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NEWS COMMENTARY 

1．携帯サイト殺人 
-ネット社会の闇- 

携帯電話のサイトで知り合っ

た人物が殺人を行った事件を

通して，ネット社会の抱える

問題を考える。 

3．政治とカネ 
 
安倍政権崩壊の大きな要因の

一つであった「政治とカネ」

の問題について，政治資金規

正法を中心に解説する。 

4．消費者物価指数 
 
消費者の生活にかかわりが深

く，金融政策決定に際しても

注目される消費者物価指数に

ついて解説する。 

 5．知的財産権 
 
知的財産制度の基本的な解説

に加え，具体的な事例として

日本のブランドの中国での侵

害例を紹介する。 

 
各問の解答 

・携帯サイト殺人     ③

・参議院の意義      ④

・政治とカネ       ④

・消費者物価指数     ②

・知的財産権       ③

 

第 2号 

2．参議院の意義 
 
「良識の府」ではなく「政局

の府」としての存在感を高め

る参議院。60 年の歴史から存

在意義を考える。 

「5．知的財産権」の内容の一部は，

読売新聞社の許諾を得て転載してい

ます。無断での複製，送信，出版，

頒布，翻訳，翻案等著作権を侵害す

る一切の行為を禁止します。 
読売新聞社の著作権についての説

明は， 
http://www.yomiuri.co.jp/policy/cop
yright/をご覧下さい。 

http://www.yomiuri.co.jp/policy/cop
yright/
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事件の発端と概要 
2007年8月25日，愛知県警に「女性を拉致して金を奪

