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知的財産のグローバル化に向けて

東和なぎさ知的財産研究所　理事長 
東和なぎさ国際特許事務所　代表・弁理士

津野　孝

　近年、グローバル化、デジタル化、高度情報化が、飛躍的に進展し、モノとデー

タとをインターネットで融合させる第４次産業革命が到来していると言えます。

　また、マーケットのグローバル化に伴って、世界各地での同時生産・同時販売

も進展し、技術革新の拠点が世界各地に分散してきています。

さらに、技術の高度化やグローバル化によって、従来のような自社単独での製品

開発に留まることなく、国内外の企業や大学などとの協業によるオープンイノ

ベーション型の製品開発が益々重要になってきています。

　そして、本年２月４日、日本政府は、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）

に米国を含む１２カ国の参加で調印し、工業製品のみならず、農作物についても

グローバル化を加速させたところであります。

　このようなグローバル化の潮流にあって、海外マーケットでのビジネスチャン

スは、益々拡大し、その海外マーケットにおける競争力の獲得やリスク回避など

の手段として知的財産は、不可欠であり、企業の経営資源として極めて有用であ

ると言っても過言ではありません。

　この知的財産の保護制度としての知的財産制度は、現行の属地主義的なあり方

が迅速かつ的確な権利取得のグローバル化に向けて大いに見直され、その国際的

なハーモナイゼーションの更なる進展が求められています。

　私ども東和なぎさ国際特許事務所グループは、世界各国に広げた代理人ネット

ワークを有効に機能させることにより、本来の権利化業務の進化を進める一方、

グローバルな知的財産戦略をプロデュースできるように日々研鑚して、皆様方の

お役に立てるよう全力で取り組んで参ります。

　皆様からのご助言・ご指導を宜しくお願い申し上げます。
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　Today we observe the 4th industrial revolution, in which things and data are integrated 
in the Internet through the rapid progress of globalization, digitizing and information 
technology. Globalization in the economy promotes worldwide production and marketing, 
consequently decentralizing R&D bases all over the world.
　In addition, today's firms in globalized high-tech industries are more inclined to 
develop products through open innovations such as collaboration with other companies 
and universities inside or outside the country, rather than developing products by 
themselves.
　Japan signed Trans-Pacific Partnership agreement on February 4, 2016, which had 
welcomed 12 countries including the U.S., thereby accelerating the globalization of 
agricultural products as well as that of industrial products.
This trend in globalization increasingly enlarges the opportunities in oversea business, 
where the roles of the intellectual property cannot be ignored as the methods for obtaining 
competitiveness and reducing risks in global market. IP is extremely important 
management resource in this sense.
　The current system of protection of IP is established on basis of the principle of 
territoriality. This principle is now under review for the purpose of promoting rapid and 
proper grant of rights in the globalized world and of achieving international 
harmonization of the system.
　We, Towa Nagisa International Patent Firm group, will encourage effective functions 
of the patent attorney network expanded around the world and evolutions in our main 
business to support taking out patents, at the same time investigating the way of 
producing global IP strategies, so that we can be of help of our clients.
　We will appreciate your support and encouragement.

　


