
担当エリアは？

どんな活動を？

注目してもらいたい成果は？

首藤委員長

東南アジア、インド、中東、オセアニア諸国
の４５ヶ国に及びます。

M 情報発信と課題提言で、JIPA会員企業の皆様のみならず、
広く現地で活動する日本ユーザーの皆様のよりよい知財活動に貢献する。

最新の運用実態に基づく鮮度の高い情報を、旬のうちに、発信する。

特許を軸に、権利化/権利活用に関する調
査研究、対外発信・改善提言の2本柱で活
動しています。

JIPAネットワークを活かしたインド実務の
実態把握に向けた活動は印象的でした！

多種多様にも関わらず実態不明瞭なエリア
を担当するのは私たちの魅力の一つ！
また、当委員会オリジナルの 『学びの時間』
を通じた知の共有など、私たちならではの
仕掛けも盛りだくさん♪

I S S I O N

V I S I O N

国際 第４ 委員会 担当役員：森副理事長 / 委員長：首藤

ぜひ、説明員にお声がけください！

ぜひ、 で検索してみて

ください！

これまでに12カ国へ調査団派遣しています！

with インド法律事務所 2022 Nov 11

with タイ知財局 2022 Nov 1

各国機関と意見交換・提言

ASEAN-6 x DX関連特許

法制度調査に
よる実態把握

IPLによる
考察

検討① 検討②

モノ特許と違いは？出願国はどうする？

調査研究とIPL※１を組合せた新しい取組み！

インド x ビジネスモデル特許

インドにおけるビジネスモデル関連発
明の不透明な実態を解き明かす！

JETROニューデリー

現地代理人 JIPA

• インド特許法3条(k)とは？
• ビジネスモデル特許を取れる？

with JETRO ５極 2022 Dec 2

先端テーマの深堀

外国特許ニュース
のサイト

■研究テーマ/成果物からみた、これまでの歩み

■WIPO指標
インドネシア

2020年特許出願件数は8,160件であり，COVID-19の影響か前年
比で－28.9％と減少しています。
また，外国からは，日本からの出願件数が最も多い結果でした。

特許審査において，審査請求から査定が出るまでの期間が平均
45.0月でした。

シンガポール
2020年特許出願件数は，13,265件であり，前年比で－6.2％と減少
しています。
外国からは，米国からの出願件数が最も多い結果でした。
また，現地特許庁へのPCT出願件数が，インドネシアでは16件で

あるのに対して，シンガポールでは，1,278件と，非常に多いという
特徴が確認されました。この現地特許庁へのPCT出願において，最
も多く出願しているのはシンガポール科学技術研究庁でした。

オーストラリア
2020年の特許出願件数は29,294件であり，前年比で－1.6％と減

少しています。特徴として，オーストラリアでは，居住者による特許
出願件数が非常に少なく，2020年の特許出願件数全体に占める居
住者の割合は，8.1％でした。2011年の当該割合も9.3％と低く，直
近10年の間，ほぼ変わりません。また，現地特許庁へのPCT出願に
おける出願人上位は医療機器メーカーでした。
特許審査において，審査請求から1st OAまでの期間が平均7.6月，

査定が出るまでの期間が平均22.8月でした。

インド
2020年の特許出願件数は56,771件であり，前年比で＋5.9％と増

加しています。特徴として，インドでは，居住者による特許出願件数
が増加しています。2011年の特許出願件数全体に占める居住者の
割合は，20.9％でしたが，2020年では，40.8％であり，直近10年で
約２倍に増えています。また，現地特許庁へのPCT出願における出

願人上位は大学，国立研究機関，二輪自動車メーカー，自動車メー
カーでした。特許審査において，審査請求から1st OAまでの期間が
平均18月，査定が出るまでの期間が平均42月でした。

