
独立行政法人評価委員会第２２回工業所有権情報・研修館分科会 
議事録 

 
 
日時：平成２２年６月３０日（水）１４：００～１７：００ 
場所：特許庁１６階特別会議室 
 
議題 
１．平成21年度財務諸表について 
２．平成21年度業務実績報告及び業務実績評価について 
３．自由討議 
 
議事内容 
早川分科会長 
本日はお暑い中お集まり頂きありがとうございます。今日の議題ですけれども、お手元の議事次第にござい
ますとおり、１、平成21年度財務諸表について、２、平成21年度業務実績報告及び業務実績評価について、３、
自由討議となっております。今年は情報・研修館の中期目標期間の最終年度でありまして、８月以降、情報・
研修館の見直しに向けた審議も予定されております。今日は１７時まで時間を頂戴しておりますので、実績評
価の審議終了後、予定の時間まで、情報・研修館の来年度以降の組織・業務の見直しの方向性について自由討
議を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なお、評価委員会運営規定に基づきまして、今日
の分科会は非公開といたしまして、配付資料、議事録及び議事概要を後日、経済産業省ホームページに公開す
るということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは、分科会開催に当たりまして、特許庁の山本総務部長からご挨拶をいただければと思います。よろ
しくお願いします。 
 
山本総務部長 
 特許庁総務部長の山本でございます。委員の先生方には、本日は大変お忙しいところ、また、お暑い中をお
集まりいただきまして、大変ありがとうございます。心から御礼を申し上げます。 
 今年は、明治18年に専売特許条例というものができてから、数えて125年の節目の年ということでございま
して、この間、知財制度というのが果たしてきた役割に思いをいたしているところでございますけれども、知
財制度も全く完成したということでもありませんで、まだまだいろいろ見直しをし、良くしていかなければい
けないところがたくさんあると思っておりまして、現在も、産業構造審議会で、まさに国全体の成長戦略、あ
るいはイノベーションの促進、こういった観点から知財制度をどうしていくべきか、ということについて、い
ろいろご議論をいただいているところでございます。 
 この独立行政法人工業所有権情報・研修館につきましては、平成13年の春に、それまでありました工業所有
権総合情報館というのが独法になりまして以来、このＩＮＰＩＴには、２度にわたって業務の移管を行いまし
て、特許情報の提供とそのための環境整備、それから知財の専門人材の育成、まさに知財制度を支える情報と
人とのインフラ整備という、ＩＮＰＩＴは、ある意味では地味な仕事ではございますけれども、知財制度全般
について非常に大事な業務を担っておりまして、引き続き、ますますユーザー本位のサービス提供や、サービ
ス向上といったことに尽力していただかないといけないと思っております。 
他方で、今、独法全体を巡る状況を見ますと、行政刷新会議で事業の徹底的な見直しといったことが求めら
れるなど、独法のあり方というようなことも問われている状況でございまして、このＩＮＰＩＴにつきまして
も、これまでのサービスの維持・向上ということをさらに発展しつつ、政府全体の独法改革の取組にも着実に
取り組んでいかないといけない、こういうようなところでございます。 
本日は、分科会長からもお話がございましたように、昨年度、平成21年度の財務諸表のご承認、それから業
績評価をご審議をいただく必要がございます。大変お手数をかけますけれども、どうぞよろしくお願いいたし
ます。 
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それから、早川分科会長からも今お話がございましたように、本年は第２期の中期目標期間の最終年度とい
うことになっておりまして、これから次の第３期の中期目標に向けた目標の設定、計画の策定、こういったこ
とを進めていかないといけない、こういうことになっております。したがいまして、今日はお忙しいところを
恐縮でございますけれども、先ほどの財務諸表等の話に加えまして、第３期の中期目標に向けた見直しの方向
性というようなことにつきまして、フリーディスカッションをしていただければというふうに考えております。  
まさに今申し上げましたような、ＩＮＰＩＴに課せられました役割とか、さらに一層のサービス向上・効率
化を進めていくとか、そういった観点で、政府全体の独法改革の方向性等もご考慮いただきつつ、ぜひ有意義
なご議論をいただければというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 
改めて、先生方のご支援、ご協力に感謝を申し上げまして、簡単でございますが、ご挨拶とさせていただき
ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございました。 
 では次に、情報・研修館理事長、清水理事長からご挨拶がございます。よろしくお願いします。 
 
清水理事長 
 清水でございます。今日は大変お忙しいところ、分科会にご参加いただきまして、ありがとうございます。 
また、私たちのＩＮＰＩＴの事業に関しましては、早川先生を初め、分科会の先生方、常にご忌憚のないご意
見をいただきまして、私たちはそれを頼りに幾らかでもブラッシュアップできるようにというふうに努力をし
ているところでございます。私がこんなことを言い出すのもおかしな話ですが、日本には珍しく21年度には政
権交代というのがございまして、先ほど総務部長がおっしゃったような、政治的な議論はよけて通れない話で
もありますが、私個人的に思うに、ＩＮＰＩＴの事業、すなわち特許庁の事業というのは、コップの中で右だ、
左だと言っていることとはちょっと違っていて、この国が世界でどういうふうにやってプレゼンスを確保して
いくかと、こういう大きな命題に向かって努力している事業所だと、こういうふうに認識しておりまして、ぜ
ひ先生方にも今後とも私たちにいい知恵をいただければと思います。 
 ちなみに私のような年寄りが、これも言うことではございませんが、今日の朝、４時ごろ目が覚めましたの
で、テレビをつけたら、残念なことに岡田ジャパンがＰＫ戦で負けたと。ただし、私はこの１週間、彼らの努
力を見ていて、彼らの生き様こそ私たちの参考になると。すなわちどういうことをやっていたかというと、チ
ームが団結すると、それと過去のことにこだわらずに大胆に刷新すると。これが、我が国日本丸が勝ち進む大
事な源泉ではないかと。今日何となくさわやかに出社できました。 
今後もご指導のほどをよろしくお願いいたします。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございました。 
 それでは、今日の議題に入らせていただきます。議事に入ります前に、資料の確認を事務局からお願いでき
ますでしょうか。 
 
井上情報・研修館室長  
情報・研修館室の井上です。よろしくお願いいたします。それでは、資料の確認をさせていただきます。 
 お手元にお配りしております最初の紙が、今日の議題表です。それから、次に出席者名簿となっております。
その後、配付資料一覧で、今日の議題に沿ってそれぞれ資料が構成されております。 
まず、議題１、財務諸表でありますけれども、これは資料１－１と資料１－２に分かれております。それか
ら、その下についておりますのが議題２に関する資料でありまして、これが21年度業務実績評価の審議資料と
いうことで、資料２と資料３に分かれております。資料３につきましては、採点集計表、採点表ですので、委
員限りでお配りをさせていただいておりますので、配付されていない方もございます。それから、資料２につ
いては、１から６までございまして、資料２－１がＩＮＰＩＴ運営の重点と今後の課題、それから資料２－２
が21年度事業実績の概要について、それから資料２－３がエクセル表の、ちょっと文字が小さくなっています
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けれども、21年度計画実績状況表。それから、その下に関連資料として別紙１から別紙１１までの資料がつい
てございます。それから、資料２－４が財務及び業務監査結果の報告についての資料になります。その後、２
－５が21年度業務実績評価についての評価方針、評価方法の関係でございます。それから、資料２－６、これ
はこれから親委員会のほうに出ていく資料になりますが、実績評価シートということで、統一フォーマットで
作成されているもの、こちらが２－６でございます。それから、３－１と３－２は、先ほどお話ししたとおり、
その次についてございます。 
その後、議題３として自由討議、フリーディスカッション資料として、資料４、１枚紙ですけれども、今後
のＩＮＰＩＴ分科会のスケジュール案をおつけしております。その後、資料５－１から５－４として、それぞ
れ幾つかの項目に分かれますけれども、見直しの議論を行う上での論点資料、ディスカッション資料をつけて
ございます。主に資料５－４を使いましてご説明をさせていただきながら、ディスカッションということにな
ろうかと思います。 
そのほか、参考資料を１、２、３とつけてございます。以上でございます。 
 
１. 平成21年度財務諸表について 
早川分科会長  
ありがとうございました。よろしゅうございましょうか。 
 それでは、第１の議題、平成21年度財務諸表についてですけれども、まず情報・研修館より説明をお願いし
たいと思います。なお、財務諸表の承認につきましては、経済産業省独立行政法人評価委員会運営規程第７条
の規程よりまして、当分科会の議決をもって独立行政法人評価委員会の議決となります。 
 それでは、説明をよろしくお願いいたします。 
 
