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はじめに 
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジア各国のリーガルニュ

ースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights 第 3 号（2012 年 5 月号）を作成いたしました。今後

の皆様の東南・南アジアにおける業務展開の一助となれば幸いに存じます。 
 
 

1. インド①：特許法に基づく強制実施権の発動 
 

2012 年 3 月 12 日、インド特許局は、インド特許法の制定後初めて、同法に基づく強制実施権の発動を決

定したことを発表しました。 
強制実施権とは、WTOの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）により各加盟国に認

められた権利であり、各加盟国において定められた実施要件に基づき、特許権者の事前承諾を得ることなく、

当局が、申請者によるその技術の使用を認めるものです。インド特許法上、特許付与日から 3 年を経過した

後において、①特許発明に関する公衆の合理的な需要が充足されていないこと、②特許発明が合理的に手

頃な価格で公衆に利用可能でないこと、③特許発明がインド領域内で実施されていないこと、のいずれかに

該当する場合、インド特許意匠商標局長官（Controller General of Patents Designs and Trademarks）が強制実

施権を認めることができるとされています。 
インド特許局による上記決定は、インドのジェネリック医薬品製造企業 NATCO PHARMA LIMITED（「ナト

コ」）による、ドイツ製薬企業 BAYER CORPORATION（「バイエル」）の癌治療薬の特許に係る強制実施権発

動の申請に対し、上記①から③に掲げるすべての要件を充たすものとして、当局の定める条件に従ってナト

コが当該特許の使用を行うことを認めたものです。その中で、インド特許局は、②の要件に関し、「合理的に

手頃な価格」の解釈は、主に当該特許実施国の「公衆」との関係においてなされるべきものであり、当該特

許技術の開発費用等、特許権者の事情をも考慮すべきとする見解には完全には賛同しえないとの判断を示

しました。また、③の要件に関し、単に特許製品をインド国外から輸入するだけでは、インド領域内における

特許発明の「実施」に該当しないとの解釈を示しました。 
本件決定において上記解釈の射程は明確にされておらず、対象となった癌治療薬以外の領域の医薬品

に係る特許技術や、医薬品以外の分野に係る特許技術についても同様に妥当するかどうかは必ずしも明ら

かではありません。また、報道によれば、バイエルは 2012 年 5 月 4 日付けで、本件決定に対して知的財産

権上訴委員会（Intellectual Property Appellate Board）（「IPAB」。インド特許局の決定に対する不服申立て機

関）への上訴を行ったとのことであり、今後、IPAB や最高裁判所により異なる判断が示される可能性もあり

ます。 
本件決定は、インドでの特許技術の利用に関わるビジネスの今後の方向性に関して重大な影響を与える

事例として、今後の動向を引き続き注視していく必要があるものと思われます。 
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2. インド②：一般的租税回避否認規定（GAAR）の導入の延期 

 
前号においてご紹介した、2012 年度予算案における、改正インド所得税法案の一般的租税回避否認規定

（GAAR）の新設について、課税強化に伴うインド向け投資の減少によるインド経済への悪影響に関する懸

念の声を受け、近時、インド財務相は、下記のとおり、同規定に関する内容の一部変更と導入の延期を行う

意向を表明しました。 
まず、租税回避の便益等を享受しうる一定の取引に関して、容認し難い租税回避行為（impermissible 

avoidance arrangement）に該当するかどうかの立証責任については、上記改正インド所得税法案においては、

納税者側の負担とすることが予定されていたところ、税務当局による負担へと変更することが発表されまし

た。ある租税回避スキームに関し、「容認し難い租税回避行為」に該当する取引として、税務当局が租税条

約適用の便益等を否定するためには、当該取引が租税回避を主たる目的とするものであることを税務当局

において立証しなければならないこととなります。 
また、納税者と税務当局がすべての問題に対処する時間を確保できるよう、その導入時期について、当初

の計画から 1 年後ろ倒しし、2013 年 4 月からの実現を目指すこととされました。 
なお、上記修正後の改正インド所得税法案を含む 2012 年度予算案は、インド連邦議会の下院（the Lok 

