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※経由団体：各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 
貿易・投資円滑化ビジネス協議会 

インドにおける問題点と要望 
 
 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 

1 外資参入規制 日機輸 (1) 外資参入規制 ・以下の税制/銀行規制のために、外資企業にとって投資の回収までを見

越した採算計算がしづらい/できないため、参入の大きな枷となっている。

強く改善を希望する。 
①税法上の株式売買価格規制： 
－株式売却価格について、売買当事者同士で純資産簿価や、DCFなど

に基づいて合意した場合にも、当該取引に関する税金計算に当たって

は、当該被売却会社が土地/建物など一定の固定資産を保有している

場合、税法で定められた方法による時価評価を加味して、売却益に対

する税金を払う必要がある。 
－規定の方法により時価評価を行った土地や建物の価格が、実際の土地

や建物の価格からかけ離れており、ほぼ全ての場合で実際の売買価格

をはるかに上回る税法上の売買金額で算出された売却益に対する課

税が行われ、税負担が大きくなっている。 
②RBIによる株式売却価格規制： 
－上記の税法上の株式売買価格規制にかかわらず、外資企業が合弁パ

ートナーのインド企業に合弁会社の株式の売却する際、売却価格はイ

ンド準備銀行（RBI）のガイドラインに沿った、「公正価値」以下でなけれ

ばならない、とされている。（同様に、外資企業がインド企業から、株式

を購入するときは、「公正価値」以上の価格であるものとされている。） 
※RBIのガイドライン上、公正価値はDCF法等により計算されたものと規

定。 
－当事者間で売却価格（例：純資産簿価）を契約で取り決めた場合でも、

その価格が上記「公正価値」を上回れば、契約上の取り決めにかかわら

ず、外資企業は（純資産簿価を下回る）公正価値以下でしか売却でき

ない。 
－外資企業の立場に立てば、当事者間で事前合意をした価格を下回る

可能性のある「公正価値」でしか、株式を売却できず、投資回収時の採

算管理に不確定要素があり、外資企業進出に際しての大きな枷となっ

ている。 

・時価調整を行った土地建物の価格が実

際の価格から乖離が起きないように調整

方法を変更し、納得できる調整としても

らえるように変更を求める。 
・当事者同士での合意価格を認めるよう

変更を求める。 

・Income-tax(20th 
Amendment), Rules, 
2017 

・FEMA 20(R) 
regulation 11 

2 国産化要請・現

地調達率と恩典 
自動部品 (1) 金属及び金属製

品の品質管理令

(BIS-QCO)によ

る材料現地調達

要請 

・「Make in India」の政策のもと、金属及び金属製品の品質管理令

(BIS-QCO)により、線材も現調化が強く求められているが、客先要求規格

であるJISとインド規格BISには差異があり、適用には客先の承認が必要

となる。またローカルサプライヤーにはJIS同等の品質とローコスト、安定

的な供給を担保してもらわねばならない。現状この条件は満たされていな

い。 

・OT線をJIS準拠で、安価で安定供給で

きるローカルサプライヤーの醸成。 
・BIS-QCO IS4454 
Part1 & Part2 
(Bureau of Indian 
Standard-Quality 
Control Order) 

  医機連 (2) 国産優遇政策に

よる公平な競争の

阻害 

・各国での国産優遇の政策により、ローカルサプライヤーが競合他社と比較

して入札が困難になったり、薬事承認に差が出ないようにしていただきた

い。 

・内外問わず公平な競争が可能となるよう

当局への働きかけを行 っていただきた

い。 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
4 撤退規制 日機輸 (1) 清算・減資のハー

ドルの高さ 
・インドでは従来撤退等のハードルが高いと言われており、実務的なところ

でのハードルの高さや 要する時間の長さには問題認識あり。 
特に、閉鎖にあたってのCooling Period(1-1.5年業務を行っていない期

間)や、諸手続きの遅延等により、数年かかってしまう。（コロナ禍の影響も

あるかもしれないが、Cooling Periodを含め、4.5年掛かった） 
（ニューデリー） 

・法律に規定されて手続きの適切な運営

と、明確な対応。 
・税務当局の適切な処理。 

・新会社法 

8 投資受入機関の

問題 
日機輸 (1) 外資優遇措置の

不足 
・国内製造産業育成のためのインセンティブを拡充してほしい。 
（継続） 

・インドでの現地生産拡大を検討してお

り、法人税減免や投資金額補助など、明

確なインセンティブがあればありがたい。 

 

  日機輸 (2) 州による投資恩

典の相違 
・新規投資に対する恩典の内容が州ごとに異なっている。 
（継続） 

・州ごとに異なる恩典の内容を調和してほ

しい。 
・今後、新しい恩典が確立された場合、す

でに投資済の事業においてもそのメリッ

トが享受できるようにしてほしい。 

 

  印刷機械 (3) 輸出振興目的の

関税減税スキー

ム 

・インドではインド企業の輸出実績により、輸出生産用部材関税減税スキー

ムを定めている。したがってインドの当社販売店は、輸入業者であるため、

関税減税の対象とはなっていない。 

・インド輸入商社が介在しても、明確に輸

出生産用部材なら、関税の減免を希望

する。 

・インド商工省商務局外国

貿易部(外国貿易政策第

4項) 
9 輸出入規制・関

税・通関規制 
時計協 (1) 高輸入関税 ・時計類の関税は完成品で20%、ウオッチムーブメントで5%、クロックムー

ブメント10%であり、2011年の日印EPA発効により日本原産の時計関税

は10年間で撤廃される。 
尚、基本関税と社会福祉課徴金(基本関税の10%)に加え、IGSTも課せら

れるため、実効関税率は非常に高くなっている。 
（継続） 

・関税の税率に変更はなく、低減および

撤廃を要望。 
・統合や税額控除・相殺の実施状況を見

守りたい。 

・関税法 

  時計協   (改善) 
・相殺関税と特別追加関税がIGSTへ統合された。 
・事業として使用する物品・サービスの提供を受けるGST登録者は、当該仕入税額控除を課税売上に係る税額と相殺が可能となった。 

  日機輸 (2) 高率の間接税 ・基本関税0％の製品を輸入しても、それ以外に社会福祉サーチャージ

(10％)が課税され、他にもGST(18%)があるためコストが高くなる。インドに

製品組立工程を移管しようと考えたものの構成部品（電子部品含む）の輸

入には高額な輸入関税が発生する一方、ASEAN域内から完成品をFTA
を活用して輸入する場合は無税であるため結果的にASEAN域内から完

成品輸入した方がコストが安く、インド現地生産の動機となり得ない。 
（継続） 

・各種税金を撤廃・低減してほしい。 
（インドモノづくりを推進するには、完成

品のモノづくりを加速させるためにも部

品関税の撤廃が必要） 

 

  日機輸 (3) 輸入品への関税

制度 
・輸入品の精密機械（実装SMT、半導体組立関連）は「販売目的」での基

本関税7.5%が掛かる。インドで現地生産が困難な精密機械/生産設備の

「輸入・販売・サービス企業」においては、この関税負担は大きい。特定の

HSコード商品への基本関税の撤廃を期待する。 
製造使用を目的としない、顧客への当該設備の・実験・パフォーマンス検

証・技能者育成、短納期対応は精密機械業（流通業）にとって不可欠であ

る。結果的にインドのMake in Indiaの実現を加速すると考える。 
（継続） 

・税制改正による関税撤廃。  
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
9  日機輸   ・輸入品に関して、現状の対象HSコードに対する優遇関税の対象拡大。 

現状は原材料のみがゼロであり、国内生産が増大していく中、それを電子

部品に拡大する事が必要。 

・税制改正による関税撤廃。  

  日機輸 (4) ITA対象製品へ

の恣意的な課税 
・ITA対象品目と考えられる情報通信関連製品に対して関税を課す動きが

ある。 
（継続） 

・無税化の措置を継続してほしい。  

  日機輸   ・2017年12月14日発効のインド政府通達によって、ネットワークカメラ

（10%=>20%に引き上げ）の関税率が引き上げられた。 
（継続、要望変更） 

・ネットワークカメラについては、従来の関

税率と同等にしていただきたい。 
※インドはITA品目拡大適用の対象外

のため、ネットワークカメラはITAによ

る無税を主張できないため。 

・Notification 
No.91/2017-Customs 
issued onDec.14,2017 

  日機輸   ・2017年7月1日発効のインド政府通達で、WTO ITA対象品目となってい

るインクカートリッジ製品やコンパクトプリンタが課税対象となっている。 
（継続） 

・WTO ITAにおいて既に関税撤廃とな

っているため、無税扱いとすることをお

願いしたい。 

・Notification 
No.56/2017-Customs 
issued on Jun.30,2017 

  日機輸 (5) 関税還付手続の

煩雑 
・輸出品の輸入関税をリファンドできる仕組みがあるが、リファンド手続きで

大量の明細資料の提出を求められる(1000ページ以上の購入資料）。新

機種の取り扱いが発生するたびに提出が必要で、膨大な事務量になって

いる。 
（継続） 

・輸出事業への恩典を充実させてほし

い。 
 

  日機輸 (6) 恣意的かつ不透

明な関税分類の

適用 

・HSコードの適用は税関担当官が決めることになっており、担当官による適

用するHSコードが異なる。 
第三者機関などでHSコードを決定する機能がない。  
LiBのインド国内税率(GST)が低減されるも、日本発行の経済協定原産

地証明書のHSコードとインド側の運用コードとが不一致。両国のコードを

併記しなければならない。 
（継続） 

 ・Union Budget 

  日機輸   ・税収増を目的として、より税率の高い関税分類を適用させるため、輸入者

に対して適用すべき関税分類の指摘があり、解釈間違いを認めた場合、

様々な法律を適用され、差額、金利、ペナルティの支払いが発生する。 
また、明確な判断基準、適用根拠の説明がなく、解釈も極めて曖昧。係争

になった場合、役所の許可がでるまで販売ができず、仮販売許可を得ら

れるまでの手続きが不明確で時間を要する。 
（継続） 

・明確な判断基準の設置と適用根拠の説

明をして頂きたい。 
・税関手続きの透明性を高めて頂きた

い。 

 

  日機輸 
日商 

  ・弊社がインドの顧客に輸出しているホイールローダーについて、日印間の

EPAが発足してから活用しているHSコード84295900について、急遽現

地の政府エージェント（DRI）からHS84295100が正との通知を顧客が受

けている。一方、日印EPA合意ではHS84295100は特恵関税の適用除

外品目である。 

・HS CODE取り扱いの明確化。 ・日印EPA 
MOFA: 
Comprehensive 
Economic Partnership 
Agreement between 
Japan and the 
Republic of India 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
9  日鉄連 (7) アンチダンピング

措置の濫用 
・2016年4月、日本、中国、韓国、ウクライナからの冷延鋼板類および厚板

に対するAD調査開始。 
2016年8月、暫定措置（6か月）。 
2017年5月、最終決定公示。輸入価格が576米ドル/トンを下回る場合、差

額を暫定AD税として賦課する（5年間）。 
2021年3月、商工省がAD措置延長調査を開始。 
2021年9月、商工省がAD措置延長調査の結果、最終決定クロを告示（財

務省への課税建議）。 
2022年1月、財務省が「商工省による課税建議を受け入れない」旨、告示

（理由等は不明）。 
（変更） 

・措置撤廃など。  

  日鉄連   ・2016年4月、日本、中国、韓国、インドネシア、ブラジル、ロシアからの熱

延鋼板類および厚板に対するAD調査開始。 
2016年8月、暫定措置（6か月）。 
2017年5月、最終決定公示。輸入価格が478～561米ドル/トンを下回る場

合、差額を暫定AD税として賦課する（5年間）。 
2021年3月、商工省がAD措置延長調査を開始。 
2021年9月、商工省がAD措置延長調査の結果、最終決定クロを告示（財

務省への課税建議）。 
2022年1月、財務省が「商工省による課税建議を受け入れない」旨、告示

（理由等は不明）。 
（変更） 

・措置撤廃など。  

  日鉄連   ・2019年7月、日本、中国、韓国、台湾、香港、タイ、インドネシア、マレーシ

ア、ベトナム、シンガポール、UAE、EU、米国、メキシコ、南アフリカからの

ステンレス鋼板（熱延・冷延）に対するAD調査開始。 
2020年12月、商工省が最終決定告示。67～474 米ドル/トンのAD税賦

課を財務省に建議。 
2021年3月、調査終了（財務省最終決定の期限である 2021年3月23日
までに課税通知の告示がなかったため）。 

（変更） 

・措置撤廃など。  

  日鉄連   ・2021年6月、日本、韓国、シンガポールからの電気亜鉛めっき鋼板に対

するAD調査開始。 
  

  日鉄連 (8) セーフガード措置 ・2015年9月7日、熱延鋼板(コイル)に対するセーフガード調査開始。 
2015年9月14日、財務省が20％の暫定セーフガード税賦課決定(最長

200日間)。 
2015年9月14日から財務省が2年半のセーフガード税賦開始。 
2016年12月20日、日本政府がインド政府に対し、鉄鋼製品に対するセー

フガード措置等について、世界貿易機関(WTO)協定に基づく協議を要請。 
2017年2月6-7日、日本政府が二国間協議を実施。 
2017年4月3日、パネル設置が決定。 
2017年6月22日、パネル委員長および委員が決定。 

・適用除外の設定、措置の撤廃（特に

15.9から開始の熱延鋼板に対するセー

フガード調査は、WTO協定との整合性

に疑義あり）。 
・制度の撤廃。 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
9     2018年11月6日、パネル報告書の公表。日本の主張は概ね認定された。 

