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　インド政府は、2016 年 5 月 12 日付で知的財産権政策を発表した。 

　それによると、インドはダイナミックで、活力があり、そしてバランスのとれ

た知的財産権制度を目指すとのことである。インドの既存の知的財産法は TRIPS
協定以後に発行されたかあるいは改正されたものであり、その方針と完全に一致

している。 

　民事的紛争をスピーディーに解決すべく、2015 年に商事裁判所並びに高等裁

判所の商事専門部および商事控訴部に関する法律が制定・施行された。この法律

は、登録または非登録商標、著作権、特許、意匠、ドメイン名、地理的表示そし

て半導体統合回路に関する知的財産権に起因する紛争を扱う。ケースヒアリング

制度も完備された。裁判所は、訴訟に関わる全ての当事者からの自認の宣誓供述

書または否認文書の提出日から 4 週間以内に第 1 回のケースヒアリングを開催し

なければならない。裁判が終わるまでの時間制限は、第 1 回のケースヒアリング

の日より 6 ヶ月と定められている。 

　特許の手続きを迅速化するため、2003 年の特許規則が修正され、2016 年 5 月

16 日より施行されている。大きな修正点は以下の通りである。

　(1) ベンチャー企業の出願と PCT 出願について、早期審査制度が導入された。

　　 審査官にその請求がなされたことを審査管理官が認めてから 2 ヶ月以内に、  
         早期審査レポートを発行しなければならない。 
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　(2) 審査管理官は、審査官がそのレポートを処理した日から 1 ヶ月以内に出願

　　 人に第 1 回の拒絶理由通知を発行しなければならない。 
　(3) 特許査定が下りるまでの期間は、第 1 回の拒絶理由通知の発行日から 12 ヶ　

　　 月だったのが、6 ヶ月に短縮された。 
　(4) 代理人は全ての書類を電子的に提出する必要がある。しかし、元の書類も

　　  15 日以内に提出されなければならない。 
　(5) 第 1 回の拒絶理由通知が発行される前に出願が取り下げになった場合は、

　　  庁費用は返還される。  

                                                                                                                （邦訳：当研究所）
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 India has pronounced Intellectual Property Rights Policy on 12th May, 2016. 

 As noted in the Policy, India is committed to a dynamic, vibrant and balanced 
Intellectual Property Rights System. The existing IP laws in India were either enacted or 
revised after the TRIPS Agreement and are fully compliant with it.  

 For the speedy disposal of commercial disputes, the Commercial Courts, 
Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 has 
been enacted and implemented. It covers disputes arising out of intellectual property 
rights relating to registered and unregistered trademarks, copyright, patent, design, 
domain names, geographical indications and semiconductor integrated circuits. Case 
Management Hearing system has been provided. The Courts are required to hold the first 
Case Management Hearing, not later than four weeks from the date of filing of affidavit 
of admission or denial of documents by all parties to the suit.  Time limit for the 
completion of a trial is fixed to six months from the date of the first Case Management 
Hearing. 

 To expedite patent prosecution, the Patents Rules, 2003 have been amended 
with effect from 16th May, 2016. It covers following major amendments :  

1. Expedited examination of application for Startups and PCT introduced. Expedited 
examination report is required to be made within two months from the date of reference 
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by the Controller in order of filing of such request to the Examiner ;  
2. The Controller is required to issue first statement of objections to the applicant within 
one month from the date of the disposal of the report by the examiner, ;  
3. The time for putting an application in order for grant is reduced to six months from 
twelve months from the date of issuance of first statement of objections ;  
4, Patent agents are required to file all documents only by electronic transmission. 
However, original documents are to be filed within fifteen days ;   
5. Fees paid may be refunded in case of the withdrawal of the application before issuance 
of first statement of objections ;   


