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3.4 タイ 

3.4.1 概要 

 タイは、農業国から高度成長期を経て工業国へと変貌を遂げており、2011 年の大洪水被

害と 2013 年末からの動乱による内政情勢についての懸念はあるものの、日本からの直接投

資は多く、自動車関連企業をはじめとする日系企業の東南アジア進出国ランキングでは中

国に次いで、インドネシアと順位を争っている。日系企業にとって、タイの知的財産権保

護への取り組みと状況は常に注目されていると言っても過言ではない。 

タイでは模倣品が多く流通しており、現在、米国のスペシャル 301 条の優先監視国に指

定されている。模倣品侵害対策の一つとして、タイ政府は、知的財産を専門に扱う裁判所(タ

イ知的財産及び国際取引中央裁判所(CIPITC))を設置した。ASEAN 諸国の中で知的財産裁判

所があるのはマレーシアを除き、タイだけである。 

タイにおける知的財産に関する法律は、特許法（1992 年制定）、商標法（1991 年制定）、

著作権法（1994 年制定）、植物品種保護法、営業秘密法（2002 年制定）及び地理表示法（2003

年制定）である。タイの特許法には、小特許及び工業意匠が含まれる。出願件数は特許と

実用新案合計で 8000件程度、意匠が 3500件程度、商標出願が 45000件程度である(2012年)。

特許の保護期間は出願日から 20 年、小特許は 6 年(但し、権利期間を 2 年間 2 回延長可能)、

意匠は 10 年である。 

また、ASEAN には 1967 年の結成時から加盟しており、1989 年にアジア太平洋経済協力

(APEC)に参加している。国際条約等の加盟状況については、パリ条約に 2008 年、PCT に

2009 年に加盟した。TRIPS 条約にも加盟した。一方、マドリッド・プロトコルには現時点

で未加盟である。 

なお、2014 年に日本とタイの間で特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムを開始して

いる。PPH に関して、日本にとっては 27 ヵ国・地域目の知財当局との合意になるが、タイ

にとっては初の試みとなる。タイでは審査遅延が問題になっており、PPH が遅延解消の一

手段として期待されている。 

 

3.4.2 調査結果 

a. 公的機関 

以下の公的機関を調査対象として公知情報の分析、アンケートによる調査分析を行った。 

 

タイ商務省知的財産局 Department of Intellectual Property, Ministry of 

Commerce(DIP) 

タイ税関及び中央税関局「検査及

び鎮圧局」 

Customs Department, Investigation and Suppression 

Bureau 

タイ知的財産及び国際取引中央裁

判所 

the Central Intellectual Property and 

International Trade Court (CIPITC) 
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経済警察 Economic and Cyber Crime Division(ECD) 

特別捜査機関 Department of Special Investigation, DSI 

国家科学技術開発機関(NSTDA) National Science and Technology Development Agency 

タイ科学技術研究所(TISTR) Thailand Institute of Scientific and Technological 

Research 

タイ商務省知的財産局 (Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce (DIP)) 

(1) 主な業務内容 

 タイ商務省知的財産局(DIP)は、1992 年に商務省配下に設立された組織であり、知的

財産権の保護及び侵害の抑制のための措置の実施、知的財産権の管理システムの構築

並びに知的財産権の重要性の啓蒙活動等を目的としている。また、タイ商務省知的財

産局では、2013 年の戦略プラン (Department of Intellectual Property Strategic Plans for 

2013) として、「国内外の知的財産権の保護のためのシステム開発」を挙げている。 

(2) 組織構成 

 タイ商務省知的財産局は、次の 7 部門から構成される。 

① 秘書室 (Office of the Secretary) 

② 法務室 (Legal Office) 

③ 知的財産普及振興室 (Intellectual Property Promotion and Development Office) 

④ 知的財産侵害抑制室 (Office of Prevention and Suppression of Intellectual Property 

Infringement) 

⑤ 商標室 (Trademark Office) 

⑥ 著作権室 (Copyright Office) 

⑦ 特許室 (Patent Office) 

⑧ 意匠室 (Design Office) 

タイ商務省知的財産局の職員数は約 400 名、そのうち特許室の審査官が約 40 名、商

標室の審査官が約 20 名である。 
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(3) 他団体との協力及び活動内容 