2018年12月14日、インド政府が上級委員会に上訴。 
2018年12月21日、日本政府が上級委員会に反上訴。 

（継続） 

  

  日鉄連   ・2015年12月7日、厚板に対するセーフガード調査開始。 
2016年11月23日から財務省が2年半のセーフガード税賦課開始。 

（継続、要望変更） 

・輸入の禁止・制限することについては、

WTO協定に対する強い不整合が疑わ

れる。 
・制度の撤廃。 
・手続き(含.除外制度)の明確化・簡素化・

透明性向上。 
・規格取得にかかるガイドラインの早期開

示、施行までの期間延長。 

 

  日機輸 (9) FTA原産地規則

の原産地認定基

準の厳格・煩雑 

・日印CEPAの原産地規則は多くの産品についてRVCとCTCの両基準の

充足を要求しており、特恵原産地証明書を取得するのに時間と手間がか

かる。 
（継続） 

・RVCとCTCの一方を満たせば足りるよう

に変更する等、原産地規則を緩和して

欲しい。 

・日印CEPA 

  日機輸   ・ビデオ製品の日インドEPA利用条件として、付加価値基準35%の証明に

加え、HSコード変更基準の証明も必要となっているため、原産地証明書

取得のハードルが高く、全ての必要書類を揃えるのに1製品で1年がかりと

なっている。そのためリソースの問題もあり、複数機種にEPAを適用するこ

とが厳しい状況である。 
（継続） 

・製品によってはEPA利用条件にHSコ
ード変更基準は含まれていないため、ビ

デオ製品においても利用条件を緩和し

ていただきたい。 

・日本・インド包括的経済

連携協定 

  日機輸   ・原産割合を証明するものとして、輸入品の生産プロセスや原価明細など、

サプライヤーやメーカーの企業機密にあたる情報など、輸入者にとって現

実的に入手不可能な情報の開示を求められる。本来そのような詳細情報

は関税当局が輸出国の検認当局に情報を求めるべきであるが、当局はそ

れをせず、輸入者に情報開示を求めるため、輸入者には対応不可能であ

り、最終的に特恵関税の適用を断念せざるを得ず、多大な税コストの増加

につながっている。 
また、関税当局より原産地証明への検認当局側の署名者に関する質問な

ど、本来、当制度の趣旨にあわない問い合わせもあり。 
これら対応のために通関に要する時間が増大し、不要な保管料、金利が

発生している。 
（継続） 

・現実的に証明不可能な情報を求めない

こと。 
・そのような運用にならないように法制度

を改正すること。 
・或いは、当局担当者に制度主旨への理

解を徹底すること。 

・関税法第28DA 

  医機連   ・EPAによる関税優遇措置に際し、原産地証明/申請の手続きが煩雑過ぎ

る。 
・手続きの簡素化。 ・EPA等 

  JEITA 
日商 

(10) 原産地証明書新

ルール

CAROTAR2020
の不透明、手続

の煩雑・遅延 

・2020年9月の厳格化（CAROTAR2020）施行以降、税関で原産地情報を

求められ通関が止まったり、これまでの書類ではFTAの適用が認められな

かった等の事例あり。輸入の都度、複雑かつ多数の書類の提出が必要

で、実質的にFTA適用を断念しているケースもある。 
（継続） 

・手続きの簡素化。 ・CAROTAR2020 



2022 年版 インドにおける問題点と要望 6 / 31 

※経由団体：各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 
貿易・投資円滑化ビジネス協議会 

 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
9  日機輸 

日商 
  ・関税法が2020年9月に改正され、輸入時のFTA/EPA審査が厳格化され

た。新たな税関規則では、特定原産地証明を利用した輸入者に対し原産

性に関する情報を保持することを義務付けられ、輸入手続時に追加情報

記入のほか、インド税関から要求のあった場合には詳細を提出することが

必要となった。上記対応に相当の工数がかかっている。 
（継続、要望変更） 

・適正な原産地証明を行っている企業に

対しては一定の基準を設けて要求しな

いよう検討頂きたい。 
・手続きの簡素化。 

 

  日機輸   ・2020年8月、インド政府はCAROTAR 2020の通達を発表し、税関は当該

物品の原産性に疑義がある場合、輸入者に対して所定フォーマットでの

情報提出要求を認めるとした。当初、EPA利用の都度、フォーマット記載

が求められたり、詳細な情報提供を求められるケースがあった。 
（継続） 

・輸入者に過度な情報提出を強いること

なく、EPA利用が円滑に進む運用として

頂きたい。 

・GOVERNMENT OF 
INDIA 
MINISTRY OF 
FINANCE 
Notification No. 
81/2020 - Customs 

  日機輸   ・2020年9月21日に施行された原産地証明に係る新たなルール

CAROTAR 2020により、FTA適用モデルの通関時の提出資料が変更と

なった。申告時に従来の原産地証明書のほかに、原産性を証明するコスト

データ(Form1)を出荷毎・モデル毎に提出し、また必要に応じて追加情報

の提出を求められ、輸出者からのコスト情報等の追加入手に、工数増、負

担増となっている。 
さらに、通関からの対応が遅く、CAROTAR前は3日だったリードタイム

が、現在は10日前後かかっており、2021年は、商戦期に在庫が届かず販

売機会損失となった。 
在インド日本大使館からインド財務省間接税関税中央局（Central Board 
of Indirect Taxes and Customs: CBIC）にクレームしてもらい、若干のリ

ードタイムは短くなったが、現在も関税差額を払って通関を通している状

況である。 
また“GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE 
（DEPARTMENT OF REVENUE）”において、45日以内に回答すると

記述があるものの、既にその10倍以上の日数が経っており、リードタイムが

長いだけでなく、コスト負担が増え続けている。 
これまでFTA適用を認められていたが、導入後は、ほとんどの出荷がFTA
適用を認められず、Provisional Assessment（暫定評価・査定）扱いと

し、通常関税の支払いを回避している。 
その場合、貨物のリリースには、通常関税とFTA適用関税との差額の銀行

保証（BG：貨物銀額の0.3％手数料が発生/ムンバイ地区のみ0.5％手数

料発生）の提出が求められている。 
（通常の関税を支払うか、差額の銀行保証を提出しない限り、荷物はリリー

スされない）。 
現時点ではProvisional Assessment（暫定評価・査定）扱いで多くの出

荷が処理され、判定が下されないままPendingになっている。 
この様に、従来は認められていたFTAの不適用、費用増、将来の訴訟リス

ク・訴訟費用リスクが発生している。 
（内容、要望ともに変更） 

・CBICが各通関に通知したガイドライン

に則って、記述された日程も守り通関業

務を遂行して頂きたい（ガイドラインには

疑いもなく過度な質問はしないと明記さ

れている）。 
・また、輸入者の負担軽減につながるよ

う、提出資料、書類、手続を簡素化して

頂きたい（例：出荷毎でなく、製品単位

の査定とし、一度査定を受けたものは都

度の資料提出・査定を免除頂きたい）。 
・また、追加費用負担の軽減、通関リード

タイム削減をして頂きたい。 
・FTA適用の適正化をして頂きたい。原

産性を精査し、認められたものはFTA適

用を迅速に認めて頂きたい。 

・the Customs
（Administration of 
Rules of Origin under 
the Trade 
Agreements) Rules, 
2020 

・Custom Act 28DA 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
9  日鉄連   ・2020年8月、インド財務省が貿易協定上の原産品判定における管理厳格

化策（CAROTAR）を公示。9月施行。鉄鋼製品に限らず、インドが締結す

る各貿易協定における全ての特恵税率当該品が対象。 
輸入者が特恵税率を受けるために、原産品判定基準に係る情報を保持

し、税関当局の求めに応じて開示しなければならず、場合によっては特恵

税率の適用が否認される。 
本来、日本の第三者機関が証明した原産地証明書に疑義または質問が

あれば、政府間での検認で確認すべきところ、輸入者とインド税関が確認

する制度、その結果次第でインド税関の権限で特恵関税の付与を否認で

きる制度は根本的に問題。 
インドでは税関港および担当者の解釈が異なることもあり、また、条文の解

釈や税関の対応により、過剰な書類提出等が要求される可能性をはらん

でおり、通関に支障が生じる可能性が懸念される。 
（継続） 

・措置撤廃。 
・（措置撤廃が難しければ）インド当局に

対して日本企業への過度な負担となら

ないよう働きかけを行う。 

・The Customs 
(Administration of 
Rules of Origin under 
Trade Agreements) 
Rules,2020 

  日機輸 (11) CAROTAR 
2020の運用方法

と要求資料への

対応困難 

・CAROTAR 2020の施行により税関から要求があった際に重要生産情報

の開示に繋がることへの生産現場とサプライヤーの懸念により、原産判定

に必要な情報を収集することが今まで以上に困難となる。 

・積極的なEPA活用推進とは相反する面

もあり、撤廃が最も望ましいが、運用を続

けるとしても税関に開示が必要となる情

報は明確化して欲しい。 

・CALOTAR 2020 

  医機連 (12) 準備期間なしの

新ルール開始 
・2020年9月の事例。インド財務省が8月21日の通達で原産地証明に関す

る新ルール「CAROTAR 2020：the Customs Rules, 2020」を9月21日
から開始すると発表。準備期間なしで適用されたため、多くの輸入業者が

数か月荷物を留め置かれる事態となった。当社は原産地証明書について

新ルールの要求事項をたまたま満たしていたので、何とか対応することが

できた。 

・左記は一例であり一事が万事、準備期

間なしに新ルールが始まることは止めて

欲しい。 
・また現場の公務員が新ルールを理解し

ていない、解釈に幅があるなど、通達が

徹底されていない点は改善して欲しい。 

 

  日機輸 (13) 輸入通関手続の

煩瑣・遅延 
・CY(コンテナヤード) 内の通関ではなく、ICD（Inland Container 
Depot）、CFS（コンテナフレートステーション）での通関となり、CYからの

横持ちが常に発生する。 
（継続） 

  

  日機輸 (14) 輸入通関時の最

高小売価格の申

告・表示義務の煩

雑・困難 

・輸入通関時に製品上のMRP(Maximum Retail Price＝最大小売価格)
表示義務があるため、為替の影響やマーケットの状況を見て、価格を柔軟

に変更することができない。 
また、価格を改定する場合は、商品に添付するMRPラベルの変更が必要

であり、価格を下げる場合の価格改定は認められているが、上げる場合

は、税制の変更等に限定されている。 
（継続） 

・企業のビジネス活動を考慮した法令改

定をして頂きたい。 
 

  JEITA (15) 二次電池製造マ

シンのIGCR免除

対象外 

・特定の種類の先進二次電池製造機械は、IGCR免除（IGCR：譲許的レ

ートでの商品の輸入）の対象となる。一部の機械は、高度な電池製造に欠

かせず、かつ現在のところインドでは入手できないものの、IGCRリストに

含まれておらず、インドで先進的な電池製造施設の立ち上げに大きな負

担となっている。 

・電池製造のための特定の機械がIGCR
免除の対象となることを要望する。 
これらの機械は、先進的な二次電池製

造のために重要かつ不可欠であり、次

のHSコードに該当する。 
【対象機械のHSコード】 

・税関通知25/2002, dt. 
01.03.2002 Amended 
as 71/2018 dt. 
28.09.2018 

・Rule 68/2017 dt. 
30.06.2017 Amended  
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
9      ①バッテリー組立用： 

84659990、84224000、84198990、
84798999、84615029、84798200、
84248990、84561100 

②検査用： 
84798999、90221900 

as 09/2021 dt. 
01.02.2021 

・Under the Customs 
Act, 1962, インド財務

省Ministry of Finance 
(Department of 
Revenue) India 

  時計協 (16) ATAカルネの利

用限度 
・インドはATAカルネ（Admission Temporary Agreement:物品の一時輸

入のための通関手帳に関する条約）に参加しているものの、サンプル持込

の用途が大規模な展示会等に限定されている。 
（継続） 

・適用範囲を商品見本条約のサンプルま

で拡大することを希望。 
・物品の一時輸入のため

の通関手続きに関する

条約（ATA条約） 

  日機輸 (17) 関税当局の許可

証の発行・更新手

続の煩瑣・大幅遅

延 

・関税当局(SVB)の登録免許更新手続きに時間を要する。 
3年毎に登録免許更新があるが、必要書類を提出しても、当局の更新手

続きが始まらず、3－6ヶ月は処理に時間が掛かる。 
その間、CIF価格の1％のDepositを要求されるため、キャッシュフローの

負担が大きいもの。 

・SVB当局の処理の改善。  

  医機連 (18) 税関の一機関

SVBの影響力 
・SVB（Special valuation Branch）は関連者との取引について輸入価格

の妥当性評価を行う機関だが、国家間の契約であるFTA適用品について

も設定条件を満たしていないという指摘の元、医療機器分野でも過年度の

関税徴収を画策しているとの報告を輸入通関業者から受けている。売り上

げ規模の大きい企業には既にヒアリングが入っている模様。 

・SVBが適用条件を厳格にするのは仕方

がない面もあるが、インドの公的機関は

ルールを曲解する傾向がある。応じない

と裁判になることもあるため、こうした動き

は牽制できればお願いしたい。 

・SVB 
・FTA 

  日機輸 (19) 個人消費荷物の

電化製品への輸

入禁止・日本食

輸入関税率の変

更 

・個人消費（利用）の輸入荷物につき、電化製品が「原則禁止」されている。 
2019年8月、インド/ムンバイの日本食輸入関税率が変更された。 
43.8%（関税＋物品サービス税の合計） 
送り状記載の金額（JPY）をルピーへ換算に課税（商品価格ではないとの