門平理事  
門平でございます。初めに、21年度の財務活動につきましてポイントをご説明させていただきます。財務活
動におきましては、予算の効率的な執行及び適切な管理が重要でありますが、情報・研修館の会計規定により
まして、情報・研修館の収入及び支出は予算に基づき統制することとされておりまして、職員はこの規定に基
づきまして日常業務に取り組んでおります。 
 また、ここ数年、随意契約の見直し等が求められておりまして、21年度は外部有識者３名及びＩＮＰＩＴの
監事２名を委員といたします契約監視委員会が設置されまして、年度内に３度の委員会が開催され、随意契約
の点検あるいは１者応札・応募の解消等につきまして、ご審議をしていただいております。 
それから、財務関係の指標でございますけれども、経費節減の目標と達成状況でございますが、まず１点目
は人件費でございます。削減目標は第２期の５年間で５％以上ということになっておりますけれども、21年度
実績はすなわち過去４カ年の実績でございますけれども、10.4％の削減を達成しております。 
 それから、一般管理費の削減目標は、毎年度平均で前年度比３％以上でございますけれども、実績は前年度
比4.7％の削減を達成しております。 
 また、業務経費の削減目標は、中期計画期間中、平均で前年度比４％程度という目標でございますけれども、
実績は前年度比で3.2％の削減となっております。ただし、18年度から21年度までの過去４カ年の平均では
4.3％の削減を達成しております。 
 それでは、お手元に配付させていただきました資料１－２、平成21事業年度財務諸表等につきましてご説明
をさせていただきます。 
 １ページ目をごらんいただきたいと思います。貸借対照表でございます。左側の一番下にございます資産計、
21年度102億7,200万円でございまして、20年度との対比では23億4,400万の増加をしております。また、右側
の中ほどにございます負債の計でございますけれども、102億4,000万円ということで、２０年度比では23億
4,000万円の増加となっております。 
 流動資産の現金預金が前年度比で21億3,600万円増加しておりますが、これは競争入札や事業の見直し等に
よりまして、業務経費の削減を行い、運営費交付金に残余が生じ、流動負債の交付金債務が前年度比で18億
7,000万円増加したこと、また、未払い金等が前年度比で２億6,400万円増加したこと等によります。 
 また、左側の固定資産のうちの無形固定資産でございますけれども、前年度比で２億500万円増加しており
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ますが、これはパソコン電子出願ソフトの改造等によるものでございまして、右側の固定負債、見返負債との
見合いになっております。 
 なお、運営費交付金債務、流動負債の中の交付金債務でございますけれども、59億6,2000万円。この金額に
つきましては、平成18年度から21年度までの４カ年間の交付金債務の累計残高でございます。 
 資産と負債の差額が、その下にございます純資産でございまして、3,200万円。うち利益剰余金が3,100万円
でございますが、これも平成18年度から21年度までの５年間の利益剰余金の合計額でございます。 
 次に、第２ページ目をごらんいただきたいと思います。損益計算書でございます。 
 左側でございますが、21年度の経常費用合計は112億7,700万円でございまして、前年度比で３億8,100万円
減少しております。これは費用内訳の上から３番目にございます情報流通等業務費のうち、特許流通アドバイ
ザー派遣事業委託費が派遣人数の15名の減少などによりまして、約１億8,000万円減少したこと等によります。 
 また、右側でございますが、中ほどに経常収益合計がございますけれども、112億8,200万円と前年度比で３
億9,300万円減少しております。これは経常費用が減少したため、運営費交付金収益の収益化金額が約５億
3,000万円減少したことが主な要因でございます。 
 以上の結果、経常費用と経常収益の差でございますが、これが経常利益でございまして、400万円、これが
当期の純利益になります。 
 第３ページ目をごらんいただきたいと思います。キャッシュ・フロー計算書でございます。 
 業務活動キャッシュフローでございますけれども、26億7,300万円と前年度比で12億7,500万円増加しており
ます。これは業務費用の減少によりまして、前年度と比べ収支差額が拡大したことによります。 
 投資活動によるキャッシュフローは、マイナス５億3,700万円でございまして、これはパソコン電子出願ソ
フトの改造等による無形固定資産の取得によるものでございます。 
 以上の結果、資金増加額は21億3,600万円、資金期末残高は89億4,000万円となっております。 
 それから、第４ページ目でございますけれども、行政サービス実施コスト計算書でございます。 
 業務費用につきましては、111億6,900万円。これは経常費用から自己収入であります研修受講料収入等１億
900万円を差し引いた金額でございます。 
 それから、引当外賞与見積額あるいは引当外退職給付増加見積額、こういった金額を差し引きまして、機会
費用、これは特許庁庁舎のスペース費用、これを仮定計算したものでございますけれども、これを加えました
113億5,700万円が平成21年度の行政サービス実施コストとなります。前年度比では２億7,800万円減少してお
りますが、これは事業費用等が減少したことが主な要因でございます。 
 それから、第５ページ目でございますけれども、利益の処分に関する書類でございます。 
 損益計算書でごらんいただきましたとおり、21年度の当期利益額は400万円でございますが、独立行政法人
通則法の規定に基づきまして、全額を積立金として整理することとしております。 
 それから、第６ページ目でございますが、決算報告書でございます。文字が大変小さくて見えにくくて申し
わけございません。決算報告書は財務諸表の添付書類でありまして、年度計画で定めた予算に対する決算額と
いう形で記載がされております。 
まず、上段の収入でございますけれども、予算額が133億3,000万円に対しまして、研修受講料収入が予算額
を5,000万円上回ったこと等によりまして、決算額は133億5,700万円。また、支出でございますが、予算額は
同じく133億3,000万に対しまして、決算額は114億8,600万円でございまして、予算と決算の差額は18億4,400
万円となっております。 
この差額の主な要因につきましては、次の第７ページ目に記載させていただきましたが、ごらんいただきた
いと思います。大きく３つの要因に分けて整理してございます。１つ目の競争的調達の実施による効果といた
しまして2.7億円。この内訳といたしましては、競争入札の効果で2.4億円でございますけれども、産業財産権
標準テキスト・副読本の印刷等で0.2億円。これは11種類のテキスト等を希望する実業高校等の教育機関等へ、
約5,800カ所でございますけれども、51万冊を送付をすると、こういう印刷でございます。 
それから、特許ビジネス市運営事業でございますが、0.2億円の節減。これは年４回のビジネス市の開催・
運営費でございます。 
それから、その下にございます企画競争等、括弧して見積競争となっておりますが─の効果によります
ものが0.3億円ございまして、専門語学研修事業あるいは備品消耗品の調達、こういった内容によりまして0.2
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億円等がございます。 
それから、２つ目の計画変更等（事業見直し）により節減に努めたもの11.3億円でございます。内訳といた
しましては、システム開発項目の見直し等でございまして、9.2億円。特許電子図書館等提供事業によりまし
て3.5億円の節減が図られております。この3.5億円のうち、システム開発費での節減の結果、２億円が不使用
であったと。それから、事業費の、これは31億の事業費でございますけれども、全体の金額でございますが、
予備費といたしまして1.5億円を計上しておりましたが、予備費を使うことなく事業が執行できたというとこ
ろでございます。 
それから、システム開発費の未使用につきましては、知財推進計画に関連する開発案件が発生しなかったと
いうことで、1.3億円の節減と、こういう内容でございます。 
それから、その下にございます整理標準化データ作成作業1.5億円の節減でございますが、1.5億円のうち、
事業全体に対する予備費として計上しておりました１億円が未使用、システム開発費で5,000万円の節減とい
うことでございます。 
それから、概算契約の確定減でございますけれども、21億円ございまして、その中身といたしましては、特
許流通ＡＤ、アドバイザー派遣事業、こちらで1.6億円の節減となっております。節減額の内訳といたしまし
ては、事業費の中でございますけれども、アドバイザーの派遣事業費で50名分の成功報酬を精算いたしまして、
3,500万円の減額となったと。あるいは、アドバイザーの派遣事業実施費といたしまして6,800万円の減額とな
りました。内訳といたしましては、活動管理あるいは活動支援、そういった支援が4,000万円の精算減に減額
となったということでございます。 
それから、流通アドバイザーの業務委任と特許流通アソシエート費ということで1,700万円、こういった費
用が精算減額できたということでございます。 
なお、他の精算対象の委託契約の種類といたしましては、特許情報活用アドバイザー派遣事業でございます。
それから、大学知財管理アドバイザー派遣、あるいは開放特許等の情報提供、国際特許流通セミナーの開催費、
こういった事業につきまして精算対象の委託契約ということになっております。 
それから、３つ目の予定数量の変動等、その他でございますが、4.4億円でございまして、内訳といたしま
しては、人件費、これは事業費に係る人件費でございますけれども、1.4億円の節減ということでございます
が、人件費の予算額につきましては、毎年度、約１％ずつの予算上減少になっております。一方では、職員数
は４年間で11名減少しておりまして、これは率に直しますと、約10％の職員数の削減という形になっておりま
す。平成19年の１月、平成18年度でございますけれども、業務移管がございまして、79名から111名という形
で増員になりましたが、現在は100名の職員数ということになっております。 
それから、公開特許英文抄録データ等作成（翻訳事業）でございますけれども、節減額は0.6億円。これは
公報の発行件数が減少したために実績が計画を下回ったというものでございますけれども、年度計画では34万
件のデータ作成を行う。実績につきましては30万3,486件ということで、86％の目標達成率でありました。た
だし、発行件数は減少いたしましたけれども、発行された全件数につきましてはデータを作成しております。
その意味では100％目標を達成したということが言えるのではないかというふうに思います。 
それから、資料の本票が、この資料の印刷物の１－１のほうの23ページにございますけれども、関連公益法
人等に対する情報開示の対象は、昨年同様、一般財団法人、日本特許情報機構のみでございました。特に同法
人との関係では、随意契約の見直しで改善が図られておりまして、平成20年９月に特許電子図書館、情報提供
事業について企画競争による契約を締結いたしました結果、平成21年度は競争性のない随意契約がすべて解消
いたしまして、件数ゼロ件、金額ともゼロ円という結果になっております。 
以上で、平成21事業年度の財務諸表等の説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 
 
早川分科会長  
ありがとうございました。それでは、続きまして、財務諸表に関する情報・研修館監事のご意見につきまし
て、所感等がございましたらご紹介いただきたいと思いますので、原田監事からよろしくお願いいたします。 
 
原田監事 
 それでは、資料２－４の４ページ目から財務に関する監査の監査結果の概要をご説明申し上げて、それで財
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務諸表の31ページにある監事の意見書を述べさせていただきたいと思います。 
 まず、資料２－４の４ページですけれども、財務に関する監査結果の概要ということで、まず21年度運営会
議、通年で第１回から第10回において、全役員及び担当部長が出席のもとに各部の資金の収支状況の報告がな
され、報告事項の妥当性が確保されているということを確認いたしました。それから、第８期決算の監査です
が、決算スケジュール及び日程を確認し、現金預金、期末残高の実在性を検証いたしました。次に、第８期の
事業報告書、財務諸表、決算報告書等の妥当性及び開示の適正性を確認しました。それから、第９期の前期繰
越残高の正確性、及び月次取引記録の妥当性を検証しました。また、予算統制、予算執行と内部牽制、資金管
理、収支計画書の作成及び予算管理の適時性を検討いたしました。また、備品消耗品及び固定資産についてで
すが、会計記録に基づいて説明を受け、その管理の妥当性を確認しました。予算管理の規定への準拠性と実効
性について検討し、担当者と意見交換をいたしました。さらに、平成22年度の年度計画、特に予算について説
明を聴取し、意見交換を実施いたしました。 
 次に、後ほど説明させていただきます業務監査を含めた監事監査のまとめですけれども、監査結果としては
特に問題点として指摘した事項はありません。なお、監査の過程で担当者ベースで協議検討すべきであると思
われる事項は、その都度意見交換を実施しております。以上に基づいた監事の監査意見書を述べさせていただ
きます。 
 財務諸表の31ページになりますけれども、監事の意見書。私ども監事は、独立行政法人工業所有権情報・研
修館の平成21事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日までの）財務諸表及び決算報告書について監
査を行いました。独立行政法人通則法第38条第２項の規定による監事の意見は、次のとおりです。上記の財務
諸表及び決算報告書は妥当なものと認めます。平成22年５月25日、独立行政法人工業所有権情報・研修館、監
事、前田純博、同、原田忠昭。以上です。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの財務諸表のご説明に関しまして、ご意見、ご質問は
ございますでしょうか。どうぞ、お願いいたします。 
 
髙田委員  
資料１－２の最後の７ページのご説明をいただいたところで、最後に職員数のことについて触れておられま
したけれども、４年間で11名の削減をされたと。これは全体に対しては大体10％の規模であるということをご
報告いただきましたけれども、この11名の方の減というのは、何か事業の何らかの縮小とかといった変動によ
るものなのか、純粋に業務改善等、合理化の努力によって実現したものかという、その背景についてちょっと
教えていただけませんでしょうか。 
 
門平理事 
 業務自体が減少したということではなくて、実態といたしましては退職者の不補充という形で、一部派遣職
員としたりとか、あるいは法人内で努力をして、欠員をそのまま背負ったという対応でございます。 
 
髙田委員 
 わかりました。ありがとうございました。すばらしいことだと思います。 
 
早川分科会長 
 ほかにいかがでしょうか。それでは、ご質問等もないようでございますので、平成21年度財務諸表の承認の
決をとりたいと思います。情報・研修館の平成21年度財務諸表につきまして、ご承認いただけますでしょうか。 

 
（「異議なし」の声あり） 

 
早川分科会長 
 ありがとうございました。ただいまの議決によりまして、当分科会は平成21年度財務諸表を承認しました。 
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２．平成21年度業務実績報告及び業務実績評価について 
早川分科会長 
 それでは、続きまして、次の議題、平成21年度業務実績報告及び業務実績評価に移ります。今日ご審議いた
だきます業務実績評価は、７月29日に開催予定の経済産業省独立行政法人評価委員会に報告いたしまして、評
価委員会の審議を経て決定されるということになります。 
 それでは、情報・研修館より平成21年度の業務実績についてご説明をお願いしたいと思います。 
 