Sabha）において 5 月 8 日付けで可決され、5 月 15 日現在上院（the Rajya Sabha）での審議が行われていると

ころです。両院での可決後、大統領による承認の手続を経て、正式に発効することとなります。 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ASEAN：アセアン包括的投資協定の発効 
 
2012 年 3 月 29 日に、ASEAN 包括的投資協定（ASEAN Comprehensive Investment Agreement）（“ACIA”）

が発効しました。ACIA は、1987 年に締結された ASEAN 投資促進保護協定及び 1998 年に締結された

ASEAN 投資地域枠組協定を統合し、ASEAN における新たな投資保護の枠組みを定めるものです。ACIA
は、自由かつ開放的な投資制度を創出し、経済統合を実現するための投資協定で、内国民待遇、最恵国待

遇、特定措置の履行要求禁止、公平衡平待遇、収容の制限と補償、投資家対国家の紛争処理条項等によ

り構成され、保護の対象を参入段階まで広げた自由化型の投資協定です。 
ACIA では、ローカルコンテントの要求等の特定措置の履行要求の禁止と、経営幹部の国籍要件に関す

る制限の禁止等が新たに盛り込まれているほか、従前から定められていた投資家対国家の紛争処理条項

を大幅に拡充しています。また、日本企業が特に注目すべき点として、ASEAN 域外企業が支配権を有する

場合であっても、投資対象である ASEAN 域内企業が実質的な事業（substantial business operations）を行っ

ている場合には、ACIA による保護を受けられることとなりました。したがって、例えば、日本企業が ASEAN
加盟国に子会社を設立した場合には、当該子会社が実質的な事業を行っていれば、ACIA による保護を受

けられる可能性があります。 
日本も、既にアジア各国との間で二国間投資協定や投資章を含む包括的経済連携協定を締結しています

が、これらの協定の内容は、相手国の事情を反映して様々です。例えば、日本とフィリピンとの間の経済連

携協定投資章では、ISD 条項（投資家対投資受入国の紛争処理条項）が定められていませんが、ACIA に

は ISD 条項も定められています。また、内国民待遇や最恵国待遇の例外を定める留保表の内容も各協定ご

とに異なるのが通常です。 
加えて、ASEAN 加盟国のうち、日本は、ミャンマーとの間でのみいまだ投資協定を締結していません。そ

のため、日本企業がミャンマーに投資を行う場合には、ASEAN 加盟国（例えば、シンガポールの地域統括

会社）を通じてこの投資を行えば、ACIA による保護を受けられる可能性があります。 
日本の投資家が投資協定違反を理由として投資受入国を仲裁廷に提訴した公表事例は過去 1 例のみで

すが、アジア各国では、政府の政策変更により投資家が損害を受ける事例も増加しつつあることなどから、

今後は、各国間の投資協定を戦略的に活用する投資判断が求められてくるものと考えられます。 
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4. ベトナム：消費者権利保護法及び同法に関する Decree No.99 
 
ベトナムでは、消費者の権利保護に関する法律（No.59/2010/QH12）（「新消費者保護法」）が 2011 年 7 月

1 日より施行され、また、これを受け、新消費者保護法の詳細を定める Decree No.99（「DECREE」）が 2011
年 12 月 15 日より施行され、消費者の権利保護に関する法令の整備が進められています（なお、旧消費者保

