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知的財産は幅広い活動を対象とし
ており、文化的生活と経済的生活
の両方で重要な役割を果たしてい
ます。その重要性は、知的財産権
を保護するさまざまな法律によって
認識されています。 

知的財産法は複雑です。さまざま
な種類の知的財産に関連する各種
法律や世界の各国や地域の国内法
および国際法があります。

この小冊子では、主な知的財産を
紹介し、それらが法律でどのように
保護されているかについて説明しま
す。また、イノベーションや創造性
のための知的財産の活用について
専門的に取り組む国連機関、世界
知的所有権機関（WIPO）の活動
についても紹介します。

知的財産（IP）とは、芸術作
品から発明、コンピュータープ
ログラム、商標、その他の商
業的標識に至るまで、知性の
創造物を指します。

知的財産とは？
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なぜ知的財産が
重要なのか？
創造性と創意工夫が不可
欠です。それらは経済成
長を促進し、新しい雇用
と産業を創出し、生活の
質と満足度を高めます。

知的財産権も重要です。
発 明 家、 芸 術 家、 科 学
者、企業は、イノベーショ
ンと創造物の開発に多く
の 時 間、 お 金、 エ ネ ル
ギー、思考を費やしてい
ます。これを促すために、
彼らには投資に対する公
正な見返りを得る機会を
提供する必要があります。
つまり、彼らに自身の知
的財産を保護する権利を
与えるということです。

知的財産権
基 本 的 に、 著 作 権、 特
許、商標などの知的財産
権は、他の財産権と同じ
ように見なすことができま
す。知的財産の創作者ま
たは 所 有 者 は 自 身の IP
の使用方法を管理できる
ようになるため、作業ま
たは創作に費やした投資
に対する見返りを得るこ
とができます。

知的財産権は、さまざま
な法制度の中で古くから
認識されてきました。た
とえば、発明を保護する
た めの特 許 は、15 世 紀
からヴェネツィアで付与

されました。国際法を通
じて知的財産を保護する
という現代の取り組みは、
工業所有権の保護に関す
るパリ条約（1883）およ
び文学的及び美術的著作
物の保護に関するベルヌ
条約（1886）から始まり
ました。

こんにち、WIPO が管理
する知的財産関連の国際
条約は 25 個以上ありま
す。知的財産権は、世界
人権宣言第 27 条によって
も保護されています。

人類の進歩と幸福は、新しいアイデ
アや創造物を生み出す私たちの能力
にかかっています。技術の進歩に新
しい発明品の開発と適用が必要とさ
れる一方で、活気に満ちた文化は常
に新しい表現方法を模索しています。
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知的財産の異なる種類とカテゴリー
知的財産は通常2つの主要カテゴリに区分されます。：

工業所有権には、特許、意匠、商標、
地理的表示が含まれます。

著作権および著作隣接権は、公演や
放送を含む、文学、芸術、科学に関す
る作品を対象としています。

バランスをとる
知的財産制度は、創作者と消費者、
企業と競合他社、高所得国と低所
得国など、さまざまな集団の権利
と利益のバランスを取る必要があ
ります。

効率的で公正な知的財産制度は、
一般ユーザーや消費者を含む全て
の人に利益をもたらします。例、 

 

• 世界中の何百万もの人々に喜び
をもたらす数十億ドル規模の映
画、録音物、出版、ソフトウェア
業界は著作権保護なしでは繁栄
しなかったでしょう。

• 特許制度は、研究者と発明者に
報酬を与えると同時に、特許出
願を公開することで知識を共有
することを保証します。これによ
り、イノベーションが促進され
ます。

• 商標が保護されることで偽造品
が出回るのを防止できるため、
企業は公平な競争の場で競うこ
とができ、消費者は安心して純
正品を購入できます。
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特許は、現代の法制度で認められた
最初の種類の知的財産の 1 つでした。 
こんにち、特許を取得した発明は、電灯 

（エジソンとスワンが保有する特許）から
iPhone（アップルが保有する特許）まで、
生活のあらゆる部分に浸透しています。

特許

発明の特許を取得することにより、
特許権利者はその発明に対する独
占的権利を取得します。つまり、権
利者は誰もが許可なく発明を使用、
製造、または販売することを阻止
できます。特許は限られた期間、
通常 20 年間存続します。その見返
りとして、特許権者は、公開され
る特許文書で発明の完全な詳細を
開示する必要があります。保護期
間が終了すると、発明は特許期限
切れとなり、誰でもそれを自由に
製造、販売、使用できるようになり
ます。