 他国の特許庁と知的財産の取り組みや法制度等に関するセミナーを行っている。また、

経済警察（ECD）や知財裁判所（CIPITC）等と連携し、模倣品対策に関するセミナーや

ディスカッションを行っている。 

他の活動内容として、タイ商務省知的財産局は WIPO と提携し、WIPO と ASEAN 諸

国の共同ワークショップを開催している。中には、タイでも問題となっている模倣品

侵害に関連している著作権侵害防止のワークショップが開かれ、著作権管理について

の経験や意見交換の場を提供した。また、韓国等他国とも知的財産関連のセミナーや

著作権フォーラム等を積極的に開催している。他には、タイ国内を対象とした知的財

産制度を紹介する E-Learning のコースを提供している。 

 

タイ税関 (Customs Department) 

(1) 主な業務内容 

 知的財産権の執行及び国境における模倣品の取り締まりが主な業務である。ま

た、タイ税関は、世界標準の税関システムの確立を戦略として掲げている。タイ

における通関手続きでの知的財産権の侵害保護に関する法規は、税関の法律や知

的財産関連法、さらに商務省下にある物品輸出入法といったその他の法律によっ

ても保護されている。 

税関で扱う知的財産権の犯罪について、知的財産権の侵害に関する取締りを含

む税関法及びその他関連法規に反した犯罪の捜査や取り締まり及び鎮圧に関して

は、検査及び鎮圧局(Investigation and Suppression Bureau)が責務を有する。税関は、

商務省 

(Ministry of 
Commerce) 

タイ知的財産局 

(DIP) 

秘書室 

(Office of 
the 

Secretary) 

法務室
(Legal 
Office) 

知的財産普及
振興室

(Intellectual 
Property 

Promotion and 
Development 

Office) 

知的財産侵害
抑制室(Office 
of Prevention 

and Suppression 
of Intellectual 

Property 
Infringment) 

商標室
(Tradema
rk Office) 

著作権室
(Copyright 

Office) 

特許室
(Patent 
Office) 

意匠室
(Design 
Office) 

国内貿易署 

(Internal Trade 
Cluster) 

タイ商務省知的財産局(DIP)組織図 
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タイ関税法(BE2469)及びタイ輸出入法(BE2522)、著作権法、特許法、商標法等に基

づき、裁判所命令によることなく、商標と著作権に係る知的財産侵害物品を独自

の権限により差し止め、没収、処分することが可能である。権利者からの要請に

基づき、または職権により積極的に差し止め等を行っているようである。 

(2) 組織構成 

 タイ税関は、財務省配下の政府組織である。政府官員と従業員(正規雇用と臨時

雇用を含む)の人数が 6,000 人以上いる。タイ税関において、通関手続き、税金、

関税の収集及び輸出入検査を行う組織は、次の通りである。 

① 検査及び鎮圧局(Investigation and Suppression Bureau) 

② 事後調査局(Post Clearance Audit) 

③ 関税優遇措置局(Customs Privilege Bureau) 

④ バンコク港税関局(Bangkok Port Customs Bureau) 

⑤ バンコク税関局 (Customs Bureau) 

⑥ バンコク国際空港税関局(Bangkok International Airport Customs Bureau) 

⑦ レムチャバン港税関局(Laem Chabang Port Customs Bureau) 

⑧ 地方税関局(Regional Customs Bureau) 
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(3)  他団体との協力 

 税関は知的財産局との協力により、登録済の商標（イメージを含む）、登録者（及

び代理人）名、輸出入業者ブラックリスト等の情報を含むデータベースを開発し利

用している。模倣品の取締り、押収等の際にはタイ警察の協力を得て業務を行う。

また、特別捜査機関(DSI)と知的財産及び国際取引中央裁判所(CIPITC)とも関連業務

において連携している。 

 

タイ知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International 

Trade Court (CIPITC)) 

(1) 主な業務内容 

財務省 

(Ministry of Finance) 

タイ税関 

(Customs Department) 

検査及び鎮圧局 

(Investigation and 
Suppression 

Bureau) 

第一課(Division 1) 

知的財産権統合課 

(IPRs Coordication Division) 

第二課(Division 2) 

第三課(Division 3) 

情報課(Intelligence Division) 

物品留置課(Division of Seized Goods)  

関税制御技術セ
ンター 

(Customs 
Control 

Technology 
Center) 

行政事務長 

(General 
Administrative) 

事後調査局 

(Post Clearance 
Audit) 

関税優遇措
置局

(Customs 
Privilege 
Bureau)  

バンコク
港税関局
(Bangkok 

Port 
Customs 
Bureau) 

バンコク
税関局

(Customs 
Bureau) 

