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経済産業省政策評価懇談会（第２９回） 

議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成３０年３月１６日（金）１４：００～１５：１０ 

場所：経済産業省別館１０階 １０３１共用会議室 

 

 

 



 

- 2 - 

議題１ 平成30年度に特許庁が達成すべき目標（案） 

 

○山谷座長  それでは、ただいまより第29回経済産業省政策評価懇談会を開催します。 

 本日の懇談会で使用します資料及び議事録の扱いについては、座長に一任いただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、議事に入りたいと思います。議題の１、平成30年度に特許庁が達成すべき目標

（案）についてでございます。まずは、平成30年度に特許庁が達成すべき目標（案）につい

て、特許庁総務部総務課の戸高課長より御説明をお願いいたします。 

○説明者（戸高課長）  特許庁総務課長の戸高でございます。大変お世話になっておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私のほうから、現在検討中の実施庁目標（案）を御説明させていただきます。資料は、資

料２が本文、資料３が総括表、資料４が説明資料とありますが、資料４に基づきまして説明

させていただきます。 

 資料４をあけていただきますと、まず２ページ目ですが、御覧のとおり、実施庁目標は中

央省庁等改革基本法に基づいて設置されておりまして、経済産業省の外局として特許庁が実

施庁となっております。この目標につきましては、経済産業政策局の知財室が原案を作って

目標設定するということになっております。今日は私から御説明させていただきます。 

 ３ページ目からが、実際の目標の案でございます。ここには、28年度目標、29年度目標、

30年度目標を記載してございます。実は、28年度目標と29年度目標において、29年度目標で

新しく追加をした項目がございます。これは昨年の委員会でも御審議をいただきましたけれ

ども、項目数が増えておりますので、基本的な考え方といたしまして、29年度目標で付け加

えた項目を30年度も引き続き設定させていただくという考え方を取っております。 

 特許庁の実務、審査のスピード、質、出願手続、登録手続、中小企業支援、さまざまござ

いますけれども、まず３ページにありますのが審査のスピードです。 

 特許につきましては、まず一次審査通知、いわゆるＦＡ、First Actionまでの期間と言っ

ておりますけれども、特許庁が最初の見解を示すまでの期間です。これは、一番長いときで

29か月までいきまして、審査迅速化ということで、審査官の増員、任期付審査官の導入、外

注の導入と、さまざまな対策を講じまして、現在ＦＡは9.2月ということで、世界でも一番

早い水準に達しているという状況にございます。出願件数自身は、特許はほぼ横ばいという

状況で今後も見通しを付けておりまして、30年度目標につきましては、29年度目標と同様に
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９～11月ということで目標を設定させていただきたいと思っております。 

