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独立行政法人評価委員会第２３回工業所有権情報・研修館分科会 
議事録 

 
 
日時：平成２２年８月１０日（火）１５：００～１６：３０ 
場所：特許庁１６階特別会議室 
 
議題 
１．平成21年度業務実績評価について（報告） 
２．第２期中期目標期間の終了に伴う組織・業務の見直し当初案について（審議） 
３．その他 
  
 
議事内容 
早川分科会長 
定刻となりましたので、これより、独立行政法人評価委員会第２３回工業所有権情報・研修

館分科会を開催させていただきます。本日は、お忙しい中お集まり頂きありがとうございま
す。本日の議題は、お手元の議事次第にございますように、第１に、平成 21 年度業務実績評
価についての報告、それから第２に、工業所有権情報・研修館の中期目標期間終了時における
組織・業務の見直し当初案についての審議となっております。よろしくお願いいたします。 
 本日の分科会ですけれども、前回と同じく、評価委員会運営規定に基づきまして非公開とい
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こと
といたしておりますので、あらかじめご承知おきください。 
 なお、本日は生方委員がご都合がつかずご欠席となっております。それでは、議事に入りま
す前に、熊谷特許庁総務部長からごあいさついただきたいと思います。 
 
熊谷特許庁総務部長 
７月３０日付けで特許庁の総務部長に着任いたしました熊谷でございます。 
本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。分科会開催

にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 
既にご承知のことではありますが、ＩＮＰＩＴは今年度が第２期の最終年でありまして、前

回の分科会では、見直しの方向性についてご議論いただいたと報告を受けております。本日は、
前回の分科会の議論を踏まえて、２３年度以降のＩＮＰＩＴの組織・業務の見直し当初案につ
いてご審議いただくこととなっております。 
最近の新聞報道によれば、１０月中旬には、全特別会計を対象に事業仕分け第３弾が行われ

るとの報道もなされております。ＩＮＰＩＴ交付金が特許特別会計に占める割合は約１割です
が、特別会計の仕分けの動向によって、独立行政法人の抜本的見直しとあわせた議論となる可
能性もあり、そのような環境の中でも、ＩＮＰＩＴが今後も社会的役割を果たせるよう、組
織・業務を見直していくことが大事かと思います。今回のＩＮＰＩＴの見直し案では、サービ
スの向上と業務効率化、知財を支える人的基盤の強化、独立行政法人改革の取組の推進を３本
柱としているところです。この見直し案をもとに、今後のＩＮＰＩＴの在り方や果たしていく
べき役割のグランドデザイン、中期目標を作り上げて行きたいと思っております。 
本日は、この見直し案について、忌憚のないご意見を頂きたくよろしくご審議の程をお願い

申し上げます。 
最後に、委員の先生方のご支援・ご協力に感謝を申し上げまして、簡単ではありますが挨拶

とさせて頂きます。 
 
早川分科会長  
どうもありがとうございました。 
それでは、早速、本日の議題に入らせていただきます。まず、配付資料の確認を事務局から
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お願いいたします。 
 
井上情報・研修館室長 
それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。出席者名簿、その次に配付資料一覧

をつけてございます。資料１、こちらがＩＮＰＩＴの平成21年度業務実績評価。それから資料
２は、ＩＮＰＩＴの中期目標期間、第２期終了時における組織・業務全般の見直し当初案の概
要版ということで、Ａ３カラー版の資料となっております。それから資料３は、その見直し当
初案の本文編になります。資料４、こちらは独立行政法人の見直しについて。ＩＮＰＩＴの見
直しに関係する部分をまとめたもので、見直し案に反映すべき項目の一覧をつけてございます。
それから最後、資料５、こちらが今後のスケジュールになっております。 
  