バンコク
国際空港
税関局

(Bangkok 
Internatio

nal 
Airport 

Customs 
Bureau) 

レムチ
ャバン
港関税
局(Laem 
Chabang 

Prot 
Customs 
Bureau) 

地方税
関局

(Regiona
l 

Customs 
Bureau) 

タイ税関組織図 
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  タイ知的財産及び国際取引中央裁判所(CIPITC)は 1997 年 12 月 1 日に設立され

た。アジアで最初の知的財産の専門裁判所である。CIPITC の設立のため、1996 年

に知的財産及び国際取引に関する裁判所法の施行及び陪席判事の整備等が行われ

ている。  

設立の目的は、知的財産と国際貿易に関する紛争の迅速かつ適正な手続の提供で

ある。また、設立の背景には、タイは以前から模倣品の中心地として知られており

欧米諸国からの法整備の要求が高まっていたこと、国際貿易の中で管轄権を所有し

たかったこと、海外企業の投資等を誘致したかったこと等があった。 

通常の事件と異なる知識が求められる、知的財産及び国際取引に関する刑事／

民事事件において、公正・迅速かつグローバル基準で信頼される手続を行うため、

これらに精通した判事及び補助判事に事件を処理させる第一審裁判所として

CIPITC は設置されている。多くの先進国における特別な知的財産裁判所とは異な

り、CIPITC はタイ全土における知的財産権の権利行使に関して民事及び刑事の双

方に関する排他的管轄権を有している。この上級審は最高裁判所となる。 

知的財産法に関する刑事及び民事事件としては、特許権、商標権又は著作権の

侵害に関するものがある。また、技術移転やライセンシングに関する事件も民事

事件として扱われる。年間数千件の刑事事件と年間約 500 件の民事事件を処理し

ている。 

審理は 2 名の判事(Career Judge)と 1 名の補助判事(Associate Judge)が担当する。

判事(Career Judge)は、法学部を出て、知的財産、国際貿易の知識を有する事が要件

とされる。補助判事(Associate Judge)は、知的所有権についての外部の専門家で、

知的財産・国際貿易のコースに参加し、試験・面接を合格して採用された者で、

法学部教授・研究者・エンジニアなどがいる。2006 年時点において、判事は 29 人、

補助判事は 127 人であった。 

(2) 組織構成 

  タイ知的財産及び国際取引中央裁判所は特別裁判所下に設置されており、その

他には中央租税裁判所、中央破産裁判所と中央労働裁判所等の同等階級の裁判所が

ある。タイの司法裁判所の主な構成を以下の図に示す。 
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(3) 他団体との協力 

 知的財産侵害事件で押収等時は警察の協力を得ながら行使する。 

 

経済警察 (Economic and Cyber Crime Division(ECD)) 

1987 年に警察庁は知的財産を含む経済犯罪に対応するために特別組織を設置し、その

後、1991 年に商業犯罪捜査課(ECID (The Economic Crime Investigation Division)) と名づけ

られた。この部署は警察の中央捜査局下にある。2005 年 6 月、ECID を管轄する経済警察

(ECD)が設置された。 

経済警察(ECD)は、国内における損害金額 50万バーツ以下の知的財産権侵害について、

権利者からの情報・要請もしくは職権に基づき摘発（レイド、差押え）を行う。尚、50

万バーツ以上の被害のある知的財産権侵害の場合は、特別捜査機関が扱う。 

著作権については権利者の訴えがない限り逮捕は行わない。特許権については、権利

者からの訴えとそれを証明する材料の提出に基づき、裁判所の令状を取得の上で摘発を

行う。取締りや差押えを成功させるためには、権利者からの情報提供や DIP の協力が必

要である。 

なお、差押え（レイド）の後、押収した物品の本物/偽物の鑑定が速やかに行われる。 

タイ知的財産局(DIP)とはセミナーや知識向上のための協議を行っている。 

 

特別捜査機関 (Department of Special Investigation (DSI)) 

(1) 主な業務内容 

特別捜査機関(DSI)は、2002 年 10 月 3 日に法務省(Ministry of Justice)下に設立され

最高裁判所 

控訴裁判所・管区控訴裁判所 

通常裁判所 

民事裁判
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刑事裁判
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裁判所 
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び国際取引
中央裁判所 

中央少年家
族裁判所 

 

初審階級 

タイ司法裁判所構成図 
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た、特別技能を持つ専門家から構成される特別な捜査機関である。根拠法はタイの