 それから、「早期審査」は３か月以内、「スーパー早期審査」は原則１月以内という目標に

しておりまして、特にスーパー早期審査につきましては、ベンチャー企業の知財活用が大事

ですので、今後ベンチャー企業もこのスーパー早期審査の対象にするといった取り組みを新

たに始めたいと思っております。権利化までの期間につきましては、昨年度と同様に14か月

から16か月ということで設定をしております。 

 それから、意匠です。意匠についても、現状5.9月という状況でありますけれども、出願

件数等々を見ましても、ほぼコンスタントに横ばいという状況でございますので、これにつ

いても同様の期間で設定をしております。早期審査についても同様です。権利化につきまし

ても、現在のＦＡのペースを考慮いたしまして、権利化までの期間も同様の期間を設定して

おります。 

 商標については、７～９月としております。次のページを見ていただきますと、出願件数

の推移があります。26年度まで11.8万件前後だったのでございますが、27年度は12.9万件、

28年度は13.7万件、29年度に15.7万件と、大変増えております。横に拡大図がございますけ

れども、色・音商標とか、一部の大量出願人の出願を除いておりますけれども、除いた数字

で言っても非常なスピードで伸びているというのが見て取れます。 

 それを反映いたしまして、その次のページ、５ページに、商標審査のＦＡ、それからＴＰ、

権利化までの期間というグラフが左下にありますけれども、ＦＡの期間が28年度は4.9月と

なっておりまして、これは実は4.92月だったものですから、28年度目標であった4.9月を若

干上回ったという形になっております。これが28年度でありますけれども、戻っていただき

まして３ページ、現時点、平成30年１月時点で見ますと、一次審査通知までの期間が6.0月

ということで長くなっています。出願が大変増えている中で、処理を懸命に進めております

けれども、待つ期間が長くなっているという状況にございます。出願件数についてはこれか

らも伸びていくと予測を立てておりますので、その予測をもとに推定をいたしますと、30年

度末に９月を若干超えるのではないかというふうに私どもは予測をしておりまして、それを

なるべく短い期間で処理するよう、外注の拡大ですとか、さまざまな努力をこれからしてい

こうと思っております。そこも含めまして、目標は７～９か月ということにさせていただき

たいと思っております。早期審査は同様でございます。権利化までの期間については、先ほ

どのＦＡが伸びることを踏まえて、８～10か月ということにさせていただければと思ってお

ります。 
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 次に、審査の質に移らせていただきたいと思います。６ページを御覧いただければと思い

ます。これにつきましては、新しく29年度に設置した目標でありますけれども、「コミュニ

ケーションに対するユーザーの評価」というのは３法共通で、特許と意匠については出張面

接、テレビ面接、商標については、個人・中小企業等へのコンシェルジュサービスというこ

とになっております。 

 まず、ユーザーの評価については、特許は、現状、29年度の調査結果が62％。これは一番

下にございますけれども、「５：満足」「４：比較的満足」というものを足した数字が上位評

価というふうに定義しております。30年度につきましても、60％ということでしっかりやっ

ていきたいと思っております。地方の出張面接審査とテレビ面接審査につきましては、今年

度は合わせて700件以上ということでありましたけれども、1,000以上という目標を考えてお

ります。 

 意匠につきましては、コミュニケーションのユーザー評価が29年度の調査結果においては

比較的高く出ておりまして、これは当然増減する数字でありますので、なかなか予測が難し

いところでありますけれども、上位評価割合を５％上げまして、65％以上ということにさせ

ていただいております。それから、出張面接についても、29年度は70件に対して80件と、上

乗せした目標として設定をして、しっかりとコミュニケーションをとっていきたいと思って

おります。 

 商標については、上位評価割合は昨年と同様で、個人・中小企業に対するサービスについ

ても1,000件以上ということでやっていきたいと思っております。 

 次に、７ページ目を御覧ください。審判に関しましては、まず拒絶査定不服審判という、

特許庁の処分に対して不服を申し立てる審判と、それからいわゆる当事者同士で争う手続で

ある無効審判、それから異議申立てとございます。 

 拒絶査定不服審判については、特許・意匠・商標ございますけれども、特許の拒絶査定不

服審判については29年度は11～13月という目標でしたけれども、これをさらに早めまして10

～12月ということで考えております。意匠・商標については、現状を維持という数字にして

おります。商標については現状が3.8月ということで、既に短くなっているのではないかと

いう御指摘があろうかと思いますが、実は、先ほど御説明をした商標については出願が非常

に増えている状況で、それらの拒絶査定が行われる中で、審判が請求される数も増えてまい

りますので、そこも見込んだ上での設定にしております。早期審理については同様の期間で

ございます。 
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 無効審判については８～10月ということであります。ただ、無効審判というのは、ここで

