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インドは世界で最も急速に成長している主要経済国である。現在の市場価格で
の国内総生産（GDP）は、2015-16 会計年度の 13771874 千万ルピー（2.086 兆ドル）
に 対 し、2019-19 会 計 年 度 は 19010164 千 万 ル ピ ー（2.972 兆 ド ル ） で あ る。
2018-19 年度の成長率は 6.8％だった。
国際通貨基金（IMF）は、最新の予測において、インドの国内総生産（GDP）
が 2024 年に約 4.7 兆ドルに達すると示唆している。
インドは、現在の米ドル換算で、国内総生産（GDP）に関して 7 番目に大きい
経済規模であり、最も急速に成長している主要な経済として興隆している。イン
ドは世界経済の 30％を占めている。
2018-19 年度のインド商品の世界貿易は 42622.02 百万ドルであった。
「Make in India」政策は、より広範な国づくり政策の一環として、2014 年 9 月
に首相により開始された。インドをグローバルデザインと製造のハブに変身させ
るために考案された。「Make in India」キャンペーンは、
投資の促進、
イノベーショ
ンの促進、スキル開発の強化、知的財産の保護、そしてクラス最高の製造インフ
ラの構築を目的としている。「Make in India」政策は、4 つの柱となる（i）新し
いプロセス、
（ii）新しいインフラ、（iii）新しいセクター、および（iv）新しい
マインドセット、に基づいており、これらは、製造業だけでなく他の産業におい
ても、インドの起業家精神を鼓舞するために特定された。このアプローチは、規
制者ではなくファシリテーターのアプローチになる。
Make-in-India 政策の下で、以下の 25 分野の成長のための重点産業が特定され
た。
自動車、自動車部品、航空、バイオテクノロジー、化学、建設、防衛、電気機械、
電子システムの設計・製造、食品加工、IT と BPM、皮革、メディアとエンタメ、
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鉱業、石油とガス、医薬品、港湾、鉄道、再生可能エネルギー、道路と高速道路、
宇宙、テキスタイル、火力発電、観光とホスピタリティ、およびウェルネス
知的財産権（IPR）を適切に保護しない限り、経済発展を進めることができる国
はないのは事実である。インドは IPR を保護するために適切な注意を払ってきた。
インドの知的財産法は、知的財産権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）
に完全に準拠している。
インドは、経済成長を加速すべく、国内資本、技術およびスキルを補完するた
めに外国直接投資を誘致、促進する意図と目的の下で、外国直接投資政策（FDI）
を自由化した。外国直接投資は、ポートフォリオ投資とは異なり、投資家が居住
する経済以外の経済に居住する企業に「永続的な利益」を確立することを意味す
る。これらのセクターのほとんどは、100％自動ルートの下での外国直接投資
（FDI）の対象であり、政府の承認は必要ない。
インドは、
2016 年に国家知的財産権ポリシーを発表した。国家 IPR ポリシーは、
すべての IPR を単一のプラットフォームでやり取りするというビジョンを示す
文書である。すべての相互リンクを考慮して IPR を総体的に表示し、
したがって、
あらゆる形態の知的財産（IP）、関係法令および機関間の相乗効果を創出し、活
用することを目的としている。実施、監視、レビューのための制度的メカニズム
を設置する。グローバルなベストプラクティスをインドのシナリオに取り入れ、
適合させることを目的としている。
特許庁は、すべての利害関係者へのアクセスを容易にするために、知的財産権
の運営管理を強化するなど、国家的知的財産権政策の目的を実施するために、す
べての関連する必要な措置を講じている。これにより、効率的な IP エコシステ
ムが提供され、国内の産業成長のペースが高まる。
特許規則 2016 は、特に特許出願の処分のタイムラインの合理化、スタートアッ
プによる特許出願の奨励、特許出願の迅速な審査、ビデオ会議によるヒアリング、
出願の取下げ、手数料の払い戻し、審問の延期制限を含む特許手続きを大幅に簡
素化した。国際事務局および国際調査機関への PCT 出願手数料の送金遅延を回
避するために、PCT 申請料金の電子決済が導入された。
同様に、商標規則の改正により商標手続きの簡素化、余分な条項の削除、74
種類から 8 種類への様式削減が実現し、商標登録が簡単で使いやすくなった。ス
タートアップ、個人および中小企業への手数料の減免、ヒアリングのためのビデ
オ会議、電子通信、商標審査手続全体の迅速な処理が新しい規則の下で提供され
ている。
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結論
インドは世界貿易にますます貢献している。それはビジネス遂行の最適地とし
て興隆している。インドは世界最大の民主主義国である。その民主的な仕組みは、
ビジネス遂行上の利点でもある。知的財産権保護は、創造性とビジネスを促進す
るための優先事項でもある。インドは、2016 年破産倒産法を制定、施行し、また、
企業、組合および個人の倒産・破産に関する法律を期限付きで改正した。これは、
影響を受ける個人の資産価値を最大化し、起業家精神と信用付与の可能性を促進
し、すべての利害関係者の利益のバランスを取り、政府負債の返済の優先順位の
変更を含むすべての利害関係者の利益のバランスを取り、さらに、インド倒産・
破綻委員会とこれに関連しまたは付随する仕組みを設立するためである。インド
は、知的財産権も含む商事訴訟の迅速な処理を目的として、2015 年に商事裁判
法を制定、施行し、訴訟による賠償額は 30 万ルピー（約 4,200 ドル）を超えて
いる。
（邦訳：当研究所）