こと）。 
（継続） 

・制限緩和を検討して頂きたい。  

  日機輸 (20) 過度に厳格な貨

物検査 
・空港貨物が80％以上の割合で内容検査をされる。リードタイム増、貨物ダ

メージが頻繁に発生。 
（継続） 

  

  日商 (21) 物品再輸出時の

手続きの煩雑さ 
・インドで不具合が発生した部品を日本で調査するため、インドから日本へ

送付する必要があるが、一度日本からインドに輸入した部品の再輸出とな

り、部品保有者の財務諸表含む書類の準備が必要で、手続きが煩雑。

(GR waiver (Guaranteed Remittance waiver) の取得) また、インド

内の輸出地（出荷先の州）によって基準が異なる。 

・GR waiver取得の簡素化もしくは調査

目的での輸出品に対しての免除。 
・Master Circular on 
Export of Goods and 
Services 

  日鉄連 (22) 強制規格取得製

品輸出の管理強

化 

・2020年12月、インド規格局(BIS)がIS規格を取得した鉄鋼製品をインドへ

輸出する際、専用のポータルサイトを通じて貨物情報を事前共有すること

をBISライセンス保有企業向けに要求。ポータルサイトの構造上、ライセン

ス保有者となるメーカーが登録者となること、商社の顧客情報が示された

BL/Invoiceが必要書類として求められることを確認。情報提供に協力しな

い場合、保有するライセンスの使用に支障が生じることが懸念される。 

・制度の撤廃。 
・（制度の撤廃が難しければ）1ライセンス

につき複数の登録用IDを付与するなど

のポータルサイトのシステム構成の修

正。提出書類をBL/Invoiceより機密性

の低い書類とすること。 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
9  日鉄連 (23) 鉄鉱石輸出税賦

課 
・2007年2月28日、インド財務省は、税収確保とインド国内鉄鉱石資源温

存のため、鉄鉱石輸出につきトンあたり300ルピーを一律課税することを発

表（3月1日実施）。 
2007年5月以降、複数回に亘り税制を変更している（以下参照）。 

 塊鉱 粉鉱 ペレット 

07.5.3 変更なし トン当たり 50 ルピー 
(減税) N/A 

08.6.13 FOB 価格の 15％(増税) N/A 

08.10.31 変更なし トン当たり 200 ルピー 
(減税) N/A 

08.12.7 FOB 価格の 5％ 
(減税) 

撤廃 
(減税) N/A 

09.12.24 FOB価格の10％ 
(増税) 

FOB 価格の 5％ 
(増税) N/A 

10.4.29 FOB価格の15％ 
(増税) 

FOB 価格の 5% 
(変更なし) N/A 

11.2.28 FOB価格の20％ 
(増税) 

FOB 価格の 20％ 
(増税) N/A 

11.12.30 FOB価格の30％ 
(増税) 

FOB 価格の 30％ 
(増税) N/A 

14.1.27 変更なし 変更なし FOB 価格 
の 5％ 

15.6.1 

Fe58％以上 
FOB価格の30％ 

Fe58％未満 
FOB価格の10％ 

変更なし 変更なし 

15.10.16 
日韓向けのみ、Fe58％以上の 

FOB 価格を 30→10％に引き下げ。 
その他は変更なし。 

変更なし 

16.1.6 変更なし 変更なし 撤廃 
16.3.1 Fe58％未満の輸出税(10％)を撤廃 変更なし 
18.2.20 変更なし 変更なし 変更なし 

21.1.8 
日本向けの Fe58%以上の FOB 価格 30
→10%引き下げを撤廃。韓国向けも同様

に撤廃となった模様 
変更なし 

鉄鉱石輸出税は、鉄鉱石サプライヤーにとって経済的に大きな負担となっ

ている。また、負担の一部がFOB価格上昇という形で、日本を始め鉄鉱石

需要家に転嫁されることもある。 
（継続） 

・制度の撤廃。  



2022 年版 インドにおける問題点と要望 10 / 31 

※経由団体：各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 
貿易・投資円滑化ビジネス協議会 

 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
9  日鉄連 (24) 鉄鉱石の輸出禁

止 
・2010年7月、違法採掘防止を理由として、カルナタカ州政府が鉄鉱石輸

出の禁止を実行。現在は一部の鉱山において操業が再開されているが、

輸出は依然として禁止されている状況。 
（継続） 

・制度の撤廃。  

  自動部品 (25) 金属及び金属製

品の品質管理令

(BIS-QCO)によ

る材料流通規制 

・ばね材料の輸入にあたり、最終出荷者（線材メーカー）はインド鉄鋼省より

BIS認証を取得することを求められている。ばね材料の管理令に対して

2020年4月に申請したものの、Covid-19により認証作業が遅れており、未

だに材料を輸入することができない。客先への納入欠品の代替策として母

材の状態で輸入し、インド国内で加工しており、輸入時の輸送効率が悪く

結果的に採算性が悪化した状態で生産している。 
（変更） 

・鉄鋼省及びBISにおけるQCOに係る業

務の迅速化、疎通の円滑化をお願いし

たい。 
・鉄鋼省及びBIS側の業務停滞に起因す

る追加費用やペナルティの補償をして

ほしい。 

・BIS license IS9550 

  自動部品   ・ばね材料の日本からインドへの輸出にあたり、最終出荷者（伸線メーカー）

はBIS認証が必須とされている。認証未取得の場合は、着荷回毎に鉄鋼

省へ通関許可の伺いを立てるが、裁定機関（テクニカルコミッティー）が月

に2度の開催で待ち時間が長く工程遅れを招く。 
また保税倉庫で足止めされている間に余分な費用が発生する。更に同じ

鋼種でも裁定が変わる（拒絶される）ことがあり、現地調達を打診されたり、

不可の場合は説明資料を求められるなど手続きが煩雑で工程遅れの原

因になっている。 
（内容、要望ともに変更） 

・通関審議は随時行っていただきたい。 
・通関可否の判断は通関官吏の判断に

委ねられているが、現地調達不可能な

鋼種についてのBIS適用除外の扱いを

知らない場合がある。鉄鋼省と税関の疎

通をお願いしたい。 

・BIS-QCO IS4454 
Part1 & Part2 
(Bureau of Indian 
Standard-Quality 
Control Order) 

  日機輸 (26) 不明瞭な輸入規

制 
・Make In India推進の中で多くの鉄鋼製品がBIS (Bureau of Indian 
Standard) 輸入規制の対象となっている。しかしながらステンレス中間材

などに関する輸入規制は材の設計に応じた規制になっておらず、実務現

場が混乱している。 
また、輸入規制の適用対象外の製品の認証を取得する際にかなりの時間

を要し、港で約一カ月間製品が留め置かれることもある。 

・輸入規制としてインド規準の規格を設け

るにしても、明確な鋼材定義に則り判断

をしていただくとともに、輸入を認める特

例承認取得の手続きの迅速化を要望し

たい。 

・Steel and Steel 
Products (Quality 
Control) Order, 2008. 

  日工会 (27) モーター輸入規

制 
・BIS強制認証に電動モーターが対象品目に登録されておりモーター単体

でのインドに輸出できない。 
納入した製品の補修・スペアでモーターの提供が必要であるが単体輸出

できないためユニットでの販売をせざるを得ない状況認証申請も半年以上

期間が必要であり、インド国内で製品試験も必要である事から日系企業で

認証取得したメーカーがない。 

・高能率モーターの認証のため他国・他

期間で認証があれば簡易的な書類審査

で認証取得できる等の対応をお願いし

たい。 

・BIS強制認証制度(イン

ド規格局) 

11 利益回収 日機輸 (1) 海外からの入金

手続の煩雑 
・海外からの入金について規制があり、例えば個別に契約書を求められる

など煩雑。 
（継続） 

・入金制度の簡素化。  

  日機輸 (2) 対外送金規制 ・インドから国外への送金において、経費関連の項目で送金できる内容が

限られている。 
例えば、当社の日本本社とインド販売会社間にて為替差損益の精算を行

いたいが、中銀が許可している送金費目は非常に限られており、精算処

理ができない。 
（継続） 

・国外送金適用項目の拡大。 ・RBI規則 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
11  日機輸   ・外貨送金の規制が厳しく、たとえば輸入商品代金の送金には膨大な資料

とサインが求められ、とても煩雑。これによりかなりの時間がかかり処理が

遅くなる。 
（継続） 

・送金時の手続きの簡素化。  

12 為替管理 日機輸 (1) 実需原則に基づ

く為替取引の煩

雑 

・為替取引において、実需原則の徹底が求められ、関連エビデンスの作

成・提出の負荷が大きい。 
為替リスク低減のため為替取引を集約したいが、同一グループ会社間で

の為替取引は認められず、為替取引の相手方は銀行に限定されている。 
（継続） 

・為替取引の更なる自由化。 ・RBI規則 

  日機輸 (2) インドルピーでの

クロスボーダー決

済不可 

・拡大するインド市場での大増販のため、日本及びアジアの生産拠点から

の輸出（インドサイドの輸入）が急拡大している中、代金の決済はUSドルと

なっており、為替リスクが発生する。 
インドの販売会社の為替リスクを軽減するため、ルピー建ての決済を行い

たい。 
（継続） 

・インド準備銀行（RBI）による為替管理

規制の緩和・撤廃（インドルピーの国際

決済使用の容認）。 

・RBI規則 

  日機輸 (3) インドルピーによ

る国内取引時の

決済義務 

・現在、インド国内での取引における決済では、インドルピー建ての決済し

か認められていない。 
インドルピーはHard Currencyでないこともあり、為替リスクの観点から仕

切り取引を推進する上で大きな足かせとなっている。 

・国内取引時の決済においても外貨建て

決済が可能になることを要望したい。 
・インド外国為替管理法 

  日機輸 (4) 国内ルピー決済

システムの非効率 
・国内のルピー決済は小切手が主流であり、広大なインドにおいては決済

完了まで相当な時間を要す。 
（継続） 

・電子決済システムの早期普及。  

13 金融 日機輸 (1) 対外商業借入

(ECB)規制 
・インド販売会社での運転資金増大に対応するためインド国外に所在する

本社或いは関連会社から貸付を行いたいが、資金使途が運転資金の場

合、借入期間が50万ドル超は5年、50万ドル以下は3年以上の条件となっ

ており、実質的に活用できない。 
（継続、要望変更） 

・海外からの資金調達規制の更なる緩

和・撤廃。 
・RBI規制 

  自動部品   ・運転資金の資金調達を親子ローンで行う場合、RBIのECB規制により最

低平均借入期間が5年となるため、利用しづらい。 
・ECB規制について、資金使途による最

低平均借入期間条件を緩和してほし

い。 

・2019/1/16 RBI通達 

  印刷機械   ・現地子会社において、キャッシュ不足に備え、現地金融機関で借入すると

金利が高い。日本本社から借入した場合、最短借入期間が5年と長く、短

期借入がやりづらい。 

・2年程度の借入としたい。  

14 税制 時計協 (1) 高率の間接税 ・付加価値税（VAT）が無くなりGSTへ。 
・中央売上税（CST）2％・サービス税14％ 
・社会福祉課徴金・関税など高率で運用が複雑 
（継続） 

・統合や相殺の実施状況を見守りたい。

依然高率課税なので削減又は撤廃を要

望。 
GST： 
－盲人時計 12% 
－クロック系 18% 
－ウオッチ系 28% 

・物品税法 
・各種税法 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
14  日機輸 (2) 煩雑なGST手続

き 
・GST（Goods and Services Tax＝物品・サービス税）導入に合わせて電

子手続きが増え、煩雑なオペレーションとなっている。 
例えば、5万ルピー(約8万円)以上の全ての国内取引(販売、支店間取引)
と輸出入が対象となる取引報告が義務付けられた。 
また、各州で異なるシステムで管理が行われている。 

（継続） 

・企業のビジネス活動を考慮した上で、法

令改正をして頂きたい。 
・各州で異なるシステムを統一して頂きた

い。 

 

  日機輸   ・2017年1月、物品サービス税（GST）が導入され、間接税が統一、簡素化

されたが、直接税との整合性がとれていない部分、課税範囲が不明瞭な

部分が残っている。税法遵守の為に税務コンサルタントに多大な支出を強

いられる。 
税務当局が非常にアグレッシブなため、各種税務クレームを回避すること

は難しいと思われ、その対応に時間・費用を要する。税務問題は税務当

局と数年に及ぶ係争に至るケースも多く、係争のために要する時間・費用

も相当必要となる。 
（継続） 

・曖昧さを排除した、直接税と整合性のと

れた、税制の構築。 
・適正な税務監査及び課税。 
・税務係争にかかる時間の短縮。 

 

  日機輸   ・GSTへの税制変更、eインボイスといった税システム導入によりオペレーシ

ョン上の混乱及び対応へのコスト、ロスが生じている。 
（継続） 

・変更アナウンスの早期化。  

  日機輸   ・2017年7月の税制改革によりサービス税（GST）が導入されたが、品目の

分類によって税率が大きく異なるケースにおいて高い税率が適用される傾

向がみられる。 

・税率判断時の品目分類の基準を明確

にしていただきたい。 
 

  日機輸 (3) 輸出入に関わる

仲介サービスへ

のGST課税 

・商品の輸出入に関わる仲介サービスにGSTが課税されている。インド政

府は輸出促進方針を示し商品そのものへのGSTを免税としているが、商

社の行う仲介サービスにGSTが課税されることにより、輸出競争力を阻害

している。 

・インドからの輸出に関わる仲介サービス

についてGSTを免税として頂きたい。 
・The Integrated Goods 
and Service Tax Act, 
2017, Chapter 5 
Article 13(8)(b) 