はちょっと書いてありませんけれども、当事者同士で争う手続でありますので、それぞれの

両当事者の言い分をしっかり聞いて議論を尽くさないと納得感のある審判の結論が出せない

ということもありまして、丁寧に審理をやっていく中で、あまり期限を厳密に守ってしまう

と、そこで十分に手続が尽くせないというリスクがございます。ただ、平均的には今7.5月

ということで、ここで収めたいと思っておりますけれども、そういうやりとりが頻繁に行わ

れるような事案についてはこの中から除くというような、注釈書きをしなければいけないと

いうふうに思っております。 

 それから、特許の異議申立ての制度というのは、27年度から新たに始まった制度でござい

ます。商標の異議申立ての制度はもともとございましたが、特許については27年度に始まっ

た制度で、28年度には1,200件と非常に利用件数が伸びています。そういったことも踏まえ

まして、現行で今6.4月という状況でありますけれども、申立件数が伸びてくることも考え

られますので、目標としては同様の数字にさせていただいております。商標については、か

なり短くなっているのですが、商標の拒絶査定不服審判の件数が29年度は少なかったという

こともあって、実は、審判官のリソースを拒絶査定不服審判から異議申立てのほうに回して

いたという事情がございます。今後、商標の拒絶査定不服審判のワークロードが増えてくる

ことを考えますと、商標の異議申立てについて、今年度と同様に処理することはできなくな

ってくるのではないかということもありまして、ここは同様の数字として設定をしていると

いうことでございます。これが審判についての説明でございます。 

 次に、９ページを御覧ください。出願・登録等の手続です。電子出願システムを使用して、

現在、特許庁は96％電子出願でやっておりますけれども、目標としては、メンテナンスの期

間は除きますけれども、停電や大規模災害が発生した場合も含めて24時間365日受付といっ

た目標を作っております。これは、来年度も同様の目標でやっていきたいと思っております

が、現時点の達成状況で言いますと、今年の２月に２時間程度停止をいたしました。これは、

日曜日にメンテナンスを予定して、そこは止めている予定だったのですけれども、そこで入

力の不具合があって土曜日に停止したという事案がございました。これはホームページに公

表しておるのですけれども、そういったことがございまして、29年度はこの目標は達成でき

なかったということがございます。30年度は、そういうことが起きないよう、現在対策を講

じておりますので、目標としてはそのまま置いております。 

 それから、方式審査期間については、29年度から特許も含めて即日となっておりますけれ
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ども、これは全て即日になっております。 

 登録については、設定と移転両方ございますけれども、全件10日以内で登録ができるよう

な目標で引き続きやっていきます。 

 特許公報、意匠・商標の公報の発行につきましても、同様の期間でやっていきたいと思い

ます。 

 「出願、登録等に対する問合わせへの対応」というのは、これは29年度目標として新規で

入っておりますけれども、電話は原則即時対応する、メールについても、いただいたメール

については原則２営業日以内に返答するということでして、これは現在達成中ですけれども、

引き続きこういった目標を設定しております。 

 次に、10ページを御覧ください。中小企業支援とグローバル化対応です。 

 中小企業支援については、やはり出願に占める中小企業の割合がまだ15％程度ということ

がございまして、アメリカは26％ぐらいが中小企業の出願ということを考えますと、中小企

業が知財を戦略的に活用する環境をしっかり整えなければいけないと思っております。その

ために、ここにございます知財総合支援窓口の相談ですとか、それから、そこの相談にまず

来た上で、例えば弁護士とか弁理士さんに実際の専門的な相談をしてもらえるような高度な

支援サービスにつなげていくと。それから、３番目の指標にある総合支援窓口というのは、

これは知財の窓口ですけれども、中小企業施策全般を見ている、よろず支援拠点がございま

す。こことの連携をしっかりつないで、案件をお互いに連携をさせていくということでござ

います。それから、知財に着目した金融機関ですね。物的担保をもとに融資をするというプ

ラクティスが当然一番多い訳ですけれども、知財をどういうふうに価値評価して融資をする

かというのは、これから大事な課題です。そういった知財に着目した融資を行う金融機関を

増やしていくということで、特許庁では、知財ビジネス評価書というのを金融機関のために

作るという事業を行っておりますけれども、こうした事業を活用いただく金融機関を増やし

ていくという活動をしておりまして、そういったことも踏まえた目標設定になっております。 

 ちょっと上から見ていただきますと、まず、全国の47都道府県の相談窓口の相談件数です

けれども、８万9,000件ということで件数を増やしております。それから、高度支援サービ

スについても、相談件数の増に伴って増やしております。よろず支援拠点の連携件数も同様

に増やしております。金融機関につきましては、先ほど申し上げたビジネス評価書を活用し

た支援策というのを全国の金融機関について講じておりますので、そういったことも踏まえ

て、簡単ではありませんけれども、39機関以上ということにしております。それから、そう
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いったことの結果も踏まえてなのですが、新規に特許等の出願をする中小企業の数というの

