インド改正特許規則（2020）の施行について
2020 年 10 月 21 日
JETRO ニューデリ ー
2020 年 10 月 19 日、インド商工省産業・国内取引促進局(DPIIT)は、改正特許規
則(2020) 1を公表し、同日付で施行した。本改正特許規則は、2019 年 5 月 31 日付で
公表された特許規則改正案(2019)2に基づくものである。
本改正特許規則の施行により、PCT 規則との整合を図るための規則 21（優先権書
類）の改正、及び手続簡素化・適正化を図るための規則 131 及び Form27（実施報
告書（Form27）及びその提出方法）の改正がなされた。
～規則改正の概要～
1. 規則 21（優先権書類）


PCT 規則 17.1 項(a)、(b)又は(b の 2)の要件を満たさない場合のみ、出願人は所
定期間内に優先権書類を特許庁に提出しなければならない。（規則 21(1)）



優先権主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかの判断に
関連する場合（PCT 規則 51 の 2.1(e)(i)）等の際、出願人又はその権限が付与
された者が正当に確認した英訳（優先権書類）提出が必要。（規則 21(2)）



規則 21(1)、(2)を満たさない場合に、特許庁は、優先権書類又はその翻訳文を
提出するよう出願人に求めるが、それらが 3 カ月以内に提出されなければ優先権
を無効とする。（規則 21(3)）

2. 規則 131 及び Form27（実施報告書（Form27）及びその提出方法）


実施報告書は、特許付与された次の会計年度から毎年度、年度満了後 6 カ月以内
に提出しなければならない。(規則 131 (2))



実施報告書には、インドにおける製造、インドへの輸入に分けて、特許から得ら
れる概算収益／価値に係る情報を提出しなければならないが、関連する複数の特
許については、1 つの Form で提出することが可能。(Form27 の 3.及び 4.)



実施報告書には、実施/不実施について特許権者が 500 語以内で説明ができる欄
が導入された。(Form27 の 4.及び 5.)



実施報告書は、一つの特許が 2 人以上に付与されている場合には、そのような特
許権者はこの Form を共同で提出することができるが、各ライセンシーは個別に
この Form を提出しなければならない。(Form27 欄外)
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以下、JETRO ニューデリー事務所が作成した「改正特許規則(2020)」に係る仮訳である。
（仮訳）
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th October, 2020
G.S.R. 652(E).—
Whereas the draft rules, namely the Patents (Amendment) Rules, 2019 were published as required
under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), vide notification of the
Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of
Industry and Internal Trade) number G.S.R. 396 (E) dated the 31st May, 2019 in the Gazette of
India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (i), for inviting objections and suggestions from
all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on
which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;
1970 年特許法第 159 条（3）に基づき、特許規則改正案 2019 が公表され（インド政府（商工省・
産業促進国内取引局（DPIIT）
）による 2019 年 5 月 31 日付け通知（G.S.R. 396 (E) of Gazette of
India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (i)）を参照。）
、この公表日から 30 日間、すべ
ての利害関係者に対して異議及び提案を募集した。
And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the
31st of May, 2019;
前記通知の写しは、2019 年 5 月 31 日に一般に公開された。
And, whereas, the objections and the suggestions received from the public in respect of the said
draft rules have been considered by the Central Government;
前記規則改正案に関して公衆から寄せられた異議及び提案は、中央政府によって検討されてきた。
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of
1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules,
2003, namely:よって、1970 年特許法第 159 条に基づく権限行使により、中央政府は、2003 年特許規則をさら
に改正するために、以下の規則を制定する。
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1. Short title and commencement. –
(1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2020.
(1) これは、2020 年特許（改正）規則と呼ぶ。
(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.
(2) この改正規則は、官報に掲載された日から施行する。
2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 21, the following
rule shall be substituted, namely:2. 2003 年特許規則3の規則 21 を以下のように改める。
“21. Filing of priority document –
21. 優先権書類の提出
(1) Where the applicant in respect of an international application designating India has not
complied with the requirements of paragraphs (a), (b) or (b-bis) of rule 17.1 of the regulations
under the Patent Cooperation Treaty, and subject to paragraph (d) of the said rule 17.1 of
regulations under the Treaty, the applicant shall file the priority document referred to in that rule
before the expiration of the time limit referred to in sub-rule (4) of rule 20 in the Patent Office.
(1) インドを指定する国際出願に係る出願人が、特許協力条約に基づく規則417.1 項(a)，(b)又は
(b の 2)の要件を満たさず、同条約に基づく規則 17.1 項(d)に従う場合、出願人は，規則 20 (4)で
言及されている期間の満了前に、同規則で言及されている優先権書類を特許庁に提出しなければ
ならない。
(2) Where sub-paragraph (i) or sub-paragraph (ii) of paragraph (e) of rule 51bis.1 of the regulations
under the Patent Cooperation Treaty is applicable, an English translation thereof duly verified by
the applicant or the person duly authorised by him shall be filed within the time limit specified in
sub-rule (4) of rule 20.
(2) 特許協力条約に基づく規則551 の 2. 1 (e)の(i)又(ii)項が適用される場合、出願人又はその権
限を与えられた者が正当に確認した英訳が、規則 20(4)に定める期間内に提出されなければなら
ない。
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再掲（脚注 2）
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(3) Where the applicant does not comply with the requirements of sub-rule (1) or sub-rule (2), the
Patent Office shall invite the applicant to file the priority document or the translation thereof, as
the case may be, within three months from the date of such invitation, and if the applicant fails to
do so, the claim of the applicant for the priority shall be disregarded for the purposes of the Act.”.
(3) 出願人が規則 21 (1)又は(2)の要件を満たさない場合、特許庁は、優先権書類又はその翻訳文
を提出するよう出願人に求めるものとし、出願人はその日から 3 カ月以内に提出しなければなら
ない。出願人が提出しない場合、出願人の優先権主張はこの法の趣旨に則って無視されるものと
する。
3. In the said rules, in rule 131, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:3. 2003 年特許規則6の規則 131 (2) を以下のように改める。
“(2) The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every financial
year, starting from the financial year commencing immediately after the financial year in which the
patent was granted, and shall be furnished within six months from the expiry of each such financial
year.”
(2) (1)の実施報告書は、特許が付与された会計年度の直後に開始する会計年度から、会計年度ご
とに一回提出しなければならず、各会計年度の満了後 6 カ月以内に提出しなければならない。
4. In the said rules, in THE SECOND SCHEDULE, for Form 27, the following Form shall be
substituted, namely:4. 2003 年特許規則の第二付則における Form 27 を以下のように改める。
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再掲（脚注 1）
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1)

インドで特許から
得られる概算収益／価値
(1)インドでの製造
(2)インドへの輸入

特許権者(実施/不実施)による説明欄（500 語）

2)

1) 特定の特許から得られる概算収益／価値と、それに関連する特許から得られる概算収益／価値を
別々に導き出すことができず、かつ、そのような特許が全て同一の者に付与されている場合に限り、こ
れらの特許について 1 つの Form にまとめて提出することができる。

2) すべての特許権者及びライセンシーは、本 Form を提出する必要がある。特許が二人以上に付与さ
れている場合には、そのような特許権者はこの Form を共同で提出することができるが、各ライセンシ
ーは個別にこの Form を提出しなければならない。
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