清水理事長 
 それでは、平成21年度のＩＮＰＩＴの業務実績報告に先立ちまして、私のほうから前座として、この私たち
が行った21年度の業務が、この次の私たちの将来の業務につながりそうなものを、私の独断と偏見が混ざって
おりますが、ピックアップして、資料２－１に書き上げておきましたので説明させていただきます。資料２－
１の２ページをお開きいただければと思います。 
ご承知のように、21年度は政権交代がございましたが、国が目指す方向、すなわち持続性のあるイノベーシ
ョン創世立国というところは不変でございまして、政策ニーズに適した事業という形で、括弧１から括弧３に
いたる３項目について事業をピックアップしてみました。 
まず、括弧１のイノベーションの推進でございますが、第１項目に書いてございますように、知財プロデュ
ーサーの試行的派遣というのを行いました。これは2008年に特許庁がプロ・イノベーションに向けた新知財政
策というのを公表いたしました。これに基づいて、イノベーションの入り口、すなわち国が資金を提供して、
大型の新しい産業をつくるための研究開発、これの企画段階から知財の専門家を派遣すると。これが知財プロ
デューサーの派遣でございますが、試行的に３つの研究開発構想に１人ずつ派遣いたしました。同時に、私た
ちのＩＮＰＩＴ内に研究会を設けました。これにはＮＥＤＯ、ＪＳＴ、いわゆる我が国のファウンダー、及び
産総研、大学、そして企業、こういう外部の有識者の方々に集まっていただいて、知財プロデューサーのあり
方その他を検討していただくと同時に、試行で派遣しておる知財プロデューサーのいろいろな事業に対してサ
ーベイすると、こういう体制を構築いたしました。 
次の括弧２の地域活性化・グローバル展開、これも国の大事な施策でございまして、各地域のリソースを集
結して、産学官の連携でイノベーション拠点をつくり、日本国が多様なイノベーション・エコ・システムを構
築しようという国の施策でございますが、ＩＮＰＩＴでは第２期の中期計画の目玉といたしまして、特許流通
アドバイザーの方々の蓄積したいろいろなノウハウを用いまして、地域の人材の方々にそれを移植する、特許
流通アシスタントアドバイザー制度というものを実行しております。幸いなことに、21年度、53名の方が地域
の人材として教育されまして、実際の技術移転、支援事業に加わっております。 
もう１つは、その最下段に書いておきましたが、特許情報システムとしてＩＰＤＬが世界に冠たる特許情報
システムに成長いたしました。ご承知のように、昨年度も１億2,000万件のアクセスがあるという膨大なシス
テムになりましたが、これは中国の特許文献英文抄録を加えたことによって、外国からのアクセスが非常に強
くなった。これは日本が科学技術情報その他でデジタル化が遅れ、かなり情報において世界から見劣りのする
国になってきておりますが、知財情報に関しましては、世界に先駆けてデジタル化を済ませて、こういう立派
なシステムをつくったと。これを足掛かりにして再起を図るということも可能かということで、今後が楽しみ
でございます。 
括弧３は、多様な知的財産人材の育成でございますが、これもＩＮＰＩＴは専門人材育成から学校教育支援
まで幅広く活動を開始しております。特に、その２段目に書いておきました実業高校・高専、こういう若い学
生さんたちに知財教育をするための支援をするということで、56校の学校が協力校として名を挙げていただい
ております。私も、この中間報告その他に可能な限り出ておりますと、この２、３年、非常な進歩が見られま
す。特に若い実業高校の先生方が、完成された知財システム、これを知識として教えるだけではなくて、同時
に学生さんたちの創造力、これをしっかりとスティムレートして、それで創造性をはかる尺度としてこの知財
システムを使おうと、魅力的な教育システムをつくり上げております。この事実を６月５日に開催された、例
の産学連携サミット、もう名前は変わりましたが、いわゆる京都会議でワークショップを開いて、この先生方
に参加していただいて説明をしていただいたところ、会場からは大学の先生あるいは文部省の元局長、その他
の面々の方から挙手がありまして、非常にすばらしい、こういうことをやっていくということが大事なんだと
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いう言葉をいただきました。 
次に、３ページでございますが、この項は顧客満足度重視のユーザーフレンドリーな業務でございますが、
これは私どもが特許庁の総合サービスセンターの役割を負っていることから考えますと、当然サービス機関と
しての組織ＩＱを常に向上するように努力するということでございまして、書き上げるほどのことではないん
ですが、括弧１から括弧３までの項目について事業努力をいたしました。特に括弧２の真ん中に書いてありま
すインターネット出願一本化というのが、特許庁がこの４月に実行いたしました。これは大変な変革でござい
まして、混乱すると非常に影響が大きいということで、１年前から特許庁とＩＮＰＩＴが協力して、混乱を起
こさないようにということで、全国説明会等の努力をいたしまして、めでたく４月に、さしたる混乱もなく、
インターネット出願一本化が達成できました。次に、４ページでございますが、これは契約の見直し等でござ
いまして、長谷川部長のほうからこの後にご説明いたします。 
こういう活動から、最後の５ページに今後の課題と言いますか、私たちがやらなければならないような事業
というのを書き並べてみました。新たなニーズへの対応ということで、昨年度、日本特許庁は中国及び韓国の
特許庁の長官会議で、３つの特許庁が持っているそれぞれの人材教育機関、すなわちトレーニングセンター、
これが協力して知財人材教育をブラッシュアップしようという合意に達しておりまして、それをベースにしま
して、21年度、私たちＩＮＰＩＴと、韓国、中国は立派な施設も含めた大きなトレーニングセンターをつくっ
ておりまして、この３つのトレーニングセンターが協力しようということで、人材交換とＭＯＵを結ぶという
ことまで達しました。このことは、実は単なる知財人材のテクニックのブラッシュアップだけではなくて、科
学技術の国家間の連携のように、大学間の連携をつくることによって、二国間、三国間のそれぞれの問題を解
決するための拠点となる可能性があります。したがって、そういう形で少し力を入れていけるかなと考えてお
ります。 
次のプロ・イノベーションを支える若手人材の創造性教育でございますが、これは私も大学で30年間人を教
えていて、知識を教えるというのは非常に方法論も確立しているんですが、創造性を養うというのは、言うほ
ど楽ではありません。私、こちらの特許庁に来て、確立した創造性の尺度である知財システム、これはよく考
えると、私大学院のころに東工大の某ビッグプロフェッサーから、「特許というのは国が唯一認めた科学技術
情報だから、君たちはしっかり勉強しろ」と、こう言われたことを思い出しました。すなわち創造性の尺度を
確立された特許システムという知識で教えて、それと同時に創造性を教育すると。これは非常にリンクができ
る話で、大学院から幼稚園まで、やろうと思えばできる話で、イノベーション創造立国を目的とするならば、
こういう教育システムをさらに確立する必要があると思います。 
その次の多様なイノベーション・エコ・システムを完成するというのは、これはもう私が言うまでもないこ
とでございますが、各地域のプロジェクトの評価委員などを務めていきますと、知財人材の地域格差ほど大き
な格差はないと。したがって、地域のイノベーション拠点をつくるのであれば、国は何らかの形で知財人材を
しっかりと補給しなければ、これは絵空ごとになってしまうということで、強調点に挙げておきました。 
２の業務の一層の改善というのは、まさに私たちＩＮＰＩＴが特許庁とユーザーである国民のインターフェ
イスとしての役割を持つ以上、ユーザーの声を正確に特許庁に伝えるとともに、そのレスポンスを迅速にサー
ビスに反映する。いわゆるサービス機関の組織ＩＱを常に向上させるよう努力してきたつもりでございますが、
さらにこれを拡張していきたいと、こういうふうに考えております。早口で恐縮でございますが、時間があり
ますので、このようなことを私のひとり言として聞いていただければと思います。 
 
