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知的財産活動の新たな潮流の中で
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津野　孝

　リオデジャネイロオリンピックが開催された 2016 年、世界経済は、情報通信

技術の革新を通じたデジタル革命とグローバル化により、驚異的なスピードで変

化しています。これに伴って、研究開発や企業活動のグローバル化が大きく進展

し、国内のみならず国外での知的財産戦略の重要性も一層増しています。 
　そこで、日本の特許行政年次報告書 2016 年版を見てみますと、①世界の特許

出願件数は、2005 年から 2014 年までの 10 年間で 1.6 倍に急増し、その主要因と

して、中国の特許出願件数が 10 年間で約５倍と驀進し、2014 年に世界の出願件

数の３割以上を占めた事実、②日中韓３か国の 2014 年の特許出願件数が、約

146 万件であり、世界の特許出願件数約 268 万件の半数以上を占めている事実、

③日本における特許出願件数や審査請求件数は、2009 年以降も漸減傾向である

ものの、特許出願件数に対する特許登録件数の割合は増加傾向にある事実、④日

本人による特許登録件数は、世界で最も多い 29.7 万件であり、その約４割が外

国での登録である事実、⑤ 2015 年の日本人による PCT 国際出願件数は、2011 年

から 130.％増の 44,051 件となっている事実、などが明らかになってきます。 
　これらの特許出願動向に関する事実から、日本企業ばかりでなく各国企業にお

いても、今後、知的財産の取得戦略が益々重要視され、その量から質への転換が

更に進化するとともに知的財産活動のグローバル化が更に進展していくといって

も過言ではありません。 
　このような知的財産活動の新たな潮流の中で、私ども東和なぎさ国際特許事務

所は、今年 10 月 1 日に東和なぎさ経営戦略研究所を設立するとともに、世界各

国で業務提携する特許事務所と協働しつつ、皆様方のご意見ご要望をしっかりと

お聞きし、少しでもお役に立てるよう全力で取り組んで参ります。  
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Thinking the new tide of IP business
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　 This year, when the Olympics is held in Rio de Janeiro, we see the world 
economy drastically changing through digital revolution led by the ICT innovation and 
the ongoing globalization. The business and R&D activities are increasingly globalized 
and the IP strategies abroad as well as at home are getting more and more important. 
　 Let me take a look at the JPO report 2016. (1) The total number of the patent 
applications worldwide increased by 60% in ten years from 2005 to 2014. The main cause 
of this rapid growth is the patent applications in China, which increased five times in ten 
years and got over 30% share of the number of the patent application worldwide in 2014. 
(2) The number of the patent application in Japan, China and Korea is about 1.46 million, 
which is over 50% of the total applications worldwide, about 2.68%. (3) The numbers of 
the patent application and the request for the substantive examination are both decreasing 
gradually from 2009 onwards, but the ratio of the registered patents to the filed patents is 
increasing ;  (4) the registration by the Japanese has the biggest number in the world, 297 
thousands, about 40% of which are registered abroad. (5) the PCT applications by the 
Japanese in 2015 increased by 13.3% from 2011 and amounted to 44,051. 
　 These facts about the trend of the patent application let us know that companies 
worldwide including Japanese firms will put more and more emphasis on IP strategies 
and will seek the quality of the IP rather than its quantity, consequently promoting the 
globalization of the IP activities. 
　 To swim with the tide of IP business above, we, Towa Nagisa International 
Patent Firm, establish Towa Nagisa Institute of Strategic Management, cooperate with the 
patent firms worldwide and make a massive effort to help our customers based on their 
opinions and requests. 

　