特別捜査法である。特別捜査機関は、一般人の公益や道徳に弊害があるケース、国

家の安全、国際関係及び財政的経済的システムの安全に関わる刑事的犯罪、国際間

にまたがる犯罪、組織化された犯罪、さらに財政、銀行、知的財産、消費者保護、

環境保護及び E-Commerce に関する法律に基づく犯罪を扱っている。 

       特別捜査機関において、知的財産案件を扱う部署は知的財産犯罪部であり、50

万バーツ以上の模倣品被害のある知的財産権侵害の刑事犯罪を扱う。知的財産権の

権利者は、権利侵害があった場合、特別捜査機関又は経済警察に摘発を要請する。

また、商標権以外の侵害事件についても、経済警察にない特別な捜査権限を与えら

れている。 

(2) 組織構成 

      特別捜査機関は、海外事業・国際犯罪部(Bureau of Foreign Affairs and International 

Crimes)、知的財産犯罪部(Bureau of Intellectual Property)、特別刑事事件部(Special 

Crime Bureau)、銀行金融犯罪部(Finance Bureau)、科学技術情報技術犯罪部(Court 

Cases and Information Technology)、科学技術捜査情報センター部(Office of Naval 

Technology and Inspection Information)、消費者・環境保護部(Office of Consumer 

Protection and Environment)、税犯罪部(Bureau of Taxation)、特別事件捜査協力推進部

(Bureau of Special Cases Development and Support)によって組織されている。 
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(3) 他団体との協力 

       タイ国家警察庁とは独立しているが、侵害事件の捜査等においては警察と協力し

合いながら、業務を遂行する。 

 

国家科学技術開発機関 (National Science and Technology Development Agency(NSTDA)) 

(1) 主な業務内容 

国家科学技術開発機関(NSTDA)は、1991 年 12 月 30 日に科学技術開発法に基づ

き、科学全般の研究開発、技術移転、人材育成を行う目的で科学技術省(MOST)監

督下に設置された独立研究所である。タイ国内の科学研究開発をはじめ、技術移

転及び人材育成等を主な業務として活動を行っている。 

国家科学技術開発機構において知的財産を担う組織は、技術ライセンシングオ

フィス(Technology Licensing Office (TLO))である。TLO は、国家科学技術開発機関

における知的財産の管理及び特許技術の移転促進に責任を負っている。 

(2) 組織構成 

国家科学技術開発機関のスタッフは、2600 人であって、そのうち約 7 割が研究

部門に属している。所属の研究施設として、従来設置されていたタイ国立遺伝子

生命工学研究センター、タイ国立金属材料技術研究センター、及びタイ国立電子

コンピュータ技術研究センターに、タイ国立ナノテクノロジー研究センター、タ

イ技術管理センター及びタイ有機プリンテッドエレクトロニクスイノベーション

センターが加わった。 

 

 

科学技術省 

(Ministry of Science 
and Technology) 

国家科学技術開発機構 

(NSTDA) 

技術ライセンシングオフィス 

(Technology Licensing Office) 

国立遺伝子生命工学研究センター 

国立金属材料技術研究センター 

国立電子コンピュータ技術研究センター 

国立ナノテクノロジー研究センター 

技術管理センター 

有機プリンテッドエレクトロニクスイノベ
ーションセンター タイ国家科学技術開発機構(NSTDA)組織図 
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(3) 他団体との協力 

        国家科学技術開発機関では、政府機構のみならず、大学と民間企業とも

研究開発の連携をしている。また、外国とも共同研究や産業連携等の協定を行っ

ている。日本では東京大学や東京工業大学等も国家科学技術開発機構と協力して

いる。 

(4) 今後の目標 

  国家科学技術開発機関の 2016 年までの研究開発戦略は「農業と食物」、「エネ

ルギーと環境」、「健康と医学」、「バイオリソースとコミュニティー」と「製造とサ

ービス産業」の 5 つの分野において具体的な成果を挙げることである。 

 

タイ科学技術研究所 (Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)) 