  自動部品 (4) サプライヤーの

GST申告不備に

よるバイヤーへの

税負担賦課 

・Input GST Creditを利用する為には、該当インボイス・デビットノート詳細

がサプライヤーによってGSTR-1で申告されている必要があり、サプライヤ

ーがGSTを適切に申告できていない場合、バイヤーの税負担が大きくな

る。 
そのため、サプライヤーのGST申告が適切かを確認する必要が生じる。 
また月末積送品など、双方適切にGST申告を行っても必ず月ズレが生じ

るモノがあり、当局への説明や修正のための工数増が見込まれる。 

・サプライヤーのGST申告不備の損害を

バイヤーが負わないような法改正を求

む。 

・Section 109 of the 
Finance Act 2021 

・Section 16(2) of the 
CGST Act 2017 

  日機輸 (5) 日印租税条約の

技術上の役務の

定義不明確、源

泉所得税課税 

・日印租税条約においては、「技術上の役務に対する料金」（第12条）という

特殊な条項が設けられており、かつ、そこで規定される「技術上の役務」の

定義が不明確なため、課税／非課税とされるケースにばらつきがあり、課

税の予見可能性を損なっている。 
（継続） 

・日印租税条約第12条における「技術上

の役務に対する料金」の削除、または定

義の明確化。 

・日印租税条約第12条
「技術上の役務に対する

料金」 

  印刷機械   ・インド販売店向の日本から支払う「技術上の役務提供」において日本の税

制と異なり、日印租税条約が優先適用されるため、源泉所得税が課税さ

れる。 

・租税条約の改定（多くの国と締結してい

る租税条約と同様の扱いを要望する）。 
・日印租税条約12条 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
14  製薬協   ・インド子会社が日本国外（インド）で日本親会社のために役務提供を実施

し、日本親会社からインド子会社へ対価を支払う場合、日印租税条約に

基づき支払者の居住地国が所得源泉地とされ、10%の源泉税が課されて

いる（逆も同様）。 
対応する費用控除前の金額である役務提供料は課税所得よりもずっと大

きいため、10%の源泉税は過大な徴収である。 
（内容、要望ともに変更） 

・OECD租税条約モデルや他国との租税

条約では役務提供料は源泉税の対象

外であり、同様の取扱いとなるように改

正を要望する。 

・日印租税条約12条 

  CIAJ   ・源泉税が技術的役務に課されるため、源泉税分費用が割高になってしま

う。 
印度のソフト技術を活用する上で、日印租税条約の技術的上の役務に対

する源泉税10%が障害となっている。国内DX対策の一つであるIT人材

不足を補うためにも印度での開発が必要であり、そのためにも撤廃が重

要。 
日本の印度のソフトサービス利用は、印度から海外への輸出額16兆円の

約0.6%の一千億円以下。印度からアフリカ及び中東への輸出額にも及ば

ない。 
日本の印度ソフト利用が極端に少ないのは源泉税の存在もその一因と想

定される。 
日印租税条約では平成元年に使用料及び技術上の役務に対する源泉税

率が20%となった。平成17年の改正で日本側は零%を要望したが、印度

側の事情で10%で決着した。近年、印度経済団体（FICCI・CII・
NASSCOM）も源泉税自体（＊）の撤廃を日印両政府に要望している。日

本側経済団体（経団連・日本商工会議所・JEITA・CIAJ・CSAJ他）も源

泉税撤廃を希望。 
＊源泉税は配当所得・利子所得にも適用されている。 

・日印租税条約12条の技術上の役務に

対する源泉税の撤廃。 
・日印租税条約第12条
(使用料及び技術上の役

務に対する料金) 

  日機輸   ・日印租税条約適用条件の緩和： 
2020年度予算案の中で、国内法で規程されている税率に基づいて源泉

所得税課税を行われている場合には税務申告が不要とされる法案が発表

されたが、租税条約の軽減税率を適用した場合は取り扱いが明確でな

い。もしも租税条約を適用した場合には引き続き申告が求められる場合、

税務申告不要となるように改正を要望したい。 

・PAN取得用件、非居住者の税務申告

義務の簡素化。 
・日印租税条約 

  JPETA (6) 日印租税条約適

用における税務

番号(PAN)取得

要件 

・インド所得税法の改正により、従来PANの取得が不要であったインド非居

住外国人取締役に対してもPANの取得が求められるようになった。 
（継続） 

・PAN取得による当局の監視、将来的な

課税リスクを懸念する。 
・Financial Act 2018 

  日機輸 (7) 印星租税条約に

おける売上税源

泉徴収の全額還

付不可 

・インドにおける源泉課税について、シンガポールからインドにデザインや

採用等のサービスを提供する場合、販売金額の10-20%の源泉徴収税を

支払わなければならない。シンガポールとインドの間の租税条約に基づ

き、シンガポールで税の還付が受けられるが、全額は還付されず、利益に

大きく影響を与える。 
（継続） 

 ・印星租税条約 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
14  日機輸 (8) 非居住者の法人

税申告義務 
・2020年度改正にて外国法人のインドでの申告書の提出義務が緩和さ

れ、インド内国法人から日本法人が受け取る配当や利子所得、ロイヤリテ

ィ、技術的役務提供の対価について、インド国内法に基づく源泉徴収が

行われている場合には、非居住者としての申告書提出は免除された。しか

し、租税条約に従って国内法上の源泉税率以下の源泉徴収が行われて

いる場合には、その外国法人は引き続きインドにおいて、外国法人として

の申告書提出義務を負うこととなる。 
また、過去に提出した申告書の税務調査を受ける可能性は残るため事務

負担が非常に大きい。 
マスターファイル提出期限が、決算期が同じ場合に親会社の所在地であ

る日本の期日（翌年度末）より早く、かつインド独自で記載が必要な項目も

あり、事務負担が大きい。 
（継続） 

・インド国内にPE（Permanent 
Establishment＝恒久的施設）等を持

たない非居住者の源泉所得について、

全ての申告義務（勅許会計士による移

転価格証明であるForm 3CEB含む）を

免除し、源泉徴収のみで課税が完結す

るように変更頂きたい。 
・日印租税条約を改定し技術的役務の提

供は源泉課税の対象外として頂きたい。 
・マスターファイルの提出期限は最低限、

親会社所在地国の提出期限と同じにな

るよう変更して頂きたい。 
・また、BEPS合意の記載項目を超える独

自記載要求は削減して頂きたい。 

・The Indian Income 
Tax Act 

  JPETA   ・外国法人がインド国内でロイヤルティ収入、技術指導料、キャピタルゲイン

及び利息収入等の源泉地課税の所得を、租税条約の軽減税率で控除し

インド法人より得た場合、当該外国人法人は、インドで法人税申告が必要

となる。 
（継続） 

・租税条約の軽減税率適用時にも、費用

と手間が掛かる為、外国法人のインドで

の法人税申告を不要として欲しい。 

・所得税法 
Income Tax Act 

  日機輸 (9) 煩雑なPE申告手

続 
・インドではPE（Permanent Establishment＝恒久的施設）がある場合の

外国法人や非居住者が税務申告を行う手続が定められているが、納税者

番号の登録、源泉徴収者番号の登録、納付、申告と手続が非常に詳細か

つ煩雑で、多大な事務作業が必要となっている。適正にPE申告を行う場

合でも工数が膨大になっている。特にPE申告する場合、従業員分の個人

所得税申告も必要になる。インドでは会社が個人所得税を源泉徴収して

四半期で納付する必要があり、PE認定されるとこの手続きが必要とされる

ため、仮に年に一度申告する対応をとった場合、源泉税が未納付になる

ので毎月1%の利息が課される。 
（継続） 

・外国法人や非居住者の申告手続きを簡

素化して頂きたい。 
・The Indian Income 
Tax Act 

  日機輸 (10) 不透明な長期出

張者のPE上の取

り扱い 

・現地の税法上、長期出張者のPE（Permanent Establishment＝恒久

的施設）上の取り扱いが不透明である。特に、183日ルールの考え方や数

え方（租税条約でサービスPEが規定されていないにもかかわらず、サービ

スPEと同様の認定の仕方をすることがある）、親会社の義務として行う監

督指導もPEリスクに直結するか等々の点が明確でないため、実務的な運

用面に支障が生じている。 
（継続） 

・長期出張者の183日ルールの適用方法

（日数の計算等）等を、OECDモデル租

税条約の183日ルールに対応して頂き

たい。 

・移転価格税制（法人税

法） 

  日機輸 (11) インド滞在日数に

よる個人所得税

納税義務 

・インドに過去4課税年度で365日以上滞在し、且つ当該課税年度60日以

上滞在した者はインド居住者の対象となることから、帰国後もインドでの個

人所得税課税対象となる。よってインド駐在経験者が帰国後数年間、イン

ドビジネスに関わりづらい状況が生じており、インド人材を十分に活用出来

ないでいる。 

・インド居住者の要件である過去4課税年

度で365日以上滞在、及び当該年度イ

ンド滞在日数60日の制限を緩和（他国

基準同様183日以上等）頂きたい。 

・Income Tax Act 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
14  日機輸 (12) 不透明な移転価

格文書の検証対

象期間と恣意的

な更生 

・現地の移転価格税制上、期間検証が法律上明確でなく、実務レベルでは

認められていないという状況にある。現地の損益は外的な要因及び経済

環境にも左右されるため、単年度で確実な利益を確保するような移転価

格の設定は実務上非常に困難である。 
また、更正された場合のペナルティも非常に高く、税務訴訟も超長期（10
年以上）に及ぶケースが多い。 
税務訴訟が長期化する要因のひとつは、税務官の無理な更正により案件

自体が増加し、対応自体が遅れていることにある。 
（継続） 

・OECD原則では、状況に応じて、最低3
年程度の通算検証を認めている。インド

においても特定の状況では、3年程度の

通算検証を柔軟に認めるよう法律で明

確化して頂きたい。 
・税務官の更正等も適切な論拠に基づい

て実施して頂きたい。 

・The Finance Act, 
Section 92A to 92F 

・The Indian Income 
Tax Act 

  日機輸 (13) 移転価格税制の

不透明・恣意的

適用 

・多大な調査工数と納得性に乏しい判断（海外への多額の資金流出全てを

移転価格上受入れない姿勢。） 
（継続） 

・調査官のレベルアップ。 ・所得税法144C 

  印刷機械 (14) 移転価格税制に

よる追徴課税 
・PEの問題があり、現地日本人給与は現地子会社が全額支払っている。そ

の場合、利益を圧迫し、利益を出しづらい構造となる。 
十分に利益が出ない場合、TPの問題を指摘され、追徴税の対象となって

しまう。 

・本社側の利益が十分に出ていない場

合、追徴税は請求しないで欲しい。 
 

  製薬協 (15) 移転価格調整の

困難さ 
・移転価格税制の観点からは子会社の利益を一定の範囲にコントロールす

ることが求められるが、多くの新興国、特に中国・アジアでは移転価格調

整金の支払いがほとんど認められていないため、コントロールすることが難

しい。 
（継続） 

・新興国の課税当局には移転価格調整

金による調整を許容して頂きたい。 
 

  日機輸 (16) 税務調査の不透

明、恣意的な追

徴課税 

・移転価格調査が各商社現法に対して実施され、主たるビジネスである仲

介手数料取引についても、通常の売買取引と同等の取扱高に対する利

益率を稼得すべきとの一方的主張の下、各社に多額の追徴税額を課し

た。 

・インド進出及び取引拡大の大きな障害と

なっている。またその対応に忙殺される

と共に、コンサルタントに対する手数料

等、多額のコストが生じている。透明性と

合理性のある調査を行って頂きたい。 

・Section 92C/92CA, 
Income Tax Act,1961 

  日機輸   ・インドでの税務調査においては、調査官の独断での公正妥当とは言い難

い追徴課税が横行しており、訴訟まで持ち込めば一定の割合で勝訴する

場合があるものの、その最終的な結審までの期間が長い。 
特にM&Aにおいて対象企業の税務リスクを評価する際に当該リスクの滞

留が意思決定の弊害となる。 

・公正妥当な税務調査の執行を要望す

る。 
 

  日機輸 (17) 長期に及ぶ訴訟

期間 
・税務訴訟は超長期（10年以上）に及ぶケースが多い。また、税務官のアグ

レッシブな更正などもあり、訴訟件数が膨大になっている。その結果、訴訟

管理が長期間におよび事務工数も膨大となっている。 
更に訴訟の前段階であるDRP(Dispute Resolution Pane=紛争処理パ

ネル)では更正通知の草案通りの決定が下される傾向にあり、機能してい

ない。 
結果的に税務訴訟の案件が膨大になってしまっている。 

（内容、要望ともに変更） 

・訴訟案件を迅速・効率的に進める仕組

みや、訴訟の進捗をモニタリングするプ

ロセスを導入してほしい。 
・また、DRPのプロセスを改善することで

税務訴訟事案を減らす取り組みを考え

て頂きたい。 

・訴訟実務 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
14  日機輸   ・移転価格税制において、インド課税当局より現地販売会社が国内販売を

喚起するために支出するAMP（広告・マーケティング・販売促進）支出が

ブランド価値向上に寄与しているとして恣意的な課税を受けており、現

在、長期間にわたり訴訟中となっており、その訴訟対応コストの負担も大き

くなっている。 
※なお、（訴訟などには至っていないが）韓国当局からも同じような見解が

出ている。 
（継続） 

・訴訟対応に多大なコストを負担してお

り、また、現地販売活動という実業に少

なからず影響を与えている。このため、こ

うした恣意的な課税に一定の歯止めが

かかるよう、働きかけをお願いしたい。 

 