このようにして、特許制度は全ての
人に利益をもたらすことを目指して
います。：

• 企業と発明者は特許保護期間中
に発明からの利益を最大化する
ことができます。

• これにより彼らの努力に対して
報酬を与えることができるため、
より多くのイノベーションを促し、
それらが消費者と一般の人々に
利益をもたらします。

• 発明の開示は公共知識に追加さ
れ、さらなる研究と発明を可能
にし、それらを奨励します。
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特許の対象
発明は、何かを行うための新しい
方法、または問題に対する新しい
技術的解決策を提供する製品また
はプロセスとして定義することがで
きます。

特許保護の資格を得るには、発明
は実用的であり、関連する技術分
野（弁護士が先行技術と呼ぶもの）
の既存の知識体系の一部ではない
新しいものを提供する必要があり
ます。しかし、これらの実用性と新
規性の要件は十分ではありません。
発明には進歩性も含まれている必

要があります。これは、関係技術
分野の平均的な知識を持つ人が推
測することはできなかった、明白で
はない何かを指します。

さらに、発明は特許性のない主題
に該当してはなりません。たとえば、
多くの国の特許法は、科学理論、
数学的方法、植物または動物の品
種、天然物質の発見、大量生産法
および（医療製品ではない）治療
方法を一般的に特許性がないもの
として除外しています。
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特許の取得
ほとんどの知的財産権と同様に、
特許には属地主義が適用されます。
保護は国内法に基づいて国内で付
与されます。国によって法律は多少
異なりますが、一般的に、保護を
受けるために、発明者または企業
は技術分野の平均的な知識を持つ
人が使用または再現できるように、
発明について明確かつ詳細に明細
書を作成して出願を特許庁に申請
する必要があります。これらの明細
書には通常、図面または図表が含
まれます。この出願には、さまざま
なクレーム、つまり、特許によって
付与される保護の範囲を決定する
のに役立つ情報も含みます。その
後、出願は特許庁が審査し、保護
の対象となるかどうか判断します。

特許権および行使
特許権者は、保護期間中、特許の
対象となる領域内で特許発明を商
業的に製造、販売、流通、輸入、
使用する独占的権利を有します。 

権利者は、発明を自分で製造、販
売、 また は 使 用するか、 他 人 に
有 料で製 造または 使 用させるか 

（ライセンス供与と呼ばれる）、また
は特許の権利者となる他人に特許
を完全に売却することを選択できま
す。あるいは、特許発明を自社で
使用するのではなく、競合他社によ
る発明の使用を阻止するために使
うこともできます。

特許権者に無断で特許発明が使用
された場合、特許権者は当該国の
国内裁判所で特許侵害を訴えるこ
とで権利を行使することができま
す。裁判所は通常、侵害行為を停
止する権限を有しており、発明の不
正使用に対して特許権者に金銭的
補償を与えることもできます。

しかし、特許は法廷で異議の申し
立てを受ける場合もあり、たとえば
裁判所がそれに十分な新規性が認
められないと判断したために無効
であると判断した場合、特許は取
り消され、権利者はその国での保
護を失います。 
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国内保護、地域的保護、国際保護
発明者と企業は、特許保護を希望
する地域を決定する必要がありま
す。各特許庁は通常、出願申請と
手続きの手数料に加えて、特許が
付与された後の特許の維持に対し
て定期的に特許料を徴収します。
また、法律や慣行が大きく異なる
場合があり、出願人は通常、各国
の認定特許代理人に対する代理人
費用を支払う必要があるため、各
国の国内法制度に対応するには多
くの費用がかかります。

ア フ リ カ 広 域 知 的 財 産 機 関
（African Regional Intellectual 

Property Organization 、ARIPO）
など、複数の国から構成されるグ
ループがこれらの費用を削減する
のに役立つ地域特許制度を開発し
ました。これらの制度のほとんどは、
出願人がグループ内の 1 か国以上
の国で発明の保護を要求し、各国
がその境界内で特許保護を認める
かどうかを決定します。