(1) 主な業務内容 

タイ科学技術研究所(TISTR)は、タイの社会経済を持続的に発展させる産業技術

の研究を目的として設立された、タイ初の国立科学技術研究所である。前身は 1963

年 5 月 25 日に設立されたタイ応用科学研究所であり、1979 年に科学技術環境省

(MOST)の新設に伴い、同研究所をタイ科学技術研究所に改称した。国家事業の推

進という位置づけで、食品、健康、医療機器及び環境関連の研究を中心に研究開

発を行っている。また、ASEAN 域内におけるタイ企業の発展にも貢献している。 

(2) 組織構成 

     タイ科学技術研究所は、バイオ産業研究開発グループ(Research and Development 

for Bio-industries Group)、持続的発展研究開発グループ(Research and Development for 

Sustainable Development Group)、ビジネス開発・マーケティンググループ(Business 

Development and Marketing Group)、産業サービスグループ(Industrial Service Group)、

管理グループ(Administration Group)から構成されている。分野によっては各グルー

プの下に更に部門を設置している。 
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(3) 他団体との協力 

          日本の産業技術総合研究所（産総研）を始め、海外の産業研究所とワークショ

ップを開催する等、様々な研究分野において意見交換を行っている。また、日本

の国際協力機構(JICA)と科学技術振興機構(JST)とも研究連携活動を行っている。 

 

b. 民間団体 

以下の民間団体を調査対象として公知情報の分析、アンケートによる調査分析を行った。 

 

タイ発明協会 Thai Invention Association (TIA) 

タイ工業デザイナー協会 Industrial Designers Society of Thailand (IDS) 

タイ知的財産振興協会 Intellectual Property Promotion Association of Thailand 

タイ科学技術研究所 

(TISTR) 

バイオ産業研究
開発グループ 

(Research and 
Development for 

Bio-industries 
Group) 

食品技術部門 

(Food 
Technology 
Department) 

薬品・自然商
品部門 

(Pharmaccutical 
and Natural 

Products 
Department) 

バイオサイエ
ンス部門 

(Bioscience 
Department) 

農業技術部門 

(Agricultural 
Technology 
Department) 

タイ包装センター 

(Thai Packaging 
Centre) 

持続的発展研究開
発グループ 

(Research and 
Development for 

Sustainable 
Development Group) 

エネルギー技
術部門 

(Energy 
Technology 
Department) 

環境資源技術
部門 

(Environment 
and Resources 
Department) 

物質革新部門 

(Material 
Innovation 

Department) 

エンジニアリ
ング部門 

(Engineering 
Department) 

ビジネス開発・
マーケティング

グループ 

(Business 
Development and 
Marketing Group) 

マーケティ
ング部門 

(Marketing 
Department) 

ビジネス開発
部門 

(Business 
Development 
Department) 

産業サービスグ
ループ 

(Industrial 
Service Group) 

産業計測サー
ビスセンター

(Industrial 
Metrology and 
Testing service 

Centre) 

物性分析発展
センター 

(Material 
Properties 

Analysis and 
Development 

Centre) 

認証室 

(Office of 
Certification 

Body) 

管理グループ 

(Administration 
Group) 

財務部門 

(Treasury 
Department) 

人事部門 

(Human 
Resource 

Department) 

総合サービス
部門 

(General 
Services 

Department) 

情報センター 

(Knowledge 
Centre) 

タイ科学技術研究所(TISTR)組織図 
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(IPPAT) 

タイ知的財産協会 Intellectual Property Association of Thailand (IPAT) 

アジア弁理士協会タイ部会(APAA

タイ) 

Asian Patent Attorneys Association Thailand Group 

 

タイ発明協会 (Thai Invention Association (TIA)) 

(1) 主な業務内容 

タイ発明協会は、タイ人の発明家により構成されている民間団体である。タイ

発明協会のメンバーは、本協会のホームページによれば 1109 名である。 

タイ発明協会は、これまでに、DIP と共同で知的財産権セミナーを開催するなどの

活動を行っている。 

 

タイ工業デザイナー協会 (Industrial Designers Society of Thailand (IDS)) 

(1) 主な業務内容 

IDS は、工業デザインの教授及び工業デザイナーにより 1973 年に設立された非

営利団体であるデザイナークラブ(Designers Club)が 1997 年に改称されたものであ

る。IDS は、ビジネスにおける工業デザインの重要性及びそれによる利益を理解し、

工業デザイナーの地位向上や知的財産権がもたらす利益についての理解を深める

ことを目的としている。 

IDS は、タイにおける工業デザイン所有権の保護の促進や、IDS のメンバーを代

表して国内外の関係者及び関係団体との意見交換を行っている。 

 

タイ知的財産振興協会 (Intellectual Property Promotion Association of Thailand (IPPAT)) 