早川分科会長 
ありがとうございます。おそろいでしょうか。大丈夫ですか。 
それでは議題の１、平成21年度業務実績評価についての報告でございます。７月２９日に経

済産業省独立行政法人評価委員会、いわゆる親委員会でございますけれども、これが開催され
まして、私が都合が悪かったものですから、松田委員に分科会長代理としてご出席いただきま
して、当分科会の評価結果をご報告いただきました。 
 それでは、親委員会での審議結果につきまして、事務局からご報告をお願いいたしたいと思
います。 
 
井上情報・研修館室長 
引き続き、私からご報告させていただきます。お手元の資料１をご覧いただきたいと思いま

す。こちらの資料１が、先月７月２９日に開催されました経済産業省の評価委員会、いわゆる
親委員会に提出をいたしました審議資料となっております。 
 松田先生から、ＩＮＰＩＴ分科会での評価結果及び評価に至った経緯を含めましてご説明を
いただきました。その後審議、ということになりましたけれども、総合評価、サービスの質、
業務運営の効率化など、各項目別の評価につきましても、特に特段のご意見、ご異論はござい
ませんでした。その結果、分科会の評価結果のとおり評価が決定しましたのでご報告をさせて
いただきます。ありがとうございました。前回の親委員会の状況は以上でございます。 
 
早川分科会長 
松田先生、ありがとうございました。 

 それでは、議題の２に入ってよろしいでしょうか。議題の２、第２期中期目標期間の終了に
伴う組織・業務の見直し当初案につきましての審議でございます。 
 本日、見直し当初案についてご審議いただきました後に、今月２５日に開催されます親委員
会で、ＩＮＰＩＴを含めました経済産業省の独立行政法人４法人の見直し案について審議され
ます。その後、８月末に総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、いわゆる政独委に送付
されるということになっております。特許庁のほうからご説明をいただければと思います。 
 
広実特許庁総務課長 
それでは、若干前回ご説明した部分と重なる点もございますが、ご説明します。 

 資料の２、３、４がお手元にあるかと思います。前回もご説明しましたように、昨年来とい
いますか、独立行政法人についての見直しというものが政府全体で行われております。現在の
行政刷新会議の中に、こういった独立行政法人を担当するセクションがございまして、今も議
論が進んでいる、と。資料４がこれまでの議論のポイントでございます。資料４、横長の表が
ございますが、左側に独法が行う事業の横断的な見直しということで、５月１８日に刷新会議
で決定した見直しの方針であります。そこでは、ＩＮＰＩＴはあまり関係ないですが保有資産
の抜本的見直し。それから、事業実施主体の見直し・一元化と、こういった課題がここで示さ
れております。 
 この表の真ん中にある部分が、経済産業省みずからが行った公益法人・独法の見直しについ
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て。まず直嶋経済産業大臣から、３原則が示されまして、それを記載しております。 
 順番は左の横断見直しに合わせていますので前後しますが、まず１つとして、事業の大胆な
整理。真に果たすべき事業というものに特化する、そういう観点から大胆な整理を行うべきと
いうのが１つでございます。 
 ２つ目として、カネの流れの明確化ということで、既得権益を打破して競争原理を働かせ、
国からのカネの流れを国民の理解を得られるようにする。よく言われている、国から独法にお
金が流れ、独法から特定の公益法人にお金が流れる、そういったところに退職公務員が恒常的
にポストを得ている。こういった問題に対して、カネの流れの明確化を行うことで、国民の理
解を得られるようにすると、こういうことでございます。 
 ３つ目は、最初のページに戻りますが、経営資源のスリム化ということで、より効率性を高
めていくと、こういう方向が３原則の内容でございます。 
 経産省所管のすべての独立行政法人について、省内で、事業レビューというものが政務三役
主導で行われまして、ＩＮＰＩＴについてもその結果が４月１９日に発表されております。Ｉ
ＮＰＩＴの場合は、機能としては当然、ＩＮＰＩＴが設立される以前も国の業務として実施し
ていたわけですので、そういった特許情報の提供、人材育成、こういった基本的業務、基盤的
業務と言ってもいいかと思いますが、そういったもののサービスの機能のレベル維持、向上を
基本とする。他方、先ほどの３原則等にのっとって、効率化といいますか、必要最小限の費用
で十分な成果を上げていくということで、事業の大胆な整理、競争原理の確保に向けた取り組
みを徹底するということで、以下３点、特許流通事業、ＩＰＤＬ、それから契約関係の改革と、
こういったものについて今後の方向性がここで決められたわけでございます。 
こういった方向性を受けて、当然ながら今後の新たな第３期の中期目標というのも考えてい