って殺し，遺体を岐阜県内に埋めた」との通報があった。

通報してきたのは川岸健治容疑者（40）で，「死刑にな

りたくなかったので自首した」というのである。そして，

彼の自供によって神田司容疑者（36）と堀慶末容疑者

（32）の二人も逮捕されたが，そこには驚くべきネット

社会の闇が横たわっていた。すなわち，犯人たち3人は

まったく面識もなく，携帯電話のサイトで知り合い，事

前に顔合わせをして拉致を計画したのだという。しかも，

被害者の磯谷利恵さん（31）は，最初から犯行の対象で

はなく，彼らは「弱い女性ならやりやすい」と考え，「た

またま通りかかった」だけで，「顔を見られたから殺した」

というのである。この犯罪のあまりにも場当たり的な性

格は，被害者家族の無念と悲しみを増幅させる。 
ネット社会の到来 
インターネット社会の到来は，アメリカの政府や軍関

係が独占していたインターネットが，一般に開放される

ようになった1995年に始まる。以来，WWW（World Wide 
Web）を国家・企業・個人の誰もが利用できるようにな

った。IT革命（革新）と呼ばれるこの通信技術の劇的な

変化は，時代を＜もの＞を中心とする産業社会から，＜

情報＞の生産と流通と消費を中心とする情報社会へと変

えた。その中心はコンピュータの普及で，とくにその性

能の向上と小型化は，老若・男女を問わず誰でもコンピ

ュータを通して，世界のどの地域の人ともコミュニケー

ションを交わすことを可能にしたのである。 
マルチメディアとしての携帯電話 
こうした情報社会の進展の中，情報機器はますます機

能を多様化させ，それまでの新聞・雑誌などの文字情報，

ラジオ・テレビなどの音声・映像情報などの機能を融合

させ，携帯電話というマルチメディアを登場させた。こ

れにより，従来のメディアが＜特定＞の送り手から＜不

特定＞の受け手への＜一方向的＞な情報伝達でしかなか

ったのに対して，＜不特定多数＞の送り手と受け手の間

での情報の＜双方向的＞な交換が容易になった。すなわ

ち，新聞・テレビなどの従来のメディアでは，情報の発

信源が特定され，情報被害に対して責任を追及すること

が比較的容易であったのに対し，インターネット上の情

報は，その発信者も受信者も不特定多数なので，情報被

害に対して責任を追及することが困難になった。今回の

犯罪は，このネット社会の＜匿名性＞を利用して行われ

たもので，ネット社会の危険性を多くの人に知らせるこ

とになった。 
闇サイトの危険性と犯罪 
今回の容疑者たちが知り合ったのは，携帯電話などか

ら接続する「闇の職業安定所」と呼ばれるサイトである。

こうした闇サイトは他にも多数存在し，殺人の請負や強

盗仲間を募る内容がほのめかされていることもある。現

にこうしたサイトを使って行われた犯罪が過去にもあっ

た。すなわち，2005年12月，長野県の男性が，長男と孫

に雇われた派遣会社の男に殺されている。まさしく＜闇

のサイト＞・＜犯罪サイト＞である。こうした無法地帯

と化したサイトに，警察も「インターネット・ホットラ

インセンター」を設け，1年間で多数の犯罪依頼の通報を

受理し，その7割を削除した。さらに民間セキュリティー

会社などと提携しながら，ネット犯罪を監視するサイバ

ーパトロールも行い，麻薬売買や児童買春などの防止に

も一定の効果を上げている。しかし，犯罪をにおわす書

き込みだけでは，違法性はなく，プロバイダーに削除を

求めても協力を得にくい。さらに，たとえ削除しても，

別のサイトに同じ書き込みがされているというのが現状

なのである。 
情報教育の徹底と法整備 
このような現状では，犯罪の予測・警告はできても，

根絶は難しい。それゆえ，迂遠な道かも知れないが，ま

ずは情報教育を技術面だけではなく，社会的・倫理的な

観点から学ぶとともに，ネット社会の現状と危険性を認

識する必要がある。さらに，警察を含む行政が，プロバ

イダーの刑事責任も含めた法の整備を急がなければなら

ない。いずれにせよ，生命の尊重という観点に立って，

＜匿名性＞の陰に隠れて行われる犯罪を絶対に許さない

体制を確立していかなければならいのではないだろうか。 
 
問 情報社会の現状について述べた文として適当なも

のを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 新聞・テレビなどのメディアは，公共性が高いた

め，情報操作を行うようなことはない。 
② 情報公開法によって，情報の公開を義務づけられ

ているのは，国・地方公共団体と企業である。 
③ マスメディアの役割は，情報の提供によって世論

を喚起したり，娯楽や教養を提供することにある。 

④ ゲームソフトなどの改ざんは，一旦販売された情

報なので，知的財産権の侵害にはならない。 

携帯サイト殺人 -ネット社会の闇- 
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第二院は何の役に立つのか？ 

