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東和なぎさ経営戦略研究所の 設立
について

東和なぎさ経営戦略研究所 所長

平野　智

　ビジネス用語としての「戦略」は、市場に多くの競争相手がいる中で、実際に

競争をする以前に有利な状況を作る、あるいは競争を避けながら有利に展開する

ための策略、またはその計画をいい、長期的な視点から策定され、また戦略が明

確になっているほど、効果的で効率のよい経営が可能になる、とされています。

　現代のビジネスを鑑みると、商品であれ、サービスであれ、従来の同質・大量

という性格は希薄になり、個々の嗜好に根ざす欲求を具現化するような傾向が強

まっています。かつてのように、一つの大企業を頭に据えて、その下に下請けや

孫請けが係属するというビジネス構造は崩壊の危機に瀕しているようにも見えま

す。

　このようなビジネス環境において、決め手の一つとなるのは「情報」であり、

その「情報」は無体財産、すなわち「知的財産」であると思います。

　東和なぎさ経営戦略研究所は、現代のビジネス環境を背景として、より良い知

的財産の活用を求めて、2016 年 10 月 1 日に、以下の方針の下に設立致しました。

１．企業様等の要望に基づき、企業理念・経営戦略に基づく、戦略的な知的財産

の在り方に関する調査分析を行う。

２．まずは、知的財産のみに焦点を絞らず、ビジネス活動全般に利便性をもたら

す戦略案を前提にして、主に戦略的武器という位置づけでの具体的な知的財産の

活用計画を策定する。

３．調査分析、戦略策定にあたっては、東和なぎさ知的財産研究所と協力して、

法律、技術、デザイン、ブランド、マーケティング、財務・会計、国際関係等、

経営全般にわたる領域を視野に定めるものとする。

　皆様のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

＜日本＞ 
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 研究所名　東和なぎさ経営戦略研究所

 英文表記　Towa Nagisa Institute of Strategic Management
 活動内容　ビジネス全般に係る調査分析、戦略プランの提案等

 設　　立　2016.10.01
 理  事  長　津野　孝（東和なぎさ国際特許事務所代表弁理士）

 所　    長　平野　智（東京電機大学 TLO コーディネータ）

 顧　    問　鈴木公明（東京理科大学専門職大学院教授）

　　　　     藤田達郎（弁護士）　

     経　志強（中国弁理士）

     加藤資行（税理士）

     岡田宏之（東和なぎさ国際特許事務所 所長）

     江原　慶（東京大学大学院経済学研究科助教）
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 “Strategy” in business is a way or a plan to establish an advantage before going 
into the competition, or to stay away from the harsh competition among many other 
competing players in market. The longer the perspective he has and the clearer the 
strategy is, the more effective the management will be.
　 We see the contemporary business trying to meet the diversified demand of the 
individuals rather than realizing the traditional mass production, regardless of the form of 
commodity, goods or services. The once prevailing business, in which a big company is 
at the top, followed by the subcontractors and sub-subcontractors, seems to be about to 
collapse.
　 “Information” is the key to success in this business environment. It is an 
intangible asset, i.e. “intellectual property”.
　Towa Nagisa Institute of Strategic Management is established on October 1, 2016 for 
better utilization of intellectual properties to manage modern business environment under 
the following policies.
1. We shall conduct research and analysis on strategic intellectual property management 
based on the corporate philosophy and management strategy of our client.
2. We first shall not focus on the intellectual property per se ;  we shall consider the 
strategic plan advantageous to the business as a whole, following which we shall establish 
a plan to utilize intellectual property mainly as a strategic business weapon.3. We shall 
cooperate with Towa Nagisa Institute of Intellectual Property to conduct research and 
strategic planning, covering various fields of management in general ;  law, technology, 
design, branding, marketing, finances and accounting, international relations, etc. 

            On the Establishment of Towa Nagisa Institute 
of Strategic Management

Towa Nagisa Institute of Strategic Management 
Director

Satoru Hirano

　                                                               ＜ Japan ＞    
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　 We appreciate your support very much.

N a m e : Towa Nagisa Institute of Strategic Management
Activities : Conducting research and analysis on business in general, proposing 
       a strategic plan, etc.
Established : October 1, 2016
Chairman : Takashi Tsuno (Patent Attorney, Representative Partner of Towa Nagisa 
                                International Patent Firm)
D i r e c t o r : Satoru Hirano (Patent Attorney, TLO Coordinator, Tokyo Denki University)
A d v i s o r s : Kimiaki Suzuki (Professor, Professionals Graduate School of the Tokyo 
                  University of Science)
       Tatsuro Fujita (Lawyer)
       Motoyuki Kato (Tax accountant)   
       Zhiqiang Jing (Chinese Patent Attorney)
       Hiroyuki Okada (President, Towa Nagisa International Patent Firm)
       Kei Ehara (Research Associate, the University of Tokyo)
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