かなければならないと、こういうことになります。 
 続きまして、今回の主題でありますＩＮＰＩＴ中期目標期間第２期終了時における組織・業
務全般の見直し当初案についてご説明したいと思います。Ａ３の概要とＡ４の素案から成って
おりますが、概要に基づいてご説明したいと思います。 
 上のほうにありますように、ＩＮＰＩＴは設立以来２度の業務移管、これは平成１３年４月
に設立されたわけですけれども、平成１６年１０月に業務移管がございまして、さらに１９年
１月にも２回目の業務移管があった。こういった業務移管を経て、産業財産権制度を支える情
報と人のインフラ整備・強化を担う、知的財産の総合支援機関として特許庁と役割分担をしな
がら、業務の効率化と対国民サービス向上の取り組みをこれまで推進してきたということでご
ざいます。 
 業務の運営の効率化をするとともに、サービスは向上させていくという、ある意味で相反す
る要請を満たしながら、これまで効率化、人件費改革の取り組み、調達改革の推進、ユーザー
ニーズへの柔軟な対応、サービス向上という基本原則にのっとって、ここにありますようなＩ
ＰＤＬの利便性向上、リサーチツールデータベースといったユーザーニーズへの機動的な対応、
相談の夜間受付、出願サポートサイトの創設等、出願人支援の充実等々の業務をやってきたと
いうことでございます。 
 現在の知的財産政策の今後の方向性というものが、次の段にございます。プロパテント政策
ということで、１９９０年代後半からさまざまな改革をやってきたわけですけれども、一通り
知財、特に特許権の強化を中心とする制度改正というのはおおむね終わったわけです。今後は、
この強化された特許権をより活用していく、イノベーションに結びつけていくというプロイノ
ベーション的な政策の方向というのが、最近、知財戦略本部でも、あるいは私どもの産業構造
審議会の知財部会のほうでも、こういった議論がなされております。 
 イノベーションこそが今後の我が国の成長競争力の鍵であり、こういうイノベーションが特
許で守られ活用されてこそ強化が実現される、ということで、この課題は産業構造審議会・知
財部会の議論の中で出されたものでございますが、課題の１つとしては、より特許の活用を促
進していく。製品の高度化・複雑化、オープンイノベーションの進展に対応して、より特許の
活用が容易な、さらに予見性の高いこういったインフラを整備していく必要があるのではない
か、ということでございます。 
 本日午前中も、産構審の特許制度小委員会を開催しまして、活用の促進という観点から、ラ
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イセンシーは、通常実施権者ということですが、対抗要件として、登録をしなくても特許権が
流動化した場合に対抗できる、よく当然対抗と法律論としては呼んでおりますが、そういった
制度を検討しておりまして、それによってライセンシーの地位を安定させる、よりライセンス
がしやすいといった、そういう議論をしていたわけでございますが、法改正だけでなく、特許
庁・ＩＮＰＩＴ全体で支えていくということで、ここで書かれておりますＩＮＰＩＴへの期待
は、特許情報の提供インフラの絶えざる利便性の向上、さらには、これまでＩＮＰＩＴが１０
年にわたって実施してきた特許流通・活用のノウハウ、これをさらに有効活用していく、こう
いった期待があるわけでございます。 
 ２つ目として、知財政策の課題で挙げられていますのは、やはり国際的な制度調和。経済活
動自体のグローバリゼーションが進み、世界に出される特許の４割が各国で重複出願になって
いる。特許庁同士でコストリダクションのために国際分業が、今、特許審査ハイウェイ、ある
いは古くからＰＣＴといった形でどんどん拡大が進んでおります。 
 さらに、中国をはじめとしたアジア等でも、特許法あるいは特許制度といったインフラが確
立してきております。こういったところで、こういう国際制度調和あるいは国際分業を支える
ような人材育成というのも必要になってきている。そういう意味で、グローバルな観点を踏ま
えた人材育成への貢献、こういったものもＩＮＰＩＴへの期待として生まれてきているわけで
ございます。 
 課題の３つ目として、やはりイノベーションの一翼を担う中小企業あるいはベンチャー、ス
タートアップ企業、こういった幅広いユーザーの利便性を向上し、より知財を使ってもらえる
ように、知財を核として成長していくと、こういった課題がございます。これに向けては、法
制度の改正も今、仮出願的な運用緩和等を実施しているわけですが、この分野についても、革
新的技術を事業化に結びつける専門家による支援、人材育成支援といった課題、期待があるわ
けでございます。 
 こういった期待を受けて、今後取り組むべき組織・業務の見直しの一つの案としては、最後
のブロックにありますように、サービスの向上・業務の効率化、それから知財を支える人的基
盤の強化、独立行政法人改革の取り組み、こういったものを進めながら見直しを行っていく必
要がある。 
