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日本では、総合科学技術・イノベーション会議は、長期的視野に立つ体系的か
つ一貫した科学技術政策の実践のために、2016 年に第 5 期科学技術基本計画
（2016
～ 2020）を策定し、その実行に責任を持って取り組んでいます。
この計画は、目指すべき国の姿として、以下の４点を掲げています。
１．持続的な成長と地域社会の自律的発展
２．国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現
３．地球規模課題への対応と世界の発展への貢献
４．知の資産の持続的創出
そして、その実現のために必要な政策として、以下の方針を示しています。
i）未来の産業創造と社会変革
ii）経済・社会的な課題への対応
iii）基盤的な力の強化
iv）人材、知、資金の好循環システムの構築
この計画で示された「Society 5.0」とは、サイバー空間とフィジカル空間（現
実社会）が高度に融合した「超スマート社会」を未来の姿として共有し、その実
現に向けた一連の取組であり、日本が変化する方向を示しています。
一方で、経済産業省と特許庁は、2018 年 6 月に報告書「
「デザイン形成」宣言」
を公表し、デザインを活用した経営手法を推奨するとともに、まず特許庁自身が
「デザイン思考」を実践するとしています。
知財に関わる立場として、Society5.0 を強く意識するとともに、知的財産行政
の今後の変化に対応する必要があるでしょう。
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In 2016, Council for Science, Technology and Innovation(CSTI) formulated
the Fifth Science and Technology Basic Plan (2016 - 2020) to implement a systematic
and consistent science and technology policy based on a long-term perspective.The
council is working on its execution responsibly. As for this plan, the following four points
are raised as a figure of a country to aim for.
1. Sustained growth and autonomous development of community
2. Secure safety and security of the country and the people and realize a rich and high
quality of life
3. Responding to global issues and contributing to the development of the world
4. Sustainable creation of intellectual property
And the plan shows the following policy as a policy to realize the above four points.
i) Future industry creation and social change
ii) Responding to economic and social issues
iii) Enhancement of basic strength
iv) Building a virtuous circulation system of human resources, knowledge and funds
"Society 5.0" is a series of efforts aimed at realizing the "super smart society"
in which cyber space and real society are highly integrated, indicating the direction in
which Japan is changing.
Meanwhile, the Ministry of Economy, Trade and Industry(METI) and the
Patent Office(JPO) announced the report "Declaration of Design Management" in June
2018. The report recommends a management method that utilizes design, and the patent
office himself claims to practice "design thinking" first.
People involved in intellectual property will need to be strongly aware of
Society 5.0 and respond to future changes in intellectual property administration.

