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特許制度の貿易への貢献
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　貿易に対して特許制度はどのように貢献しているか。

　日本の特許制度は、1885 年に専売特許条例が公布されたことを始まりとする

が、不平等条約の改正を一つの目的として、外国人に対する知的財産の保護を図

り、1899 年にアジアで初めてパリ条約、ベルヌ条約へ加盟している。

　要するに、新発明の製品を模倣するだけで守ってくれない国に対して、他の国

は、そのような製品を輸出することや技術供与ができない。資源に乏しい日本で

は、特許制度を設けることによって、商品や技術の貿易を促進し、近代化を図っ

てきたという歴史がある。

　一方、この数十年の世界的な動きを見ても、企業活動のグローバル化とともに、

知的財産を伴った商品やサービスの取引が増加している。パリ条約は、「内国民

待遇」、「優先権制度」、「各国権利の独立」を三大原則としているが、権利保護に

関する実体的な規定はほとんどないため、偽物ブランド商品や海賊版 CD などの

不正製品の貿易には対応できなかった。

　このため、GATT（関税及び貿易に関する一般協定）のウルグアイ・ラウンド

を発展的に解消して、1995 年に WTO が発足した際の主要な付属議定書の 1 つと

して、TRIPS 協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）が発効している。

　TRIPS 協定は、国際的な自由貿易秩序の維持形成のために、知的財産権の十分

な保護や権利行使手続の整備を加盟各国に義務付けており、既存の条約の順守、

最恵国待遇、エンフォースメントに関する規定、多国間の紛争解決手続きが定め

られている。

　昨今、保護貿易の風潮が見られるものの、知的財産権の国際ルールによる保護

は、自由貿易の促進と密接不可分の関係にあり、今後ともその重要性は増してい

くであろう。

　私ども東和なぎさ国際特許事務所は、特許のグローバルな活用にも留意しつつ、

皆様の事業活動のお役に立てるよう鋭意取り組んでいきます。
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 How does the IP system contribute to world trade?
 The IP system of Japan started at promulgating of Patent Monopoly Ordinance of 
1885 that purposed to revise the unequal treaties. The system protected the intellectual property of 
foreigners. And, in 1899, Japan acceded to the Paris Convention and the Berne Convention for the 
first time in Asia. 
 When we do not protect a new invention in spite of our imitating it, other countries 
cannot export their goods and license out their technology to us. Japan, that has few resources, 
has improved trade and modernization of its products and technologies by building up the IP 
system. 
 Under global development in these last few decades, globalization of corporate 
activities and transactions of goods and service with IP rights have expanded. The Paris 
Convention has three principles :  national treatment, priority right, and mutual independence of 
patents in different countries. However, the Convention did not contain effective provisions for 
the protection of the right. Therefore, it could not regulate illegal trades of fake brand goods and 
pirated copies. 
 In 1995, the Uruguay Round in GATT was positively disappeared and the WTO was 
established. And, to solve the problems, the WTO had in effect the TRIPS Agreement as one of 
the major Annexes. 
 The TRIPS Agreement requires the development of procedures for enforcement of the 
rights and effective protection of the IP right for forming and maintaining international free trade 
order. And it also prescribes some rules that are compliance with the existing treaties, the principle 
of most-favored-nation on enforcement, and multinational dispute settlement procedures. 
 Recently, we often see a trend of protective trade. However, the international rules for 
the protection of IP right cannot be separated from the development of free trade and can continue 
to become more important. 
 Towa Nagisa International Patent Office continues to work with all efforts to serve 
your business activities while fully considering global IP utilization. 