フランス革命で活躍したアベ・シェイエスは「第二院

は何の役に立つのか，もしそれが第一院に一致するなら

ば無用であり，もしそれが反対するならば有害だ」と語

った。第二院が第一院に対してどの程度の抑制機能を働

かせるべきなのかは，古くから議論されてきた。シェイ

エスの言葉の意味を探りながら，今年「還暦」を迎えた

参議院を振り返ってみたい。 
7 月 29 日に行われた第 21 回参議院選挙は，与党が過

半数を大きく割り込んで大敗し，衆参で多数派が異なる

「ねじれ」が生まれた。衆参の議決が異なった場合に備

えて，憲法は「衆議院の優越」を規定しており，首相指

名，予算の議決，条約の承認については衆院の議決が優

先される。法律案については，参院が否決しても衆院が

3 分の 2 以上で再議決すれば成立する。現在，与党は衆

院で 3 分の 2 以上の絶対多数を維持しており，一見「衆

議院の優越」によって与党は国会運営が可能にみえる。

しかし参院第一党となった民主党から参院議長，議院運

営委員長が選出されたことで，審議や採決日程は与党の

思い通りにはならない。法案の再議決を繰り返すことは

容易ではないのだ。また参院には問責決議がある。衆院

の内閣不信任決議と違い憲法上の根拠はないが，1998
年に額賀防衛庁長官は問責決議の可決により辞任した。 

参議院は「第一院に反対する有害な機関」か？ 

このように強大な権限をもつ参議院は，しばしば「政

局の府」となってきた。1989 年の参院選は消費税導入と

リクルート疑獄などで自民党が過半数を失い，宇野内閣

は退陣に追い込まれた。この「ねじれ現象」の中で，衆

院は自民党の海部総裁，参院は社会党の土井委員長を首

相指名し両院協議会にもつれ込み，「衆議院の優越」で海

部首相が誕生した。 
1998 年の参院選でも金融不安を背景に与党が過半数

割れの惨敗。橋本内閣が退陣し，直後の小渕内閣は，野

党民主党の金融再生法を丸飲みせざる得ない状況に陥っ

た。翌 1999 年参院過半数割れ状況の中で，自民党は公

明党などと連立政権を樹立。自民党の参院過半数割れは

1989 年から 18 年間続いており，この「参院過半数割れ」

が近年連立政権が常態化している原因なのである。 
さらに 2005 年郵政解散は，衆院では郵政民営化法が

可決されたにもかかわらず，参院で否決されたことで行

われた。総選挙後，与党は衆院で 3 分の 2 以上の絶対多

数を占める状況が出来上がった。 

2007 年，自民党は結党以来初めて参院第二党に転落す

る惨敗を喫したが，安倍総理は参院選直後は「政権選択

の選挙ではない」として，続投を表明した。日本の場合，

衆院の意思で首相が指名されて内閣が成立し，衆院と内

閣は不信任-解散の関係を持つ。この関係を持たない参院

の意思で政権交代，枠組み変更が行われて良いのかは考

慮の余地がある。このような点からも，シェイエスの言

葉にあるように，第一院に反対する第二院，抑制機能が

過剰であると有害論が浮上するのである。 
参議院は「第一院に一致する無用の機関」か？ 

逆に第二院の抑制機能が働かなければ，無用論が浮上

する。1947 年の第１回参院選の第一会派は，作家や有識

者など無所属議員を中心とする緑風会であった。政党的

観点にとらわれず議論を行う「良識の府」として参議院

は始まった。しかしその後政党化が進み，党議拘束で参

院は衆院と一致するようになった。この政党化の進行は，

衆議院での法案の再議決要件の厳しさから，政党が参議

院への影響力を強めたことに起因している。55 年体制の

下で参院は「衆院のカーボンコピー」と揶揄
や ゆ

されるよう

になり，シェイエスの言葉にあるように，第一院への抑

制機能が希薄な参院は無用との声が上がっていた。 
どの程度の抑制機能を持つべきか？ 

冒頭のシェイエスの言葉は，第二院の存在意義を否定

している。しかし主要先進国（G8）は全て二院制を採用

している。第二院の選出要件・抑制機能は，国によって

大きく異なるが，多様な民意を反映し，かつ慎重な審議

を期して一院制は採用していない。60 年の参院の歩み，

また「政局の府」として存在感を増す近年の動向を考え

た時，第二院が第一院に対してどの程度の抑制機能を働

かせるべきなのかを考えることは，持つべき時事的関心

なのである。 
 
問 参議院に存在意義はないとする論拠として適当な

ものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 

① 衆議院解散中に，緊急に国会の議決を必要とする

事態に対応することが出来る。 
② 衆参で多数派の異なる「ねじれ」が生まれれば，

与野党でより慎重な法案審議が行われる。 
③ 問責決議に法的拘束力はないが，不信任された閣

僚に反省をうながすことになる。 
④ 党議拘束の強い政党政治の下では，良識の府とし

て機能するには限界がある。 

参 議 院 の 意 義 
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安倍内閣総辞職と「政治とカネ」 
2007年7月の参議院選挙で自民党は歴史的大敗を喫