を１万1,000社以上ということにしております。これは意匠も商標も含んだ数字です。 

 それから、グローバル化の対応でありますけれども、特許審査ハイウェイの一次審査通知

期間とございます。これは、例えば米国特許商標庁、欧州特許庁がございますけれども、そ

ういったところで特許が可能だというふうに判断された案件が送られてきた場合には、それ

ぞれの特許庁で一回審査を終えたものでありますので、その審査結果を参照して結果を出す

ことで、審査に必要な時間が短くなるという制度でございます。それぞれの各特許庁のワー

クロードの軽減をしつつ、時間も短くして、出願人には早く権利を取得してもらうという取

り組みで、このＰＰＨと言っているハイウェイの取り組みは今はもう40庁以上の取り組みに

なっています。その一次審査通知期間、日本特許庁が出す期間について３月以下ということ

で設定をしております。 

 最後に、新興国からの知財関係者を対象とした研修受け入れがございます。これは従来よ

りやっている事業でありますけれども、30年度は360人以上の取り組みをやってまいりたい

と思っております。最近ではインドの特許庁から多くの方に来ていただいて、審査官の研修

というものもやっておりますけれども、そういったことをしっかりやることで、日本企業が

例えばインドに事業展開する場合の知財環境を整えることにもつながりますので、こういっ

た支援策についてはしっかりと引き続きやってまいりたいと思っております。 

 最後のページは、特許庁及び独立行政法人ＩＮＰＩＴで作成している地域知財活性化行動

計画ですが、先ほど申し上げた中小企業の関係の目標については、そこの指標とほぼ一緒で

す。31年度までの目標を既に作っておりますけれども、30年度は31年度の目標に向けて、し

っかりマイルストーンとして位置付けるということでありまして、その目標をしっかりと実

現するための30年度の目標ということで理解をいただければありがたいと思っております。 

 全体としては目標設定は以上でございまして、それを本文に直したのが資料２というもの

で、これは今申し上げた内容が書いてございます。 

 資料３は、数字を総括表でまとめているものでございますので、そこもあわせて後ほど御

参照いただければいいのではないかと思っております。 

 説明としては以上です。 

○山谷座長  ありがとうございます。大量に情報をいただきましたので、ちょっと心の中

で整理をしながら。 

○説明者  ええ。御質問いただいて。 
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○山谷座長  そうですね。それでは、今の御説明に対して、御質問あるいはコメント等ご

