多くは、この「外国ルー

ト」が存在することの恩恵を受けてきまし

た

• 本稿では、「外国ルート」の廃止にあたり

日本企業が直面する課題を解説しつつ、3

つのアドバイスを提案しています

1．シンガポールにおける「特許審査制度」の

歴史

シンガポールで最初の特許制度は、独立以

前の1937年英国特許法と言われています。い

わゆる「再登録制度」が採用されており、シ

ンガポールでの保護を得るためには、まず英

国で特許を取得し、3年以内にシンガポール

で再登録する必要がありました。1965年にシ

ンガポールが独立した後も、この「再登録制

度」は継続されました。

その後、「自己査定方式」、「肯定的な結

果に基づく特許付与制度」を経ていきますが、

シンガポールは独立以来も一貫して、何らか

の形で外国の特許審査結果に依拠し、自ら新

規性や進歩性の判断を行わない修正実体審査

（「外国ルート」）を維持してきました。

しかしシンガポール政府は、2014年、シン

ガポールIPハブ構想を発表し、2020年1月に

上記「外国ルート」を廃止することを発表し

ました。これはシンガポールIPハブ構想の柱

の一つである、「良質なIP出願のハブ」の流

れに沿うものです。このための準備として、

シンガポール特許庁（IPOS）では、自国で

約100人の審査官を採用しました。新規採用

審査官の90%は、博士号を有しています。加

えて、日本の特許庁から派遣された上級審査

官が、新規採用審査官の指導にあたっていま

す。

© AsiaWise Group

FIG.1: 「外国ルート」図解
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2．日本企業がおかれる環境と課題

これまで、日本企業の多くは、シンガポー

ル以外の国にも特許出願をしている関係で、

対応外国出願での特許査定がある「外国ルー

ト」の恩恵を受けてきました。そのため、

「外国ルート」が廃止され利用できなくなる

2020年1月1日以降については、これら恩恵を

受けていた企業は、代替案を検討する必要が

あります。

「外国ルート」が廃止される案件の詳細に

ついては、FIG4をご覧ください。
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FIG.2: 「外国ルート」のメリット、デメリット