  日機輸 (18) 平衡税の課税対

象、定義の不明

確 

・2020年に平衡税の課税範囲が拡大されたが、依然として課税対象が不

明確で拡大解釈を生む危険性を危惧している。 
（継続、要望変更） 

・経済の電子化に伴う課税上の課題を解

決するための第一の柱において各国に

おいて単独措置を撤回する事について

のコミットメントを含むことが期待されてい

る趣旨を踏まえたインドの平衡税に対す

る働きかけをお願いしたい。 

 

  JEITA   ・2020年4月1日より導入された平衡税(Equalization Levy)について、対

象となる取引や範囲の定義が曖昧である。 広く解釈すると非居住者から

インド法人への売上取引は、紙媒体で取引を行わない限り全て

Equalization Levyの対象となる可能性があるように読める。デジタル課

税という本来の趣旨に照らして過大な税執行はインドのビジネス拡大に多

大な影響を及ぼすものである。 
（継続） 

・具体的な対象範囲の早期具体化及び、

指針等の発行。 
・上記指針が発行されるまで、当制度の

適用を停止。 

 

  日機輸 (19) 平衡税の適用範

囲の拡大 
・従来のオンライン広告向けの6%の平衡税に加え、2020年度よりその適用

範囲が拡大され、電子商取引事業者による電子商取引の供給やサービス

も、2%に平衡税の対象とされた。 
「電子商取引事業者」および「電子商取引の供給またはサービス」の範囲

がかなり広く、オンラインによる受発注に基づきインド関連者に輸入する製

品の販売取引など、様々なデジタル取引およびサービスが含まれる恐れ

がある。 
（継続、要望変更） 

・現地法人を設け、棚卸取引を行ってい

るような通常のビジネスを行っている会

社については、適用から除外して頂きた

い。 
・2021年の経済のデジタル化に伴う課税

上の課題に対する合意を受けて、制度

を廃止して頂きたい。 
・今後予定される各種条約、ガイダンスの

公表と併せ、事業会社の意見を吸い上

げるコンサルテーション他、意見表明の

機会をしっかり確保し、限られた準備期

間においても実務的にも対応可能な制

度設計として頂きたい。 

・平衡税 

  日機輸 (20) 頻繁な税制・税率

改正 
・インドにおいては通知の翌日に関税が大幅に上がる等、告知から日をお

かずに増税することが頻発しており、予見性がなく、インドでのビジネスを

難しくしている。 
輸入規制の発動等が突然発表され、間を置かず実施されるため事前に対

策をとることができない。 
【事例】当社が調達する部品に関連するもの： 
－2017年12月14日、インド政府の通達により、ある製品は基本関税率 

・増税となる場合、告知から実施までの一

定の準備する期間を確保。 
・増税を決める前にパブリックコメントを実

施して頂きたい。 
・施策の発表から実施までの十分な時間

的余裕の確保、合理的な猶予期間の設

定等、ビジネスへの影響を考慮した対応 

・Union Budget 
・Customs Tariff 
Act,1975 

・Foreign Trade 
(Development & 
Regulation) Act, 1992 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
14     （BCD/Basic Custom Duty)が変更された。 

（従来0%であったものが7.5%となった。） 
－2018年2月1日には、同じ品目に更なるBCDの引き上げが行われ

（7.5%→15%)、2月2日から新税率が適用された。なお、これまで追加

で課されていた教育目的税（Education Cess,3%）に変わる新たな社

会福祉課徴金（Social Welfare Surcharge,10%）の導入も、同年2月1
日に発表され、翌日に適用された。 

（継続） 

をして頂きたい。  

  自動部品 (21) 不雑な税制 ・同敷地内での社内外注の様な形態を取る場合、建屋を別にしなければな

らない等の制約がある、あるいは納入先と売上先が違う処理が出来ない。 
・物のフローと伝票処理が違う場合でも、

実質のフローでの処理が認められるべ

き。 

 

  日鉄連 (22) グループ会社間

の融資・配当金支

払いに対するみ

なし配当課税 

・グループ会社間の融資（兄弟会社間融資、子会社から親会社への融資）

が「みなし配当」と定義され、融資元会社に対し「配当分配税」（融資元本

×(30%＋追加税率)）が課税される。 
結果、グループ会社間における自由な資金移動が阻害され、グループ会

社の資金調達の選択肢が狭められている。 
【制度の変遷】 
－インド税法(Income Tax Act)上、当初よりグループ会社間の融資を「み

なし配当」と定める規定あり（該当の場合、みなし配当受領者に法人税

を課税）。 
－1997年4月：「配当分配税」導入。 
－2018年4月（施行予定）：グループ会社間の融資（みなし配当）に対し

「配当分配税」が適用されることを規定、更にその際の税率を30%(＋追

加税率)と規定。 
（継続） 

・グループ会社間の融資を「みなし配当」

から除外。 
・配当分配税(Divident 
Distribution Tax)：
Income Tax Act, 
section 115O 

・みなし配当(Deemed 
Divident)：Income Tax 
Act, Section 2(22)e 

  日機輸   ・インド国内でのグループファイナンスを実施したいが、貸付元本または金

利に対し「みなし配当課税」がかかる可能性がある。 
商法では貸借可能となっているも税法では明確になっていない。 

（継続、要望追加） 

・インド準備銀行（RBI)と税務当局間の調

整による非課税の明確化。 
・税法上問題ない点の明確化。 

・税法 

  日機輸   ・日本の親会社に配当を分配したインド内国法人に対して20.56%(サーチ

ャージ等含む)で課税される一方で、配当分配税は日本では外国税額控

除として認められず、二重課税が生じてしまう。日本への資金還流が難し

くなり、効率的な資金管理が妨げられてしまっていた。 
2020年度改正により配当分配税は廃止された。現在多くの会社が過年度

分の配当分配税に関する訴訟を提訴中。 
（継続） 

・現在多くの会社が提訴中の配当分配税

に関する訴訟を早期に解決して頂きた

い。 

・1961年所得税法第10条
34項 

  日機輸 (23) 株式購入時のみ

なし受贈益 
・インド所得税法（the Income Tax Act, 1961）Section 56(2)(x)において、

購入価格が公正市場価値（FMV）よりも低かった場合には、その差額を課

税標準としてみなし受贈益課税を受けるが、上場株式の場合、その基準日

は取引実行日の株価であり、課税標準の予見可能性が著しく低い。 
（継続） 

・課税標準の予見可能性を高める制度改

正を要望する。 
・インド所得税法Section 
56(2)(x)及びインド所得

税法規則（Income Tax 
Rules, 1962）11UA 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
15 価格規制 日鉄連 (1) 輸入最低価格設

定 
・1998年12月11日、政府の輸出入政策(5年毎/現行1997年4月-2002年3
月)の臨時措置として、輸入最低価格制度が導入され、廉価の鉄鋼製品

輸入に歯止めを掛けた。その後、国内リローラー・ユーザー組合が政府に

当該措置撤廃を要請。 
これを受けて1999年12月最低価格の下方修正、さらに2000年1月には撤

廃が発表された。しかし、国内鉄鋼メーカーがこの撤廃措置を不当として

カルカッタ高等裁判所に提訴し、係争中。審議中の扱いで輸入最低価格

制度は効力がないとの解釈から制限を無視して輸入されているのが実

態。 
2016年2月5日、173HSコードについて最低価格設定（MIP：Minimum 
Import Price）を設定し、それを下回る価格の輸入（CIFベース）につい

ては、輸入禁止とする措置を導入。2016年2月5日に官報告示即日導入。

当初6か月継続実施の予定。 
2016年8月5日、対象を66HSコードに削減のうえ、2か月措置延長。 
2016年10月5日、上記措置を2か月延長。 
2016年12月5日、対象を19HSコードに削減のうえ、2か月措置延長。 
2016年12月20日、日本政府がインド政府に対し、鉄鋼製品に対するセー

フガード措置等について、世界貿易機関（WTO）協定に基づく協議を要

請。 
2017年2月4日、延長官報等は公示されず措置終了。 
2017年2月6-7日、日本政府が二国間協議を実施。 
(措置が終了していたため、パネル設置要請は実施されず) 
2019年2月6日、印国内ミルのMIP再導入の要望を受け、印国内鉄鋼関

係者がMIP再導入を検討するミーティングを実施。 
（継続） 

・制度の撤廃。 
・手続き(含.除外制度)の明確化・簡素化・

透明性向上。 
・規格取得にかかるガイドラインの早期開

示、施行までの期間延長。 

 

16 雇用 JEITA (1) 就労・短期ビジネ

スビザ申請手続

の遅延 

・インドに新しい製造施設を立ち上げるためには、中国を含むインド国外の

関連会社や下請け業者からエンジニアやマネージャーのサポートを受け

る必要がある。 
ビザ発行のためのインド政府の多大なサポートを高く評価する。しかし、現

在、発効までに長いリードタイムを要し、通常のビジネス上の負担となる。

具体的には、中国の従業員のためのビザ発効に2〜3ヶ月要する。 

・1ヶ月以内のビザ付与となるよう、インド

当局により、リードタイム短縮のプロセス

の合理化をいただけるよう希望する。 

・インド内務省の就労・短

期ビジネスビザ申請 

  日機輸 (2) 州ごとに異なる労

働基準 
・全般的に州毎に雇用にまつわる基準が異なるが、その内容を把握するツ

ールが乏しいため、労務管理が難しい。 
（継続） 

・日本人でもわかる、体系的に整理された

書籍や情報開示があればありがたい。 
 

  日商 (3) 個人識別番号

(Aadhaar)取得

の困難 

・日本一時退避による二重課税の外国税額控除（FTC）を申請するにあた

り、Aadhaar(個人識別番号)取得が必須と指示があり、取得を目指した

が、タミルナド州のIndian Bankにて外国人は取得が出来ないと却下さ

れ、FTC適用が出来ない状況。 

・外国人のAadhaar取得について、イン

ド全土での同一の取り扱いを求める。

（カルナタカ州では取得可能） 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
16  日機輸 

日商 
(4) 駐在員の個人口

座からの引出に

関わる課税措置 

・コロナ禍に日本人駐在員が日本へ一時退避帰国している状況で、インド

政府は海外（一部インド国内でも適用）でのATMやDebit Cardなどの一

定額以上の引出/利用に対する課税（銀行による徴収）を2020年10月より

開始。 
TDS(Tax Deduction at Source) インド国内外を問わず課税 
⇒ 利用額Rs2.0M～10.0M 2% Rs10.0超え 5% 

TCS(Tax Correction at Source) 海外での旅行/滞在費用へ課税 
⇒ 利用額Rs0.7M超え 2% 

（いずれも4月1日～翌年3月31日の会計年度内の利用） 
（継続） 

・駐在員の生活費の工面に影響あり、長

期の滞在を困難とする。事業継続が困

難となる。 
・コロナを配慮した緩和措置を望む。 

・TDS under Section 
194N 

・TCS on Foreign 
remittance under 
Liberalised 
Remittance Scheme 
(Section 206C 
(1)(G)(b)) 

17 知的財産制度運

用 
日機輸 (1) 外国出願に関す

る情報提供要件

の不合理・不明確 

・出願から特許付与まで、審査官の要求があれば外国出願に関する情報を

提供しなければならず、Office Actionには、この外国の例として

USPTO、EPO、JPOが挙げられることがある。しかし、これら3つの特許庁

での情報は、出願人からの情報提供を受けなくても、ドシエシステムを使

えば、審査官は入手可能であり、出願人に余計な負荷がかかっている。 
庁指令によって、情報提供が必要な国が“主要な国”となっている場合と

“すべての国”となっている場合がある。 
（内容、要望ともに変更） 

・出願人からの情報提供の代わりに、審

査官がドシエシステムの他国情報を閲

覧することで、出願人からの情報提供は

不要として頂きたい。 
・情報提供のしくみを継続する場合は、ど

の国の情報が必要であるかを統一して

頂きたい。 

・特許法8条(2)「外国出願

に関する情報」 
・特許法64条(1)(m)「特許

の取消」 

  日機輸   ・インド特許法8条により、対応他国・主要国の特許出願及び審査結果につ

いて、インド特許庁に提出することが求められており、出願人の負担は大

きい。WIPO-CASEには加入し、ITシステムも整備され、近いうちに運用

が始まる。 
（継続） 

・関連外国出願情報提出義務の緩和・撤

廃。 
・ITシステム運用が開始されたら関連外

国出願情報の提出を要求しないように

御願いしたい。 
・PCTだけでなく、パリルート出願でも、負

担軽減を御願いしたい。 

 