ざいましたら、ぜひお願いいたしたいと思います。 

 では、私のほうから。最後の地域知財活性化行動計画というのは、これは27年と31年が出

ていますけれども、これは終わりが31年なんですか。 

○説明者  そうですね。終わりを31年までにまずしております。またそこで改定をすると

いうことになりますけれども。 

○山谷座長  実は、質問はまさにそこのところで、つまり、31年で終わりが来たときに、

改定のときに、今までの経緯をもう一回レビューするみたいなことは考えていらっしゃるん

ですか。 

○説明者  ええ。そういうことになるかと思います。相談件数とか支援件数というのは一

つの目標ではありますけれども、それを可能にするためにどういう施策が必要なのかという

ところと、これはあくまで出た結果ですけれども、どういう施策が必要なのかということを

当然検討していく必要があるかと思います。 

 あと、地域知財活性化計画ですから、これは実は、各県、各ブロックに地域知財本部とい

うのを作っておりますので、そういった自治体ですとか、商工会議所ですとか、そういう関

係機関との協力関係というのも当然大事になってくる世界だと思っております。 

○山谷座長  これをもし担当するとすれば、政策評価広報課ですか。それとも担当の…… 

○説明者  これ自身は特許庁で作成をしております。自ら私どもでこういう計画を作って、

やっておる世界でございます。 

○山谷座長  分かりました。ありがとうございます。 

○石田委員  ありがとうございます。２点、質問というよりも、ほぼ確認なのですけれど

も。 

 １点目は、３ページ目の説明のときに、審査のスピードですね。ＦＡも含めて。この商標

の説明の中で、審査のスピードを考慮して、外注の拡大という説明がちらっと聞こえたので

すけれども、商標に関して外注なんていうことは、余り私としては想定していなかったので

すけれども、どういう実態なんですか。 

○説明者  今でも外注は実はしておりまして…… 

○石田委員  商標関係。 

○説明者  商標のです。例えば図形の商標とかがございますよね。そういうものの類似の

ものはどんなものがあるのかという調査がありますので、そういったものは実は今でも一部
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外注をしております。 

○石田委員  ちなみに、外注先はどういう。 

○説明者  外注先は公募をいたします。公募をして外注をしているという状況でございま

す。 

○石田委員  分かりました。では、その点は、もうそこまでで結構です。 

 ２点目は、11ページに関連します。ここの中で、他庁で特許可能と判断されて申請されて

云々という、他庁で特許可能性を指摘するというのは、もちろん想定はできますけれども、

具体的にはどういう実態ですか。例えば、農水関係…… 

○説明者  ごめんなさい、他庁というのは、各国の知財庁のことでございまして。 

○石田委員  そういう意味ですか。 

○説明者  各国の制度です。 

○石田委員  了解しました。 

○説明者  技術は一つで、世界で展開されるので、アメリカで例えば最初に特許を取って、

そのビジネス展開で日本でも特許を取りたいのだというときに、一からまた日本で審査をし

直すというのは時間もかかります。そこで、日本の特許庁で審査をする際には、米国特許商

標庁の審査結果を参照することで、早期に判断をするようにしています。また、例えば日本

と途上国の間でそういうことを結びますと、例えば途上国の知財庁では審査官がもともと足

りなくて、審査に、例えば５年かかっているとか、ブラジルみたいに10年かかっているとか、

そういうところもあります。そういったところについては、日本の審査結果を活用して審査

してもらえれば、そこへ進出した企業はそれで権利が取れるのでというのを、それぞれ協定

を結んで行っています。今、インドとはまだ協定を締結できていなくて、今これの交渉をや

っているところです。 

○石田委員  ちなみに、これはちょっと意見的になるのですけれども、他国あるいはお互

いに連携を取るような実務的な協定がある中で、特許制を云々というよりも、この特許につ

いては審査をするレベル、すなわちパテンタビリティー等をお互いに情報交換するというの

は、どういう実態になっているのですか。 

○説明者  それも、いわゆる審査基準、パテンタビリティーも御案内のとおり新規性の判

断と進歩性の判断がございますし、それから、例えばソフトウェアの関連特許ですとかビジ

ネス特許なんかで、やはり各庁で微妙に違うんですよね。そこを、制度をある程度調和をす

るという意味で、なるべく一緒にしていこうという話合いはずっとしておりますが、今まで、



 

