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平成２８年９月吉日 

インド知財権利化・権利行使最新情報セミナー 

― インドにおける知的財産をめぐる環境の変化、ライセンス・共同研究、侵害の実態と対策― 

 

－ ： 主催 ： － 

株式会社サンガムＩＰ 

三好内外国特許事務所 

青山特許事務所 

 

 近年、インドの経済成長は成長率が世界一となるなど著しい伸びを示しており、また人口も近い将

来、世界一となるであろうと言われております。そのような環境の下、近年、インドにおける知的財産

関係の環境も著しく変化しています。インド政府による動きの一例として、国家知的財産権政策

（National IPR Policy）の発表、スタート・アップ(Startup)企業による発明の奨励、大胆な規則改正、審

査官の大幅な増員、といったことが挙げられます。また、Make in Indiaキャンペーンにおいて税金の優

遇措置が設けられており、外国企業とインド企業や大学の共同研究が促進すると考えられています。

実際に、日印両政府は互いに協力することで、日本企業の知的財産が適切に保護される環境整備

を進めています。 

 

 今回のセミナーでは、講師として、株式会社サンガムＩＰのインド特許弁理士 Vinit Bapat 氏、インド

国法律事務所 Lakshmikumaran & Sridharanのインド弁護士・弁理士の先生お二人、並びにパナソ

ニック株式会社の日本弁理士 青木氏を講師に迎え、「インドにおける知的財産をめぐる環境の変化、

ライセンス・共同研究、侵害の実態と対策」と題して、現在インドで起きていることが権利化や権利行

使にどのように影響するかについてお話頂きます。特に、青木氏には、パナソニック株式会社のインド

における知的財産の取り組みをご紹介して頂きます。 

 

 本セミナーが知的財産業務に関わる皆様方の実務に少しでも役立てば幸いです。 

 東京または大阪のどちらかの会場で皆様のお申込みを心からお待ち申し上げております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京 
日時：2016 年 10 月 21 日（金曜日） 

   14:30～17:30  ※14:00 開場･受付開始 

    （17：30～レセプション） 

会場：虎ノ門琴平タワー 3 階セミナールーム 

東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー3 階 

レセプション：近くの会場へ移動 

お問合せ先： 三好内外国特許事務所 板垣 

       TEL: 03-3504-3075 

http://www.miyoshipat.co.jp/jp/ 

大阪 
日時：2016 年 10 月 24 日（月曜日） 

   14:30～17:30  ※14:00 開場･受付開始 

    （17：30～レセプション） 

会場：梅田阪急ビルオフィスタワー 26 階会議室 

大阪府大阪市北区角田町 8 番 1 号 

梅田阪急ビルオフィスタワー26 階 

レセプション：同タワー41 階 青山特許事務所内 

お問合せ先：青山特許事務所 森本 

       TEL：06-6316-1261（代表） 

http://www.aoyamapat.gr.jp/contents/access/ 
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演題：「インドにおける知的財産をめぐる環境の変化、ライセンス・共同研究、侵害の実態と対策」 

講師： Vinit Bapat氏（株式会社サンガムＩＰ インド特許弁理士） 

 Damodar Vaidya氏（Lakshmikumaran & Sridharan インド弁護士・弁理士） 

 R. Parthasarathy氏（Lakshmikumaran & Sridharan インド弁護士・弁理士） 

 青木 潤 氏（パナソニック（株）、日本弁理士） 

言語： 日本語・英 語（英語による講義については、日本語への逐次通訳はいたしません。 

 その代わり日本語に翻訳した資料を当日お配りいたします。） 

 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(予定、変更になる場合があります。)： 

 14:30～14:35 講師紹介など 

 14:35～15:05 Bapat 氏担当（日本語）、 

  インドにおける知的財産をめぐる環境の変化、 

  特許、意匠、商標制度の概要と実態、規則改正、知的財産訴訟制度概要 

 15:05～15:50 Vaidya 氏担当（英語） 

  ライセンス、営業秘密、共同研究・ジョイントベンチャー、 

  現地子会社が留意すべき問題点 

 15:50～16:00 休憩 

 16:00～16:45 Parthasarathy氏担当（英語） 

  最近の判例から見た知的財産保護の実態および日本企業へのアドバイス 

 16:45～17:05 青木氏担当（日本語） 

  インドにおける日本企業としての知的財産分野への取り組み例のご紹介 

 17:05～17:30 質疑応答 

 17:30～20:00 レセプション（レセプション会場へ移動） 

参加費（含レセプション）：無料 

お申込み締め切り：2016年 10月 14日（金曜日） 

 

セミナー定員：約 60名 

レセプション定員：約 35名 

 会場における席数の都合上、原則として１社２名のご参加に限らせて頂きます（３名以上の参加を

ご希望の場合は、個別にご相談下さい）。定員を超えた場合、別途調整をさせて頂く場合もございま

す。予めご了承下さい。但し、東京会場および大阪会場はそれぞれ両方に別途ご参加可能です。 

 

申込方法：別紙参加申込用紙に必要事項をご記入の上、ファクシミリまたは E-mailにて、下記送り先

のいずれかにご送付ください。尚、お申込に対する受諾のご連絡は致しませんので、直接会場にお越

しください。 

 