(1) 主な業務内容 

IPPAT は、2001 年に設立された日本特許庁（JPO）や発明協会（JIII）等による

日本での知財研修を受けた同窓生の組織である。2012年 4月時点の会員数は 183名。 

「知財ビジネスの促進・支援」、「教育、技術調査等セミナーの開催による教育」

及び「技術、人材育成の促進」を目的としており、「学術書の収集・翻訳・発行」、

「知財ライセンシング資料の発行」等の活動を行っている。 

これまで、JPO や DIP と協力し 10 回のフォローアップセミナーを実施している。 

 

タイ知的財産協会 (Intellectual Property Association of Thailand (IPAT)) 

(1) 主な業務内容 

 IPAT は、代理人のサポート、知的財産権の保護及び保護手段の研究並びに知的財産

に関する知識の普及を目的として 1972 年に設立された団体である。IPAT の会員は個人

257 名、組織 54 であり、主に弁護士で構成されている。 
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IPAT は、タイの知的財産法を対象として活動している。また、会員を対象として、

知的財産法及び条約の改正や審査マニュアル等に関するセミナーを行っている。 

(2) 組織構成 

 IPAT には、エンフォースメント、著作権、特許、商標、IT、総務、広報及び財務の

委員会が設置されている。 

(3) 他団体との協力 

 DIP と知的財産のビジネスへの活用、意匠ガイダンスマニュアル、商標・特許・著作

権・意匠の比較及び特許クレームの比較分析に関するセミナーを実施している。 

また、CIPITC と連携して、知的財産評価に関するセミナーを行っている。 

 

アジア弁理士協会タイ部会(APAA タイ) (Asian Patent Attorneys Association Thailand 

Group) 

(1) 主な業務内容 

         APAA(The Asian Patent Attorneys Association)は、アジア地域（オーストラリア・

ニュージーランドを含む）における知的財産の保護の促進と強化に専念している。

会のメンバーには、知的財産法についてアジアを代表する専門家が含まれている。

理事会は年に 1 度、総会は 3 年に 1 度開催され、意見・情報交換等が行われている。 

          著作権、特許、商標などの知的財産法に関連する様々な常設委員会が組織され

ており、理事会で任命された議長の下で、アジア地域の法律の最新動向のレビュ

ーや、問題研究、法律及び実務改善のための提案を行っている。 

(2) 組織構成 

          APAA は 1969 年に設立され、2000 人を超えるメンバーと 18 の認可団体

(Recognised Group)から構成されている。タイ部会には 183 名のメンバーがいる。 

 

c. 教育機関 

以下の教育機関を調査対象として公知情報の分析、アンケートによる調査分析を行った。 

 

チュラロンコン大学 IP 研究所 Chulalongkorn University Intellectual Property Institute 

(CUIPI) 

 

チュラロンコン大学 IP 研究所 (Chulalongkorn University Intellectual Property Institute 

(CUIPI)) 

(1) 主な業務内容 

CUIPI は、1995 年にチュラロンコン大学議会での決議に基づき、チュラロンコ

ン大学の知的財産を管理するために設立された大学から独立した非営利法人であ

る。 
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CUIPI は、以下のサービスを提供している。 

 ① IP コンサルテーション 

- 特許、小特許、商標及び著作権を含む知的財産管理のための大学職員及び学生

のサポート 

- 産学連携プロジェクトのコーディネート 

 ② 技術ライセンシング 

- 研究室から産業界への技術移転のためのマーケティング、ビジネス開発及び知

的財産評価の包括的なサービスの提供 

 ③ 知的財産に関するトレーニング及び研究 

- 大学職員及び学生に限らず、他の民間及び公共機関の職員に対する知的財産に

関するトレーニングコースの提供 

- 知的財産政策・マネジメントに関する研究 

 ④ ビジネスインキュベーション 

„  - 学内ベンチャー企業の支援のためのビジネス・法律相談 

 

[参考資料] 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/ipcoop_asia-pacific/2011_02.pdf 

 模倣品対策マニュアル(JETRO) 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/pdf/thailand1.pdf 

http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/UFJ/honbun_th.pdf 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_08/ 

タイにおける知的財産活動 (日本弁理士会、パテント 2011, p.24-32, Vol. 64) 

タイ国模倣品対策セミナー講演録（日本弁理士会、パテント 2006, p.30-37, Vol. 59） 

豊崎国際特許商標事務所ホームページ(http://toyosaki.o.oo7.jp/thailand/012.html#A5) 

  

http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/pdf/thailand1.pdf
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/UFJ/honbun_th.pdf
https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_08/
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