Journal of Towa Nagisa Institute of Intellectual Property Vol.11, No.267

＜ India ＞
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India continues is the fastest growing major economy in the world. Its Gross Domestic
Product (GDP) at the current market prices was Rs. 19010164 crore ($2.972 trillion) in the financial year 2019 19, as against Rs. 13771874 crore ($2.086 trillion) in the year 2015 16. The
-

-

growth rate was 6.8 in the year 2018 19.
-

The International Monetary Fund (IMF), in its most recent projections suggests that
India’s Gross Domestic Product (GDP) will touch about $4.7 trillion in 2024.
India is the seventh largest economy in terms of Gross Domestic Product (GDP) in
current US$ and has emerged as the fastest growing major economy. India forms part of 30 per
cent of the global economy.
India’s merchandise global trade in the year 2018 19 was $ 42622.02 million.
-

The ‘Make in India’ initiative was launched by Prime Minister in September 2014 as

part of a wider set of nation building initiatives. Devised to transform India into a global design
-

and manufacturing hub. ‘Make in India’ campaign aims to facilitate investment, foster innovation,
enhance skill development, protect intellectual property & build best in class manufacturing infra-

structure. The “Make in India” initiative is based on four pillars, namely, (i) New Processes ; (ii)

New Infrastructure ; (iii) New Sectors, and (iv) New Mindset which have been identified to give
boost to entrepreneurship in India, not only in manufacturing but also other sectors. The approach
will be that of a facilitator and not regulator.
25 Focus sectors have been identified under Make in India initiative for growth Auto-

-

mobiles ; Auto components ; Aviation ; Biotechnology ; Chemicals ; Construction ;
Defense manufacturing ; Electrical machinery ; Electronic system design and manufacturing ;
Food processing ; IT and BPM ; Leather ; Media and entertainment ; Mining ; Oil and
gas ; Pharmaceuticals ; Ports ; Railways ; Renewable energy ; Roads and highways ;
Space ; Textiles ; Thermal power ; Tourism & Hospitality and Wellness
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It is a bare fact that no country could go ahead in economic development without due
protection of the Intellectual Property rights (IPRs). India has taken proper care to protect IPRs.
Its intellectual Property Laws are fully compliant of the Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS) Agreement.
India has liberalized foreign Direct Investment Policy (FDI) with its intent and objective of the to attract and promote foreign direct investment in order to supplement domestic capital, technology and skills, for accelerated economic growth. Foreign Direct Investment, as

distinguished from portfolio investment, has the connotation of establishing a ‘lasting interest’ in
an enterprise that is resident in an economy other than that of the investor. . Most of these sectors
are covered Foreign Direct Investment (FDI) under 100% Automatic Route, where no Government approval is necessary.
India has pronounced the National Intellectual Property Rights Policy in 2016. The
National IPR Policy is a vision document that encompasses and brings to a single platform all
IPRs. It views IPRs holistically, taking into account all inter linkages and thus aims to create and
-

exploit synergies between all forms of intellectual property (IP), concerned statutes and agencies.
It sets in place an institutional mechanism for implementation, monitoring and review. It aims to
incorporate and adapt global best practices to the Indian scenario.
The Office of the Controller General of Patents, Designs, Trademarks and Geographical Indication is taking all relevant and necessary steps to implement the objectives of National
IPR Policy including strengthening IPR administration and management so as to ensure ease of
access to all stakeholders. This will provide efficient IP ecosystem and build up pace of industrial
growth in the country.
Patents Rules 2016 have simplified patent procedures to great extent, including, inter
alia, streamlining timelines for disposal of patent applications, encouraging Startups for filing patent applications, expedited examination of patent applications, hearing through videoconferencing, withdrawal of application, refund of fees and restricting adjournments of hearings. Electronic
payment gateway for PCT application fees has been introduced to avoid delay in transmission of
fees for PCT applications to International Bureau and International Searching Authorities.
Similarly, amendments in the Trade Marks Rules have simplified trademark procedures and removed redundant provisions so as to make registration of trademark easy and user

-

friendly by reduction of number of Forms from 7 4 to 8. One application Form for all types of
trademark applications, concessions in fees to Start ups, individuals and small enterprises, video
-

-

conferencing for hearings, e communication and expedited processing for the entire trademark
-

prosecution procedure has been provided under new rules.
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Conclusion :
India is contributing more and more in global trade. It has emerged as the most favourable destination for doing business. India is the world’s largest democracy. Its democratic set up
-

is also a plus point for the doing business. Intellectual Property Rights Protection is its priority for
boosting creativity and business as well. India has enacted and implemented the Insolvency and
Bankruptcy Code 2016 to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insol-

vency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner
for maximization of value of assets of such persons, to promote entrepreneurship, availability of
credit and balance the interests of all the stakeholders including alteration in the order of priority
of payment of Government dues and to establish an Insolvency and Bankruptcy Board of India,
and for matters connected therewith or incidental thereto. India has enacted and implemented the
Commercial Courts Act, 2015 for the speedy disposal of the commercial suits, which include
Intellectual Property Rights also, beyond the value of the suit more than rupees Three Lakh
(Approximately $ 4,200).