WIPO は PCT 制度を管理していま
す。これは、出願人が 1 回の出願
で必要な数の締約国における特許
協力条約に基づく保護を要求でき
るようにする国際制度です。
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意匠権は、製品の美的また
は装飾的要素、つまり見た目
や感触を対象としています。

意匠

これらの美的側面は、現代経済に
おいて非常に重要になる場合があ
ります。こんにち、消費者は膨大
な数の製品に囲まれており、その
中には同じ基本的機能を提供する
多くの製品も含まれます。そのため、
消費者は価格帯の中で最も魅力的
なデザインのものを選ぶ傾向にあ
ります。

意匠は、自動車、電話、コンピュー
ター、包装および容器、技術的機
器、医療機器、時計、宝石、電化
製品、繊維デザイン、その他の多く
の種類の商品など、さまざまな工
業製品および手製の製品に適用さ
れます。
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保護の対象となるデザイン
意匠法は、製品の装飾的側面のみを保護します。その
技術的特徴は、特許保護の要件を満たしている場合、
特許によって保護される場合があります。

デザインは、物の形状や表面などの 3 次元的特徴、
またはパターン、線、色などの 2 次元的特徴で構成さ
れます。 

ほとんどの国内法の下で意匠として保護の資格を得る
には、デザインは新しく、ある程度の独創性または個
性を示す必要があります。つまり、既存の意匠と同一
または非常に類似していてはいけないことを意味しま
す。さらに、工業的に生産可能でなければならないの
で、一点物の芸術作品は対象になりません。



 d
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意匠権
意匠権は、保護されたデザインの
製品の大量生産、 輸入、 販売を
管理する権利を権利者に与えます。
他のほとんどの知的財産と同様に、
名義人は自分で意匠権を利用した
り、他人にライセンス供与または譲
渡したりすることができ、権利の侵
害を防ぐために関係国内裁判所で
訴訟を起こすことができます。これ
は、所有者がデザインへの投資を
回収する公正な機会を持ち、その
ような投資を奨励することを意味し
ます。

意匠権の保護期間は限られていま
す。期間は国によって異なりますが、
最大保護期間は少なくとも 10 年
以上になります。権利者が最大限
意匠保護を維持たい場合、多くの
国では数年ごとの登録更新が必要
です。

さまざまな国
内意匠法
意匠は、各国でさまざまな方法で
保護されています。ほとんどの場
合、企業またはデザイナーはデザ
インを保護するため意匠登録する
必要がありますが、未登録の意匠
に限定的な保護を与える国もあり、
一部の国では「意匠特許」によっ
て保護を与える場合もあります。

いくつかの国では、一部の意匠は
著作権の対象となる芸術作品と見
なされる場合があります。著作権
の保護期間は登録意匠よりもはる
かに長いため、これは権利者にとっ
て有利な場合があります。

最後に、一部の国では国内法を使
用してデザインを不公正な競争か
ら保護することも可能です。
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保護の取得 
意匠権では属地主義が適用され
るため、多くの国で保護が必要な
場合、デザイナーや企業はさまざ
まな国に出願する必要があります。
ただし、一部の国のグループには
地域制度が存在します。

WIPO はハーグ制度を管理していま
す。意匠の国際登録に関するハー
グ協定 に基づき、出願人は選択し
た締約国で最大 100 の意匠を対象
とする単一の国際出願を提出する
ことができます。



Trademarks

12

商標

商標は何年も前から存在していま
す。遥か昔、職人は自分が手がけ
た仕事だということを証明するため
に、自身の作品に署名または捺印
をしていました。そのような印を保
護するために徐々に法律が発展し
ました。

近年では、商標はビジネスに不可
欠です。商標にはあらゆる形状が
あり、膨大な数の商品やサービス
を識別します。 企業は、ブランドや
商標の開発に膨大な時間とお金を
費やしています。 

法的保護により、商標の所有者は
誰がそれを使用するかを管理でき
ます。これは、企業が偽造者によっ
て評判を損なうことなく商品やサー
ビスを開発および宣伝できることを
意味し、これにより消費者は商標
が本物であると信頼できます。