  日機輸 (2) 特許実施報告書

提出に係る特異

な情報提供義務 

・特許発明の商業規模での実施の程度に関する陳述書（FORM27）を定

期的に提出しなければならないが、他国には無い制度であり、特別な作

業をしなければならず、負荷が大きい。また、実施報告書の中には、機密

情報に関わる項目もあり公開されるべきではない。 
（内容、要望ともに変更） 

・陳述書がどのように活用されるのか、

又、提出に際して現状の運用の必然性

が不明であるにも関わらず、特許権者に

対して作業負荷が非常に大きいため実

施報告書の提出を廃止していただきた

い。少なくとも、記載項目の簡略化はす

ぐに対応していただきたい。 

・インド特許法146条(2)
「特許権者からの情報を

要求する長官権限」 
・インド特許施行規則

131(1)(2)「146条(2)に
基づき提出を求められる

陳述書の様式及び提出

方法 
・インド特許法122条
(1)(b)「情報提供の拒絶

又は懈怠」 

  日機輸   ・インドでは特許の国内実施に関する情報を提供することが義務になって

いる。この情報は全てのインド特許について、毎年、1月1日～3月31日の

期間中に提出することが義務付けられている。（インド特許法146条） 
（継続） 

・インド国内での実施報告義務の廃止、

又は緩和を御願いしたい。 

  日機輸 (3) 国際特許分類の

公報への一部未

掲載 

・国際特許分類(IPC)に関して公報に記載されていない案件も散見される。 
（継続） 

・特許情報の欠損の改善。  



2022 年版 インドにおける問題点と要望 20 / 31 

※経由団体：各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 
貿易・投資円滑化ビジネス協議会 

 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
17  日機輸 (4) 第一国出願義務

の法令規定の不

明確 

・現地開発ニーズが高まる新興国において、当該国における第一国出願義

務が法令で規定されている国が依然として多いが、その法令が明確でな

いため、有効な知的財産権の確保が困難な場合がある。また、多数国間

にまたがる研究開発活動が必要とされる今日、複数国での第一国出願義

務が抵触するリスクが懸念される。（インド特許法39条） 
（継続） 

・第一国出願義務の緩和撤廃、又は法令

条文の明確な規定をお願いしたい。 
・多数国間での取り決めなどにより、国を

跨る研究開発への第一国出願義務の適

用緩和などを推進していただきたい。 

・インド特許法39条、等 

  日機輸 (5) 特許出願公開の

遅延 
・依然として公開遅延案件があり、古い案件ほど公開が遅くなっている。 
（継続） 

・特許出願の適時の出願公開。 
・引き続きDIPPによる指導を希望する。 

 

  日機輸 (6) 早期審査制度の

インド国外企業の

使用不可 

・インドの早期審査制度は2016年に導入されたが、諸々の規制から、インド

国内企業にしか活用できない制度となっているため、今後の改善が望ま

れる。 
（継続） 

・早期審査制度の導入、要件の緩和。  

  日機輸 (7) PCT出願の優先

権証明書の翻訳

要件の煩雑 

・特許規則21(2)に基づいて優先権証明書の翻訳を求めることは適切では

ない。当該規則は、国際段階において優先権証明書が提出されておら

ず、また、その後国内段階で提出されたとしても、それが英語ではない場

合に翻訳を求めるものである。 
（継続） 

・PCT出願の優先権証明書の翻訳手続

の簡素化。 
・PCT出願の優先権証明書を求める運用

を停止してほしい。 

 

  日機輸 (8) PCT国際審査に

関する審査協力

合意の未締結 

・日本国特許庁は、以下の国で受理されたPCT国際出願について、出願

人の希望があれば日本国特許庁が国際調査報告を作成・提供することが

できる。JPOは、我が国企業のグローバルな事業活動の支援のために、ア

ジアでの管轄国を拡大する意向。 
※現在JPOの管轄国は、日本、韓国、フィリピン、タイ、ベトナム、シンガ

ポール、マレーシア、インドネシア、アメリカの9か国。 
インドはJPOと上記協定を結んでいない。仮に協定があれば、今後インド

で現地発明が生まれ、英語で明細書が作成された場合、英語PCT⇒イン

ド特許庁か国際事務局WIPO受理官庁⇒JPO国際調査というルートで品

質を確保するということができるのではないかと思う。 
※PI名義の場Y合JPO受理官庁は選択できず、インドかWIPOへの出

願になる。 
※当社のマレーシアやシンガポールの現地発明（冷機のコンプレッサ

ー） では、上記ルートでPCT出願し、協定を活用してJPOが国際調

査している。 
（継続） 

・PCT国際調査に関する日印特許庁の

審査協力が望まれる。 
・日印の特許審査に関す

る協力協定 

  日機輸 (9) インド特許出願の

譲渡証・所有権

証明書の提出 

・法令上の明確な規定がない一方、審判部での判決や特許庁の指針に基

づいて、全てのインド特許出願について、発明者から会社への譲渡証又

は所有権を証明する書面を提出することが必要であると、現地弁護士から

要求されている。 
（継続） 

・譲渡証提出の緩和又は不要を法令規

定に明記していただきたい。 
または、所有権を証明する書面の要件、

記載内容を簡素化し、現地の弁護士が

容易に作成し、署名できる内容に改め

ていただきたい。 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
17  時計協 (10) 商標案件におけ

る審査の遅延/停
滞 

・商標権の審査が出願順に実施がされておらず、新しい出願の審査は早く

進んで登録になり、古い出願が審査中で登録にならない。 
（継続） 

・審査遅延を解消してもらいたい。  

  日機輸 (11) 部分意匠制度に

おける保護不十

分 

・現状、インドにおいては部分意匠が認められているはずではあるが、単に

破線を含んでいるという理由で拒絶される等、特許庁においてもまた代理

人においても運用への理解に温度差がある印象を受ける。制度自体や運

用の周知徹底による解消を要望する。 
（継続） 

・部分意匠に関する運用の周知徹底（官

民共に）。 
・意匠の審査ガイドライン・

審査マニュアル 

  日機輸 (12) 模倣品取締り対

策の不足 
・模倣品対策の手段として刑事摘発を長年行っているが、摘発から刑事罰

が下るまで10年以上を要している件も多く、摘発活動による侵害者への実

質的な抑止効果が不十分なため、市場における模倣品が減っていない。

これは、市場における模倣品摘発ルートが単一（警察による刑事摘発の

み）であり且つ処罰確定まで長期間を要することに起因していると考える。 
（継続） 

・市場における模倣品氾濫の抑止効果を

強化するため、以下が望まれる。 
①行政摘発（救済）制度を導入すること

により、当該違法行為に対する短期

間での処罰ルートを確立し、摘発（救

済）ルートを多様化させること。 
②模倣品販売者または製造者に対する

刑事訴追手続きの迅速化及び処罰

決定までの期間短縮。 

 

  製薬協   ・偽造医薬品は、単に知的財産権（特許権、商標権）の侵害である以上に、

患者に深刻な健康被害をもたらす場合も多いため、偽造医薬品を患者の

手に届くことがないよう取り締まることが重要である。中国、インド等で製造

された偽造医薬品が、自国内で流通するだけでなく広く他国にも輸出され

ている。 
（継続） 

・偽造医薬品の製造販売、輸出の取締り

を強化して頂きたい。 
 

  日機輸   ・市場における模倣品氾濫の抑止効果を強化するため、模倣品販売者また

は製造者に対する刑事訴求手続の迅速化及び処罰決定の期間の短縮化

をできないか。行政摘発（救済）制度を導入したり、特別な裁判所を設置し

たりして、当該違法行為に対する短期間での処罰ルートを確立し、摘発（救

済）ルートを多様化することで、模倣品氾濫を抑止することを提言する。 
（継続） 

・市場で流通する模倣品対策。 
・刑事訴求手続の迅速化及び処罰決定

の期間の短縮化。 

 

  時計協 (13) 税関差止めの長

期化 
・活発に税関差止めが行われていることは評価する。しかし、差し止後の処

理に数年かかるため、その間担保金、保管費用等の経費処理ができな

い。 
（継続） 

・処理、処罰の迅速化（1年以内に終結さ

せて欲しい）。 
 

  製薬協 (14) 医薬品分野で期

待できない知財

保護 

・医薬用途特許が認められない点については引き続き改善を求めたい。特

許訴訟における権利行使（差し止め）及び強制実施権については改善が

認められるものの引き続き動向を見ていきたい。 
終わりなき付与前異議申立の繰り返しによって新薬を保護する特許登録

が阻止される問題も生じている。 
（継続） 

・TRIPS協定に従い、技術分野並び輸入

か国内生産かで差別することなく特許を

認めて頂きたい。 
・過去の付与前異議申立と実質的に変わ

らない付与前異議申立が提出された場

合、特許出願人の意見提出期間を設け

て審査遅延することなく、特許査定して

戴きたい。 

・インド特許法第3条及び

第84条 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
17  医機連 (15) 第三者試薬販売

の検査品質の懸

念 

・当社は原則として専用装置・試薬にて検査品質を保証しているため、例え

ば優遇策により現地産のジェネリック試薬などが普及する可能性を強く懸

念している。 

・検査品質保証の観点から、ジェネリック

試薬の許可を慎重に行 っていただきた

い。 

 

19 工業規格、基準

安全認証 
日鉄連 (1) 独自規格の取得

義務 
・2008年9月12日、鉄鋼製品6品種を強制規格化。輸入・国内流通前に

IS(Indian Standard)の取得およびマーク表示が義務付けられる。以後、

強制規格対象品目が順次追加されている。 
予定（その後、2度実施が延期され現在は2017年2月7日が施行日）。 

（継続） 

  

  日鉄連   ・2017年10月13日、鉄鋼省が3の鋼種に対し、新規にインド強制規格を適

用する旨公示（修正オーダー2017）。 
・2017年11月1日、鉄鋼省が19の鋼種に対し、新規にインド強制規格を適

用する旨パブリックコメント告示（オーダー2017）。2019年1月現在、施行

されていない。 
・2018年6月18日、鉄鋼省が16の鋼種に対し、新規にインド強制規格を適

用する旨公示（オーダー2018）。施行は6か月後。合計53鋼種が強制規

格対象となった。 
・2018年8月、鉄鋼省が強制規格の除外・非該当鋼種リストの改訂を通知。

今回より、BIS (Bureau of Indian Standard)から鉄鋼省に管轄が移管

された。 
・2018年12月、鉄鋼省との面談時に、今後全ての鉄鋼製品に対し強制規

格を導入する意向が示された。 
（継続） 

  

  日鉄連   ・2019年7月22日、鉄鋼省がオーダー2018に加えて新たに13の鋼種・2つ
の要件に対し、インド強制規格を適用する旨公示（1stオーダー2019）。一
部を除き、即日施行。 

・2019年8月2日、鉄鋼省が1stオーダー2019に加えて、新たに25の鋼種

に対し、インド強制規格を適用する旨の官報ドラフト・パブリックコメント公

示（2ndオーダー2019）。施行日は未定。 
・2019年9月30日、鉄鋼省が2ndオーダー2019に加えて、新たに20の鋼

種に対し、インド強制規格を適用する旨の官報ドラフト・パブリックコメント

公示（3rdオーダー2019）。施行日は未定。 
・2019年11月18日、WTOが商工省からの、3用途の鋼管に対するインド強

制規格適用に向けたWTO通報を掲載（鋼管製品の1stオーダー2019）。 
・2019年12月27日、鉄鋼省が3rdオーダー2019に加えて新たに2つの鋼

種にインド強制規格を適用する旨の官報ドラフト告示（4thオーダー

2019）。 
（継続） 

  

  日鉄連   ・2020年2月、鉄鋼省がオーダー2020を公表し、新たに25の鋼種に対し、

インド強制規格化を適用する旨の官報公示。 
・2020年5月、鉄鋼省が2ndオーダー2020として新たに30の鋼種にインド

強制規格を適用する旨の官報ドラフトおよびパブリックコメント告示。 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
19     ・2020年5月、鉄鋼省がオーダー2020（修正版）を公表し、新たに20の鋼

種に対し、インド強制規格化を適用する旨の官報公示。 
・2020年6月、鉄鋼省が3rdオーダー2020として新たに1つの鋼種にインド

強制規格を適用する旨の官報ドラフトおよびパブリックコメント告示。 
・2020年7月、鉄鋼省がオーダー2020（修正版）を公表し、新たに2つの鋼

種に対し、インド強制規格化を適用する旨の官報公示。 
・2020年11月、鉄鋼省がオーダー2020（修正版）を公表し、新たに31の鋼

種に対し、インド強制規格化を適用する旨の官報公示。 
・2020年12月、鉄鋼省がオーダー2020（修正版）を公表し、新たに1つの

鋼種に対し、インド強制規格化を適用する旨の官報公示。 
（継続） 

  

  日機輸 (2) 海外機関発行CB
レポートの不認可 

・インドはIECEEスキーム（CBスキーム）の加盟国であるにも関わらずCBレ

ポートが受け入れておらず、インド国内の認定試験所での試験が強要さ

れている。このため、現地試験と登録に数か月を要する上、申請者の費用

負担が大きい。この件は2018年から継続しているにもかかわらず改善が

図られていない。 
※CBスキームは、参加国と認証機関が締結した多国間協定に基づき、電

気・電子コンポーネントや操作機器・製品の安全性に関する試験結果

および証明書を相互に受け入れるグローバルな枠組みのこと。 
（継続、要望変更） 

・海外の試験機関への認定の拡大に加え

て、CBレポートの受け入れをお願いした

い。 

・Electronics and 
Information 
Technology Goods 
(Requirements for 
Compulsory 
Registration) Order, 
2012 

・Amendment Order, 
2013 

  日機輸   ・インド電子情報技術局(MeitY)の公告により、インドにおいて輸入・製造・

販売される強制規制製品である、テレビ、プロジェクター、スマートフォン、

二次電池等については、海外の認証機関が発行するCBレポート（CB 
Test Report＝評価試験結果）が認められず、BIS(Bureau of Indian 
Standards＝インド規格協会)指定の試験機関における、安全認証要求

への適合、及びBISへの登録が義務となっており、他国と比べ審査・試験

に長時間を要している。 
・当局による試験機関に対する監査により、突然、指定試験機関の業務が

停止され、試験中の製品に影響をあたえることがある。 
・製品規格の更新の際に、既に承認済みの既存機種にまで遡り、新たな認

証が求められており、膨大な承認取り直しが必要とされる。 
・製品の登録は生産工場単位での実施が求められている。 
・機器登録規制では、製品の登録完了とともに、発売前の新製品の情報が