FIG.3: シンガポールIPハブ構想概略

メリット デメリット

実体審査の費用（S＄1950）がかからな
い

外国の特許査定を待つ必要がある

方式審査のみで特許性に関する拒絶の
リスクがなく高い確率で特許が取得で
きる

外国の請求項に合わせる必要がある

登録官による方式審査のみで審査官を
経由しないので、早期に特許が取得で
きる

翻訳文の提出を求められることがある

シンガポール修正実体審査（「外国ルート」）の廃止



「外国ルート」が廃止されると国内での実

体審査を受けざるを得ませんが、その際に日

本企業は、以下の3つの課題に直面すること

が考えられます。

（1）特許権利化までにかかる費用の増大

（2）特許権利化までにかかる期間の長期化

（3）現地特許事務所のサービス品質のばら

つき

（1）費用の増大

必須となる実体審査の審査請求の際に、庁

費用（S$1950）が発生します。新規性や進歩

性等についての庁通知に対して庁応答も必要

となるため、対応する特許事務所の費用も発

生することが考えられます。これら費用は「

外国ルート」では不要でだったため、全体と

してのコスト増大が考えられます。

（2）期間の長期化

「外国ルート」で実体審査がない場合には、

登録官による方式審査のみで審査官を経由し

ないため、早期に特許権利化が可能でした。

しかし実体審査が必須になると、シンガポー

ルの特許庁において審査官が実体審査をする

期間に加えて、現地代理人を介して出願人と

やりとりする庁応答をする期間も考慮する必

要がありますので、全体として特許権利化ま

での期間の長期化が考えられます。

（3）現地特許事務所のサービス品質のばらつ

き

「外国ルート」では現地特許事務所の主な

仕事は期限管理と適切な書式の書面を用意す

るのみで、各特許事務所のサービス品質のば

らつきはそれほど多くありませんでした。し

かしながら、実体審査が必須となる場合、明

細書の内容を読み込んで適切に対応する必要

があります。対応外国出願がある場合でも必

ずしも審査基準が同じわけではないので、技

術内容への理解とシンガポールでの中間処理

の経験が必要となります。そのため、これま

でより各特許事務所のサービス品質のばらつ

きが大きくなると考えられます。

3．日本企業に対するアドバイス

以上のように、日本企業がおかれる環境と

課題を鑑みて、以下の3つのアドバイスを提

案したいと思います。

© AsiaWise Group9

FIG.4：「外国ルート」の廃止の対象となる案件

出願の種類 対象となる案件

直接出願（パリルート含む） 出願日が2020年1月1日以降である出願

PCT国内段階以降 国際出願日が2020年1月1日以降である出願

分割出願 提出日が2020年1月1日以降である出願

シンガポール修正実体審査（「外国ルート」）の廃止
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（1）できる限り外国ルート廃止前に手続きを

行う

「外国ルート」が廃止されるまでに、まだ

半年以上あります。「外国ルート」を活用し

たい場合であって、出願日の調整が可能なの

であれば、2019年12月までにシンガポール出

願、PCT国際出願、分割出願を行っておくこ

とをお勧めします。

（2）グローバル特許審査ハイウェイ（PPH）

の活用

「外国ルート」は廃止されることになりま

すが、対応外国出願での審査結果が完全に利

用できなくなるわけではありません。他国特

許庁での調査結果やPCT出願における国際調

査報告に基づいて、シンガポールでの実体審

査を請求することは可能です。また、シンガ

ポールはグローバルPPHに参加しているため、

他のグローバルPPHに参加している特許庁の

審査で特許可能と判断された特許出願につい

ては、早期審査を請求することができます。

これにより特許審査期間の短縮が期待できま

す。

（3）現地特許事務所の見直し

特許の実体審査が必須となったとき、現地

特許事務所のサービス品質のばらつきが大き

くなると上述しました。より詳細に説明する

と、現地特許事務所のなかには商標出願や年

金管理を主たる業務として行っていて、必ず

しも担当者が特許に精通しているわけではな

い事務所が少なからずあります。「外国ルー

ト」を用いて実体審査を行わない場合にはそ

れほど違いが出なくても、実体審査で中間処

理が必要な場合には担当者が中間処理に不慣

れであることに起因して、出願人が不利益を

被る可能性が否定できません。したがって、

現在利用している特許事務所が今後も案件を

問題なく対応できるかどうかについて、例え

ば以下のように問い合わせてみることが効果

的といえます。

・関連技術分野に精通する担当者が何名在籍

しているか

・各担当者の中間処理業務の経験年数

・担当者の平均在籍年数

他の国に合わせるのではなくシンガポール

においてできるだけ広い権利範囲を確保した

いとあえてリクエストして、特許事務所が中

間処理に対応できるかテストしてみることも

効果的でしょう。特許事務所から満足のいく

回答が得られなかった場合には、別の特許事

務所に変更することをお勧めします。

4．まとめ

「外国ルート」が廃止となる2020年1月1日

がシンガポールの特許審査制度において大き

な転換点であることは間違いありません。こ

れまでに「外国ルート」を利用してきた日本

企業につきましては、可能な限り「外国ルー

ト」を利用可能な2019年12月までに出願をし、

その後はグローバルPPHを利用して審査の早

期化を行うこと、現地特許事務所を見直し、

実体審査の中間処理に対応可能な事務所とと

もに今後のシンガポール特許審査に対応して

いくことをお勧めします。

以 上

シンガポール修正実体審査（「外国ルート」）の廃止
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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