商標とは、ある企業の商品や
サービスを他の企業の商品や
サービスと区別できる標識です。 
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商標のさまざまな種類
言葉、文字、数字、記号、色、写真、形やパッケージなどの 3
次元標識、ホログラム、音、さらには味や匂いなど、あらゆる
種類の印を商標として使用できます。 

登録の対象となるための基本原則は、商標は独特でなければ
ならないということです。したがって、商標は単に製品またはサー
ビスの一般的な説明ではありません。 また、その種類の製品ま
たはサービスに関してすでに登録または使用されている商標と
同一（または非常に類似している）であってもいけません。

商標は、特定の企業の商品やサービスを識別するために使用さ
れるだけではありません。団体商標もあり、それぞれが協会に
よって所有され、その会員によって使用されています。たとえば、
会計士、エンジニア、建築家の専門家協会は、この種の商標を
よく使用します。また、環境への影響が少ない製品の環境ラベ
ルなど、製品またはサービスが特定の基準を準拠していること
を示す認証マークもあります。
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商標の保護
商標を保護する最良の方法は、そ
れを登録することです。登録商標の
権利者は、誰がそれを使用するか
を管理する独占的権利を持ちます。
彼らはそれを使用して自分の商品
やサービスを識別したり、他の誰か
が使用できるようにライセンス供与
または有料で譲渡したりできます。

地域で商標を登録するためには、
出願人は知財庁に商標の複製とそ
れが適用される商品またはサービ
スの一覧を提出する必要がありま
す。商標は十分に識別性があり、
既存の商標との類似性がなく、誤
解を招いたり、公序良俗に反する
ものであってはなりません。

商標が付与されると、権利者は商
標が他者によって侵害された場合、
関係国内裁判所で訴訟を起こすこ
とができます。同様に、商標の権
利者は、自分の商標に類似しすぎ
ていると主張する第三者からの法
的な異議申し立てを受ける場合も
あります。

商標は限られた期間（ほとんどの
国では 10 年間）しか付与されませ
んが、商標は使用されている限り、
所有者が更新手数料を支払うこと
で何度でも更新できます。したがっ
て、実際には商標は半永久的に保
護されます。
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国内保護、地域的
保護、国際保護
ほとんどの知的財産法と同様に、商標保護
は属地主義の原則が適用されます。しかし、
地域的・国際的制度がつくられ、多くの国で
商標保護を受けるのが容易になりました。

WIPO は、マドリッド制度に基づいて商標の
国際登録を提供しています。単一の出願申
請により、出願人は同制度加盟国で、必要
なだけ商標保護を得られます。登録商標を
検索し、さまざまな地域での商標の更新管
理に役立つオンラインツールもあります。 
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地理的表示

地理的表示は、特定の地理的
原産地を持ち、その原産地に起
因する品質または評判を持って
いる製品に使用される標識です。

これには多くの例があります。フラ
ンスのロックフォールチーズ、イン
ドのダージリンティー、メキシコの
テキーラリキュールなど、食べ物や
飲み物によく使用されています。

地理的表示の付いた製品を購入す
る消費者は、その商品が実際に特
定の場所で生産され、関連基準に
準拠していることを確認したいと
思っているため、貴重な評価を保
護するために地理的表示の使用を
管理する必要があります。

地理的表示に関する法律は複雑で
す。それらを保護するさまざまな
法律と各国における各種の承認シ
ステムがありますが、国際法の下、
国境を越えて保護が強化されてい
ます。 
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地理的表示の種類
地理的表示として機能するために、標識は産品が特定
の場所で生産されたものであることの識別を可能にし
なければならず、産品の品質、特性、評判は本質的
にその原産地に起因するものでなければなりません。

これは、地域の気候や環境の影響を受ける農産物に
あてはまる要件ですが、地理的表示は、スイスの時計
など、その地域に卓越した製造の伝統と評判がある工
業製品にも使用できます。 

原産地名称は地理的表示の一種です。一部の国や地
域では、原産地名称は他の地理的表示よりも厳しく保
護されています。 
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地理的表示の保護
地理的表示の保護には主に 3 つの
方法があります。：

