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　知識経済がますます台頭してくるにつれ、シンガポールは強力な知財制度の重

要性を認識し、アジアにおけるグローバルな知財ハブを目指して準備を進めてき

た。この目的のために、シンガポール政府は、資金と人材をかなり割いて、シン

ガポールにおける技術開発を促進・運営するフレームワークと制度を構築してき

た。 

　2015 年 8 月、シンガポール政府は知財部門の専門家を養成するため 100 万シ

ンガポールドルを投入すると発表した。 
 
　さらに、2015 年 9 月 1 日より、 シンガポール知的財産庁は PCT 国際機関となっ

ている。 

　資金面でも、シンガポールでは様々な支援策が実行に移されている。 

　中小企業はその国の経済の重要な牽引役である。中小企業の比較優位を形成す

るため、能力開発助成金制度が導入された。SPRING シンガポールによって実施・

運営されているこの制度は、知財経営やフランチャイズ経営を実施するにあたり、

事業費用の 70% をカバーするために使うこともできる。  

　また、税額控除の形でも知的財産権の登録や取得に関わる費用を削減すること

ができる。これはシンガポール内国歳入庁の、生産性イノベーションクレジット

という制度である。 

＜シンガポール＞
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　有形財産は広くローンの担保として使われてきたのに対して、シンガポールの

銀行はこれまで、知的財産権のような無形財産を担保として受け入れることに対

し保守的であった。2014 年、知的財産委員会の計画とともに、1 億シンガポール

ドル規模の知財ファイナンス制度が立ち上げられた。この制度は、シンガポール

に設立されており、知財を豊富に持ち、かつ資産が少ない企業に、特許査定され

ているかまたは登録されている知的財産を資本化し、ローンの担保として設定で

きるようにするものである。当初は特許しか担保の対象にはなっていなかったが、

2016 年 7 月からは、この制度は登録商標と著作権といったその他の知的財産に

も拡張された。 

　イノベーションを促進・刺激すべく、政府は様々な形で主導権を取り、強力な

制度を実施しようとしている。これは結果として、経済全体にプラスに働くであ

ろう。

（邦訳：当研究所）



東和知財研究　第 8 巻第 2 号（通巻第 13 号）64

Singapore gears up IP systems to drive economy 

Drew & Napier LLC  
Director, Intellectual Property 

Yvonne Tang

 As the knowledge-based economy gains momentum, Singapore recognizes the 
value of a strong IP regime and has been gearing itself towards becoming a Global IP Hub 
in Asia. To this end, the Singapore government has channelled considerable resources, 
both financially and in terms of manpower, to put in place a framework and systems to 
encourage and manage innovation in Singapore. 

 In August 2015, the Singapore government pledged SGD$1 million to groom 
professionals for the IP technology sector.

 Further, as at 1 September 2015, the Intellectual Property Office of Singapore 
has been serving as a Patent Cooperation Treaty International Authority.

 In terms of funding and financial assistance, several grants and schemes by 
various agencies in Singapore have been put in place. 

  Recognizing that small-medium enterprises (SMEs) are a significant driving 
force in the country’s economy, so as to improve the competitive edge of SMEs, the 
Capability Development Grant (CDG) has been introduced. Amongst other things, the 
CDG, a scheme implemented and managed by SPRING Singapore, can be used to 
develop IP management and franchising capabilities by covering up to 70% of qualifying 
project costs. 

　　　　　　　　　　　　　　           ＜ Singapore ＞    
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 Separately, businesses can enjoy cost savings in the form of tax deductions or 
allowances for the registration or acquisition of IP Rights. This was implemented by the 
Inland Revenue of Singapore, through the Productivity and Innovation Credit scheme.  

 While tangible assets are commonly used as loan collateral, local banks have 
traditionally taken a conservative approach towards accepting intangible assets such as IP 
for the same. In line with the IP Steering committee’s IP Master Hub plan, in 2014, a 
Sing$100 million Intellectual Property Financing Scheme was introduced. This scheme 
allows IP-rich and asset-light companies incorporated in Singapore to capitalize on their 
granted/registered IPs and use them as loan collateral. Recently, in June 2016, the first 
loan was approved. Although the scheme was initially launched with only patents as loan 
collateral, effective 1 July 2016, the scheme was extended to include other IP assets such 
as registered trademarks and copyright.  

 The various initiatives reflect the governments’ commitment to implement 
robust systems to promote and incentivise innovation, which will in turn, benefit the 
economy as a whole. 