 続いて、その中でどういったところに重点を置いていくかということになるわけですが、１
つは見直し見直しと言っても、今までＩＮＰＩＴが行ってきた業務、これはＩＮＰＩＴが設立
される前は、特許庁みずからがやってきた国の基盤的な業務である、と。その部分については
やはりしっかりやっていく。基盤的な業務を着実に遂行し、その部分のサービスはさらに向上
させていく、こういったところは基本にしなければならないということでありまして、パリ条
約上の「中央資料館」としての機能ですね、情報提供機能と、それから出願人の相談、審査・
審判・資料整備、特許情報の提供、研修といった、特許庁の業務等においても必要不可欠な業
務、これについては引き続き着実に実施をしていくとともに、不断にサービスの向上を図って
いくということが基本になるだろう、と。先月の末も、新しいサービスとして願書作成支援ツ
ールというものを商標分野で提供を開始しておりますが、そういった努力を今後も続けていく
というのが１つの方向でございます。 
 それから、２つ目としてありますのは、独法への社会的要請の一つでもあります業務の効率
化、大胆な事業の見直しというのは引き続きしっかり行うということで、省内レビューでも指
摘がありました、特許流通促進事業については抜本的に見直すという方向。事業自体、２期１
０年実施しておりますが、今の形態の事業という意味ではここで一回整理をいたしまして、こ
れまでストックしてきた成果・知見、こういったものが有効に活用されるように情報提供する
等、次の特許の活用促進といった業務に結びつけていくと。 
 それから、特許電子図書館事業。これは、今、私どもで新しいペーパーレスのシステムの開
発をやっておりまして、かなり遅れてはいるんですけれども、このシステムが稼働すれば、い
わゆるＩＰＤＬの機能が特許庁の本体データベースからリアルタイムで提供できるということ
になりますので、そういった方向が、平成２７年１月のリリース時期なんですが、そういった
予定がございます。ただ若干遅れていまして、今のＩＰＤＬも５年あるいは６年程度やはり提
供していかないといけない。 
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 そういう意味で、新システムには変わり得るので、大幅な投資はできないのですが、やはり
５、６年のＩＰＤＬの提供というのは大変重要な機能を有するものですから、さらにこの費用
対効果というものを踏まえながら、このＩＰＤＬの利便性といったものも上げていく、こうい
ったものに取り組んでいかなければならないというのがポイントでございます。 
 それから、基盤業務、業務の効率化とともに、これだけ環境変化が周りに激しくありますの
で、新たなニーズにも積極的に対応するということでありまして、高度専門人材を活用した特
許活用の促進。一昨年来、知財戦略のプロデュースというものに、ＩＮＰＩＴにおかれては試
行的に取り組んでおられるわけですが、これをさらに充実、強化していく。さらには、大学管
理アドバイザーとしてこれまで個別大学にやっていたわけですが、大学間の広域的なネットワ
ークを支えるような、そういった人材を送り込むことによって、中小規模大学のすそ野の拡大
を図っていくと。こういった高度専門人材というものを核とした活用支援というものが一つの
方向としてあるのではないか。 
 さらに、ＩＮＰＩＴならではの人材育成といったものもあるのではないかということでござ
いまして、これまでの研修等に加え、知財活用の活性化に役立つような研修プログラム等を強
化していく。さらには、日中、日韓といった人材育成機関の連携も進んでいるわけですが、こ
の取組を進め、特許審査ハイウェイを支えるようなグローバル審査官、あるいは国際的な知財
の問題に対応できるような方々、こういった方々を育成していくと、こういったミッションも
あるのではないかということでございます。 
 右側の３つは、政府全体の独法の改革の中で取り組みが求められております、管理運営の適
正化、ガバナンスの強化であるとかコスト削減、さらには取引関係の見直し、入札の改革とい
うことでございます。一者応札を減らし、さらに改革を進めていこうと。それから、なかなか
難しいのですが、これも政府全体の課題の１つとして、独法が自己収入を拡大していこうとい
う方向も出ておりますが、本来の法人のミッションが基本ですので、それと両立する範囲で自
己収入拡大に向けた検討と、こういうのも必要になってくるのではないか、ということでござ
います。 
 詳細は資料３のほうに書いております。これもまた目を通していただきまして、この資料２
をベースにご議論をいただければと思います。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。 
 それでは、ただいまご説明をいただきました見直し当初案につきましてご議論いただきたい
と思います。どこからでも結構ですので、ご自由にご意見、ご質問等お願いできればと思いま
す。いかがでしょうか。どうぞお願いします。 
 