当局のホームページで公開される。 
・強制規格の更新や新規製品の追加などの規制改正を行う場合、経過期

間の中で試験所認定、テストレポートフォーム、申請システムなどの試験/
登録環境が整えられておらず、申請者に十分な準備期間があたえられて

いない。 
【事例】 
インド通信局は、携帯電話・ルーター・FAX・モデム等を対象とする「無線

通信端末規則」(Indian Telegraph Rules 2017)のもと製品の強制認証 

・国際相互承認スキームである

IECEE-CB制度（IEC System of 
Conformity Assessment CB 
Schemes for Electrotechnical 
Equipment and Components）の参加

国として、強制登録制度対象製品につ

いてもCBレポートの活用を認めて頂き

たい。 
・試験機関に対する監査に関しては、試

験中の製品について試験の継続を可能

とするなど柔軟に対応して頂きたい。 
・製品規格の更新の際に、既に承認済み

の既存機種にまで遡り、新たな認証が

求められているが、この点について改善

頂きたい。 
・製品の登録に関して、他国と同様にブラ

ンドオーナー単位で製品の登録の実施

をして頂きたい。 
・機器登録規制では、製品の登録完了

後、一定期間は新製品の情報が公開さ

れないようにして頂きたい。 

・Electronics and IT 
Goods (Requirements 
for Compulsory 
Registration) Order, 
2012 

・無線通信端末規則

(Indian Telegraph 
Rules 2017) 
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
19     制度を2019年10月のPhaseI製品カテゴリから開始している。PhaseIIIお

よびPhaseIV製品カテゴリの強制認証が2021年9月に通達されたが、

PhaseIV製品カテゴリの安全・EMC認証に関しては2022年2月1日から

強制となり実際に対応が取れるだけの時間が与えられていない。 
強制登録制度（Compulsory Registration Order）以外の規制でも、技

術規定を遵守しているか判定する試験所をインド政府はインド国内かつ政

府指定の試験所に限定することがある。 
【事例】 
原則「無線通信端末規則」(Indian Telegraph Rules 2017)のもと製品の

強制認証制度においてはインド国内の認定試験所での試験が要求されて

いるが、実際にはインド国内の試験所での試験ができない製品（PhaseIV
製品カテゴリのラジオ受信機における規格EN 303 345)も存在し、製造事

業者として対応が取れない状況。 
（変更） 

・強制規格の規制改正の際、強制日を設

定する場合には、規制に適合させるた

めの設計変更やインド国内の認可試験

所での試験期間など、準備期間を考慮

して設定して頂きたい。 
・併せて、対象製品の定義や、試験規格

の詳細な内容を早期に開示して頂きた

い。 

 

  日機輸 (3) 電子情報技術製

品の事前登録表

示義務の煩雑 

・【状況】 
①インド通信情報技術省から2012年9月7日付けで家電や電子・情報通

信機器の15品目（蓄電池、ACアダプタ、LED照明など）について規制

を導入する旨のOrderが公表されている。施行は2回延期され2014年1
月3日。インド安全規格に対する適合、規格適合の表示及びモデル登

録が規定されている。 
②同省は2014年11月13日付けで、対象範囲に15品目を追加する通達を

発行した。施行は3回延期され、蓄電池が2016年6月1日、LED照明な

どが2016年3月1日。 
③インド標準局BISは2015年12月1日付けで、BIS LOGOマークを発表

し、12月3日付けでマーク使用ガイドラインを発行した。 
④BISは2016年2月に、充電池のインド規格を更新し8月に強制化するガ

イドラインを発行。認証済み電池も追加試験が必要。しかし、8月に施行

日は2017年8月まで延期された。 
⑤BISは2016年2月に、IT機器の安全規格を更新し2017年1月に強制化

するガイドラインを発行。認証済み電池も追加試験が必要。しかし、12
月に施行日は2017年5月まで延期された。 

⑥インド電子情報技術省MeitYは2017年8月23日に、13の対象品目を

追加する官報を発行。 
⑦インド標準局BISは、AV機器の安全規格を更新するため、ガイドライン

を発行した。 
【問題点】 
－試験所がインド国内のBIS認定試験所に限定されており、国際認証書

（CB認証書）を受け入れない。 
－適用規格の更新時に、認証済み製品も追加試験が必要となっている。

不必要な試験費用が発生している。 
（継続） 

・国際認証制度（IECEE）のCB証明書を

認める。 
・規格の更新時には、認証済み製品の認

証書はその有効期間(2年）まで有効と

すべき。 
・新規格は、新モデル、認証更新モデル

にのみ適用するようにすべきである。 

・Gazette of the India, 
Extraordinary, Part 
11, Section 3, 
Sub-section (ii) of 
dated 7.9.2012 
Order of MINISTRY 
OF 
COMMUNICATIONS 
AND INFORMATON 
TECHNOLOGY 

・Gazette of the India 
dated Novemver 13 
with Notification 

・Guidelines for 
Implementation of 
Amendment 2 to IS 
13252(Part-1)  

・Guidelines for 
Implementation of 
Revised IS 
16046:2015/IEC 
62133:2012 

・NOTIFICATION 
dated the 17th 
August, 2017 

・Guidelines for 
implementation of 
revised IS 
616:2017/IEC  
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 区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 
19       60065:2014 

superseding IS 
616:2010/IEC 
60065:2005 -Audio, 
Video and similar 
electronic apparatus- 
Safety requirements 

  日機輸 (4) BIS認証取得の

遅延・困難 
・BIS認証取得の為の申請においてインド当局による確認必要項目の中に

製造元の現地監査があるが、コロナの影響でインド当局が渡航できないこ

とを理由に承認が遅れている事例がある。 

・物理的に渡航不可能な状態は理解する

ので、Web監査等での代用を検討頂き

たい。 

・BIS規制 

  日農工 (5) BIS証明書の取

得方法の不明確 
・インド顧客から蛍光灯、LEDランプの出荷品が通関で止まっており、通関

を通過させる為に、BIS証明書の発行を依頼受取るが、インド国外の会社

では、取得出来ず、インド国内の荷受人、輸出業者がBIS証明書を発行

するものと理解しているが、正しいか否か？ 

・昨今変更となったルール内容の把握、

及び、BIS証明書の取得方法を確認し

たい。 

・Bureau of Indian 
Standards 

  日機輸 (6) BIS関連規制の

猶予期間の短さ 
・技術法規的な対応が必要なIS関連の法案について、規制の公布から実

施までの猶予期間が極端に短く対応ができない案件が発生しており、事

業部側での対応が困難。商品によっては出荷停止が発生。 
－Class II商品(ドライヤー等)のプラグIS対応(IS1293：2019) 規制が開

始済みにも関わらず、対応に必要なスペック定義がなされていないなど

課題あり(現在は公開済み)、2020年12月1日からIS準拠の対応義務開

始、当社はIS準拠未対応のためドライヤー商品が現状出荷停止状態。 
－BIS CRO Phase V 対象商品の拡大(カメラ、ビデオカメラ本体が追

加)、案内から規制開始までの期間が短く、期限内での対応がかなり難

しい状況、施工の開始の延期がなければ出荷停止の可能性あり。 

・規制の公布から開始まで適正な準備期

間を設けてほしい(最低1年)。 
・BIS関連 

  日機輸 (7) 工場ごとのBIS機
器登録 

・工場自身がオンラインでBIS機器登録申請をする必要があるが、工場が

不慣れのため申請に時間を要したり、失敗して登録ができなくなってしまう

ことがある。2018年度より改善がみられない。 
（変更） 

・新ACTの「製造者」の定義に基づき、ブ

ランド、あるいは製造責任者単位での登

録の容認をお願いしたい。 

・BIS Act 2016 
・Electronics and 
Information 
Technology Goods 
(Requirements for 
Compulsory 
Registration) Order, 
2012 

・Amendment Order, 
2013 

  JEITA (8) 通信モジュール

輸入における制

約 

・通信モジュールをインドに輸入しようとした際、 
①デリーブランチの通関担当者からのみEquipment Type Approval 

(ETA)取得の要求を受ける。 
②ETA取得が必要とされるものはRadio Frequencyに関連するものと幅

広く定められている。 
③当社見解としては、当社製品はStandaloneでは動かず、それ単体で

はFunctionalな製品ではない。 
④ETA取得には、インド政府指定の第三者機関によるテストレポートが必 

・ETA取得が必要となる条件の明確化

（州毎、もしくは国内全域で統一した明

確な条件の制定および運用）。 
・インド政府指定の第3者機関による検査

レポートという条件の緩和（指定外も可

能といった）。 
・ETAに関連するDescription, HS code
の定義の明確化、ETAプロセスの見直 
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19  JEITA   要とされる。 

⑤当該テストレポートの手配に、コスト、時間、手間を要し、インド域内で販

売可能な製品が限定されてしまう可能性がある。 
⑥ETAは通関目的のためだけに利用されるにも関わらず、1回あたり、

ETA申請に必要な他国や他認証向け認証Report手配に5-10万円、そ

れとは別にETA取得申請自体に10万円弱の費用が発生し、更に量産

前のModuleなどをインドに輸入する際には、このETAを2-3回取得しな

くてはならないという無駄金が発生している。 
（継続） 

し。  

  日機輸 (9) 2次電池含む製

品の強制品目追

加による試験リー

ドタイムの長期化 

・強制登録の対象製品に関して、2020年4月1日に第4次規制対象製品

（Phase IV）としてワイヤレスヘッドホン等11品目が、更に第5次規制対象

製品（Phase V）として、2020年10月1日にビデオカメラ、デジタルカメラな

ど7品目が強制品目として追加された。 
これらの機器には、リチウムイオン2次電池が使用されており、2次電池自

体も規制対象品目となっている。 
2次電池の登録が完了した後でないと、試験所へ製品評価の依頼ができ

ないため、製品登録の遅れの要因となっている。 
（継続） 

・電池のような部品の評価と最終製品の

評価は、並行して行えるようにして頂き

たい。 

・電子情報技術製品（強

制登録の要件）令2012 

  日機輸 (10) 頻繁な電源規制

改正 
・イメソルでの製品カテゴリでのビデオ製品系（イメコミ本部カメラも同様）の

電源関連で、インドでのBIS（Bureau of Indian Standards）規制が短期

間で何回も条件を変更してきており、対応及び費用負担を強いられてきて

いる。 
また2021年4月から本体への認可番号表示追加が義務となるが、未だ番

号が決定されず、事実上の関税・貿易障壁となっている。 
【経緯】 
①対象製品の拡大 Self-declaration（2014年） 
②マーク追加（2016年） 
③当社社名表示不可（2017年） 
④ビデオ用電源AV規格更新（2017年） 
⑤当社社名表示OK（2018年） 
⑥URL表示追加（2018年） 
⑦本体への表示追加（2021年） 

（継続） 

・左記のような問題が発生しないよう、関

連規格を固定していただきたい。 
・Bureau of Indian 
Standards 
https://bis.gov.in/ 

21 土地所有制限 日機輸 (1) 土地所有権管理

制度の未確立 
・土地の所有権移転履歴が管理されていない（同一物件に対する複数の売

買契約が存在）。 
（継続） 

・土地建物に対する所有権登記管理制

度の構築。 
 

  日機輸   ・建物登記が厳密には存在しない（売買契約にのみ基づき所有権が移転

し、物件が特定されない）。 
（継続） 

・取得のみならず、取得後の分筆手続き

などの情報のシンプル化、公開を求め

る。 

 

https://bis.gov.in/�
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21  日鉄連 (2) 商用鉱山の採掘

権益失効 
・MMDR Act 2015（改正鉱山法）に基づき、商用鉱山の採掘権が、権益

取得後50年、或いは2020年3月31日に失効する。 
失効後は、鉱区探査後にオークションを経て新採掘権者が決定され、（環

境・森林使用認可後、）生産再開までに時間を要すると見込まれる）。 
（継続） 

・手続きの簡素化等のスムーズな移管手

続き・運用。 
・MMDR Act 2015（改正

鉱山法） 

22 環境問題・廃棄

物処理問題 
日機輸 (1) 環境規制、廃棄

物処理の実行不

十分 

・環境規制や廃棄物処理の実施が不十分。環境規制・リサイクルに関して

は、消費者にリサイクルという意識があまり根づいていない。 
（継続） 

  

  日機輸 (2) 非現実的な包装

規制 
・厚さ50μm未満の包装の禁止、多層構造の包装の禁止など、非現実な要

求が含まれている。さらに、国内の包装製造者のみならず、包装の使用者

も製造者と同様の義務が課せられている。マハラシュトラ州において、連

邦法と類似の法規制が施行されたが、要求事項が一部異なり、混乱をき

たしている。その他の州でも同様の法制化の動きがあるため、早期に州法

との統一を希望する。 
2021年8月に規制が改訂され、更にすべてのプラスチック包装に対して、

ブランドオーナーの名称およびインドCPCBへの登録番号、ならびに包装

の厚さ情報の表示が即日強制となった。 
多くのプラスチック包装は他地域共通で使用しており、インド独自の厚さお

よび表示規制への対応は大きな負担となっている。 
（内容、要望ともに変更） 

・要求内容は適切な環境影響評価の結

果に基づき、現実的な内容に留めてい

ただきたい。 
・製造者と使用者を区別し、それぞれの

立場で実行可能な現実的な要求にして

いただきたい。 
・州法を連邦法と統一いただきたい。 
・輸入品の包装については規制対象外と

して頂きたい。 

・The Plastic Waste 
Management Rules, 
2016 

・Maharashtra Plastic 
and Thermocol 
Products 
(Manufacture, Usage, 
Sale, Transport, 
Handling and 
Storage) Notification, 
2018 