護法（No.13/1999/PL-UBTVQH10）は新消費者保護法の施行と同時に廃止されました）。以下では、これら

新消費者保護法及び DECREE に関する概要を紹介します。 
 

【新消費者保護法】 
新消費者保護法では消費者保護に関する様々な規制が設けられていますが、以下では、（1）消費者に関

する情報の保護、（2）企業による正確な情報の提供義務、（3）消費者との契約における制限、及び（4）欠陥

品のリコールに関する企業の責任に関する概要を紹介します。 
まず上記（1）に関して、企業は、消費者に対して、事前に消費者の情報の収集及び使用の目的を明らか

にしなければならず、かつ、消費者の同意が無い限り第三者に情報を開示してはならないこと等が定められ

ています。 
次に上記（2）に関して、企業は、製品の内容、企業の信用力、又は取引の内容等について消費者の誤解

を招くような広告等を行ってはなりません。 
さらに上記（3）に関して、消費者との契約は原則としてベトナム語でなければならず、また、消費者との契

約において、企業の法定の責任を排除する条項、消費者の苦情申立て・訴訟提起等の権限を制限する条項、

企業が価格又はその他の契約条件を一方的に変更できるよう定める条項、消費者の同意なくして企業の権

利義務を第三者に譲渡できる旨の規定等は無効となります。また、契約内容について解釈に齟齬が生じた

場合には、消費者に有利な解釈が採用されます。 
最後に上記（4）に関して、企業は、製品に欠陥があることを発見した場合には、当該欠陥品が市場に流通

することを回避ためのあらゆる必要な手段を講じなければならず、また、メディアを通じたリコールのアナウン

スに関する方法等も規定されています。 
 
【新消費者保護法の詳細を定める DECREE】 

DECREE は新消費者保護法の各内容に関する詳細を定めているものですが、特に、消費者に関する契

約に関しては、（1）電話やインターネット等を通じて行う契約、（2）訪問販売契約、及び（3）継続的サービス契

約という 3 類型に分類し、各類型について消費者保護の規定を定めている等、詳細な規定を設けています。

以下では契約類型ごとの消費者の解約権等に関する概要を紹介します。 
まず上記（1）に関しては、企業が、当該企業の名称及び連絡先、製品又はサービスの品質及び仕様、支

払条件、並びに引渡し条件等の情報を記載する必要があるとされており、これらの情報が消費者に対して十

分かつ正確に提供されていなかった場合、別途当事者間の合意がない限り、消費者は、契約締結から 10 暦

日以内であれば、一方的に解除でき、かつ、既に利用した商品又はサービスの費用のみを支払えば足りる

ものと規定されています。 
次に上記（2）に関して、消費者は、契約締結から 3 営業日以内であれば、一方的に解除できると規定され

ており、また、企業は、当該期間が経過するまでの間、消費者に対して支払いの履行その他の契約履行を

要求してはならないものと規定されています。 
さらに上記（3）に関しては、3 ヶ月以上の契約期間を有する契約又は無期限の契約が該当するとされてお

り、別途当事者間の合意がない限り、消費者は、いつでも一方的に解除でき、かつ、既に利用したサービス

の対価のみを支払えば足りるものと規定されています。 
 
ベトナムは、人口も多く、生産拠点としてだけではなく、販売市場としても魅力的な市場であると考えられま

すが、今後、ベトナムでの販売を開始・拡大するに際しては、上記の新しい消費者保護規制の内容やその運

用状況を十分に注視しておく必要があります。 
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今月のコラム ‐ タイ ‐  
今月のコラムは、タイ駐在中の筆者が、「バンコクで運動不足を解消してみる。」と題してお送りします。 
 