松田委員 
細かい点で恐縮ですけれども、商標について出願支援ツールというのがございますよね。こ

れは７月から始めたばかりということで、まだ実績がほとんどないと思うんですけれども、出
願を支援したのはいいけれど、審査の結果、拒絶理由通知が来ました、と。そういったときの
対応まで何らかの形でサポートしないといけないのではないかな、と。 
 商標について言えば、やはり類比判断とか、いろいろ事前にある程度の専門的な判断がある
わけですけれども、支援ツールである程度ご本人が対応できる、ということになると、やはり
ある程度ラフなものが出てくる。ラフなものというのは、要するに拒絶理由に引っかかりやす
いものも出してしまう、と。ご本人がそれをご承知の上で、ダメもとで出願されるのであれば
いいんですけれども、そうではなくて、事業化等がある程度進んでいて、この商標は使いたい
というものを出してみたら、やはりそういうことになったということになりますと、事業的に
も損失になりますしね。その辺のことはどういうふうに対処されるのかな、とちょっと気にな
るところではあります。 
 ですから、出願後の対応、と言ったらいいですかね、権利化までの対応ということで何らか
のサポートというか、相談室みたいなものもあわせてサポートされるのかな、というところが
気になっております。 
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早川分科会長 
いかがでしょうか。現在は拒絶になったときの相談というのも、一般的には受けておられる

んでしょうか、相談業務としては。出願のときだけということになりますか。 
 
井上情報・研修館室長 
ＩＮＰＩＴの相談部の業務としましては、個別案件に対する相談も、特許庁と同じ環境で検

索もできる仕組みを持っておりますので、最終的には特許庁につながなければいけない部分も
ありますけれども、相談業務の中で連携して取り組んでいただければサポートできる範囲かと
思っております。 
 

松田委員 
 一番いいのは、やはり、出願前に十分に検討するという部分ですので。ちょっと申しわけな
いのですけれども、私自身がまだ使ったことがないので詳しい事情はわからないんですけれど
も、やはり十分に、類似する商標が先に出ていないかどうか等を調査してから出願しましょう、
というようなことが、事前に十分警告されるのが一番いいのかなと思いますので、そういうよ
うなシステムであればよりよいのかなと思います。 
 
