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今年の 5 月に、政府は「知的財産推進計画 2017」を策定しました。
最初の知的財産に関する推進計画は、2003 年に「知的財産の創造、保護及び
活用に関する推進計画」として発表され、今年で 15 回目になります。
当時は、
「知的財産立国」として、発明・創作を尊重するという国の方向性を明
らかにし、
「ものづくり」に加えて、技術・デザイン、ブランドや音楽・映画等
のコンテンツといった価値ある「情報づくり」
、すなわち無形資産の創造を産業
の基盤に据えることにより、我が国経済社会の再活性化を図るというビジョンに
裏打ちされたものでした。このため、
「知的財産の創造、保護及び活用」のサイ
「知的財産立国」の実
クルである知的創造サイクルを活性化することによって、
現を目指しました。
最近の知的財産推進計画では、
「知的財産立国」や「知的創造サイクル」とい
う言葉が何故か使われなくなっていますが、基本的なビジョンは変わっていない
と思います。
「知的財産推進計画 2017」では、トップに、第４次産業革命の基盤となる知財
システムの構築として、データ・人工知能の利活用促進による産業競争力強化に
向けた知財制度の構築を掲げていますが、この前提として、第４次産業革命を
実現していく上で、知的財産の創造・保護・活用の基盤となる既存の知財制度が
十全に機能していないのではないかという認識が垣間見られます。
そして、特許制度等の産業財産権制度についても、社会情勢の変化やユーザー
ニーズに合わせた制度及び運用の改善が必要とされています。
東和なぎさ国際特許事務所は、このような状況の中で、制度・運用の変化を捉
え、皆様の企業活動にお役に立てるよう鋭意努力してまいります。
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Japan government established Intellectual Property Strategic Program 2017
this May.
The origin of this program is Promotion Program of the Creation, Protection,
and Utilization of Intellectual Property published in 2003. This year is the 15th
anniversary.
At the time of 2003, it was to serve as a guide of respecting invention and
creation to develop an IP-based nation. Behind it was a vision to reactivate Japanese
economy through creating intangible assets, i.e. "producing" valuable information such as
technology, design, brand, and contents like music and movies, together with producing
manufactured goods. The government tried to activate an intellectual creativity cycle of
the creation, protection, and utilization of IP to realize an IP-based nation.
Though we cannot see the word "IP-based nation" or "intellectual creativity
cycle" in recent IP Strategic Programs, the basic concepts remain unchanged.
IP Strategic Program 2017 begins with addressing the issue of constructing IP
system to strengthen industrial competitiveness by utilizing data and AIs as foundations
for the fourth industrial revolution. It also implies that the existing IP system does not
work well as foundations for IP creation, protection, and utilization to achieve the fourth
industrial revolution.
Furthermore, it asserts that the system of industrial property right such as
patent must also be improved to correspond to the changes of circumstances and the
demand of the users.
Towa Nagisa International Patent Firm makes all efforts to catch up with the
new trend of systems and their employment to help your business.