早川分科会長  
ありがとうございました。引き続き、長谷川総務部長、お願いいたします。 
 
長谷川情報・研修館総務部長 
 では、21年度の事業実績につきまして、簡単にお話申し上げます。資料は、基本的にはこの概要の２－２と
いう横長のものを使わせていただきますが、一、二の案件につきまして、細かい資料で恐縮ですが、２－３と、
それからこちらのクリップどめの別紙の一部に言及をさせていただくつもりでおります。基本的には２－２で
説明させていただきたいと思います。 
 主だったところをかいつまんでお話をさせていただきますけれども、まず、１枚あけていただいて、業務運
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営の効率化ということでございます。まず括弧１、毎年業務量の変動に伴う諸般の見直しというのは実施をし
ておるわけでございますけれども、21年度につきましては、そこにございますような大学アドバイザーについ
て、あるいは閲覧室の利用者が減少しているということ等に対応して、スペースを研修等のほうに振り向ける
といったようなことをいたしております。それから、地方閲覧室につきましては、今年度、22年度末までに閉
めるということになっておりますけれども、21年度につきましては、過去の利用状況にかんがみまして、まず
広島につきまして閉室を行っております。 
 括弧２でございますけれども、外部の人材の能力で対応すべきところというのは、先ほど髙田先生のご質問
もありましたけれども、そういったところを含め、外部の方のお力を借りられるところはそうした方々にお願
いをする。それから、独法の整理合理化計画等に基づきまして、一部研修事業につきまして民間競争入札を行
い、民間の方のお力をお借りをしているといったようなことでございます。 
 ２つ目、業務運営の合理化でございますが、特許庁のほうでいわゆる「業務システム最適化計画」を進めて
いらっしゃいます。若干スケジュールが延びているようですけれども、当方の総務部にシステム調整担当を置
いて、そういったことを含め諸般の対応に当たっております。それから審査官端末、特許庁審査官がお使いの
端末と同じスペックのものを導入をするといったようなことをいたしております。 
 それから、次のページで、業務の適正化ということでございますけれども、まず括弧１で経費の節減・削減
というのに努めておるところでございますけれども、前年度比で管理費が4.7％、業務経費が3.2％の減という
ことになっております。先ほど理事がちょっと申し上げましたのと重複して恐縮でございますが、一種悪い話
ではございますので、もう一度業務経費につきまして少しお話をさせていただきます。 
細かい資料で申しわけないんですが、資料２－３というのがございますが、この２ページ目に、経費につい
ての計画なり目標なりという記載がございます。それで、平成21年度の年度計画につきましては、業務経費は
前年度比４％程度の削減というふうに書かれております。これに対して、結果3.2％ということでございまし
て、４％程度、とはちょっと言いにくいというところで、これは数字としては達していないということになる
かと思われます。ただ、ちょっと言いわけじみて恐縮ですが、この表を横に見ていただきますと、中期目標と
中期計画の欄では、管理費とそれから業務経費と微妙に書き方が違っておりまして、管理費は毎年度平均で前
年度比３％以上の効率化。それに対して、業務経費は期間中平均で前年度比４％程度の効率化と、こういうふ
うに決まっております。こういう書き方で、これを単年度の計画を作るときに、管理費のほうはいいんですが、
業務経費のほうは、期中平均という言い方になっているので、多少その辺が落とし込みにくかったというのが
ございまして、単年度の21年度の計画で単に４％程度の効率化ということになっております。今にして思えば、
期間中平均で４％程度の効率化を達成できるような削減、とすべきだったのかもしれないんですが、いずれに
いたしましても、21年度の実績としては単年度で下回ったということであります。言い訳がましくて恐縮です
が、一応18年度から21年度までの平均を試算をしますと、現状4.3％の減ということでございますので、中期
目標・計画との関係では今のところラインから大きく外れてはいないのではないかというふうに思っている次
第でございます。 
 ちょっと横道が長くて恐縮でございますが、この際、年度計画との関係で、あと達成に問題ありという点を
まとめてお話をさせていただきたいと思います。１つはこちらの概要の５ページにございますけれども、上の
ところに、これも先ほど理事が言及いたしましたが、英文抄録につきまして、目標34万に対して30万余りとい
うことでございます。これはもとの公報の件数自体がそこまでいかなかったということで、出たものにつきま
しては全件作成をさせていただいたというのは、先ほど理事から申し上げたとおりでございます。 
 それから、もう１つございまして、これはこちらのクリップどめをした別紙という束をお手元にお配りして
あるかと思うんですが、その後ろのほうに、後ろから２つ目の資料で、別紙10という裏表の資料、ここに細か
く書いてございますけれども、かいつまんで申しますと、ｅラーニングの教材開発の関係でございます。これ
が、結論としては年度内に全部仕上がらなかったと、こういうことでございます。どういうことかと申します
と、お話しするのもお恥ずかしいようなことなんですが、簡単に言いますと、当初予定していた講師の方に断
られたり等々、講師との調整に手間取ったと。全体のスケジュールが遅れ、もろもろの作成のための編集作業
等々が立て込んで、年度内にこなし切れなかったと、こういうことでございます。 
このような場でどう申し上げたらいいか、ちょっと難しいところがあるんですが、私が聴取をし、認識なり、
判断なりしたところで言えば、担当しております当館のほうで、率直に言うと抱え込んだということかなとい
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うふうに認識をしております。決して、個人がだからどうだということを言うつもりはございませんし、まし
てやそもそも個人の責めに帰するとか、そういう話では、当然組織でございますので、ありませんので、申し
上げるまでもなく、組織として上の者は担当を信頼して任せるにせよ、随時状況を的確に把握しなければいけ
ないわけですし、担当は当然随時報告するとともに、特に悪い話というのは、これはよく言われることですが、
とにかく速やかに上げて善後策を講じる、あるいは判断を仰ぐということが当然でありますので、この件につ
きましては、法人内の会議等でも取り上げまして、改めてそういったことの徹底を図っているということでご
ざいます。いずれにいたしましても、全く弁解の余地のない話でございまして、委員の皆様方におわび申し上
げますとともに、特許庁さんにも改めましておわびを申し上げる次第でございます。なお、現時点での開発の
状況でございますが、今の資料10の裏に一覧の表がございます。一応最低限の利用はできるようになっており
ますが、その右側の欄にございますように、携帯端末に落とすという、そこの機能のところはまだ調っていな
いということで、７月中には何とかフル稼働の見込みという状況でございます。重ねておわびを申し上げます。 
 大変長く横道がなってしまいましたのが恐縮でありますが、達成できなかったという関連は以上の点でござ
います。それで、こちらの資料２－２に、申しわけございません、もう一度お戻りをいただいて、経費のとこ
ろ、２ページ目にお戻りをいただきますと、経費につきましては、先ほど申し上げたような数値の削減の状況
であります。 
 それから、経費関連で、ついでに人件費についても一言この場でお話しさせていただきます。３ページにご
ざいますけれども、人件費につきましてはその表にございます。単純に計算した前年度比ですと３％強の減と
いうことでありますが、基準との関係では所要の補正をいたしますと、そこに数字がございますが、10.4％ほ
どの減ということであります。それから、あと役員の給与、あるいは公務員との比較につきましては、先ほど
の束の別紙の２というところに細かい数字はございますので、後ほどご覧いただければと思います。役員につ
きましては、平均より若干下と。それから、公務員との比較につきましては、在職地域なり学歴なりを勘案い
たしますと、地域ですと99.1、学歴・地域だと100.8ということで、公務員前後ぐらいのところという結果に
なっております。 
 それから、以上が費用と言いますか、経費関係で、ちょっと２ページにお戻りいただきますと、契約の適正
化ということでございます。理事長が先ほど一言触れましたけれども、競争的な契約にできるものはなるべく
移行させようということであります。随意契約につきましては、20年度の14件から10件に下がったという結果
でございます。ちなみにこの14件というのは、昨年この場でお話を申し上げましたときには、実は15件に減り
ましたというご報告をしておりますが、その15件の中には１件、いわゆる不落随契という、こちらの落札価格
との関係で落とす人が出ず、そのため一番安い札を入れた者と条件に合わせて契約したものが１件含まれてお
ります。減らした実績にカウントするかどうかというところで、うんと減ったという感じに見えてしまうのも
どうかと、まあ１件ではありますが─ということで、一応今回は除いていますが、いずれにしましても、
21年度は10件になったということでございます。 
 契約の適正・公正を期するという観点から、いわゆる内部統制の一環として、従来からそこにございますよ
うな契約審査委員会等、内部でもろもろの審査の対象をとっておりますけれども、21年度におきましては、政
府のご方針もありまして、これに加えまして契約監視委員会というのを設置いたしております。当館の監事お
二方に加えまして、外部の方、学者さんと弁護士さんとユーザー企業の方ですが、このお三方、計５名の委員
会をつくりまして、契約がちゃんとなっているか、随意契約であるとか、あるいは競争しても１社応札のもの
について何か問題がないか、改善等々の余地がないかということについて詳細なご検討をいただいたところで
ございまして、これにつきましては、今現在も引き続きその結果を踏まえまして、関連の契約に関しまして
個々の対応をとっているという状況にございます。 
 なお、随意契約が先ほど10件ほどあるというふうに申しましたけれども、残っておりますのは、例えばコン
ピューターシステムの関係で、当初手がけた人でないと対応ができないといったようなもので、移行可能なも
のについてはもう極力移行したという認識をしているところでございます。 
 それから、先ほど１者応札ということを一言申しましたので、念のため申し上げますと、１者応札につきま
しては、前回は件数ベースで競争入札の37％余りであったものが、今回は17％弱。それから、企画競争では
23％余りだったものが今回は7.7％ということで、減少傾向にあるということであります。当館の場合、内容
的に、求める内容が専門性が高い等々、なかなか事業者の手が挙がりにくいという面もあるかとは思っており
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ますが、先ほどの監視委員会からいろいろなご指摘、アイデアもちょうだいしておりますので、引き続き競争
性をなるべく高める方向で改革を図ってまいりたいというふうに考えている次第でございます。 
 あとは、２ページ目ですと、真ん中、契約の締結状況につきまして所要の情報をホームページを通じて公表
し、一般の方であってもチェック可能なようなことにしておるといったようなこともいたしております。 
 それから、括弧３、内部統制でございます。これは契約につきましては先ほど委員会の設置等々申し上げま
したけれども、その他、そこにございますように、監事の方に毎月定期的な監査をしていただいている。ある
いは、個人情報保護法ですとか、セキュリティポリシー、つくったものでありますけれども、そういったもの
に基づいた対応というのをとっているところでございます。３ページ目、人件費は先ほど申し上げたとおりで
あります。 
 それから、４ページ、情報提供でございます。ＩＰＤＬの検索は引き続き伸びているということでありまし
て、ユーザーの方のご意見も踏まえつつ、21年度ですと中国関連の情報も掲載したり、あるいはユーザーのご
要望のあった検索のnot機能、検索する際にこれとこれを含んでいて、かつあれは含まないという、その「含
まない」というのもできるような機能を加えるといった機能の拡充に努めているところであります。 
 それから、次の５ページであります。情報交換につきましては、数字はそこのとおりでありまして、英文抄
録につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。括弧３もそこにございますように、引き続きデータ
の追加、機能向上等をいたしているところであります。それから、一番下の特許連想検索試験システムでござ
いますけれども、これは特許独特の用語ではなく、大学の方なんかが通常お使いの言葉での検索が可能になる
ようなシステムをつくろうということで試験をしているところでありまして、これにつきましてはその状況の
取りまとめをしたということであります。こういった機能につきましては、特許庁のほうで新検索システムに
も備えようということでやっておられるということでありますので、今後、もし私どもでお力になれるようで
あれば、そういった機能向上等にご協力をさせていただきたいというふうに考えているところであります。 
 それから、６ページでありますけれども、閲覧業務です。広島閲覧室は閉めましたけれども、引き続き他の
地方の閲覧室を含め、業務をしているということであります。サービス自体は、もちろん閉めるという作業は
別途いたしますけれども、提供している限りにおいては引き続き所要の機能向上、あるいは利用の普及という
ことに努めているところでございます。それから、図書整備につきましては、これは引き続き収集をし、リス
トの更新等々も行っているということであります。次の７ページ、相談業務でございますけれども、迅速な対
応に今後とも努めていくというところでありまして、それとサービスの向上あるいは相談事業自体の効率化を
図ろうという観点から、サイトを開設して、ＦＡＱをごらんいただけるようにするといった、こちら側から情
報を発信していこうという試みも行っているところであります。 
 次に、８ページ、流通業務でございますけれども、実績はそこに数字があるとおりであります。アドバイザ
ーにつきましては、自治体のほうに仕事を移していこうということで、育成中、あるいは一部既に育成を終わ
った人についてはご活躍をいただいているということでございます。もちろん独り立ちしていただいて、あと
は基本的にはおゆだねするわけですけれども、その後も円滑にお仕事をしていただけるように、例えばケース
スタディを取り入れた研修等を企画いたしまして、ご参加をいただいているといったことでございます。 
それから、９ページですけれども、開放特許情報につきましても引き続き提供等の業務をやっておりますけ
れども、つけ加えますと、バイオ関係でリサーチするデータのデータベースの構築をして、運用を開始してい
るということであります。それから、流通関係で取引事業の育成という、括弧３でございます。もろもろのデ
ータベースへの登録、それから、セミナー、シンポジウム、ビジネス市等々イベントもいたしておりまして、
ビジネス市につきましては、自治体がおやりになるものへ当方からノウハウ等を含めた協力も実施をしている
ところでございます。それから10ページ、流通関係の調査ですが、これはいずれもテーマはごらんのとおりで、
成果は公表済みということであります。 
 それから、11ページ、システム関連業務でございますけれども、もう九分どおり電子出願ということで、引
き続き所要のソフトウエアの改正、改造等を行っているわけでありますが、先ほど理事長のほうから申し上げ
ましたが、今回インターネット出願への一本化というのがなされました。これについては、後のほうでも出て
くるんですが、全国47都道府県すべてで説明会を行いました。それから、従来のＩＳＤＮ出願のユーザーの方、
１万件ほどでありますけれども、そちらにお知らせを差し上げるといった対応をとりました。おかげさまで特
段の混乱なくインターネット出願一本化ができたというふうに認識をいたしております。括弧３、４の審査・
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審判データ等、実績は記載のとおりでございます。 
 それから、研修関係、人材育成関係でございます。括弧１、特許庁職員の皆さんに対する研修でありますけ
れども、これはもちろん特許庁さんの研修計画に基づきまして所要の研修を行っている。そこにございますけ
れども、なるべく実務実習を取り入れるとか、弁理士の方にご参加いただくとか、なるべく実践的な能力を高
めるということにご協力をさせていただいているということであります。それから、サーチャー研修、これも
所要の内容の見直しを行っております。 
 それから、13ページですけれども、その他幅広く人材育成に関する仕事をいたしております。主だったもの
はそこにあるとおりでありますけれども、幾つか申し上げますと、一番上、中小ベンチャー向けということで、
これはもちろん我が国の産業をいろいろな意味で活性化していく上でも重要ということで、そもそも知財とは
何ぞやとか、どうやって特許を取ったらいいのか、というベーシックなところは特許庁、あるいは経産局を通
じてなり、よそ様でもいろいろやっておられますけれども、当館としては、差別化とまで言えるかどうか、ち
ょっとわかりませんけれども、当館らしいものとして、従来から特許侵害警告模擬研修というのを実施してい
るところでございますけれども、今回これに加えまして、知的財産権活用検討研修、権利は取ったんだけれど
も、どうやって使ったらいいのかとか、あるいはどうも何か侵害されているようなんだけれども、どう立ち向
かったらいいのか、そういったような視点からの研修というのを新設したところでございます。それから、関
係機関との連携ということで、２つ目のポツというか、四角のところで、２つ目に知的財産教育協会と連携を
して、そちらでやっておられます知的財産管理技能士という資格についてのフォローアップ研修というのを昨
年始めたところでございますけれども、参加者の皆さんのご意見も踏まえて、多少の手直しをしつつ、21年度
につきましては大阪を含めて３回の実施をしたということであります。また、関係機関とくくっていいかどう
かちょっとあれですが、海外の皆さんからの人材育成のご関心も高いというのもありまして、中国、韓国等と
の情報交換等も実施をしているところであります。それから、14ページですけれども、ｅラーニングにつきま
しては、先ほどちょっとお話をしたところでありまして、ざっくり「８コンテンツの開発」と書いてあります。
実際開発は半分ぐらいやっているんですが、間に合わなかったというのは先ほど申し上げたとおりであります。
重ねておわびを申し上げます。それから、15ページでございますけれども、括弧５、大学支援ということで、
アドバイザーを引き続き派遣ということと、先ほど理事長からも話が出ましたけれども、試行ということで、
知財プロデューサーの派遣というのも実施をしております。括弧６の教材等々につきましては、先ほど理事長
から申しましたものと、そのほかパテントコンテストというのを従来やっております。そのデザイン版のコン
テストにつきましても、21年度は本格的に立ち上げたというところでございます。 
それから、16ページですが、財務内容でございます。監査につきましては、監査法人、それから先ほどの監
事の監査といった監査をしていただいているところであります。予算の効率化、自己収入の確保、ということ
で、効率化については削減等々先ほど申し上げましたけれども、自己収入のところで、外部向け研修について
新たな有料研修云々というふうにございますけれども、特許侵害警告模擬研修自体は、先ほど申し上げました
ように、従来からある研修でございますけれども、当館としてはもっぱら中小企業あるいはベンチャーを念頭
に実施をしているところでございまして、無料だったんですが、実際には大企業の方からもご関心ありという
ことで参加のご希望がある場合がございます。空きがあればご参加をいただくということをしていたんですが、
もともと、さっき申し上げましたようなことで、お金をちょうだいすることになっていなかったんですが、大
企業の方からはちょうだいしてもいいのでは、ということもありまして、新たに、この研修自体は有料だけれ
ども中小企業の方は無料、という形にさせていただきました。もちろん中小企業の方、あるいはベンチャーを
念頭という研修の性格自体を変えたわけではございませんで、ごくささやかではあるんですけれども、少しで
も自己収入を確保したいという努力というふうに見ていただければと思っております。 
それから、17ページですけれども、ユーザーフレンドリーな展開ということで、引き続き夜まで相談を受け
ているとか、先ほど申しましたところもありますけれどもインターネット出願一本化への対応。あと、資料に
緑の紙のような写真があるかと思いますが、これは、閲覧室をご利用になる方で、ご希望がある場合には、あ
らかじめお名前・ご連絡先等をご登録いただいた上で、その緑色の利用者証というのを発行するようにいたし
ました。これをお持ちいただいてご提示いただきますと、かつては毎回、名前とかをいちいち書かなければい
けなかったのを省略、それから、特許庁のご了解をいただきまして、庁舎に入る際の手続につきましても、こ
の番号のエントリーでいいということで、若干の緩和といいますか、手続の簡素化といったことを導入したと
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ころでございます。あと、特許庁との関係でございます。人事交流はもちろんでございますけれども、幹部の
皆様との意見交換会あるいは当館に寄せられました相談、中には苦情のようなものがございますけれども、主
だったものはご参考までにご提供しているといったことであります。次の18ページ、広報・普及ということで
すけれども、ご存じのとおり、広報は取り巻く状況はなかなか厳しいわけでございますけれども、メディア、
イベントを介したもの、あるいはメール配信等を通じまして、普及に努めているということであります。 
最後のページ、人事でございます。これはご案内のとおり、平成19年の業務移管後も引き続き業務の状況を
見つつ、適正な配置に努めているということでございます。 
ちょっと駆け足で、なおかつ時間がかかりまして申しわけありません。概略は以上でございます。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございました。詳しくご説明いただきました。それでは、原田監事のほうから業務監査の
結果についてご紹介をいただければと思います。 
 
原田監事 
 それでは、また資料２－４をごらんください。１枚めくってもらって、１ページ目からお話しさせていただ
きたいと思います。 
 これは先ほどの財務監査も含めての説明になります。まず、年度監査方針ということで、監事監査要綱と同
実施基準に基づく業務及び会計の適正性、効率性の監査ということですが、まず平成21年度監査方針及び計画
書を作成すると。なお必要に応じて臨時監査も臨時監査計画書を提出して実施すると。次に、独立行政法人整
理合理化計画における随意契約の適正化を含めた入札、契約状況、給与水準、内部統制の状況及び情報開示の
状況について厳格なチェックを実施すること。また、すべての運営会議に出席し、業務及び財務の執行状況を
監視する。また、監査計画書に基づき、定期監査を実施し、監査に当たっては効率的な監査を心がけて監事同
士連携し、監査業務を分担して意見の調整を図る。そして、監査実施状況及び結果を理事長へ報告するという
ことを監査方針といたしました。 
次のページなんですけれども、定期監査計画書ですけれども、監査対象事業年度は第８期（平成20年度）及
び第９期（平成21年度）であります。監査実施期間は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までとします。
監査実施時期ですが、毎月最終週火曜日を基本としました。次に、監査項目ですが、１業務に関する監査、こ
れは第８期の業務達成状況、それと第９期の業務運営状況、内部統制の把握、リスク管理等でした。次に、会
計に関する監査は、第８期の決算状況と第９期の会計記録の妥当性、備品消耗品固定資産の管理、予算管理等
でした。随時の監査計画としましては、第８期（20年度）の決算書類の妥当性の監査及び監査報告書を作成す
ることでした。 
次のページの３ページですが、業務に関する監査についてご説明いたします。21年度運営会議、通年で第１
回から第10回に出席し、各部の業務実施状況、業務統計、資金の収支状況等の報告を受け、議事・報告事項の
妥当性を確認しました。また、第８期の事業計画達成状況、第９期の運営方針、重点施策及び課題について検
討しました。次に、20年度の事業計画達成状況等の自己評価シートを査閲し、第９期事業計画への反映等を確
認しました。第８期の契約、特に１者入札の状況及び情報開示の妥当性を確認しました。また、役職員等の給
与水準の妥当性を確認しました。それから、内部統制構築の現況を把握しました。情報公開・個人情報の保護、
情報セキュリティー管理及びリスク管理を確認しました。また人事政策、職員への研修、人材育成、健康管理
等を確認しました。なお、管理職に対して行われているメンタルヘルス研修につきましては、一般職員へも拡
大すべきではないかと指摘し、現時点ではそのように改善されております。 
 次のページです。次に、委託事業の実施状況と管理方法についてですが、その妥当性を確認しました。また、
ユーザーからの改善要望について、次期年度計画への反映方針を検討しました。事業達成状況と契約の実施状
況を確認し、事業実施状況の妥当性と成果の評価について確認しました。それから、平成22年度の年度計画に
ついて説明を聴取し、意見を交換しました。以上、業務監査結果の説明を終わります。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございました。委員の皆様からは、事前に業務実績に関するコメントをいただいておりま
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すので、その点について、評価方法とあわせてご紹介いただけますでしょうか。 
 