日本企業への発信

国際 第４ 委員会 担当役員：森副理事長 / 委員長：首藤

■US Special 301条監視国の状況

■WIPO指標

2021年度活動

インドネシア タイ ベトナム

監視ランク 優先監視国（前年から維持） 監視国（前年から維持） 監視国（前年から維持）

主な評価点

●執行努力の強化や通信情報省と知的財産総局
（DGIP）との連携強化など、オンライン海賊行為への
取り組みに関連する前向きな進展

●模倣品や海賊版を押収し、執行統計をオンラインで
公表
●オンラインでの模倣品販売に対する取り組みの強化
●インターネット上の著作権侵害行為に対する取り組
みの強化
●WIPO著作権条約への加盟が可能となる著作権
法の改正を発表
●特許登録プロセスの合理化、特許の滞留と保留の
削減、およびハーグ協定への加入準備のための特許
法の改正作業
●特許の滞留時間短縮のための審査官の増員
●公共部門における非正規ソフトウェアの使用に対処
するため、正規ソフトウェアの政府調達に関するガイドラ
インを採択

●知的財産法の改正や、WIPO実演・レコード条約
およびWIPO著作権条約への加盟など、知的財産の
保護と執行の改善

主な懸念点

●広範な海賊行為や偽造（海賊版機器やアプリケー
ションを通じた海賊行為や、無許可のカメラ撮影やソフ
トウェアの無許可使用）に対する取締りの欠如
●2016年特許法における発明の開示要件、地理的
表示登録の商標権等の使用に与える影響に対する
懸念
●医薬品等の販売承認データ等の不当利用や不正
開示から保護する制度の不存在
●映画に関する特定の措置や、医薬品等の国内製
造・技術移転に関する特定の要件など、インドネシアに
おける市場アクセス障壁の存在
●新タスクフォース活動における侵害行為に対する罰
則の欠如や効果のない国境執行など、知的財産執行
の強化

●模倣品や海賊版がオンラインで容易に入手可能な
状態が続いていること
●医薬品の特許出願の滞留
●民間企業における非正規ソフトウェアの継続的使
用
●民事上の知的財産権執行手続きの長期化
●民事上の損害賠償額の低さ
●映画のコンテンツ割当制限を可能にする法律

●著作権侵害の機器やアプリケーションを用いて無許
可の映像コンテンツにアクセスする等のインターネット上
の著作権侵害行為への対応
●広範な海賊行為や模倣行為（海賊版や模倣品
のオンライン販売や、現物市場での模倣品の広がり）
の抑止の失敗
●医薬品等の販売承認データ等の不当利用や不正
開示から保護するための制度の明確化

主な奨励点

●2016年特許法改正（現地での製造と使用の要
件の削除）の不透明な状況に対するさらなる改善
●新しい知的財産権執行タスクフォースを活用した法
執行機関間等の執行協力の改善
●国家警察下での知的財産専門部署を設置、及
び、模倣品・海賊版に関する国内犯罪組織に対する
大規模捜査の着手の奨励
●特許維持料徴収のインセンティブとしての、特許権
者に対する過度かつ不適切な罰則のさらなる改善

●WIPO実演・レコード条約に加盟するための改正手
続きの完了
●米国や他の外国政府、利害関係者が表明した、ビ
デオカメラによる不正録画に対する強制措置の手続上
の障害，無許可の著作権管理団体、および2022年
8月に施行される技術的保護手段の回避に対する過
度に広い例外につながりかねないプロセスを確立する
改正に関する懸念に対して著作権法の改正で確実に
対処すること
●ユーザに無許可のコンテンツのストリーミングやダウン
ロードを可能にする機器やアプリケーションによるイン
ターネット上の著作権侵害行為に対処すること
●医薬品や農薬の販売承認を得るために作成された
未公表の試験データ等の不当な商業利用や不正開
示から保護するための有効な制度を提供すること

●2020年5月に発効した税関相互支援協定の実施
を通じた二国間協力の継続を奨励

2020年からの変化

●エンフォースメントに関する政府内の調整を改善する
IPエンフォースメント・タスクフォースを新たに設立

●著作権法の改正 ●知的財産法の改正
●WIPO実演・レコード条約およびWIPO著作権条
約への加盟

国

※１ IPLとは、Intellectual Property Landscapeの略称

現地機関と連携し、
現地ならではの情報を入手！
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