したが，安倍首相は退陣せず，8月末には内閣改造を行い，

9月10日には所信表明演説を行った。その2日後の代表質

問開始直前に首相が突如辞意を表明し，自民党総裁選挙

を待って，安倍内閣は総辞職し，福田内閣が成立した。 
安倍内閣は昨年9月の発足以来，佐田行革担当大臣の資

金管理団体の事務所費虚偽報告問題発覚による辞任に始

まり，改造以外に5人の閣僚が交代したが，久間防衛大臣

の辞任以外は「政治とカネ」にかかわるもので，参議院

選挙の大敗の大きな要因の一つになった。 
政治資金規正法の目的と政治資金規正の方法 
政治資金には，①寄附によるもの（政治献金），②政

治資金パーティーで集めた資金，③国からの政党交付金，

などがあるが，政治資金規正法は，政治資金による政治

腐敗の防止をはかるために1948年に制定された。 
その目的は，政治活動が国民の不断の監視と批判の下

に行われるようにするため，(1)政治団体の届出，(2)政治

資金の収支の公開，(3)政治資金の接受の規正，(4)その他

の措置，を講ずることで，政治活動の公明と公正を確保

し，民主政治の健全な発達に寄与することである。 
政治資金の規正の方法には大別して次の2つがある。 

(1) 政治資金の収支の公開…政治団体の収支・資産等を記

載した収支報告書の提出を義務付け，公開すること。 
(2) 政治資金の接受の規正等…政治活動に関する寄附（政

治献金）について，対象者による制限や，質的，量的

制限などを行うこと。 
規正の対象…政治団体，公職の候補者（政治家） 
(1) 政治団体の種類 
①政党…所属国会議員が5人以上いるか，直近の国政選

挙での得票率が2パーセント以上の政党。 
②政治資金団体…政党のために資金を援助することを

目的とし，政党が指定した団体。国民政治協会（自

民党）・国民改革協議会（民主党）など 
③その他の政治団体…政党・政治資金団体以外の政治

団体。政治家の後援会，政策研究会，派閥の事務所

など。一人の政治家が複数持つことが可能。 
(2) 公職の候補者…公職にある者，公職の候補者及び候  
補者となろうとする者。なお，1994年の改正で，政治

家の政治活動などを支えるために政治資金を受ける団

体として，「資金管理団体」が新設された。一人の政

治家に一つに限定され，代表者は政治家本人である。 

政治資金規正法の相次ぐ改正 
汚職事件が頻発する中で，政治資金規正法の改正がし

ばしば行われてきたが，概要は以下の通りである。 
(1) 1975年…①政治活動に関する寄附の制限，②政治資

金の公開強化，など。 
(2) 1980年…政治資金の収支報告義務付け。 

（政治団体のみ→政治家個人も） 
(3) 1994年…政治改革関連法成立→①政治家個人や政治

家個人の政治団体への寄附の制限を強化，②政党助成

制度の新設（国民1人あたり250円）。  
※政党助成制度の目的…「国が政党に対し政党交付金による助成

を行うこととし，…民主政治の健全な発展に寄与すること」（政

党助成法第1条）  
(4) 1999年…企業・労働組合等から，①資金管理団体へ

の寄附の禁止，②政治家個人への寄附の禁止。 
(5) 2007年…資金管理団体による人件費以外の経常経費

（1件5万円以上）について収支報告書への，①明細の

記載，②領収書等の写しの添付，の義務付け。  
※経常経費…人件費以外に光熱水費，備品・消耗品費及び事務所

費（領収書が不要だったので，表に出せない支出を水道代（「ナ

ントカ還元水」）につけかえた疑惑が表面化）。  
(6) 再改正への動き…与野党ともに具体的検討開始。 

政治資金の収支の公開等 
政治団体の会計責任者は，収入，支出及び資産等の状

況について，毎年収支報告をしなければならない。 
主な報告事項は，①年間5万円を超える寄附…氏名等，

②1件あたり5万円以上の支出…支出を受けた者の氏名等

（領収書等の写しの添付が必要），③政治資金パーティ

ーごとに20万円を超えるもの…支払者の氏名等。 
収支報告書の要旨は，官報又は都道府県の広報により

公表。収支報告書は，総務省又は都道府県選挙管理委員

会において公表された日から3年間，閲覧に供される。 
 
問 政治資金規正法の改正について述べた文として適当

でないものを，次の①～②のうちから一つ選べ。 
① 1994年の改正で，政治家個人への寄附が従来より

制限されることになった。  
② 1994年の改正に合わせて，政党助成制度が新たに

できた。  
③ 1999年の改正で，企業・労働組合等からの資金管

理団体への献金が禁止された。 
④ 1999年の改正では，企業・労働組合等からの政党

支部への寄附が禁じられた。 

政 治 と カ ネ 
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はじめに 
2007 年 2 月から消費者物価指数は対前年同月比で 7