- 10 - 

どちらかというと日・米・欧だったのですけれども、今はそれに中・韓を入れて５庁でやっ

ておりますけれども、その体制で今話合いをしています。 

○石田委員  で、そのとき、ちょっと深入りをしてしまいますけれども、こういう情報が

当方から見れば参考に情報提供できますよという、いわゆる審査に有益な情報提供のような

ものは協定的にはやっているのですか。 

○説明者  審査に有益な情報提供とは、どのようなご趣旨でしょうか。 

○石田委員  例えば、日本出願にコレスポンデントする外国出願が、コレスポンデンスす

る外国において審査をしようとするときに、こういう情報がありますよというようなところ

までは。 

○説明者  審査の経過情報ですとか、そういったものも実は提供する仕組みというのがあ

りまして…… 

○石田委員  あるんですか。分かりました。 

○説明者  それはございます。 

○石田委員  では、そこまでで結構です。ありがとうございます。以上です。 

○藤田委員  済みません、それでは、同じ10ページになりますので、御質問させていただ

きます。 

 評価項目についてなのですけれども、一番上の相談件数の目標ということで、趣旨は分か

るんですね。相談に来てもらえば次の支援につなげることもできるし、そうすると全体とし

て中小企業支援になるという、その第一歩が相談になるということで、件数を増やそうとい

う趣旨自体は分かるのですけれども、若干、相談──受け身的なものでありますので、それ

を目標値として掲げるというのは若干違和感を感じます。この項目に関しては、具体的には、

例えば相談窓口があるというそういった広報とか、周知を徹底させるとか、具体的な施策と

しては実際のところどういったことをされているのでしょうか。 

○説明者  まず、受け身でおりますと相談件数は増えていかないと思っております。大企

業は知財部もあって、スタッフもおられるのですけれども、中小企業はそういうわけにもい

きませんので、中小企業の方が困ったときに相談できる体制を整備しておくということで、

まずは知財を活用してこういうことがやれるんですよという、いろいろな施策の紹介とか、

そういったものをまず地道にやっていくというのが大事でございまして、そういうことを積

み重ねるとこういう相談件数も増えてくるということになるのだと思うんです。やはり下請

けの中小企業の方で泣き寝入りしている方とかもおられますし、もっと積極的に活用したい
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という方もおられるのですけれども、まず施策をちゃんとＰＲをして普及させると。そうい

った意味では、実は、特許庁で産業財産権専門官という専門の職員がおりまして、全国の中

小企業をめぐって、説明会をやったり、セミナーをやったり、それから、個別の職員が回る

ということもやっておりますし、それから、巡回特許庁というのも今始めておりまして、こ

れは各ブロックというか、各都道府県で、今年は14都市でやったのですけれども、例えば和

歌山県ですとか北海道ですとか、そういったところで１週間ぐらいかけて、セミナーですと

か、模擬審判を見せたりとか、無料相談会をやったりという取り組みもしております。その

ときにはいろいろな、商工会議所ですとか、経済産業局ですとか、各県にも御協力をいただ

いて、人を集めていただいたりとか、そういった周知もやっておりまして、特許庁だけでや

れることではないので、さっきのよろず拠点との連携なんかもそうなのですけれども、そう

いったよろず拠点とか金融機関にも声をかけて、知財の活用の必要性というものの認識を高

めていく活動をやっている中で、結果としてこういうことがあらわれてくるのではないかと

いう趣旨でこういう目標設定にしているというのが思いでございます。 

○藤田委員  そうですね。どちらかというと、こちらへ相談件数が増加したというのは、

今おっしゃいましたように結果としてあらわれてくることだと思いますので、その前の段階

の、そういった施策をどのくらいやったかとか、そういったことが評価項目になっていたほ

うがすっきり感じるところなのですが。でも、趣旨は分かります。 

○説明者  確かにそういうのもあるんだと思います。アウトプットというか、それをやっ

たという、逆に、支援策をやりましたということでそれでよしではなくて、その結果ちゃん

とつながらなければいけないというので、そのアウトカム的なものをこっちに出していると

いう。 

○藤田委員  理解できます。 

○説明者  その趣旨は十分に理解しておりますので、しっかりとやっていきたいと思いま

す。 

○平石委員  では、同じ相談窓口なのですけれども、これって全国の弁理士さんとかの民

業を圧迫するようなことというのはないんですか。 

○説明者  そういうお声はいただいていなくて、実は、弁理士は今全国に１万1,000人ぐ

らいおられるのですけれども、７割以上は東京都と大阪に集中しておられて、実は地方にす

ごく少ないのが現実です。地域の中小企業の方が相談に行くのに結局東京に出てきたりとか、

そういうこともあったりするというのはありまして、弁理士が出てくる場面は、具体的にこ
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れを権利にしたいとか、自分の技術を誰かが踏んでいるから訴訟をしたいんだとか、出願し