井上情報・研修館室長 
 それでは、私からご紹介させていただきます。まず、資料２－５をごらんいただきたいと思います。こちら
については、もう既に採点をいただく過程で事前にご説明をさせていただいておりますので、変更点のみご説
明いたします。資料３枚目でございます。３－２と書いてあります総合評価のところですけれども、括弧２の
部分、サービスの質の向上に関する事項ということで、従来から50％の割り当てがあるわけですけれども、こ
こは予算及び人員のウエイト付けによって毎年度見直してございます。情報提供については34.1％。昨年、20
年度のときは33.8％でしたが、若干ここは上がっています。それから、流通のところは、20年度は8.3％でし
たけれども、8.2％。それから人材育成のところにつきましては、20年度は7.9％でしたけれども、7.7％とい
うことで、こちらはそういうウエイト付けに配分が若干ながら変更になってございます。 
 それから、次のページでございますけれども、アンダーラインがついているところがあるかと思います。こ
ちらについては、今年度、21年度の評価における重点的なところということでございまして、そのためにアン
ダーラインを付させていただきました。法人の長のマネジメント、内部統制の取り組み、監事監査の取り組み
状況や妥当性等、そのほかアンダーラインをしている部分が重点事項ということでございます。 
 それでは、時間もおしておりますので、事前評価のコメントというところにつきましてご紹介をさせていた
だきたいと思います。こちらについては資料２－６をごらんいただきたいと思います。資料２－６につきまし
ては、今後この分科会の審議を経まして、親委員会と言いますか、経済産業省独立行政法人評価委員会の審議
に共通的に使用されるシートとなります。事前にコメントをいただいた点を現在反映しておりますけれども、
この分科会を経て、また加えていくということもあろうかと思います。それでは、かいつまんでご紹介をさせ
ていただきたいと思います。 
 まず、総合評価の点でございますけれども、これは資料の１ページ目でございます。事前コメントの欄、明
朝体文字のところをごらんいただきたいと思います。ＩＮＰＩＴの第一の使命である日常業務の着実な遂行を
完璧に行っている点を高く評価したい。また、社会の今後の変化に迅速に対応するための施策を次々に準備・
実施しており、この点についても役員、職員の真摯な取り組みに敬意を表する。それから、本来のミッション
に照らして、質の高いサービスが効率的に提供されており、幾つかの業務は既に成熟の域にある。今後は、次
期中期目標・計画期間を見据え、未成熟な領域、知財を活用した目に見えるイノベーションの創出等、をどの
ように成長させるか、踏み込んだ検討と実行が求められる。全体を通じて、堅実かつ効率的な運営がなされて
いる。中でも、公報等閲覧を中心とする充実した情報提供業務及び特許庁との連携に基づく質の高い研修・講
習会による人材育成業務は、いずれもユーザーから好評を得ているところから、ＩＮＰＩＴならではの基幹業
務として高く評価できるとともに、将来にわたるさらなる質・量の充実が期待されるといった総合評価のコメ
ントがございます。 
 それから、２ページ目でございます。個別項目別評価ということで、業務運営の効率化という点でございま
すが、こちらについては、ちょっと上の段をごらんいただきたいと思います。制約の多い中、地道な努力によ
って効率化を図っている。コスト削減や内部統制、運営会議への監事の参加による牽制機能の発揮等、競争入
札の活用など、適正に業務運営の効率化が図られている。公報閲覧業務の効率化、人件費、契約の適正化とい
った重要項目において、前年度に引き続き見るべき成果を上げている。 
それから、少しちょっと下になりますけれども、個別の点でございますが、１の業務の効果的な実施という
ところでは、公報閲覧室の利用者数減少に伴う設置機器台数及び閲覧室の整理等により、確実に閲覧業務の適
正化及び経費削減を図っているといった個別項目等もございます。 
 それから、少しページをめくっていただきまして、５ページ、一番下の事前コメントのところですけれども、
競争入札といえども問題は発生する、ＩＮＰＩＴの取り組みを聞きたいといったコメントもございました。 
 それから、さらにページをめくっていただきまして、13ページ以降がサービスの質の向上ということで、そ
れぞれ情報提供、流通、人材育成と分かれてございますが、まず13ページ、情報提供でございます。評価のポ
イントのところをごらんいただきたいと思います。ニーズにこたえて着実な成果を上げている。大学等におけ
る研究支援を目的とした施策やニーズに対応したＩＰＤＬの機能向上などを中心として高く評価できる。ＩＰ
ＤＬ運用や相談業務に関連するＦＡＱ提供など、質の高いサービスが提供されている。連想検索システム開発
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は意欲的な取り組みであり、実証試験結果を踏まえた今後の展開に期待したい。 
 それから、少し下のほうになりますけれども、事前コメントのところ、中ほどをごらんいただきたいと思い
ます。ＩＰＤＬ講習会を全８回開催し、171名の参加とあるが、中小・ベンチャー企業や大学若手研究者の数
からすると少々少ないように感じるが、どのように自己評価されているかといったコメントもございます。 
 それから、次のページを少しめくりまして、15ページの中ほどでございます。２．公報等閲覧業務のところ
でございますが、特許審査官端末の増設とその活用のための講習会の実施は、検索の効率、精度を高める上で
有効な措置として評価。閲覧用機器の利用度に応じた設置台数の見直し、閲覧室の整理などが的確に実施され、
経費節減に貢献しているといった、少し踏み込んだコメントもございます。 
 それから、次の17ページでございますが、相談業務のところでは、相談業務の使い勝手、及び迅速性はユー
ザーの満足度も高く、評価できる。ただし、商標出願業務、動画の有効性（動画にする必要性、わかりやす
さ）は要検討といったコメントもございました。 
 それから、少しページをめくっていただきまして、20ページでございます。こちらは流通事業についてです。
評価のコメントとして、上段のところですが、アドバイザー人数減を勘案すると、成約件数は例年と比して遜
色ないレベルにある。これまでの流通事業の実施状況を踏まえて、次期中期計画期間の取り組みの方向性をし
っかり議論する必要がある。将来を見据えた展開をしている。特許流通促進のための取り組みが十二分になさ
れていると評価できるといったコメントがございます。 
 それから、20ページの下のほうですけれども、ゼロベースでの見直しを検討しているとのことだが、中小企
業の活性化という意味ではぜひ続けるべき。中小企業のグローバル化が日本の生き残る道。グローバル化にお
いて知財戦略は必須であるが、知財に関し、ひとり立ちできる中小企業は少ない。特許庁のノウハウを活用し
たサービスが今後とも必要といった、踏み込んだコメントもございます。 
 それから、次の22ページでございます。中ほどですが、国際特許流通セミナーはニーズに的確に対応した企
画であり、評価も高いと。他方、その下ですけれども、特許ビジネス市の開催ノウハウを自治体等に提供する
のに合わせて、ビジネスプラン作成支援等を行っているのは非常に重要な活動であると思われる。また、本取
り組みを今後どのように発展させるかを検討するに当たり、知財流通支援が民間企業のビジネスとして実施さ
れる可能性がどの程度あるのか検証も必要ではないかといった、踏み込んだコメントもございます。 
 それから次に25ページ、こちらからは人材育成でございます。評価のポイントのところをごらんいただきた
いと思います。事前コメントというところですが、ニーズに合わせた積極的な施策がなされており、大きな社
会貢献をしている。研修受講者からの評価も高いことが注目される。特許庁職員、調査業務実施者など各必要
分野の人材を育成する事業が堅実に実施されており、受講者の満足度も高いことから、質・量とも高く評価し
たい。保有するノウハウを活かして、民間企業に対して適切に研修機会が提供されている。中小ベンチャーは
自前での研修が困難と思われるため、このような行政施策は必要と考えられる。 
 それから、少しページが進みまして、32ページが財務内容についてです。こちらは評価のポイントのところ
ですが、それほどコメントはございませんが、着実に実施している、堅実と評価できる範囲、特に大きな問題
は見られない、研修受講料収入の増加は評価できるといったコメントがございました。 
 それから、最後のその他の項目ということですが、こちらは36ページでございます。事前コメントの欄、評
価のポイントのところです。ユーザーのニーズをよく把握してそれにこたえている。総じてＩＮＰＩＴのサー
ビス向上のための施策が十分になされている。中国の偽物、自主創新政策に対抗していくために知財はもはや
国防のかなめ、中国に対する戦略で、特許庁にも、ジェトロにもできない何かできないかと、こういったコメ
ントもございます。事前コメントは、少し省略しました点もございましたが、以上でございます。 
 
早川分科会長 
 ありがとうございました。それでは、今から情報・研修館の21年度評価の審議となりますので、情報・研修
館の皆様にはいったん退出していただくことになりますけれども、その前に情報・研修館の皆様に伺っておき
たいこと等ございますかと思いますので、ご質問がございましたらお願いいたします。髙田委員、どうぞ。 
 
髙田委員 
 資料２－２の、私は評価コメントのところに質問めいた形でコメントをさせていただいていたんですが、２
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－２の４ページですね。ＩＰＤＬに関してのところですけれども、講習会を土日にも開催しておられるという
ことで、これは大変すばらしいことだと思います。ただ、参加人数をよく見ると、８回で171名というのが、
若干少ないようにも見受けられまして、この点についてはどのようにお考えか。潜在的にはもっと需要が格段
に大きいのではないかと。そこにはそうするともう少し宣伝と言いますか、周知をうまくやるといった努力の
余地もあるのかなというふうに感じたんですけれども、この辺はどのように自己評価をしておられるか、ちょ
っとお聞かせいただけますでしょうか。 
 
早川分科会長 
 お願いします。 
 
長谷川情報・研修館総務部長 
 ありがとうございます。周知の努力につきましては、引き続き努めてまいるということでございますけれど
も、実態は、開催案内を出しますと数日で席は埋まるという状況でございまして、大変ご利用いただいてあり
がたいと思っております。ご指摘がありましたように、もっと潜在的にはご希望の方、あるいは習熟していた
だくことが大変ためになる方というのはいらっしゃるはずなので、お応えできればとは思っているのですが、
他方、これはキャパシティーの問題がありまして、これは実際に誰がやっているかというと、当法人の担当部
局の職員が講師となっているんですが、以前は、多少余裕のあるときは閲覧室で指導をしている者とうまくロ
ーテーションを組んだりとかしていたのですが、閲覧室も利用状況にかんがみて人を減らしたりもしておりま
すので、現状では担当部局の中で本件を扱っている者が４名いるのですが、閲覧室をカラにするわけにはいき
ませんので、そうすると最大３人しか講師が送れない。案件の性質上、３人でお世話できる人数となりますと、
設備を設営してということも考えますと、20名余りが現実的なところかと。年８回ということなんですが、職
員をそういう形で割いている関係で、３月に２回という勘定になりますが、年度末とか、予算とか、繁忙期も
あるとしますと、事実上ほぼ月一回に近いペースでやらせていただいていると思っておりまして、なかなかご
期待に添えなくて、なおかつ泣き言であって、全然答弁になっていないのですが、まだ何か工夫の余地があれ
ばやっていきたいとは思っておりますけれども、現状はそういうことであります。 
 
髙田委員 
 わかりました。ありがとうございました。 
 
早川分科会長 
 １回20名ぐらいの参加を募っていると、そういうことですね。それで８回ということ。 
 
長谷川情報・研修館総務部長 
 それでほぼ埋まっているということでございます。 
 
早川分科会長 
 そうですか、わかりました。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 
 
松田委員 
 ｅラーニングコンテンツについてお伺いしたんですけれども、資料でいうと２－２の14ページ、あと別紙10
のあたりになるかと思うんですが、このｅラーニングコンテンツを提供された結果等についてのリサーチと言
いますか、どのぐらい活用されているか。それから特に、携帯型端末用のコンテンツも作られていると。私は、
これはＰＣ用のものを作れば、そのまま何かすぐに携帯用のものも作れるのかなと思っていたんですが、別紙
10を見ると、ＰＣ用コンテンツを提供してから携帯型のコンテンツを提供するまで、結構手間ひまがかかって
いるようなので、こうなってくると、結構携帯型端末用のコンテンツを提供する意義と言いますか、どのぐら
い活用されているのか、というのが大変気になってきまして、その辺の何かデータ等がございましたら教えて
いただきたいなと思うんですけれども。 
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長谷川情報・研修館総務部長 
 数字が今手元にございませんが、把握はしておりますので、後ほどご報告をさせていただきたいと思います。
申しわけありません。 
 