• 特別な地理的表示法 、いわゆる
sui generis（独自の）地理的表
示制度を通じたもの。

• 団 体 商 標または 認 証マークの
使用。

• 行政による産品承認スキーム等、
ビジネス慣行に焦点を当てた方
法。 

加盟国はこれらの方法を一つ以上
使用し、それぞれで保護の条件や
範囲など重要な点が異なる場合が
あります。ただし、sui generis 制
度と団体商標または認証マーク制
度は、どちらも定義された基準を
遵守する人々による集合的使用の
権利を設定するという点で類似して
います。

基本的に、地理的表示により、正
当な生産者（産品が特定の地域で
生産され、関連するすべての基準
を満たしている生産者）は、他の
場所で生産された商品や別の基準
で使用されている場合に、法律に
基づいて地理的表示の使用を停止
させることができます。

地理的表示
および商標
地理的表示は商標との類似点がい
くつかあります。権利者は地理的
表示の不正使用を防ぐことができ、
団体商標または認証マークには定
期的に再登録が必要ですが、権利
は半永久的に存続します。

ただし、これら 2 つの種類の標識
にも重要な違いがあります。商標
は、企業がその商品やサービスを
他社のものと区別するために使用
され、権利者は他人がその商標を
使用するのを防ぐことができます。
さらに、商標は譲渡またはライセン
ス供与することができます。一方、
地理的表示は、産品が特定の場所
で生産され、その生産場所に起因
する特定の特性を持っていることを
消費者に保証します。また、地理
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国際保護
他の種類の知的財産と同様に、国
際法は、さまざまな国や地域にお
ける保護を補完し、強化するため
に発展しました。 

原産地名称と「原産地表示」の国
際的な認識は、1883 年のパリ条
約にまでさかのぼります。最近で
は、知的所有権の貿易関連の側
面に関する協定（Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property, 
TRIPS）に、地理的表示の悪用を
防ぐための追加条項がいくつか含ま
れました。

さら に、WIPO は リス ボ ン 制 度 
を管理しています。これは、かつ
ては原産地名称にのみ適用されて
いましたが、2015 年に採択された
原産地名称の保護及び国際登録に
関するリスボン協定のジュネーブ改
正協定により、同制度が拡張され、
他の地理的表示も国際的に登録で
きるようになりました。 

的表示は、その場所に関連する特
定の品質を共有する産品を製造す
る地域のすべての生産者が使用で
き、所有権を変更することはできま
せん。
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著作権は、本、音楽、絵画、彫刻、
映画だけでなく、コンピュータプロ
グラム、データベース、広告、地
図、製図など、広範な作品を対象
としています。また、演奏家や、放
送局、レコード製作者など、著作
権で保護された作品に密接に関連
する人々の権利を保護する著作隣
接権という権利もあります。

著作権は、国内法と国際法の両方
で保護されます。これらの法律は、
創造的努力の文化的・社会的重要
性とその大きな経済的価値を認め
ています。

著作権法の基本的な目的は、コン
テンツ制作者、開発者投資家の利
益と、創造的なコンテンツにアクセ
スし、使用できるという公共の利益
との間で適切なバランスを取ること
です。 

著作権および
著作隣接権

著作権、または著者の権利
は、 制作者 が文学、 芸術、
科学に関する作品に対して所
有する権利を説明するために
使用される法的用語です。 
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著作権の対象となる作品
著作権は、テキスト、静止画または動画、音楽作品、
彫刻や建築などの 3 次元形状、参考図書、データの
収集など、さまざまな形式の創造的なアイデアの表現
に適用されます。 

国の著作権法が、全ての対象物を掲載した完全なリス
トを提供することはめったにありません。ただし、著
作権は通常、アイデア自体、手順、操作方法、数学
的概念は対象としません。
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著作権が提
供する権利
著作権には、経済的権利と人格権
の両方が含まれます。本質的に、
経済的権利には、作品の販売を管
理する権利が含まれます。言い換
えれば、著作権の権利者は、たと
えば、翻訳、複製、実演、放送な
どにより、許可なく作品を複製また
は使用することを禁止できます。

権利者がこれらの権利をどのよう
に行使するかは、各国の国内法に
よって異なりますが、著作権侵害が
あった場合、民事罰か刑事罰が科
されます。

著作権には、著作者人格権も含ま
れます。これには特に、著者を作
品の創作者として認め、創作者の
評判を損なう可能性のある方法で
作品が変更されないようにする権
利を含みます。