今やアジア有数の大都会となってしまったバンコク。この街には運動不足なオフィスワーカーが溢れてい

ます。日本人駐在員の皆様方の定番といえば（ご家族の冷ややかな視線を浴びながらの）週末のゴルフとい

うことになるでしょうが、ここではそれ以外のちょっとした運動不足解消方法を探求してみたいと思います。 
 

① ルンピニー公園でジョギングしてみる。（初級編） 
バンコクの中心部にある、緑豊かで広々とした公園です。早朝に行くと、ジョギング、器具を使ったトレ

ーニング、太極拳など、付近住民が思い思いの運動を楽しんでいます。南東の一角には屋台村のよ

うな所があり朝食を取ることもできます（衛生については保証しませんが、筆者のお腹は大丈夫で

す）。日中はとても暑くなりますので、ボートを漕ぐくらいにしておいた方がよさそうです。池の周りには

1～2m 級の大トカゲもよく歩いています。 
 

② フィットネスジムでトレーニングしてみる。（初中級編） 
バンコクには外資系の大手フィットネスジムのチェーンがいくつか展開しています。決して安くない会

費を考えると、バンコクの中間層の経済力向上や健康志向の高まりをあらためて感じさせられます。

いかにも運動不足と見える中華系タイ人や西洋人と並んでトレーニングに勤しんでいると、自分が一

体どこの国にいるのか分からなくなってきます。 
 

③ ムエタイジムでミットやサンドバッグを蹴ってみる。（中級編） 
タイ観光の一つにムエタイ（キックボクシングの原型

となったタイ式ボクシング）観戦があると思いますが、

自分でも怪我しない程度に練習してみれば、技術

や難しさが分かってより楽しめます。ムエタイのミド

ルキックは相当に体を捻るので、シェイプアップ効

果も大きいように感じられます。 
バンコクのムエタジムの中には、外国人の練習生

や一時練習を気軽に受け入れてくれるジムも結構

あります。筆者の近所にもそんなジムがありますが、

さらにタクシーで少し走れば、日本人駐在員が夕方

に集うジムもあります。大部分のムエタイジムは屋

外なので、暑季（3～5 月）ともなると、練習をする前にもう大汗をかいて満足してしまったりもします。 
 

④ 草タクローに参加してみる。（番外編） 
バンコク市街でもちょっと路地裏に入ると、タクロ

ー（アジア共通用語ではセパタクロー）という、足

と頭を使ってボール（伝統的には籐製）を相手の

コートに落とす、バレーボールのような球技に興

じているグループを目にすることがあります。そ

んな時、臆せずに声を掛ければ、タイの方々は

きっと快く仲間に入れてくれることでしょう。筆者

は臆病なので、代わりに、3 年前に筆者の駐在

先事務所にいたカナダ人トレイニーの写真を貼

っておきます。 
バイクタクシーの運転手達は、他にもマークルッ

クというタイ将棋に興じながら、客待ちの時間を

潰していることも多いので、ボードゲームがお好

きな方はそちらに混ぜてもらうのもよいかもしれません。 
 
今回は短期ご出張の方でもトライ可能なものをご紹介しましたが、お時間があれば、カオヤイ国立公園な

ど地方の山で、ハイキングしたり、タイ人のように滝壺で泳いでみるのも楽しいと思います。雨季には足元の

ヒルにご注意を。                         
         （弁護士 二見英知） 
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セミナー・文献情報 
 

 セミナー 『兼松セミナー（インドビジネスセミナー共催）』 
開催日時 2012 年 5 月 25 日（金） 14:00～17:00 
14:50～15:30 発表「インド・ビジネスの法務」 

 講師 小山 洋平 
主催  神戸大学経済経営研究所 （http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/） 
 

 セミナー 『インド・東南アジア戦略フォーラム 2012』 
開催日時 2012 年 5 月 30 日（水） 13:00～17:20 
16:05～17:20 特別パネルセッション 
  パネリスト 小松 岳志 
 
開催日時 2012 年 5 月 31 日（木） 13:00～17:40 
13:00～13:50 基調講演「シンガポール駐在弁護士が業務を通じて考える日本企業の経営課題」 
 講師 武川 丈士 
16:05～17:40 特別パネルセッション 
  パネリスト 武川 丈士 
 
主催  東洋経済新報社 （https://toyokeizai.smartseminar.jp/） 
協賛  森・濱田松本法律事務所、Infosys Limited 
協力  外務省、日本アセアンセンター 
 

 セミナー 『ASEAN への不動産・インフラ投資フォーラム』 
開催日時 2012 年 6 月 6 日（水） 14:00～17:00 
15:00~15:45 特別講演 I「不動産・インフラ投資の法的留意点」 

 講師 武川 丈士 
主催  新日本有限責任監査法人 
後援  東洋経済新報社 （https://toyokeizai.smartseminar.jp/） 

 
 

 論文 「インド企業結合規制の最新動向～改正企業結合規則を踏まえて～」 
掲載誌 国際商事法務 Vol.40 No.5 2012 年 5 月刊 
著者  小山 洋平 
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