松田委員 
 よろしくお願いします。 
 
早川分科会長 
 ほかに何かご質問等ございませんでしょうか。では、よろしいでしょうか。それでは、これ以上ご質問はな
いようですので、情報・研修館の方々には、いったんご退室いただくということで、お願いいたします。 
 

（情報・研修館 退室） 
 

早川分科会長 
 それでは、これから業務実績に対する評価を行いたいと思います。特に強調したい点、あるいは委員限りで
議論したい点など、忌憚ない点をどうぞお出しいただければと思います。ここでの議論を踏まえて、事前にい
ただいたコメントに適宜修正等をお願いしたいと思います。項目ごとにご議論いただければと思います。項目
というのは、業務運営の効率化、それからサービスの質の向上のうちの情報提供、流通、人材育成、それから
財務内容の改善、その他という順番でとりあえずいきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 
 それではまず、業務運営の効率化の点ですけれども、これについて何かご意見、ご議論等ございましたらお
願いいたします。特にこの業務運営の効率化の点ではございませんでしょうか。何かありましたら。よろしい
ですか。 
 それでは、もしありましたら、また後で戻ることにいたしますが、何かございますか。どうぞ。 
 
生方委員 
 １点、コメントの中に書かせていただいたんですが、競争入札というのもいろいろな問題は挙がっていたと
思うんですが、ＩＮＰＩＴとしての取組に特別なものが何かあるか聞きたいということをちょっとお伺いした
いのですが。 
 
広実総務課長 
 今までは随意契約イコール悪だということで、数値目標みたいな形で随契を減らし、競争入札比率を高める。
企画競争、総合評価方式の競争入札という、そういう流れがあったのですが、他方、最近はそういう単純な議
論でもないだろう、と。やはりクオリティもあれば、そこしか供給できない、そういう財・サービスもあると。
それをいたずらに形だけそろえて競争入札するのはいかがなものかという、そういう議論も出ている。ただ、
他方でまだやはり競争入札を増やそう、と全体的にはまだ随契からの脱却が済んでいない部分もありますので、
そういう部分もあるんですが、他方、合理的な考え方でそれぞれの財・サービスの性質に応じて合理的な調達
を、というものが出てきている、こういうような状況です。 
 
早川分科会長 
ＩＮＰＩＴに関していいますと、やはりある種のものは、今おっしゃったような。 
 
広実総務課長 
 そうですね。例えば、英文抄録、和文抄録の翻訳なんていうのは金額的には数十億で、ボリュームも大変多
いんですね。今まではＩＮＰＩＴが入札しても１者応札になっている。というか、そこしか作れなかったとい
う、こういう状況をどうやって変えていこうか、という議論はございます。我々のほうから見ても、やはり一
者応札というのは危険と言えば危険なんですね、価格支配力が先方に出てくるわけですから。昔であれば公益
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法人だったのでそれは監督手法があったんですが、ところが公益法人改革で公益法人から外れ、一般法人に変
わっていくと、監督・コントロール権限がない状態になる。そこで一者応札がさらに続いて、価格支配力が先
方にある。これは果たして妥当なのか、とそういう意味で、競争環境を整えるべく、短期的にはコストアップ
の要因になる可能性はあるんですが、分割調達、こういったものも取り入れていけばどうか、こういう議論も
やっております。 
 
早川分科会長 
 では、業務運営の効率化はとりあえずそのぐらいでよろしいでしょうか。次のサービスの質の向上のうちの
情報提供ですね、これに関しまして何かございましたら。ここは全体の中でも非常に比重の重いところで、い
ろいろご意見等があるかと思うのですが、いかがでしょうか。どうぞお願いします。 
 
高田委員 
 連想検索システムについてなんですけれども、これは先ほどのＩＮＰＩＴからのご説明の中で、特許庁のほ
うで今作っている検索システムの中に組み込んでいくようなことを、確かおっしゃったように私は聞こえたん
ですが、お聞きしたいのは、今はプロトタイプ的なところまではできました、と。これは今後、実際に使われ
るような、ちゃんと日の目を見るためには、特許庁との間で何かやりとりがそこで必要になってくるのか。 
 
広実総務課長 
 今、新しいシステム開発が始まりつつあるんですが、ここは検索系のデータベースの検索システムのところ
でそういった話があるんだろうと思います。ちょっと私も詳細は承知していないのですが、検索システムも、
今、仕様書を作っておりまして、今後は、入札を行い基本設計を行っていく段階に入りますので、その段階の
中に必要な機能を埋め込んでいくわけですが、その中にこういった成果というのは活かすことができれば当然
入ってくるということになると思います。 
 
高田委員 
 特許庁の新しいシステムというのは、いつから稼働することを念頭に置かれていますか。 
 
広実総務課長 
 これは現時点での予定ですけれども、今は２７年１月からの稼働で考えていますけれども、ちょっと遅れ気
味ですね。 
 
高田委員 
 当然開発の主導権は特許庁、と。 
 
広実総務課長 
 そうですね。審査官にとって使いやすいという、特許文献だけじゃなく非特許文献もシームレスに検索でき
るようなシステムにして、それをユーザーにも開放していきたいというのが新しい考え方です。 
 
高田委員 
それが稼働すると、ＩＰＤＬというのは必然的に不要になるという話になる、と。 
 
広実総務課長 
 論理的にはそういう関係にあります。 
 
生方委員 
 ユーザーの立場からいっても、中小企業、特に利用者の目線に立った改善というところで、さらに連想検索
というのですかね、取組というのは、大学のみならず中小企業にとっても効果的であるというふうに評価でき
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ますので、ぜひ早期の実用化というところに向けてスピードアップしていただきたいなというふうに思います。 
 
早川分科会長 
 情報提供につきまして、何かほかにございますでしょうか。それでは、次の流通のほうに移ってよろしいで
しょうか。流通で何かございましたらお願いいたします。先ほどご紹介のあった事前コメントがございました
けれども、中小企業のですね。特に何か、これはこういうコメントだということでよろしいですか。 
 
生方委員 
 そうですね、だいたい取り上げて頂いていますので。中小企業の活性化というものをぜひ続けて頂きたいと。      
中小企業のグローバル化が生きる道であると、この部分は外せないですね。付け加えさせて頂くと、今、少子
化も手伝って、中小企業の承継、中小企業を中心に経営者の後継ぎがいないという状況が続いていますけども、
これは別の問題もあるのですが、特に匠の技術を持った製造、技術離れと言うのでしょうか、知財も中国に真
似されたらしょうがない、みたいなところもあるので、知財というところで活性化につなげて頂きたいという
ふうに思います。 
 
早川分科会長 
 わかりました。流通の点は特によろしいですか、あとは。では次に、人材育成のところですが、こちらはい
かがでしょうか。どうぞお願いします。 
 
松田委員 
 大変重要な部分だと思います、人材育成は。一方で若干気になるのが、この手の話を強力にやればやるほど、
よくありがちな民業圧迫的な議論が起こってくるような可能性もあるのかな、と思うんですが、その辺の声と
いうのは何か上がっている、というようなことは。 
 
広実総務課長 
 やはり事業仕分けと言うんでしょうか。我々も準備作業から経済産業省内のレビューから、いろいろあった
んですが、やはりそういう視点は強いですね。民間ができるものをなぜやるんですか、民間にゆだねたらどう
ですか、と。他方、本当にそういうサービスが提供されていない分野もありますので、そこは国あるいは独法
というものがサービスを提供するという、そういうところはある意味で基本論としてございます。 
 
早川分科会長 
 将来的な方向というのは、何かこれについてはあるんでしょうか。 
 
広実総務課長 
 やはり個別論になってくると思います。現に人材がいない分野というのは確かにあるものですから、そうい
った分野ではある意味で採算ベースに絶対乗らないわけです。先ほどの、特許流通事業もいつかは採算ベース
に乗るということだったのですけれども、なかなか乗らないという、やっぱりそういう分野はあるし、それに
ついて何らかの支援が必要だということは比較的コンセンサスが取りやすいとは思いますけれども。 
 
早川分科会長 
 わかりました。そのあたり、後の自由討議で今後のお話のときでも出てくるかと思いますが。人材育成のと
ころはよろしいでしょうか。 
それでは、財務内容の改善ですが、これは何かございますでしょうか。ここのところはもともと堅実なので、
これ以上書いてもしようがないと言えばないので、なかなかその評価が難しいところですけれども、どうして
もＢになってしまいますね、ここのところは。ほかに何か、よろしいですか。次の、その他業務運営に関する
重要事項というので幾つかございますが、何かございましたらどうぞお願いします。いかがでしょうか。特に
この点はございませんか。 
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 それでは、一応戻りまして、全体について何かございましたらどんなことでもお願いできればと思いますけ
れども、何かございますでしょうか。 
 それではよろしいでしょうか。ご意見も特にないようでございますので、採点表の修正がございましたらそ
れを記入していただいて、事務局にご提出いただきたいと思います。集計いたしますので、適宜、その間、10
分間ぐらいですか、休憩をしていただければと思います。 
 

（休  憩） 
 

早川分科会長 
 それでは、集計が整いましたので、情報・研修館の21年度業務実績評価の決定を行いたいと思います。まず、
事務局から集計結果の報告をお願いいたします。 
 
井上情報・研修館室長 
ご報告いたします。お手元にお配りしております採点集計表をごらんいただきたいと思います。それぞれ項
目別評価を、順を追ってご紹介いたします。 
 まず、業務運営の効率化ですけども、採点結果は3.6ということで、評定結果はＡということでございます。
それから、サービスの質の向上、３つに分かれておりますけれども、情報提供については3.4、Ｂということ
です。それから、サービスの質の向上、流通につきましては3.6、Ａ。それから、サービスの質の向上、人材
育成ですけれども、こちらは3.7でＡ。それから、下のほう、財務内容の改善ですが、こちらは３点、Ｂとい
うことになっております。それから、その他業務運営に関する重要事項、こちらは3.3、Ｂとなっております。
この項目別の評価、Ａは４点とか、Ｂは３点といったような形で、ウエイトを加味して、その積み上げた結果
が総合評価ということになりますので、そういった形で採点結果を計算いたしますと、総合評価は3.4、Ｂと
いうことでございます。 
 簡単ではありますが、集計の結果は以上でございます。 
 
早川分科会長 
 確認ですけれども、例えばサービスの質の向上、情報提供のところで、一部事前から評価が変わった部分が
あって、点数が３から3.2になっていますけれども、それが事項別の横の3.4には影響しないということでよろ
しいですか。 
 
井上情報・研修館室長 
 影響しません。 
 
早川分科会長 
 そうですか、わかりました。下のほうも同じですね。変わっていないところは同じということですね、わか
りました。ありがとうございます。何かご質問がございましたら。よろしいですか。 
それでは、総合評価を決定したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。それで、集計結果はごらんい
ただきましたように、総合評価Ｂということですけれども、よろしいでしょうか。 

 
（「異議なし」の声あり） 

 
早川分科会長 
 それでは、当分科会の21年度ＩＮＰＩＴの業務実績の総合評価はＢということに決定いたします。なお、評
価委員会への報告は、資料２－６の評価シート案というのがございましたけれども、これを本日のご意見を踏
まえて事前コメントを事務局で修正いたしまして、再度皆様にご確認いただいた後に提出するということにし
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは、分科会としての評価が決定しましたので、情報・研修館の方々にお入りいただけますでしょうか。 
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（情報・研修館 入室） 

 
早川分科会長 どうもありがとうございました。 
 それでは、情報・研修館の皆様にもご入室いただきましたので、先ほど決定いたしました評価結果について
ご報告申し上げます。 
 まず、項目別に申し上げますと、Ａ、Ｂ、Ｃの評価で申しますけれども、業務運営の効率化はＡ、サービス
の質の向上のうち、情報提供はＢ、それから流通はＡ、人材育成はＡ、それから財務内容の改善につきまして
Ｂ、それからその他業務運営に関する重要事項に関しましてＢということでございまして、総合評価ですけれ
ども、平成21年度の総合評価の結果でございますが、Ｂということになりました。ご報告を申し上げます。 
 一言つけ加えさせていただきますと、全体として非常に高い評価を我々としてはしているということをまず
申し上げたいと思います。全体を通じて堅実かつ効率的な運営がなされてきている。それから、質の高いサー
ビスが効率的に提供されている。日常業務の着実な遂行を完璧に行っているというのは、先ほどの事前コメン
トにもございましたけれども、我々の意見であるかと思います。 
 それから、さらに、現理事長のもとで次々に新しい施策を打ち出されて、将来を見据えた展開をされている
ということも非常に高く評価をされているというふうに申し上げたいと思います。この２期にわたるＩＮＰＩ
Ｔの運営を通じまして、独法化したことで要請されたことは大変よく目標を達成されているのではないかとい
うのが我々の見解でございます。評価の仕方の関係でＢではございますけれども、我々としては大変高く評価
しているということを一言つけ加えさせていただきたいというように思います。 
 それでは、理事長から何かございましたらお願いいたします。 
 