著作権の譲渡
および取引
一般的に、経済的権利は譲渡およ
び分割することができます。権利者
は、特定の条件下で誰かが作品を
使用することに同意でき（ライセン
ス供与）、または権利を第三者に
付与または売ることができます（譲
渡）。 また、著作権の権利者が死
亡した場合、その相続人または後
継者は経済的権利を継承します。

権利の譲渡は非常に頻繁に行われ
ます。例えば、 

• 本の著者、音楽の作曲家、レコー
ド製作者は、ロイヤルティと呼
ばれる支払いと引き換えに、出
版社にライセンス供与したり、権
利を譲渡したりすることがよくあ
ります。

• 多くの国では、創作者は作品の
使用方法を監視し、創作者に代
わってユーザーから支払いを回
収するマネージメント会社にライ
センス供与するか、権利を譲渡
することができます。

• 著作権の権利者は、自分の作品
を無料で提供するか、特定の条
件下で他人に自由に使用させる
かを選択できます。たとえば、ク
リエイティブ・コモンズ・ライセ
ンス基準に基づいて使用を許可
する場合があります。

多くの国では、著作者人格権を取
引または譲渡することはできませ
んが、創作者は、著作者人格権を 
放棄または行使しないことに同意
することができます。 
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著作権およ
び公益
著作権は、著作者が作品に対して
公正な報酬を獲得できるようにする
ことで公共の利益に貢献し、それ
によってさらなる創造的な取り組み
を奨励し、作品が適切に認められ、
尊重されるようにします。

法律はまた、著作権の制限および
例外として知られる特定の状況で
は、著作権の制限を適用すべきで
はないことを認めています。たと
えば、多くの国では、著作権で保
護された書籍であっても、通常の
印刷物を読むのが困難な視覚障害
やその他の身体障害のある人々が
アクセスできるバージョンに権利者
の許可なく作り変えることを認め
ています。現在、WIPO が管理す
る 2013 年のマラケシュ条約を通じ
て、国際法の下でこの例外が支持
されています。この条約は、アクセ 

 
ス可能な本の国境を越えた交換も
規定しています。

さらに、著作権の経済的権利は限
られた期間しか存続しません。い
わゆる著作権の保護期間です。こ
の期間が終了すると、作品はパブ
リックドメインになり、誰でも無料
で使用できます。著作者人格権は、
一部の国では期限があり、他の国
では永続的です。

国内著作権
法および国際
著作権法
他の形態の知的財産と同様に、著
作権に関しても各国や地域におい
て各種国内法が存在します。ただ
し、国際法は特定の最低保護基準
を定めています。

• 著作権は、作品が創作された時
点で発生します。保護を得るた
めに、創作者が作品を登録した
り、その他の手続きを行ったり
する必要はありません（ただし、
一部の国では自主的な著作権登
録スキームを運用しています）。

• 国は、著作者の生存中、および
著作者の死亡後少なくとも 50
年間、ほとんどの著作物を保護
する必要があります。

• 国際法は、著作権で保護された
作品は、それらが作成された国
だけでなく、ほとんどの国で一
般的に保護されます。

これらの最低基準は、WIPO が管
理する一連の国際条約によって保
証されています。これらの条約の締
約国は、著作権の保護期間を長く
するなど最低基準以上の保護を提
供できまが、最低基準以下の保護
を提供することはできません。
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著作隣接権
法律では、創造的な仕事に関与し
ているものの、歌手や俳優などの
実演家、放送事業者、録音物を制
作するレコード会社などの組織を
含む、多くの法域で著作権保護の
対象とならない特定の人々または
団体の権利も保護します。

これらは著作権に関連しているた
め、著作隣接権または隣接権とし
て知られています。

与えられる保護は著作権に似てい
ます。一般に、権利者は、人々が
許可なく自分の作品を録音、伝達、
放送することを阻止できます。ただ
し、保護期間は通常、著作権より
も短くなります。ほとんどの国の保
護期間は、公演、録音、放送した
日から 50 年間です。