セミナーに関するお問い合わせ： 株式会社サンガムＩＰ（Tel: 03-5548-3234） 担当：五味 

    三好内外国特許事務所（Tel: 03-3504-3075） 担当：板垣 

    青山特許事務所（Tel: 06-6316-1261） 担当：森本 

以上  
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講師紹介 

 

Vinit BAPAT（バパット）氏 

 株式会社サンガムＩＰ、インド弁理士 (http://www.sangamip.jp) 

 バパット氏は、東京大学大学院で理学博士号を取得。日本国内の複数の特

許事務所で日米欧の特許実務を担当し、経験を培う傍ら、金沢工業大学大

学院の客員教授として「米国特許特論」、「インド特許特論」を担当している。ま

た、日本の企業や特許事務所に対するコンサルティング、権利化支援等、精

力的に活躍している。同氏が、インド特許弁理士資格を取得し、2010年、東京

都港区に株式会社サンガムＩＰを設立。インドの知的財産を専門に扱う会社。イ

ンドにおける特許・意匠・商標の権利化、権利行使、調査、情報収集について

日本語で相談可能。 

 

Damodar VAIDYA（ヴァイディヤ）氏 

 Lakshmikumaran & Sridharan インド弁護士・弁理士 （http://www.lakshmisri.com/） 

 ワイディヤ氏は、ナガプル国立工科大学卒業。現在、ラクシュミクマラン＆

スリダラン法律事務所の知的財産部門のエンジニアリング部門長を務めてい

る。同氏は特許・意匠・商標の権利化から権利行使、侵害訴訟までのすべ

ての分野において幅広く活躍している。また、同氏は、民間企業において３８

年間エンジニアとして勤務。通信、ソフト開発、車業界を中心に発明の発掘、

権利化、情報解析、クリアランス、明細書作成業務に関わる。 

 

R. PARTHASARATHY（パルタサラティー）氏 

 Lakshmikumaran & Sridharan インド弁護士・弁理士（http://www.lakshmisri.com/） 

 パルタサルティー氏は、マドラス大学物理学専攻、デリー大学 法学部卒

業。現在、ラクシュミクマラン＆スリダラン法律事務所の知的財産部門の総

責任者を務めている。同氏は特許・意匠・商標の権利化から権利行使、侵

害訴訟までのすべての分野において幅広く活躍している。また、WTO 協定に

おける通商救済法や関税評価を専門にし、さらに、インド、EU、カナダ、トルコ、

アメリカ、タイ、韓国において反補助金対策、反ダンピング対策、セーフガード

措置の分野でインド国内および外国の多数のクライアントを代理している。過

去には、インド政府経理局長、鉄道機構長、商務省の反ダンピング局長など

を歴任し、インド最高裁判所が行う登録弁護士試験で最優秀金賞を受賞した。 

 

青木 潤 氏 

 パナソニック株式会社、日本弁理士 

 青木氏は、大阪大学卒業。（株）日立製作所知的所有権本部勤務、コナ

ミ（株）知的財産部部長を経て現在パナソニック（株）ライセンス部主幹。 

  



 4 

別紙 

インド知財セミナー参加申込用紙 

「インド知財権利化・権利行使最新情報セミナー」に申し込みます。 

お申込み締め切り：2016 年 10 月 14 日（金曜日） 

☞ 下記送り先のいずれかにご送付ください。 

 ◆ 株式会社サンガム IP （五味 宛） 

  FAX 03－6866－9638、E-mail (officemanager@sangamip.com) 

 ◆ 三好内外国特許事務所 （板垣 宛） 

  FAX 03－3504－3060、http://www.miyoshipat.co.jp/jp/ 

 ◆ 青山特許事務所 （森本 宛） 

  FAX 06－6316－2241、E-mail (morimoto@aoyamapat.gr.jp) 

☞ 東京会場か大阪会場か下記番号を○印で囲んでください。 

 １．東京会場（2016年 10月 21日（金曜日）、14:30～） 

 

 ２．大阪会場（2016年 10月 24日（月曜日）、14:30～） 

 

＊レセプションに参加をご希望の方は、下記表のレセプションの欄に○印で明示ください。同業者や個

人のかたのレセプション参加をお断りする場合があります。 

＊レセプションの参加は原則として 1社から2名まででお願いいたします（3名以上の参加をご希望の

場合は、個別にご相談下さい）。 

＊セミナー当日は本申込用紙（またはメール）に、参加者ご本人のお名刺１枚を添えて受付へご提

示ください。 

 

貴社名 ご芳名 ご連絡先 ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ 

  TEL: 

FAX: 

Email: 

参加 

不参加 

  TEL: 

FAX: 

Email: 

参加 

不参加 

 

東京会場 
会場：虎ノ門琴平タワー 3 階セミナールーム 

東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー3 階 

お問合せ先： 三好内外国特許事務所 板垣 

       TEL: 03-3504-3075 

大阪会場 
会場：梅田阪急ビルオフィスタワー 26 階会議室 

    大阪府大阪市北区角田町 8 番 1 号 

    梅田阪急ビルオフィスタワー26 階 

お問合せ先：青山特許事務所 森本 

       TEL: 06-6316-1261（代表） 


