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COVID-19 は、変革のチャンス
東和知的財産研究所 理事長
東和国際特許事務所 代表社員・所長・弁理士

津野

孝

今日、COVID‐19 の世界的な蔓延は、経済社会に対して年頭に何人も予測し
得なかった重大かつ深刻な影響を及ぼしております。
こうした中で、わが国政府は、「知的財産推進計画 2020」において、新型コロ
ナの流行が沈静化した後に、世界は「元に戻る」のでなく、経済社会の多くの側
面で「新型コロナ以前」の常識が「ニュー・ノーマル（新たな日常）」に取って
代わられるとし、このような社会変革を達成した姿としてのニュー・ノーマルを
実現するための知財戦略が求められると指摘しています。
また、2021 年度日本特許庁予算案では、①ウィズコロナ/ポストコロナ時代に
求められる非接触・オンラインの特許行政サービスを実現すること、②世界最速・
最高品質の審査を実現しつつ、効率化を徹底すること③中小企業・スタートアッ
プ・大学等に対し、知財活用支援を実施することなどを重要施策としています。
特に、特許庁手続き 800 種類のデジタル申請化、審査業務等に対する人工知能技
術の活用、直近６年間で５割超の商標出願件数への対応は、知的財産大国として
これらの実効性を迅速的確に高めることが喫緊の課題でもあります。
私どもは、
「企業で役立つ特許 15 箇条」を信条としつつ、COVID-19 対応を変
革のチャンスと捉え、本年 10 月より特許業務法人東和国際特許事務所に改称し
て知財経営戦略もご提供できる体制を構築し、皆様方のお役に立てるよう全力で
取り組んで参ります。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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The COVID-19 Brings an Opportunity for Change
Chairman, Towa Institute of Intellectual Property
Representative Partner, Patent Attorney Towa International Patent Firm

Takashi Tsuno
Today, the global pandemic of the COVID 19 has a significant and serious
-

influence that no one could have predicted on the economy and society.
Under these circumstances, the Japanese government states that we will need
‘New Normal’instead of common sense‘before New Coronavirus’on various scenes in the
economy and society, on the‘Intellectual Property Strategic Program 2020.’And it points
out that an IP strategy is required to achieve the new normal as the results of social change.
On the Japan Patent Office draft budget for FY 2021, the following key measures
are listed : 1) implementation of contactless and online patent administration services for
with corona and post corona era, 2) the world’s fastest and highest quality examination
-

-

and thoroughly efficient, 3) support for the utilization of IP to small to medium sized
-

-

-

enterprises, start up, and universities. Especially, as an intellectual property superpower,
-

the urgent issues are digitalization of 800 different patent office procedures, use of AI
technology on examination service, and dealing with the increasing number of trademark
applications that over 50 per cent in the last six years.
We shall have a motto of‘15 Articles for Intellectual Property Management’and
see the COVID 19 disease prevention as an opportunity for change. We were renamed Towa
-

International Patent Firm in this October and build a system to provide IP management
strategies. We do the best for contribution to your IP activity. We look forward to working
with you in the future.

