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グローバル化と国際調和を踏まえた
知的財産戦略に向けて
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東和国際特許事務所　所長・弁理士

津野　孝

　経済のグローバル化に伴い、知的財産分野もまたグローバル化が進展し、中国、

インド等のアジア諸国をはじめとした新興国の台頭が市場経済と知的財産戦略に

大きな影響を与えています。たとえば、中国が米国を抜いて特許出願件数で世界

第 1 位となったことは、その一つの象徴と言えるでしょう。

　個別企業の知的財産活動も、新興国を視野に入れながらグローバル化しており、

PCT ルートなどを活用しつつ、一つの発明を国際的に特許出願する傾向が強まっ

ています。

　この間、米国では 2011 年 9 月に特許法が改正され、先願主義を採用すること

となり、特許制度の国際的な調和への期待がいっそう高まってきました。

　一方、スマートフォンの知的財産紛争に見られるように、技術のみならず、デ

ザインやブランドに係る知的財産の重要性が認識されており、国際的な意匠登録

制度であるヘーグ協定ジュネーブアクトへの加盟に向けた検討が進み、また、商

標について、マドリッド協定議定書への ASEAN 諸国等の加盟国拡大の動きがあ

ります。

　このようなグローバル化、国際調和の流れの中で、モノづくり力で世界を牽引

してこそ、各企業の繁栄と、我が国の持続的な成長が実現します。そのためには、

知的財産マネジメントによる知的財産戦略によって、我が国の企業が強みとする

技術力を活用したグローバル化を達成することが必要です。

　私ども東和国際特許事務所グループは、グローバルな知的財産戦略の推進に向

けて全力で取り組んで参ります。
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　Due to the globalization of the economy, globalization is also deepening in the 
Intellectual property field. China, India and other Asian countries have a significant 
impact on the market economy and intellectual property strategy. For example, the first 
ranking of China, which has overtaken the U.S. in the number of patent applications is a 
symbol of such changes.
　Intellectual property activities of individual companies have globalized with a view to 
emerging trends, international patent applications is growing with use of the PCT route.
　The United States patent law was amended in September 2011, and adopting a first-to-

file principle has been further heightened expectations for global harmonization of the 
patent system.
　On the other hand, as seen in intellectual property disputes in the Smartphone, the 
importance of intellectual property in accordance with not only the technology but also 
the design and brand is recognized. And study aimed at accession to the Geneva Act of 
the Hague Agreement, which is an international design registration system, is in progress. 
Also, concerning to the trademark, there is a movement of expansion of membership for 
ASEAN member countries to the Madrid Protocol.
　In the trend of international harmonization and globalization, companies that lead the 
world in production capability have better performance, and Japan gets the sustainable 
growth as a result. Japanese companies have to achieve globalization in taking advantage 
of the technology itself and the strengths by intellectual property strategy. 
　We, Towa International Patent Office Group will continue a strong commitment 
towards the promotion of global intellectual property strategy.