清水理事長 
 今日は大変長時間にわたって私たちの事業を聞いていただき、いろいろなご意見を賜り、非常に参考になり
ました。今後も私たち鋭意努力をしていきたいと思いますので、今後もご指導のほどをよろしくお願いいたし
ます。どうもありがとうございました。 
 
早川分科会長 どうもありがとうございました。 
 それでは、残りの時間は情報・研修館の方も交えて、来年度以降のＩＮＰＩＴの組織・業務の見直しの方向
性について自由討議を行いたいと思いますが、その前に先ほどご質問のありました点につきまして、お調べい
ただいたということですので、ちょっと一言お願いできますでしょうか。 
 
長谷川情報・研修館総務部長 
 恐縮でございます。先ほどのｅラーニングの件でございますけれども、とりあえずの数字でございます。ざ
っとで恐縮ですが、昨年度のコンテンツ、アクセス可能なものが33ございまして、そのトータルで申し上げま
すと、トータルのアクセスが9,527です。これは延べではなくて、同じところから来ると、２回目以降はねる
カウントになっているので、延べではないということであります。それで、外部からが7,156、したがいまし
て差し引き2,400余りが特許庁の中からのご利用ということでございます。ダウンロードの数につきましては、
申しわけございません、これはこちらでは把握を現在していないということであります。簡単ですが以上です。 
 
松田委員 
 ありがとうございます。携帯型コンテンツについては特に分けて集計はされていないということですね。 
 
長谷川情報・研修館総務部長 
 どれだけの方がダウンロードされたかというところは、実際に携わっている業者はつかんでいる可能性はあ
るんですけれども、当方への契約上の、と言いますか、報告事項の中にないので、そこの数字は現時点で、申
しわけありません、わからないということであります。 
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松田委員 
 ありがとうございます。ダウンロードというのは携帯型とイコールなんですか。 
 
長谷川情報・研修館総務部長 
 そういうことです。 
 
松田委員 
 わかりました。 
 
 
３．自由討議 
早川分科会長 
 どうもありがとうございました。それでは、今後の方向につきまして、自由な討議をしたいというふうに思
います。まず、今後の情報・研修館の見直しスケジュール、あるいは独立行政法人を巡る状況につきまして、
事務局からご紹介をいただければと思います。 
 
広実総務課長 
 それでは、今後のスケジュールですが資料４をごらんください。本日の評価を踏まえまして、来月の29日に
経産省の評価委員会、ここで経産省全体の独法の業務実績評価が行われます。その後、中期目標が今年度で終
わる法人については、業務・組織の見直しの検討というのが始まりまして、８月中下旬に当分科会でこの業
務・組織の見直しについての当初案をご検討いただきたいと思っております。その後、経産省全体の評価委員
会の議論を経まして、12月に、年末に最終案を決定したいと。それを踏まえまして、経産省、総務省、それぞ
れの手続を経て、最終的に来年２月に第三期の中期目標、中期計画というものを決定していくと、こういうス
ケジュールでございます。ひとつよろしくお願いいたします。 
 今後、どういった方向でそれでは見直すのかという点でございます。今日は今後見直し案をつくっていくに
当たって、基本的な考え方等々について各委員の方から忌憚のないご意見をいただければと思っております。 
見直しに当たって、その前提条件、枠組みというものをどう考えるか。昨年９月に政権交代があり、民主党政
権、当初は独法の原則廃止ということを選挙前には基本方針にしていたわけですが、今どういう状況にあるか。
昨年来、独法について、昨年秋の事業仕分け、それが本年に入って独法自体について、また事業仕分けが行わ
れております。その過程で、私どもも事前ヒアリング等々に呼ばれておりまして、さまざまな議論がそこで行
われております。この資料５－１、２、３の紙は、最近４月から５月について決定した紙でございます。行政
刷新会議、これは資料５－３の決定、ここで独法の議論が行われ、独法についての事業の横断的見直しという
方向が出されたんですが、経済産業省では、行政刷新会議の前に、みずから見直し、レビューを行うというこ
とで、行政刷新会議の事業仕分けの前に経産省の所管の独立行政法人及び公益法人についての見直しを行った
ところでございます。それの資料が５－１と５－２ということになりまして、５－１は直嶋大臣が発表した基
本と三原則というものでございまして、事業の大胆な整理、金の流れの明瞭化、経営資源のスリム化、こうい
ったものが打ち出されております。これに基づいて具体的な見直しを行っていこうという考え方であります。 
 ４月に当省所管の独法すべての見直しというのを２回にわたってプレスフルオープンの場で行いまして、そ
の結果が資料５－２の紙でございます。11独立行政法人の個別事業、資産、契約方法等について検証を行い、
別紙のとおり第一弾の改革を行うこととしたということでございまして、ＩＮＰＩＴについては、この中の10
ページにＩＮＰＩＴの改善項目というものが出ております。私どもが事前の準備過程でも行政刷新会議事務局
あるいは経産省の政策評価広報課等と話していたのは、当然ＩＮＰＩＴのような、いわゆる切り出し独法とい
うんですか、もともと国の行政機関が行っていた国の業務をより効率的に行うために独法として切り出した、
こういう形態の独法があるんですが、これについて、そういう独法の形態を維持するか、あるいは国に戻すと
いう考え方も当然あり得るわけで、そういうのは一つの政策判断になるわけですが、我々としてはやはり過去
10年、ＩＮＰＩＴでやったことの中には、やっぱりすばらしい実績があった、と。国民サービス提供の上で、
特許庁自身がやるよりもはるかに利便性が高い、あるいはベネフィットの高い、そういったサービスがあった



 22

わけですので、やはり最初の２行にその思いが入っているわけですが、これまで達成した特許情報の提供、あ
るいは人材育成等々の国民へのサービスの機能・レベル、これを下げるわけにはいかない。それを維持し、さ
らには向上させていくということが基本であろう、と。その上で、先ほどの基本的な原則にのっとって、費用
を必要最小限、コストパフォーマンスを十分踏まえて、事業の大胆な見直し、あるいは競争原理の確保等々の
取り組みを徹底することが必要ではないかということで、私どもの主張も取り入れた形で、この方向性が出て
いるということでございます。 
 特許流通促進事業、これはＩＮＰＩＴの設立以前、平成９年から特許庁で始めておりますので、これについ
ては現行スキームによる事業は本年度末をもって廃止する。他方、地方の中小企業の知財活用の促進がますま
す重要になっている。こういった状況にかんがみ、ゼロベースで今後の対策というのを検討する、と。 
ＩＰＤＬについては、既存のスケジュール、新検索システムが稼働する、現行の予定では平成27年１月とい
うことでありますので、その時点では事業としては廃止する。 
それから契約の改革ですね。先ほども申し上げましたが、１者応札比率が若干高い部分がある。これについ
てさらなる改革に積極的に取り組むということと、具体例として、年間30万件ぐらいになる特許情報翻訳事業、
こういった大規模な事業について適正な規模に分割した上で調達を改革していく、こういう方向が出されてい
るという状況でございます。 
この経産省の方針の発表のその後、行政刷新会議、資料５－３の横断的見直しの紙が発表されまして、そこ
でも保有資産の抜本的見直し、あるいは事業実施主体の見直し、自己収入の拡大、ガバナンスの強化等々の横
断的なすべての独法について共通にこういった観点から見直しを、とこういう指示が出ているということでご
ざいます。 
今後、それでは次の中期計画、中期目標、これを考えるに当たって、どういった基本的方向あるいは論点と
いうものを議論すべきかといったたたき台としてつくらせていただいたものが資料５－４でございます。これ
はあくまでたたき台でございまして、これについてもしご意見がいろいろありましたらちょうだいできれば大
変ありがたいと思っております。そういったご意見を踏まえた形で、今後の見直しの方向というのを我々は掘
り下げていきたいと考えております。 
ここで書いておりますのは、ＩＮＰＩＴの現状に関する基本認識、ここは詳しくは読みませんが、今までや
っている業務を実施してきているということを明確にし、今後の基本的方向性ということで、我々としては、
このパラグラフの２つ目にありますように、我が国の国際競争力の維持・向上のために知的創造サイクルの確
立は不可欠であると。したがって、第三期の目標期間においても、これまで実施してきた情報提供、人材育成
等のサービスの維持、それと向上を基本としつつ、政府全体の独法改革の取り組みを推進し、業務の効率化、
スリム化、それから本来の目的である国民向けのサービスのより一層の向上、この両立を追及していくという
ことが必要であるということを基本的な方向としてここで書かせていただいております。その後は特許庁業
務・システム最適化計画の今後のことを若干書いてございます。 
それから、ページをめくっていただいて、全体的な見直しの論点というのは、これは先ほど行政刷新会議
等々で指示されました横断的な論点ということで、ガバナンスの強化、調達改革、これは事業の性格にもよる
と思いますが自己収入の拡大の検討、さらには事業・組織の大胆な見直し等々の横断的項目、こういった項目
をどう考えていくか。それから、経産省の決定で出てまいりました個別業務見直しの論点、予算規模の適正化、
効率化を基本に、現行業務について見直しを検討していく必要があるということで、ＩＰＤＬ、整理標準化デ
ータの提供について、さらには公報閲覧。３ページ目になりますが、相談、情報システム関連、それぞれにつ
いてどういったあり方を基本とすべきか、この点についてご議論いただければと思います。 
２つめの特許流通については、基本的には22年度末をもって廃止するという方向が出ております。ただ、単
に廃止するということではなくて、これまで２期10年間、その前の事業も含めれば十数年間、いろいろな成果
が出ておりますし、そこにはいろいろな知見、ノウハウ、あるいは人的リソースの蓄積というものがＩＮＰＩ
Ｔの中にある。こういったものを散逸させることなく、今後もインフラとして活用していけないだろうか。そ
の上で、また先ほど出ていたような地域の、あるいは民間の知財取引事業者の自立化をサポートする、こうい
ったものについて事業の方向というものを考えていけないか、こういった点でございます。 
３つめの人材育成についても、これについてもまだまだ民間の知財専門人材の底上げのために民間でできな
い、そういった研修、人材育成というのはあり得るわけで、それを基本にしながら、さらに研修メニューの充
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実化を図っていく。広域の大学ネットワーク支援等々、知財の出口戦略支援等を図っていく。それから、グロ
ーバルに通用する知財人材の育成に向けて、海外の人材育成機関との協力強化を図っていく、こういった方向
があり得るのではないかということで、あくまでたたき台ではございますが、こういった事務局案というのを
ご用意しております。説明は以上です。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございました。今ご説明を詳しくいただきましたけれども、今のご説明を踏まえて、来年
度以降の情報・研修館の組織業務の見直しの方向性につきまして、どの角度からでも結構ですので、ご自由に
ご意見を賜れればと思います。どうぞお願いします。 
 
松田委員 
 人材育成という部分なんですけれども、先ほど民業圧迫の話をしましたけれども、私はやはり特許庁と密に
連携して、質の高い研修等を提供しているという部分はやはりＩＮＰＩＴならではだと思うんですよね。です
から、民業云々という部分に対しては質の高さ、もちろん分野というのを絞る必要もあるのかもしれないんで
すが、質の高さというものを維持していけば十分に存在意義があると思うんですね。ですから、私としてはま
すます充実させていっていただきたいと考える一方で、これは人材育成業務と直接関係ないんですが、せっか
く人材を育成しても、育成された人は高い意識を持って知財というものに携わっていくと思うんですけれども、
一方で、特に海外に目を向けると、最近ではマンガの違法コピーですか、それが絶えないということで、それ
を監視するシステムみたいなものが他で考えられているようなんですけれども、産業財産権についても何かそ
ういった、例えば中小企業さんは独自の力ではそういった取り締まりみたいなことはできないんですよね、実
質的に海外に出て行った場合に。そういったものをお手伝いする組織的な何かがこれからあってもいいんじゃ
ないかというふうに思うんですよね。ですから、それは見直しというのとは違うのかもしれないですが、そう
いう業務というのも幾らか考えていただいてもいいのかなというふうに思っています。 
 
早川分科会長 
 どうでしょうか、ＩＮＰＩＴだけでできるものでもないとは思いますが。 
 
広実総務課長 
 そうですね。中小企業の海外の知財支援については、今、都道府県と協力して、まず権利を取るというとこ
ろから、そこを補助するというのを国と都道府県が負担してその費用を出すということに加え、現地で当然侵
害事件が起こる。それについてはジェトロを通じて、相談あるいは情報提供等々の支援を行っていくというこ
とをやっているところなんですが、それで十分なのかという議論は常にあって、特に現地の事情に精通したよ
うな専門人材というものが、もうひとつそこはコミットできないだろうか、そういった議論もございます。そ
ういう意味で、ＩＮＰＩＴの持っている人材育成機能、こういったものとそういった政府全体の支援の枠組み
を組み合わせる、そういう方策はあり得るんじゃないかと思います。 
 