  日機輸 (3) 省エネラベル制

度と運用上の問

題 

・省エネラベル制度と運用上の問題について： 
－デザインに問題がある（ラベル中の年度表示が小さすぎる）。 
【改善】改善方向 
－実施状況が自主申告となっており信用性がない。 
－インバーターエアコンの規格がない。 
【進捗】 
－規定制定の動きが始まった。 
－ウインドウエアコンの規制がスプリットエアコンの規制よりも1ランク緩く、

消費者の混乱を招いている。 
（継続） 

・省エネラベル制度の改善。 
・公平な試験機関、試験方法、グローバ

ルな校正方法など細部の運用を定義す

る必要がある。BEE、NABLなど機関間

の綿密な制度調整を期待する。 
・今後は改定次期を実行可能な猶予期

間持って情報公開する必要がある。突

然の開始・延期がないよう望む。 
・インバーターエアコンと同様統一化に向

けた調整を要望。 

 

  日機輸 (4) 大気汚染 ・滞在外国人のみならず当該地域住民にとっても要改善問題である。新聞

紙上では大気汚染の数値が毎日報道される等の努力が開始された点は

評価できるが、より具体的な対策を講じて欲しいところである。 

・大気汚染対策の更なる推進。  

23 諸制度・慣行・非

能率な行政手続 
日機輸 (1) 複雑で煩雑な行

政手続 
・諸規制・手続きにおいて、以下の問題がある。 
－窓口が不明。 
－決定プロセスが複雑、多すぎる。 
－権限が規模により州政府であったり国であったりする。また、州での認可

事項が国に預けられるなど権限が移る。 
－承認に時間を要する。 
－認可会議が月に1度、または会議が幹部の不在で飛んでしまうなど、日

程のずれが頻繁に起こる。 

・許認可プロセスをより明確化、単純化し

てほしい。 
・許認可にかかる時間をもっと短縮してほ

しい。 
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23     －これらの手続きを行うためにコンサルタントを使う必要がある。 

【対象となる規制・申請事項】 
－環境申請 
－環境NOC（concent to operate） 
－建築申請 
－BA（建物(（建蔽率、トイレ、雄廃棄設備など））及び技術的安全性を国

の基準に基づき確認するもの） 
－消防、危険物使用申請と現場検査 
－工場操業許可申請 
－労働協約など労働問題を要望するための会社制度を定め登録するもの 

（継続） 

  

  日機輸 (2) 複雑なライセンス

制度 
・自動車リースビジネスにおいて、扱う商品（運転手付レンタカー等）や

NBFC(Non-Banking Financial Company)といった業態によってそれ

ぞれライセンスを求められる為、ニーズに応じた商品の導入や業容の展開

が阻害されている。 
また、各種ライセンスの取得に際して手続きが複雑で時間を要するため、

事業拡大の足枷となっている。 

・ライセンス制度の緩和・手続きの明確

化。 
・RBI Act 1934 
・Companies Act 2013 
・Motor Vehicles Act 
1988 

  日機輸 (3) 工場設立・操業

許認可の煩雑・遅

延 

・操業許可に関する法令が細部に渡り、全てに実質的な交渉が必要（シャ

ワー室、食堂座席数など非現実的な規程に関し当局との交渉に時間を要

する）。 
（継続） 

・事業許認可制度・プロセスの改善。 ・BA(建築確認申請） 
・CTO(運用許可取得） 

  日機輸 (4) 特異な印紙制度 ・インドの印紙はインドでしか購入できないスタンプペーパーに直接プリント

する必要がある。国際契約の場合にインド側でしかプリントできず、速やか

な署名取得に実務上のロスが生じている。 
（継続） 

・印紙は日本のように別途張り付けするな

どの形式にしてほしい。 
 

  日機輸 (5) 複雑な入札制度 ・入札制度が複雑で、遅延が度重なり発生する。 
（継続） 

・入札の度重なる遅延を改善してほしい。  

  日機輸 (6) 州を跨ぐ取引の

不合理 
・E Waybillの運用にさらなる改善を期待する。 
GSTの導入とあわせて、設計された制度で、州を跨ぐ取引が今後スムー

ズに行われることが見込まれる。 
一方、現在は導入初期ということもあり、toll gateなどではE Waybillの存

在に関わらず、導入以前と変わらない運用がなされることがあり、運用面で

トラブルは発生する。 

・Toll gateの各担当レベルにまで、E 
Waybillの運用の教育と徹底を期待す

る。 

・GST Law 

  日商 (7) 保険金不払い問

題 
・法律で義務付けられている国営企業への再保険について、再保険会社

が不合理に保険金の支払いを拒否するケースがある。 
現地の日系企業の多くは、日系資本の保険会社を通じて保険を付保して

いるが、法規制により日系保険会社の出資比率は49％以下に制限され、

残りは現地保険会社の出資であるため、上記のような事象が発生しても日

系企業にとってもフェアな決定は為されない。（デリー） 

・保険業を営む外資系企業の出資比率

規制を見直すよう、要請いただきたい。 
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24 法制度の未整

備、突然の変更 
日機輸 (1) 突然の法改正、

準備期間の不足 
・課税対象取引の未申告や過少申告を防ぐ目的でE-Invoice制度を2020
年4月以降導入することが2019年9月の第37回GST評議会で決定され

た。方針に異論はないがその後、年末にかけて制度の詳細が公表され、

各社においてシステム改変を行わなければならないような制度であること

がわかった。 
政府側のポータルも2020年2月時点で未だに準備が出来ておらず、企業

側もあまりに準備期間がなく対応できない。 

・大きな制度変更を行う場合は、十分なリ

ードタイムを取っていただきたい。 
 

  日機輸 (2) 新取締役選定・

登録手続きの煩

雑 

・新取締役選定・登録にあたり、取締役番号（DIN）およびデジタル署名

（DSC）取得が必要となるが、住居証明書類が厳格に求められ、当初ホテ

ルに滞在する新任取締役では電気料金請求書などがまだなく、手続きに

時間を要している。 
インド政府の公的書面である外国人在留登録証（FRO）で手続きを受け

付けてもらえない。 
（継続） 

・FRO書面での手続きを認めてほしい。  

  日機輸 (3) 輸入年月日記載

の不明確 
・法文では製造、梱包または輸入のいずれかの年月日記載を要求されてお

り、インドへの輸出品について製造年月日を記載したところ、「輸入年月

日」の記載が必須として市場で差押えられた。特に公式ガイドライン等執

行に関する方針が事前に明確になっていないなか、担当官の裁量で法文

と異なる解釈によって執行されると透明性、安定性に欠ける。 
（継続） 

・執行ガイドラインの整備など当局が事前

に透明性、安定性を高め、担当官の恣

意的な執行を防止していただきたい。 

・The Legal Metrolgy 
(Packaged 
Commodities) Rules, 
2011 

25 政府調達 日鉄連 (1) 政府調達におけ

る国内鋼材・鉄鋼

製品の優先調達 

・2019年2月、政府調達における国内製品優先調達に関するパブコメを実

施。鋼材、鉄鋼製品、鉄鋼生産設備の政府調達に当たり、一定の現地調

達を求める内容となっている。 
（継続） 

・制度導入回避。  

  日機輸 (2) 政府調達におけ

る入札者及び下

請け企業の事前

承認制度の煩雑

さ 

・インドにおける全てのMinistries/Departments of the Central & 
Provincial Governments & Central Public Sector 企業に対する入

札案件に関し、入札者は入札者自身、及びその下請け企業を事前に申

請し、インド政府から承認を受けなければならない。 
入札者対象国：中国、パキスタン、ミャンマー、アフガニスタン(インドと国境

を共有する国) 
（継続） 

・インド政府政策の緩和。 ・Indian Government 
Office Memorandum 
dated 23rd July 2020 

26 その他 日機輸 (1) 電力供給不足 ・慢性的電力不足。工場運営にふさわしい質の電力供給ができる地域がほ

とんど存在しない。 
（継続） 

・電力インフラの整備。  

  日機輸   ・電圧もぶれが激しく、それが原因で故障する電気製品も多い。 
（継続） 

・電力インフラの整備。  

  日機輸   ・政策による電気料金･補助決定→儲からない電力会社→電力会社に供給

量を増やすインセンティブが働かない（外資電力会社も資本を引く)といっ

た、構造的な課題があると聞く。そこにメスが入らない限り、根本的解決は

ありえない。 
（継続） 

・電力インフラの整備。  
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26  日機輸   ・電力インフラが整っていない。実際に2020年10月に大規模停電が発生し

ている。 
（継続） 

・主要な工業団地のある地域について、

早期に需要に見合った発電能力増強を

実施して頂きたい。 

 

  日機輸 (2) 物流インフラの未

整備 
・雨季の洪水で鉄道、道路が寸断され、物流リードタイムが大幅に伸びる事

態が発生している。 
（継続、要望追加） 

・港湾、貨物鉄道駅の整備。  

  日機輸   ・1時間のスコールで道路に水が溢れ川になる。衛生上も課題がある。 
（継続） 

  

  日機輸   ・道路（アスファルト）の質が悪い。舗装しても雨季の洪水で舗装が流されも

とのガタガタ道に戻る。 
（継続） 

  

  日機輸   ・全体的に輸入量が増加しているのにもかかわらず、港湾、貨物鉄道駅の

インフラ拡張整備が一向に進まず物量に追いついていない。定期的に港

湾混雑が発生し、販売に大きく影響している。 
（継続） 

・港湾、貨物鉄道駅の整備。  

  自動部品 (3) 大型貨物船の接

岸不可 
・インドNhava Sheva港(ムンバイ)を通じて材料を輸入しているが、大型貨

物船が接岸できないことから、中継地で小型船へ積み替えを余儀なくされ

ている。 
中継地の繁忙、コロナ禍での労働力不足から海輸の遅延は慢性化してお

り、納期の目途が立たない。空輸を強いられる場合もあり、コスト増に苦し

んでいる。 

・港湾インフラの整備をお願いしたい。  

  日機輸 (4) 通信インフラの未

整備 
・インターネット通信環境をはじめ、ネットワークが脆弱。モバイルデバイスの

使用者増加に対するインフラの容量/適応範囲がおいついていない。 
（継続） 

  

  日機輸 (5) 裾野産業の未発

達 
・完成品をインドで製造するに当たり、電子部品などの裾野産業の広がりが

十分でなく、現地調達率を上げることが困難。 
（継続） 

・裾野産業を育成・支援するプログラムを

より充実させてほしい。 
 

  日機輸   ・サプライヤーがわずかに存在しても、高いレベルの省エネ製品に使えるほ

ど精度の高い部材は生産できない。 
（継続） 

・裾野産業を育成・支援するプログラムを

より充実させてほしい。 
 

  日機輸   ・電子部品、アルミ・銅製品の精密加工、直流モーターなどは輸入に頼らざ

るを得ない。 
（継続） 

・裾野産業を育成・支援するプログラムを

より充実させてほしい。 
 

  日機輸   ・ルピー安の影響で、輸入部材のコストが急騰しているが、それを最終価格

に転嫁できず大きな影響を与えている。 
（継続） 

・裾野産業を育成・支援するプログラムを

より充実させてほしい。 
 

  日機輸 (6) 対応困難な要求 ・小売包装上の特定の表示項目の周囲（上下・左右）に確保すべきスペー

スの要求が厳しすぎて対応困難である。（特に小型パッケージはもともとス

ペースが少ないため非現実的な要求となっている） 
（継続） 

・表示要求事項の削減や表示場所の制

限緩和などにより対応可能な要求として

もらいたい。 

・The Legal Metrolgy 
(Packaged 
Commodities) Rules, 
2011 
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26  日機輸 (7) PPP案件におけ

る役割やリスクの

負担 

・PPPにおいて、官民合同で執り行うプロジェクトがあるが、本来であれば、

民間企業では負担できない（し辛い）役割やリスクについても、民間企業

の実施を求められる場合がある。 

・政府による支払保証の付与、政府による

土地収用の責任負担等、官民のリスク

分担の適正化を求める。 

 

  医機連 (8) COVID-19による

通関手続の遅延 
・2021年9月頃から、コロナ禍の影響と思われるがインド向けの輸出通関が

2カートン程度の小ロットでも、従来2～3日間の所要期間に対して6日間以

上要するケースが増えている。現地、代理店等に情報を求めるも背景不

明。 

・通関業務の円滑化。  

  日機輸 (9) 州ごとに異なる

COVID-19への

規制 

・貿易、投資、現地生産上の問題点と直接関係することではないかもしれな

いが、「Covid-19の規制が現在は州ごとに出されており、当社拠点がない

地域への出張時などに規制のチェックに時間を要する。 

・中央政府のWeb siteで各州規制の最

新状況をまとめて表示することを実施頂

きたい（当社拠点がない地域への出張

時などに規制のチェックに時間を要する

ため）」 

 

  日機輸 (10) COVID-19による

サービスフィーに

係る遅延利息の

未回収 

・コロナ禍で債権回収の遅延が発生し、ロイヤルティやシステム費用などの

サービスフィーの回収が出来なかった。RBI(インド準備銀行)のMaster 
Direction – Import of Goods and Services”によると、貿易取引に関

する遅延利息の支払に関しては銀行で取扱い可能と記載がある一方、ロ

イヤルティやシステム費用などのサービスフィーに関する遅延利息の支払

に関する記載がなく、銀行で取扱が出来ない為。 

・サービスフィーの遅延利息を認めるよ

う、RBIのMaster Directionの改定を

求める。 

・https://www.rbi.org.in
/Scripts/BS_ViewMas
Directions.aspx?id=10
201 
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