か月連続で低下している。一方で，価格は変化していな

いが，スナック菓子の量が 5ｇ減っている，ソーセージ

が 7 本は入っていた商品が 6 本入りになっている，アー

モンドチョコレート 130ｇが 105ｇに減っている，とい

う事実がある。生活実感からは物価は上がっていると感

じる人が多いという調査も公表されている。日本銀行の

金融政策にも影響を与えているこの指標について考える。 
消費者物価指数とは 

総務省統計局が発表する指数で，統計調査員が各地の

店舗を調査してその結果得た価格のデータを集計し，さ

らに標準的な世帯の購入商品をウエイトとして加重平均

して作成したものである。ウエイトの情報は家計調査か

ら入手し，もっともよく利用されるのが全国・全世帯の

平均である。当然，各世帯によってウエイトは異なるの

で，実感とは若干ずれることはやむをえないので，これ

をできるだけ実際のパターンに近づけるために，調査対

象品目については入れ替えを行っている。 

1990 年代後半 2000 年以降 
採用品目 採用品目 

発泡酒 
ミネラルウオーター 
牛丼 
おにぎり（鮭入り） 
パソコン 
サッカーボール 
通話料（携帯電話） 

すし（外食，回転すし） 
チューハイ（缶入） 
サプリメント 
カーナビ 
携帯電話（カメラ付き） 
DVD レコーダー 
エステティック料金 

削除品目 削除品目 

魚肉ソーセージ 
ちり紙 
ハーモニカ 
幼児用自転車 
ゴム長靴 

ワードプロセッサー 
小型電球 
軟式野球ボール 
電球 
魔法瓶 

 

