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　2002 年に、日本が知的財産立国を標榜して以来、既に 20 年近く経過しました。

この間、デジタル・ネットワークの急速な普及にともなって、産業構造やライフ

スタイルも大きく変化しています。

　そのような中で、少し前になりますが、知的財産戦略本部が 2018 年に発表し

た「知的財産戦略ビジョン」は、興味深い内容を含んでいます。

このビジョンは、2025 年～ 2030 年頃を見据え、専門調査会が、中長期の社会・

経済の変化に対応する今後の知財システムの在り方について調査・検討を行った

ものです。この中で、新しい価値を次々に構想し、発信し、これが世界にも認め

られるような「価値デザイン社会」を日本は目指したいと述べています。

　価値デザインの例としては、プラットフォームに人を集め、データを収集し価

値を創出するとともにマーケティングに活用していくグーグルや、使われてない

資源をマッチングさせてユーザーの利便性を向上させたウーバーなどの例を挙げ

ています。

　「価値デザイン社会」実現に向けて、知的財産面では、「所有」を動機として、

創作されたものを権利で保護するというこれまでの知的財産保護システムの範囲

を超えて、共感や信用などを中心にした、多くの新しい価値観の提案を促進する

新たなシステムが求められています。

　新たなシステムの中では、価値デザイン創出のプロセスの明確化や適切な利益

配分なども必要になってきます。また、既存の知的財産保護システムも、具体的

な検討を進めていく上で、「価値デザイン社会」実現のための機能を果たすように、

見直しや運用面での改善も必要となってくると思います。

　このような状況の中で、東和なぎさ国際特許事務所は、皆様に最適な知的財産

マネジメントをご提案できるよう、鋭意努力してまいります。
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 Since 2002, when Japan advocated a nation built on intellectual property, 
nearly 20 years have already passed. In these years, digital networks were rapidly spread 
and made the industrial structure and lifestyles a great change.
 In these circumstances, a while ago, the Intellectual Property Strategy 
Headquarters announced ‘Intellectual Property Strategy Vision’ in 2018. It has some 
interesting details. 
 This Vision is an outcome that the task force investigated and discussed the IP 
system in the future for dealing with medium- to long-term changes in the society and 
economy on looking ahead to around 2025-2030. It states to aim at building a global 
‘Value Design Society’ that make new values and gain the empathy of the world. 
 On the value design, there are the following examples :  Google that gathers 
people in his platform and utilizes the values created by collecting data for marketing, and 
Uber that improves the convenience of a user by the matching unused resources. 
 For Establishing ‘Value Design Society’ we must construct a new system 
fostering create new value based on empathy and confidence. It goes beyond a scope of 
existing IP protection system that protects creations motivated with possession it by right. 
 In the new system, we also need to define the process of value design creation 
and reasonable profit distribution. And, with concrete discussion, we should improve to 
manage the existing IP protection system for the realization of a ‘value design society.’
 Under these circumstances, Towa Nagisa International Patent Firm work hard 
to suggest you the best IP management. 


