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東京オリンピックの開催が予定されていた 2020 年、新型コロナウィルスが世
界的に大流行し、各国の経済情勢に重大な影響を及ぼしています。
このような世界情勢であっても、人工知能、ビッグデータ、IoT、ロボットといっ
たイノベーションは、情報通信・医療・教育サービスなどの知識集約産業を対象
とした第四次産業革命を目覚ましい勢いで進展させています。
そして、この第四次産業革命の進展に伴い、分析可能なデータ量の飛躍的増大
に伴うデータの利活用の促進や戦略的な市場確保の観点から知財戦略と標準化戦
略の一体化が、企業活動において益々重要になっています。
特に、自社内に専門的な人材を抱えることが困難な企業から、知的財産の専門
家である弁理士は、その企業の標準化活動を支えることが期待されています。
具体的には、弁理士に、知的財産及び標準に係る戦略の策定に関する相談に応
じることや、例えば、企業からの標準規格提案の作成を支援する、利害関係者と
の交渉の際に妥協点を企業へ提案するといった形で、企業による標準規格の案の
作成へ関与し又は企業からの相談に応じることが期待されています。
私ども東和なぎさ国際特許事務所は、「企業で役立つ特許 15 箇条」を信条とし
つつ、皆様方の知的財産活動に少しでもお役に立てるように全力で取り組んで参
ります。また、この度、ベンチャービジネスに対する豊富な知識と経験のある米
山毅弁理士、企業知的財産活動に明るい新進気鋭の津野洋明弁理士も加わり、欧
米諸国やアジア諸国の現地特許事務所との有機的な連携を強化することにより、
皆様方のグローバルな知的財産活動を柔軟かつスピーディーにサポートさせて戴
ければと願っております。
末筆ながら、本書「東和知財研究」も通巻２０回目の発刊を迎えることになり、
本書読者およびご寄稿された皆様に心から厚くお礼申し上げます。
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2020, scheduled Tokyo Olympic Games, COVID 19 has spread widely all over the
-

world and it has a serious impact on the economic conditions in each country.
Under this circumstance, innovations such as artificial intelligence, big data, IoT,
and robot advance the Fourth Industrial Revolution on knowledge intensive industries that
-

are information and communication, medical and educational service.
The advance of the Revolution increased the data quantity that can be handled
significantly. Accordingly, it is becoming more important for business activity to integrate IP
strategy with standardizing strategy to support utilization the data and strategic marketing.
Especially, a patent attorney, who is an expert in intellectual property, is expected
to support standardize activities in the company without own expert staff.
The specific supports demanded on a patent attorney are the followings :
consultation about IP and standardize strategy planning, contribution to make a draft of the
standard, and suggestion a point of compromise on negotiation with interested parties.
Towa Nagisa International Patent Office, having a motto of‘15 Articles for
Intellectual Property Management,’will do the best for contribution to your IP activity. Two
new members, Takeshi Yoneyama who has extensive knowledge and experience of venture
business and Hiroaki Tsuno who is an energetic expert in intellectual property related
-

activities of companies, joined our office. We shall strengthen the cooperation with the patent
office in European, American, and Asian countries and support your activities more flexibly
and quickly.
This journal, Journal of Towa Nagisa Institute of Intellectual Property, has come
to its twentieth issue. We sincerely appreciate every reader and contributor.