早川分科会長 
サービスの向上という点で、今の点のご意見も踏まえて、またお考えいただければというふ

うに思います。今の点よろしいでしょうか。そのほかにありましたら、お願いいたします。 
 
高田委員 
 この資料２、３にまとめていただいていることは、これはまことに重要なことばかりだと思
うんですけれども、議論の枠組みがまだ今一つしっくり理解できていない点がありまして。 
 例えば今後、総務省の政独委のヒアリングもあるわけですけれども、今後どのくらいの制約
となって、あるいは前提となって、このＩＮＰＩＴの次期計画を考えなければならないのか。
その辺をどうとらえたらよろしいのか、ヒントをいただきたいんですけれども。 
 
広実特許庁総務課長 
 我々も悩んでいるところがございまして、今の与党の考え方があり独法の見直しを行ってい
く、ということをマニフェストに掲げていたわけでございます。 
 ただ昨年来、実際にこの独法の議論をしていく過程で、やはり独法の機能の中にはいろいろ
な機能があるわけで、ＩＮＰＩＴのように本来国そのものがやっていたような事業もあれば、
独立が可能のような独法もある、あるいは研究開発法人のような、研究開発を行う法人として
特定の分類ができる独法もある、と。そういう議論の中で、今後の独法のあり方というのを、
政府全体の枠組みの中で、これから新たな議論が始まっていくというプロセスなんですね。 
 そういったときに、我々はどういうフレームワークで次期計画をつくっていくのか、という
ことなんですが、やはりＩＮＰＩＴの機能自体は、独法という器がどうなろうとも必要な機能
なので、やはり機能本位に考えて、その機能のあり方というものを今後４年ないし５年のフレ
ームワークの中でしっかり考えていく、ということが基本かと思っております。 
 そういう意味では、余り制約、前提にかかわらず、こういったものが日本にとって必要だと
いうことで、どんどんご議論いただければと思います。もちろん、政府全体の枠組みの議論が
進んで、３年後４年後、こういう方向になるんだ、ということになれば、機能を維持したまま
新しいものに変わっていくのだろうと、私どもは今こういう理解でおります。 
 
早川分科会長 
ちょっと確認ですが、まず本日ご議論いただき、それから親委員会に提出し、親委員会から

政独委に送られるということですけれども、その後、政独委で議論があって、最終的にはどう
いうふうに決まるんでしたでしょうか。 
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井上情報・研修館室長 
 資料５に今後のスケジュールで書いてございますけれども、８月２５日に親委員会が開催さ
れまして、その後、政独委、総務省に出ていくわけですけれども、総務省に出てからは、政独
委の議論でありますとか、それから行革事務局も多分組織的なこともございますので、かかわ
ってくるかと思います。そこでいろいろな調整が行われ、決定してくるのは１１月末から１２
月の初めといったスケジュールになるかと思います。 
その中で、今のいろいろ機能面からの議論でありますとか、組織のあり方、それから業務の

あり方、といものが議論されていくと思いますので、今のところはＩＮＰＩＴの今後のあり方
を中心に考えていただくということの流れかなと思っております。 
 
高田委員 
 形式的なことを申しますと、政独委から経産省の委員会に、また何かフィードバックがある
ということになりますか。 
 
井上情報・研修館室長 
 申しわけありません、その点抜けていました。政独委からは、勧告の方向性という形で、先
方から出てまいりますので、それを受けた形で、見直しの最終案を決定していくプロセスがご
ざいますので、そのときにまたご議論をいただくことになろうかと思います。 
 
高田委員 
 最終案は、実質的には親委員会が決めるということでしょうか。 
 
井上情報・研修館室長 
実質的には、当分科会を経て、親委員会で決めるということになります。 

 
高田委員 
 はい、わかりました。 
 
早川分科会長 
 大体今のような流れです、なかなか分かりにくいところもありますけれども。 
 とにかく本日は、先生方のご専門の観点からどういうことを盛り込み、どういうことを入れ
たらよいか、ということについて、忌憚のないご意見をいただければというふうに思います。 
 