新しい課題
著作権法は、新しいテクノロジー
や文化的慣習に合わせて進化する
必要があります。たとえば、デジ
タルテクノロジーにより、作品の
ほぼ完全なコピーを低コストで作
成および送信できます。インター
ネット時代の著作権と著作隣接権
を保護するために、WIPO 著作権
条 約（WIPO Copyright Treaty、
WCT）と実演及びレコードに関す
る世界知的所有権機関条約（WIPO 
Performances and Phonograms 
Treaty 、WPPT）という 2 つの新
しい国際条約が 1996 年に締結さ
れました。そして 2012 年には、視
聴覚的実演者の著作隣接権を保護
するために視聴覚的実演に関する
北京条約が採択されました。 

しかし、課題も残っています。発展
途上国の人々の伝統的な文化的表
現は、グローバル化する経済にお
いてどのように最大限保護すること
ができるでしょうか？ 3D プリントは
著作権法で適切に保護されている
でしょうか？ 世界中のどこからでも
オンラインで作品にアクセスできる
現代に、ミュージシャンやアーティ
ストが適切な支払いを受け取るよ
うにするための最善策とは何でしょ
うか？

WIPO は、 進 化する課 題 へ の 対
応策を各国が策定するのを支援し
ます。



世界知的所有権機関
WIPO は、 知 的 財 産 に
関するサービス、 政 策、
情 報、 協 力 のた め の グ
ロ ー バ ル フォー ラム で
す。1967 年に設立され、
1974 年に国連の専門機
関になりました。

WIPO の任務は主に 4 つ
の 要 素 で 構 成 されてい
ます。

国際規定の形成

WIPO は、知的財産に関
する国際法の策定と施行
を支援しています。これ
まで見てきたように、ほと
んどの知的財産法は国の
管轄に限定されています
が国際法は、国境を越え
た保護を促進するために
重要です。

現 在、WIPO によって管
理されている 25 以 上の
国際的な知的財産条約が
あり、新しい課題に対処
するための交渉が進行中
です。WIPO は、 各 国が
集まって新しい規定を交
渉できる中立的な環境を
提供し、さまざまな利害
の間で公正なバランスを
取ります。

グ ロ ー バ ル サ ー ビ ス
の提供

WIPO は、国際出願およ
び国際登録サービスを提
供しています。この小冊
子では、PCT 制度に基づ
く国際特許出願、マドリッ
ド制度に基づく国際商標
登録、ハーグ制度に基づ
く意匠登録、リスボン制
度に基づく地理的表示の
登録など、多くの例につ
いて言及しました。また、
WIPO は知的財産紛争の
解決を支援する仲裁およ
び調停サービスも提供し
ています。

WIPO はこれらのサービ
スに 対する手 数 料 を徴
収しています。 実 際 に、
WIPO はそのような手数
料 の 徴 収 を通じて 収 入
の 90 ％ 以 上を得ていま
す。こ れ は 国 際 機 関 に
とっては珍しいことです。
ほとんどの国際機関は、 
加盟国、つまりそれらの
国の納税者から資金提供
を受けていますが、WIPO
の予算のほとんどはその
サービスを利用する人々
や企業によって賄われて
います。

知的財産を開発に役立て
るための国やパートナー
との協力

WIPO の任務の重要な部
分は、すべての国が知的
財産法と保護制度を使用
し、その恩恵を受けられ
るよう支援することです。
WIPO の加盟国の多くは、
非常に洗練された知的財
産 制 度 を既 に長 年 に わ
たって施行していますが、
一部の発展途上国は現在
もこの能力の構築に取り
組んでいます。

情 報 と 共 有 イ ン フ ラ
の提供

WIPO は、グローバルな
知的財産問題に関する包
括的で公平な情報源とな
ることを目指しています。
この小冊子は、数多くあ
る WIPO 出版物の 1 つで、
他 に も 書 籍、 雑 誌、 経
済研究、統計、その他多
くの参考文献などがあり
ます。

WIPO は、特許、ブランド、
商 標、 原 産 地 名 称、 知
的財産法の膨大なデータ
ベースなど、知識にアク

セスして共有するための
インフラも開発しました。

WIPO の ウ ェ ブ サ イト
からこ れら豊 富 な 情 報
に ア ク セ ス で き ま す：  
www.wipo.int.

http://www.wipo.int
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