実感とのズレ 

消費者にとって身近で購入頻度が高い商品の値上げ

が報道されている。最近話題になった例では，日清食品

が「カップヌードル」を 155 円から 170 円，「チキンラ

ーメン」を 90 円から 100 円に来年 1 月から値上げする

と発表した。菓子の場合でも，江崎グリコの「ポッキー」，

森永製菓の「チョコフレーク」は内容量が 10％前後減る。

外食チェーンのすかいらーくは 9 月 6 日以降，4 分の 3
の店舗で全商品を 10％値上げした。 
一方，デジタルカメラ，ノート型パソコンなどの価格

は統計上は下落している。しかし，実際の店頭での消費

者の実感では，価格が下落しているという感覚はあまり

ない。その理由は，これらの商品にデスクトップ型パソ

コンとパソコン用プリンターを含めた 4 品目については，

例えば新製品の価格が従来の製品価格と同じ場合，消費

者にとって価格面での変化はないにもかかわらず，新製

品の性能が従来の製品より 2 倍アップしていれば，統計

上は価格が 2 分の 1 に低下したと計算するからである。 
全体として，物価動向を集計するとマイナスの方向に

動いているという結果になる。 
日本銀行の金融政策との関係 

日本銀行は，2001 年 3 月の政策委員会・金融政策決

定会合で「金融市場調節方式の変更と一段の金融緩和措

置について」を公表し，そこで新しい金融調節方式とし

て消費者物価指数（全国，除く生鮮食品）を採用するこ

とを盛り込んだ。すなわち，消費者物価指数の前年同月

比上昇率が安定的にゼロ以上になるまで金融緩和措置を

続けると宣言したのである。したがって，誘導金利引き

上げ圧力が強いにもかかわらず，引き上げを躊躇
ちゅうちょ

せざる

をえなかったのは，消費者物価指数の動きが先の原則に

合致しないことが要因の一つとしてあったのである。 
物価を取り巻く環境 

引き下げ要因としては，デジタル家電などにみられる

技術革新，携帯電話市場の通話料金引き下げ競争などに

みられる競争圧力要因が指摘できる。一方，引き上げ要

因としては，原油価格や一次産品価格の上昇に，それら

の影響としての食用油価格の上昇，包装資材や物流費の

上昇が付け加わる。国内要因では，人口減少に伴う需要

減少に対応した単価の上昇圧力，人手不足による賃金の

引き上げ圧力などが指摘できる。 
参考：『日経ビジネス』2007 年 7 月 30 日号 

『日本経済新聞』2007 年 8 月 12 日付，9 月 6 日付 
 
問 物価について述べた文として適当なものを，次の①

～④のうちから一つ選べ。 
① 物価が上昇すると，債務者の負担は増加する。 
② 総務省による消費者物価指数と日銀による企業物

価指数の 2 種類が現在公表されている。 
③ 消費者物価指数は 1990 年代を通じて持続的に上

昇していた。 
④ 物価指数の信頼性を保持するため，調査対象品目

は変更されない。 

消 費 者 物 価 指 数 
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はじめに 

2007年7月27日，日本産のコメ輸出が再開されたこと

が，あの辞職した赤城農相が北京で百貨店のテープカッ

トに参加したこととともに報じられた。販売された銘柄

は新潟県産「コシヒカリ」と宮城県産「ひとめぼれ」で

あり，2kgパックがそれぞれ日本円で約3,200円と約

3,000円であった。しかし，販売にあたって中国語表記

「越光」「一目惚」がすでに商標登録されていたので，今

回は「新潟県産」「宮城県産」として販売された。 
この事例からわかるように，中国関連での知的財産権

問題が食品安全問題と同様，クローズアップされている。 
知的財産権 

知的財産基本法（2002 年）では，(a)特許権，実用新

案権，意匠権，商標権（以上をまとめて産業財産権とい

う），育成者権（植物の新品種の育成者を保護する権利），

著作権など，個別の法令に基づき権利として定められて

いるもの，(b)パブリシティ権（芸能人などの名前や肖像

のもつ経済的価値を利用する権利）や不正競争防止法に

よって守られる事業者の利益，たとえば営業秘密などを

知的財産権と考えている。 
いつごろからある考え方か 

15 世紀のベネチア共和国に始まるといわれている。

ガリレオ・ガリレイは手紙に「私財をなげうって発明し

たというのに，共有財産になるのはおかしい。まねをす

るものから罰金をとってくれれば，もっと世の中のため

になる発明をいたします」と書いている。イギリスの産

業革命が成功した制度的な背景にも，知的財産権の考え

方の確立がある。 
中国と知的財産権 

経済産業省が 4 月に公表した「2007 年不公正貿易報

告書」においては，映画や音楽の CD や DVD，ブラン

ド品などの模倣品や海賊版が中国国内で横行しているだ

けでなく，中国製の模造品がアジア諸国に輸出され，国

際貿易を乱していると指摘している。いうまでもなくア

メリカは，中国を知的財産権の侵害で 4 月に WTO に提

訴した。 
中国における商標登録問題 

次に，中国における商標登録問題について，『読売ウ

イークリー』2007 年 7 月 1 日号の記事から紹介してお

きたい。 

まずは，「クレヨンしんちゃん商標事件」である。中国

国内の第三者が「蝋筆小新」（クレヨンしんちゃんの中国名）

を商標登録していたため，本来の権利者である双葉社が上

海の百貨店で子供服などを販売した際，中国当局が「商

標権侵害」として商品を撤去させたというのである。双

葉社は，商標登録を認めた中国当局の判断は間違ってい

るとして行政訴訟を起こした。しかし，中国では日本と

同様に先に出願したものが正式な権利者となるため，一

審・二審で棄却され，現在も争っているとのことである。 
さらに同誌では，中国で日本の地名が商標登録されて

いることについても報じている。日本側が商品や特産品

などを中国で販売しようとしても，商標権の侵害とみな

されて販売できない可能性が出てくるというのである。

ちなみに，商標登録(出願中のものを含む)が判明した主

な日本の地名・特産品と「使用商品」は以下の通りであ

る。 

青森 花，果物，野菜，染料，顔料，肉，水産物 

美濃 
セーター，靴下，歯磨き粉，茶，米，しょう

ゆ，調味料，印刷 

博多 
麺，米，潤滑油，発動機オイル，計算機，建

築，道路舗装，旅館， 

加賀 電気櫛，化粧用具，乾燥機，香料 

宇治 コーヒー飲料，茶 

宇治金時 食用氷，アイスクリーム 

近江 毛布，枕カバー，タオルケット 

桐生 被服 

播州 各種酒，巻タバコ，セメント 

越前 調味料，ラー油，胡椒 

土佐 刀，はさみ，カミソリ 
西陣（NISHIJIN） シーツ（紡績品），枕カバー，敷物 

信州味噌 しょうゆ，味噌，酵母 

美濃焼 陶器，磁器，茶壷 

佐賀 野菜，苗木 

オンダ国際特許事務所・上海オンダ商標事務所調査 
（『読売ウイークリー』2007 年 7 月 1 日号より。一部省略） 

 
問 知的財産権について述べた文として適当でないも

のを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 2007 年，アメリカは知的財産権問題に関して中国

を WTO に提訴した。 
② 特許権などを含む産業財産権は，知的財産権に含

まれる。 
③ 著作権や営業秘密は知的財産権に含まれない。 
④ 知的財産権の考え方は，産業革命時代のイギリス

ではすでに確立していた。 

知 的 財 産 権 
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