たいときというのがありますけれども、多分その前の段階ですよね。こういうアイデアがあ

るのだけれども、どうしたらいいかと。それは商標として権利にしたらいいのではないです

かとか、特許と意匠を組み合わせて、両方出願したらいいのではないかとか、そういうアド

バイスをするのがこの窓口の役割だと思います。 

○平石委員  分かりました。 

○説明者  弁理士も、実は、知財広め隊という組織を作って、地域の中小企業に普及も熱

心にやっておられるので，そこは友好的にやっていると思っております。 

○平石委員  両方で支え合いながらということですね。 

○説明者  はい。そのとおりでございます。 

○平石委員  あと、もう一件よろしいですか。３ページなのですけれども、スーパー早期。

これが特許だけなのは何か理由があるのでしょうか。意匠とか商標については、スーパー早

期というのは。 

○説明者  そうですね。これからの検討課題と思っておりますが。 

○平石委員  分かりました。 

○説明者  スーパー早期は、早期審査よりも要件が厳しく、もう今既に使っている発明で

あり、かつ、外国に出願をするものに限られます。とにかく早く権利化をしたいという出願

人のニーズに対応するため、特許庁も早く対応しますが出願人の方も１か月以内に応答して

くださいという制度なんです。それが多分、意匠とか商標でもニーズが出てくれば、そうい

ったことは当然検討はあり得るのだと思いますが、今のところそこの声がまだ出てきていな

いということでありまして、別に何か、やるつもりがないという訳ではありません。 

 ただ、意匠はどちらかというとまとめて審査を行うんですね。こういう意匠ですというの

があって、ほかにも似たようなものか出てくるのを待って、バッチ審査と言っているのです

けれども、同じようなものをまとめて見比べるということをしているんです。一件一件では

なくて。そうすると、そこのリードタイムがかかるというのはありますね。 

○平石委員  性格上、その辺が違う。 

○説明者  性格上はやはり違います。 

○石田委員  では、もう一点だけ。同じく10ページに関連しますが、中小企業支援という

項目で御説明いただいたのですけれども、ちょっと説明の内容とは離れてしまって申し訳な

いのですけれども、中小企業の特許出願件数を考慮するときに、ＩＮＰＩＴさんが注力して
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いただいている、いわゆる営業秘密、ノウハウのタイムスタンプ方式も含めて、中小企業が