高田委員 
この資料２に関して質問なんですが、資料２の一番左下のほうに業務の効率化のボックスが

あって、特許流通促進事業は抜本的に見直しましょうということと、ただ、これまでの成果・
知見というのは十分活用されるようなことをきちんとやっていきましょう、ということをうた
われているんですが、ここは具体的に例えば何か、ぼんやりとでも柱みたいなものがお考えに
なられているのか。もしそうであれば、その辺をご教示いただければ。 
 
早川分科会長  
どうでしょうか。 

 
広実総務課長  
これは、今後具体化をしていくということになるんですが、資料３の４ページ目の（２）と

いうところに、特許の活用促進、という項目がございます。ここで、今まで２期１０年にわた
ってやってきた特許流通事業、これは基本的には日本の各地域、あるいは民間において、特許
流通、ライセンシングというものが自立化させる。そのための呼び水的に、政府が最初支援を
し、そういったインフラをつくっていこうと、こういう考え方でやってきていまして、ご承知
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のとおり、１００人を超える時期もありましたが、流通アドバイザーが中小企業等の支援をし
て、ライセンス等の成約件数が１万3,000件を超えてきた。と同時に、当初からあったように、
やっぱり地元に根づかせるという意味で、地元の人材へこういったノウハウを移転する、こう
いったことをこれまでやってきて、そのノウハウ継承の対象者が１００名を超えるようになっ
てきた。そういうこともあり、今までの中期目標の方向性もあり、現行スキームによる事業は
平成２２年度末をもって廃止する、ということになったわけでございます。 
 それで、一つの方向としては、１００人を超えるノウハウ継承者、流通アドバイザーの継承
者がいるわけですので、そういった方々をサポートできるような情報提供等々は、しっかりや
っていくというのが一つ。特許流通アシスタントアドバイザーという方々ですが、こういった
方々が育ちつつある。 
 次の中期目標においては、これまでは、地域の個々の中小企業等にアドバイザーがそれぞれ
訪問して、という形だったんですが、より地域で核となるような産学関連係プロジェクト、コ
ンソーシアムの場合が多いと思いますが、こういったところに国として高度な専門人材を供給
して、知財プロデューサーと呼んでおりますが、知財戦略の支援に特化していく。こういった
方向が、一つの方向として今議論がされている状況でございます。 
 
早川分科会長  
ありがとうございます。高田委員はこの点、大変ご専門家でいらっしゃいますが、何かエキ

スパートの観点から見て、こういうのを盛り込んだらというのがございましたら。 
 
高田委員  
 私が常々感じておりますのは、やっぱり狭く特許という領域にあまり絞り過ぎると、木を見
て森を見ず、というような状況が、えてして起こることがありますので、私個人の提案といい
ますか、かねがね思っておりますのは、知財戦略プロデュースという事業は大変重要ではあり
ますけれども、知財を使った事業戦略のほうがより上位にあるべきであって、そこの概念を、
知財のプロデュースに含めるのか、あるいは事業戦略の重要な柱として知財戦略が位置づけら
れるのか、その上下関係というか主従関係というか、その辺をうまく設計して、いずれにして
も、事業戦略というところまで見据えた役割を果たさないと、これからは立ち行かないことは
明らかだろう、と。 
 ですから、先ほどのこのＡ３の資料２のご説明のところでありました課題のところに、オー
プンイノベーションという言葉も出てきていますし、最近よくプロイノベーションという言葉
が使われる。事業戦略はまさにイノベーションですので、これは、ただ知財戦略だけだときっ
とプロパテントという言葉で十分なんですけど、それではおさまらない、プロイノベーション
という言葉を使っているということの意味は、やっぱり事業全体を見た上で、その中の知財と
いうのをしっかり柱として位置づけるという、そういう視点が必要だということのあらわれで
もあると思いますので、私はこの知財戦略プロデュースはもう大賛成ですけれども、これを実
施するにあたっては、本当にビジネスとして成立するのか、というような事業戦略のところを
大前提として、そういった役割を担うところとどういう連携を図るか、事業戦略というレベル
で成立するようなものを考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。 
 
