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　今年の夏には、リオでオリンピックが開催され、日本は過去最多のメダルを獲

得することができました。次の（夏季）オリンピックは、2020 年に東京で開催

されます。東京での開催は２回目であり、前回は約半世紀前の 1964 年でした。

当時の日本は高度経済成長期の只中にあり、東海道新幹線や東名高速道路などが

整備され、また、現在大きな課題を抱えている原子力発電の商業運転も始まった

ころでした。 
　特許の出願件数に目を向けますと、1964 年当時の特許出願件数は 7.5 万件であ

り、実用新案登録出願件数が 10.3 万件で勝っていました。その後、1993 年の実

用新案の無審査制度への移行の影響もありましたが、2001 年の 43.9 万件をピー

クに、2015 年には 31.8 万件にまで減少しています。しかし、世界の特許出願件

数はこの 10 年で、２倍近く増えています。世界的規模でみた場合に、特許制度

自体が魅力を失くしているという訳ではありません。 
　今世紀に入って、インターネットの爆発的普及とともに、ＩｏＴ、ビッグデー

タ、人工知能などの技術進歩が、これからの我々の生活を大きく変えていくと思

われます。また、デジタル化に伴い技術のキャッチアップが容易になっている中

で、企業のグローバルな活動を支える観点からも、知的財産制度の活用はますま

す重要性を増しています。 
　不況のトンネルを抜けた時に、企業活動のインフラとなる知的財産を今獲得し

ておくことが、次の時代の競争優位に立つために肝要です。 
　このような状況の中で、私ども東和なぎさ国際特許事務所は、クライアントの

皆様の企業活動に身近でお役に立てることを目指して、鋭意努力してまいります

ので、皆様のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。 
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 This summer, Japan got most medals in the Olympics in the past in Rio de 
Janeiro. The next summer Olympics will be held in Tokyo in 2020. This is the second 
Olympics in Tokyo :  the first one was in 1964, almost half a century ago. We were in the 
midst of the high economic growth :  Tokaido Shinkansen and Tokyo-Nagoya 
Expressway were launched and nuclear power generation was also commercialized, 
which is now faced with severe problems. 
 The number of patent applications in 1964 was about 75,000, less than the 
number of utility model applications, about 103,000. The number of patent applications 
reached its peak in 2001, about 439,000, falling to 318,000 in 2015, partly influenced by 
the elimination of examining utility model in 1993. On the other hand, the total number 
of patent applications in the world has nearly doubled in these ten years. Globally 
speaking, the patent system is still important. 
 This century has seen the Internet spread dramatically and the new technologies 
such as IoT, big data and AI are supposed to change our daily lives drastically in future. 
As digitalization helps technological catch-up, the IP system is getting more and more 
important to support global business. 
 It is crucial for the future competitiveness to prepare the IP which will be the 
ground for business after this continuous depression. 
 We, Towa Nagisa International Patent Firm, walk side by side with our clients 
to struggle to overcome this situation. We will appreciate your guidance and 
encouragement. 
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