松田委員 
 あくまでも人材育成の一環と言いますか、その一つの分野として、そういう方向性のものが考えられるとい
うことですよね。ありがとうございました。 
 
早川分科会長 
 大変参考になるご意見だったと思います。どうぞお願いします。 
 
髙田委員 
 流通に関してですけれども、アドバイザーの今のスキームは一応やめるということで、ただし、今まで蓄積
したものをうまく活用するということだろうと思うんですけれども、私が個人的に感じるのは、知財だけを見
て、そこだけ一生懸命支援しても、イノベーションは絶対に生まれないので、やっぱり最後のビジネスにする
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ところまでどうやって、特にリソースが少ない中小企業さんが必要とするサポートを提供できるかというとこ
ろが非常にポイントになるんじゃないかなと思っていまして、その意味で、研究開発をして、それから知財を
きちんと取って、それをビジネスまで結びつける、というところをシームレスにどこかが一貫して面倒を見な
いといけないという、そういう需要というのが高いんじゃないだろうか、と。それに対して、サービスという
か、行政的なサービスを提供しようとすると、これはたまたま資料５のＩＮＰＩＴは今後この３点をやってい
きますよと、その中に一言書いてあるんですけれども、「他の中小企業施策との連携も視野に」ということが
書いてありまして、そこはやっぱりそういったものはやらざるを得ない方向はひとつはあるんじゃないのかな、
と。いずれにしても、どういう形で具体的にやるかは別として、研究開発をやり、知財を取得し、それを活用
してビジネスまで、ちゃんと収益を上げるところまで結びつける、というところを、一貫して見るような、そ
ういった施策が必要ではないかなと。そこに対して、ＩＮＰＩＴとしてはどんな貢献ができるかということを
考えていく余地があるのではないかというふうに思います。 
 
早川分科会長 
 ありがとうございます。今の点、生方委員も事前コメントでおっしゃっていましたが、何かございますか。 
 
生方委員 
 そうですね。こういった骨組みもそうですが、先ほど理事長のほうから残された課題についての重点とか、
そういった方向性というのが大変わかりやすく説明していただいたので、少し安心しておるのですが、今、髙
田委員の言われたことは私も同意でございます。知財戦略イコール中国対策というふうに個人的には思ってお
るんですが、実際私も中小企業を運営しておりまして、訴訟ということになりますと、大変泥くさいです。先
ほどコメントの中に書いた偽物、先日も、列車のつなぎの部分、蛇腹と言うんですが、の技術を持った名古屋
の中小企業、これは特に、設計が特許でカバーできないという大変大きな問題のところで、今話題になってい
る中国がベトナムの案件を取るような新幹線の、あれもほとんどはっきり言って日本の技術のパクリですよね。
その中に、中小企業が培ってきた物づくりのノウハウ、設計も丸々そのままプロポーズされているというのが
現状で、やはり難しいなというふうに思います。国が堂々と動いているというのが実情でございます。そうい
う中で、じゃあどこまで闘えるのかとか、そういう訴訟が中小企業としてできるのか、費用等いろいろありま
す。最終的にはやはり外交問題につながったり、世界特許制度というのが究極でしょうか。 
いずれにせよ、ＩＮＰＩＴとして、先ほど理事長が申し上げられたように、そういった知的なレベルのそう
いう役人との国境をなくした交流ということ、その中で協力して韓国、中国、日本との間での共通した人員の
育成という、時間がかかるかもわかりませんが、中国対策というのが現状としては大変必要であるというふう
に思います。ファイナル製品が海外でつくられるようになった時期から、この問題は2002年以降議論されてお
りますが、事業化というところ、今、髙田委員が言われたところを補う部分で、このＩＮＰＩＴが何か機能で
きれば、それは大変今後の中小企業への大きな励みにもなるのではないのかなというふうに思います。 
 
清水理事長 
 大変雑駁な提案をこれから実にしていかなければいけないんだと思うんですが、私がとやかく言う話ではな
いんですが、国と国とのある意味での競争、グローバルというのは逆にそういうことが顕在化してくるときな
ので、岡田ジャパンじゃないですけれども、それこそコーチから何から一体となって、ある意味のベクトルを
そろえた戦略を練らないと、個々別々に勝手にやってもチームというのはできない。私はもともと大学にいた
ときに、中国のアカデミアのパスを使って、こういうリクルーティングとか、ビジネス支援をするというのは、
これはすごく効果的だというのはわかりましたし、特に知財に関しては、圧倒的に日本に優位性がある話で、
トレーニングセンターの方が来ても、大学同士のサイエンスの世界では中国の科学者が日本の科学者に教えて
くれ、ということはあり得ないんですけれど、まだ特許の世界ではそれがある。こういうときに、やはりチー
ムを組んで、特許庁を中心に、少し自由度を持ったところが人と人をつなぐというのは、アメリカはそういう
のは下手なんですけれども、ヨーロッパから言えば極めて常識的なアプローチの仕方なので、ぜひその辺は特
許庁を中心にストラテジーを組んでいただければ、可能ではないかなというような感触でご提案を申し上げた
んですが、ニーズは、生方委員がおっしゃったように、いっぱいころがっているので、そういうアプローチも
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あるかな、というふうに考えております。 
 
早川分科会長 
 どうぞ、髙田委員、お願いします。 
 
髙田委員 
 私も、清水理事長が今日最初のほうでご説明された今後の課題のペーパーは非常にポイントをついた重要な
紙だなと思っていまして、その中で３つ目に書いてあった人材育成ですね。実業高校とか、高専で今取り組ん
でこられている知財教育は実は創造性の教育であった、というところは非常に大きな光を見出したような気が
しまして、大変それを聞いて私はうれしく思ったんですね。その辺のところをぜひ何かもっとうまく幅広く展
開ができないかなということをご検討をいただければ大変にいいんじゃないかと。先ほどもちょっと生方委員
と雑談しているときに、理科離れの話もしていたんですけれども、単に科学技術、理科を、表面だけ見て嫌い
と思い込んじゃっている子供たちが実は多い。本当は創造性を発揮するという真の部分に触れたら、非常にお
もしろくて、前向きに取り組むということは大いにあり得る話なので、この点はぜひ、今、着手して実績をも
う出しておられるＩＮＰＩＴだからこそ、施策の中で打ち出していけることは強く主張できるのではないかな
と思いますので、この点はぜひいい形で伸ばしていただけるといいなと思っております。 
 
清水理事長 
 ありがとうございます。多分担当している者が一番びっくりしたと思うんですが、最初のころは無理やり上
から押しつけられて嫌々出てきた先生がグチを言う、というのが中間報告会の習いだったのですが、この１、
２年で全く様子が変わりまして、今、先生がおっしゃったように、先生が指導するというより、学生さんが自
らサイエンスとかエンジニアリングに触れて、ただ、それだけだとそれでお終いになっちゃうんですが、そこ
に確立した知財システムというのがもう既にあるので、それをうまくシナジー効果でやると、学生さんがみず
から研究と言いますか、その活動を好んでやるということが、複数の学校で出てきているので、それはビデオ
までつくって、他の学校にも知らせるようにしておりまして、ある意味、実業高校だけじゃなくて、フィンラ
ンドみたいに、いわゆる小学校の洗濯ばさみの改良だっていいんですよね。それが知財として関わるとなれば、
人の創造性を尊敬する、という根本の話になるので、真剣に取り組むんじゃないかと思います。実は会場にサ
イエンスハイスクール、これを企画した局長が来ていまして、これは気がつかなかったと言って、わざわざ手
を挙げて先生方に聞いておりましたので、教育はある意味特許庁の範囲外ですので、文科省なんかと連携して、
何とか進展するように努力いたす方向で、これはそういう方向でよろしゅうございますか。 
 
髙田委員 
 お願いします。私がビジネススクールで教えていたりして、諸外国で今非常に注目されているのは、例えば
アイデオという会社がありまして、シリコンバレーをベースにしている会社なんですけれども、デザインプロ
セスをいろいろな人を巻き込んで、新しい、それこそ今洗濯ばさみとおっしゃいましたけれども、歯ブラシ一
つとってみても、どうデザインするのがいいのか、買い物カートをデザインするのはどうするのがいいのか、
というようなことを非常にクリエイティブにやっている、それが実は企業の物づくりの発想を根本から変える
ような今インパクトを持っているような動きが世界的には出て来てまして、そういう動きともこれは重なる動
きだと思いますので、ぜひお取り組みいただきたいなと思っています。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございました。どうぞ。 
 
生方会長 
 愛知県のほうでも物づくりに支えられているということで、今回、本当に勉強させていただいて、子供の発
明の日、地方の知的財産戦略会議のメンバーをやらせていただいているんですが、勉強させていただいたのは、
子供に、ただ賞だとかお金を与えるだけじゃなくて、パテントを取らせる、あるいは実用新案の手続だとか、
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そういったものも含めそれを権利化させる。これは本当に面白い動きだと、愛知県でも発言をさせていただき
ましたが、そういった新しい取組というか、物づくりに対する、職人に対するあこがれというか、子供のほう
も特許の出願の仕方まで勉強ができる、それによってまた学校のヒーローになる、そういう広がりというもの
を本当に期待したいですね。いい取組だと感心いたしました。 
 
早川分科会長 
 ありがとうございます。ほかに何か、どの点でも結構でございますが、ありますでしょうか。もし情報・研
修館の方で何か、この点をということがございましたら。特によろしいですか。ご自由にご発言いただければ
と思います。 
 
清水理事長 
 せっかくの機会なので、ぜひお知恵を拝借したいと思うんですが、私も大学のＴＬＯから始まって、この国
の施策に協力してきて、科学技術振興に関しては、私、九州から北海道まで大学を巡っていて、確かにしっか
りと進展しているということがあります。ただし、一つやはりクラスター政策とか、そういうビジネスに持っ
ていくプロセス、ここでやはり地域格差が知財の人材に関して極めて大きい。私も大学の教師で研究者ですけ
れども、だいたい知財の問題というのは、素人ではなかなかできにくい、やはりそれなりのプロがいないとで
きない話なので、日本の施策も10年たって、いわゆるアウトカムをねらう段階にもう来ていると思うので、リ
アリティをもって知財の人材をどういうふうにやって適材適所に配るか。これは国の大きな問題だと思うので、
最初に私たちがアドバイザーを派遣したというのは、ある意味で10年間、それなりの成果を得たと思うんです
が、これはあくまでもローカル電車で、新幹線にはこのままじゃなり得ない。本当にアウトカムをねらうのな
らば、それなりの工夫がまた必要だ、と。ただし、この事業は市場原理でそう簡単にできない、技術移転ぐら
い難しいものはないというのが全体の学習の結果なので、ぜひ先生方にもアイデアを出していただいて、これ
は10年やっていますし、蓄積されたノウハウというのは相当なものだと思うので、これを四散させない形で、
オールジャパンで何かきちっと考えてやられれば非常にいいな、と。ぜひ先生方にも考えていただきたいとい
うふうに希望いたします。 
 
高田委員 
 それに関し、私は例えば、国がいろいろな研究開発助成事業を持っていますよね。私も一部そういう書類審
査みたいなことにかかわっていたりすると、読んでも何を言いたいのかわからない、とか、これで本当に知財
は大丈夫なのか、ということが書面からは全く見えないんですね。そういうものにもあるプロセスを経てお金
がつくんでしょうけれども、結果的に単なる補助金ねらいの、補助金で食いつないでいる会社さんがうまくお
金を取っていくけれども、結局それはイノベーションには何も結びついていないというようなこともあると思
います、全部じゃありませんけれども。 
 私はやっぱり助成金を出すときのプロセスをもっと大胆に見直す必要があると思います。その過程で、例え
ば一回上がってきた書類を突き返して、書き直させるぐらいのことをやらないといけなくて、それを指導する
ときに、例えば知財の面とかで言えば、今までの特許流通アドバイザー、全国に散らばっている方々が力を発
揮できるところもあるわけですし、私は先ほど研究開発と知財とそれからビジネスを一貫して、という、それ
に生方委員がおっしゃった侵害対策のところまで含めて一貫して、私がこだわりたいのは、やっぱり知財の面
だけで何かアドバイスをするということだと成立しないからなんですね、そのプロセスが。ですから、例えば
具体的なやり方としては、国の研究開発助成金を出すプロジェクトに関しては、もっと仕組みを考えて、それ
こそ本当に経営者の人格まで見るぐらいのことがあっても私はいいと思うんですけれども、そういう中でＩＮ
ＰＩＴが今まで培ってきたものが生かせる要素というのは、知財の面というのはかなり大きなものがあると思
うんですけれども。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。それでは、予定した時
間になりましたので、よろしければ本日はこのあたりで終了したいと思います。いろいろご意見をいただきま
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してありがとうございました。それでは、最後に連絡事項がございますでしょうか。 
 
井上情報・研修館室長 
 分科会の今後のスケジュールにつきましては、次回は８月の中・下旬を予定しておりますけれども、日程調
整のほうは追ってご連絡させていただきたいと思います。 
 
早川分科会長 
 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、経済産業省独立行政法人評価委員会第22回工業所
有権情報・研修館分科会を閉会させていただきます。本日はどうもありがとうございました。 
 