【参考文献】
“Law of intellectual property of Singapore”, Ng-Loy Wee Loon (2009)
「シンガポールにおける特許審査の発展」五十棲 毅, (知財ぷりずむ 2017年2月)
“IP Hub Master Plan”, IPOS(2013年3月)
Closure of Supplementary Examination Route as of 1 Jan 2020 (IPOS Circular No. 
5/2016, 7 Dec 2016)

シンガポール修正実体審査（「外国ルート」）の廃止
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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、横山雄平（よこやま・ゆうへい）弁護士、松村正悟
（まつむら・しょうご）弁護士、田中陽介（たなか・ようすけ）が加入致しました。

横山 雄平

横山雄平は、2016年の弁護士登録後、都内法律事務所に勤務した
後、アジア、中東、アフリカ等20ヶ国以上を遍歴致しました。そ
の経験をもとに、インドを中心とするクロスボーダーの分野にお
いて、専門家になることを志すに至りました。
その後、2018年から1年間、インドの現地コンサルティング・
ファームであるCorporate Catalyst India（CCI）に勤務しました。
2019年4月の帰国後は、東京にて執務を開始しております。

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
富なプロフェッショナルがサービス面においてOne Team/One Firmを強化しています。
また、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の挑戦を、応援しています。

松村 正悟..

松村正悟弁護士は、2017年の弁護士登録後、都内法律事務所にて
勤務し、業種や規模を問わず様々な企業のコーポレート案件や紛
争等に対応して参りました。その後新たな挑戦を求めて一念発起
し、「日本の弁護士」という枠を超えたクロスボーダーロイヤー
を志すに至り、AsiaWise法律事務所に加入致しました。
早速、インド、シンガポールを始めとするアジア各国の契約、紛
争等の法律案件に向き合って、日々奮闘しております。

田中 陽介

田中陽介は、フィリップス知財部から知財マンとしてのキャリア
をスタートしました。2010年には東南アジアへのゲートウエイで
あるシンガポールに移住し、シンガポール国立大学の知財コース
を卒業するとともに、Spruson & Fergusonのシンガポールオフィ
スにて外国企業相手に英文の明細書をドラフトし続けたという、
日本人としては異色の経歴を持つ知的財産権(IP)のエキスパート
です。
AsiaWise Group加入後、Wadhwa Law Officesデリー（グルガオ
ン）オフィスにて常駐勤務を開始しております。
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レクシスネクシス・ジャパン株式会社が主催し、2019年9月17日、2019年10月4日の全2回で開
催されるワークショップにおいて、AsiaWise代表の久保光太郎が、講師として登壇致します。

【概要】

【講義内容】

※第2回において第1回に出される課題のフィードバックを行いますので、2回セットの受講

をお勧めいたします。
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セミナー実施のご案内

AsiaWise法律事務所代表の久保光太郎が、2019/9/7、2019/10/4の全2回で開
催されるワークショップにおいて、講師を務めさせていただきます。

開催日 2019年9月17日（火）
2019年10月4日（金）

場所 東京都港区東麻布1-9-15 東麻布1丁目ビ
ル4階セミナールーム

時間 13:30-16:30（13:00受付開始）
※両日程とも同時間

受講料 全2回セット：40,000円（税抜）
各回：22,000円（税抜）

告知サイ
ト

http://www.lexis-seminar.jp/20190917/ 開場までの地図（告知サイトより転載）

第1回 1．はじめに ～アジア契約法の基礎
2．【事例に見る】アジア新興国特有のリスク

業務内容の特定、契約終了条件、紛争解決条項、秘密保護、コンプライア
ンス

※契約書ドラフト作成の課題説明をいたします

第2回 3．課題講評、フィードバック
4．【ケーススタディに学ぶ】アジア新興国ビジネスの法律相談の実際

調達契約の特約条項、合弁会社設立、チェンジ・オブ・コントロール条項

5．最後に ～アジアビジネス法務の将来とやりがい

http://www.lexis-seminar.jp/20190917/
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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。