特許出願との関係でどういう傾向なのでしょうか。ちょっと傾向だけ伺えればと思うので。 

○説明者  傾向的には…… 

○石田委員  中小企業は、特許出願よりも、ノウハウキープというような傾向なのでしょ

うか。 

○説明者  そうでもないですね。まず、全体としては増加傾向にあります。中小企業の特

許出願も。商標も、さっきの商標なんかは、商標の中では相当を多分中小企業が占めている

ので。営業秘密か、それとも特許なのか、それとも標準でやるのかというのは、まさにオー

プン＆クローズ戦略のそのものですので、そこは別に営業秘密に寄っているということでも

ないと思います。ただ、そこの戦略をちゃんと支援するのがこういう窓口だったりします。

弁理士の役割だったりもするのだと思います。 

○石田委員  希望的意見的になるのですけれども、ぜひ特許庁としては、ノウハウキープ

もよいけれども、結局ポイントは特許制度を利用した産業財産戦略だと、特許出願というの

がやはり基本だと、ぜひそういうことで、国を挙げてよろしくお願いしたいと。 

○説明者  ありがとうございます。特許の権利をまず作るということと、それからその利

活用というのが当然大事になってまいりますから…… 

○石田委員  それと、見せる形としてもやはり特許を。 

○説明者  そうですね。中小企業が例えば今まで大企業に特許の出願をお任せというのも

あったと思いますけれども、自らちゃんと作って、それで自分の交渉のポジションを作って

という戦略も当然できてきますし、そういう使い方もできます。大学でもそうですよね。企

業との共同研究みたいなもので、大学自身がさらにしっかり作っていくというのもあるので、

実はそういう業務も、審査が迅速化していきましたので、職員をそういったいわゆる利活用

とか、そういう業務にも従事させるように今しておりますので、大事な点だと思っておりま

す。 

○石田委員  知財は活用が大事だというのは分かるのですが、活用にはやはり特許が見え

る化できて、一番キーにあるほうがやりやすいと。 

○説明者  そうですね。そこは一番原点でありますので。 

○石田委員  よろしくお願いします。 

○山谷座長  予定の時間をちょっと過ぎていますので、特許庁のお話はこれで終わりにさ

せていただきます。では、今日はどうもありがとうございました。 
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○説明者  どうもありがとうございました。 

 

議題2 最近の政策評価を巡る動きについて 

 

三浦課長より、最近の政策評価を巡る動きについて説明。その後、以下のとおり意見交換。 

 

（総論） 

 

○ＥＢＰＭや行政事業レビューは、新政策や既存政策整理といった実質的な意思決定との距

離を埋める仕掛けとして考える必要がある。 

 

（政策評価の仕組み全体について） 

 

○政策評価は、政策分野によって評価の使い手、視点が異なるという特徴がある。政策評価

の目的には①役所のマネジメント、②アカウンタビリティーの追求の二つがある。それぞれ

について、Ａ）プロセスや手続きを考える仕事と、Ｂ）政策内容を考える仕事があるので、

２×２のマトリクスになる。政策評価における大臣官房と原局の分担もこの中で考える必要

がある。また、手続きは能率・効率で、内容は有効性の観点で評価をするべき。 

○政策評価と独法の評価との関係はピラミッドの関係。ピラミッドの上位から、「政策」、

「施策」とありその下に実施庁や独立行政法人の行う「事業」がある。この部分の評価を行

うのが、特許庁等の実施庁評価や独法評価。 

〇「事業」の目標数字を立てる際は、地域ごとの違い、時代ごとの違いを合わせることが大

事。数字だけだと断片化した話になって、政策がうまくいっているかどうかよく分からない。 

○政策や事業の評価にあたっては、必ず目的・効果を考えて、どのような単位で評価をする

かを考えるのが重要。あるいはどのようなターゲットかを明確にして、結果確認ではなくて、

目的に合った評価ができるかが大事。これらは企業経営の観点から見ても国や地域の観点か

ら見ても非常に重要。 

○今の政策評価と政策の企画ツールが別々なものであるとすると、非効率だと考えている。

今、実施している評価をベースとしながらも役に立つための評価へと微修正し、何とかその

方向に持っていくべきではないか。 
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〇政策評価の公表内容については、国民の関心に応じて工夫すべき。国民の関心がない情報

をたくさんだせばよいというものではない。 

 

（目標管理型政策評価について） 

 

○無理にＫＰＩを捻出するというのはなかなか難しい。むしろロードマップをしっかり作る

ことが必要。例えば、５年経ってやっぱりできませんでしたというのを避けるべき。５年先

の達成に向けて、毎年何をやっていくかが大事。 

〇また、１つ１つのプロジェクトだけを見るのではなく、戦略の方向性を決めて全体的に見

ることが重要。 

○相談件数などの数字を単に増やすことではなく、その推移に当該政策がどれだけ影響を与

えているのか、因果関係の検証が不十分な面がある。そこをしっかり見ることが大事。 

○広い視野から見れば、アウトプットの指標よりも最終的にどれだけ政策の効果があったの

かというアウトカムの指標で有効性の判断で見ていくのが望ましいとは思うが、一つ一つの

最終的なアウトカムに至るまでのレベルでどうしてもアウトプットで代替せざるを得ない状

況もあるのではないか。 

 

（ＥＢＰＭについて） 

○ＥＢＰＭについては、基本は教育と医療分野。また、あまり広げすぎるのではなくて、過

去から統計を実施し、データがあるものを試行的に実施した方がよい。 

 

                                  ――了―― 