清水情報・研修館理事長 
 よろしいですか。サジェスチョンありがとうございます。やっとこの国で、ある意味でイノ
ベーションの基盤というのができてきたという印象を持っていまして、そこのところで一番基
本になるのはオープンイノベーションになったとき、品物を売る場合であれば、知財のやりと
りも含めて品物をターゲットにすればいいんですけど、今度は事業という、目に見えない、品
物をつくるプロセスのもっと上流かもしれない、と。ここにフォーカスを当て、イノベーショ
ンの上流を考えたとき、事業戦略というのが出てくるんだと思うんです。 
 そういう意味で、知財プロデューサーというのは、資金調達その他が計画的に行われている
集団、そこには当然事業総括という方もいらっしゃいますし、研究総括という方もいらっしゃ
る、そういう中に、知財に特化した形で、専門的な知識を持って活躍していただく。こういう
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一つの、言ってみればアウトカムを取りに行く。もう目的が明快にアウトカムを取りに行くス
テップに、支援を集中するというフェーズに移らざるを得ないんじゃないかというふうに、自
分が５年間やっていて、この国の動きが教育や普及じゃなくて、もはやその段階からアウトカ
ムをねらいに行くというふうにシフトした。という形で次期に向けてこういう話が出てきてい
ると認識しております。 
 現場としては、今までのアドバイザーの仕事はどちらかというと、ニーズとシーズをマッチ
ングさせて、その後までは余り責任を持たない、アウトカムまではカウントしないということ
だったんですが、今度はある意味、そういう意味での部品がそろったところに知財という部品
をさらに加えて、しっかりとアウトカムをねらう、というふうに私自身は理解しておりますが、
先生のサジェスチョンはまさにそういう方向へ行けというふうに受け取りました。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございます。何かございますか、よろしいですか。貴重なご意見をありが
とうございました。それでは、ほかの点についても結構ですが何かございましたらお願いしま
す。お願いします。 
 
松田委員 
 今の特許活用の促進という部分にも関連するかもしれないんですが、私が今非常に注目して
いるのは課題３のところの、革新的技術を事業化に結びつける専門家による支援。これは課題
３の部分では、中小企業対応というふうにも読めるんですが、我が国の基幹技術になりそうな
技術については、中小企業に限らず戦略的にこういった形で、権利化それから活用化というと
ころを支援するような形にしていっていただきたいと思うんです。 
 というのも、今問題にされているのは技術流出とか、あるいは産業の空洞化ということが言
われていますけれども、何十万件もの特許出願が公開されることによって、日本の技術がどん
どん海外に流れているという見方もあるんですけれども、その部分に関して言えば、それは本
来の特許制度の趣旨の１つでありますので、避けられないというか、当然の流れですが、ただ
やはり重要な技術に関しては、海外に安易に利用されてしまうようなことがないように、しっ
かり戦略的に守っていく必要があると思うんです。 
その観点から、ＩＮＰＩＴというのはまさにそのための立役者になる能力を非常に持ってい

ると思うんです。具体的には、ＩＮＰＩＴの人材とかノウハウを生かして、例えば中小企業等
が重要技術を海外に展開したい、事業化したいというときに、単に権利化をお手伝いするだけ
ではなくて、海外で実施したときのサポート、要するに権利侵害が起きていないかとか、そう
いったところまで、私、前回の委員会でも申し上げたかもしれないんですけれども、そこまで
は恐らく中小企業は、大企業でも大変な部分ですから、とても手が回らないと思うんです。 
 ですから、体制的にどうするかというのは非常に難しいかもしれないんですけれども、主要
な企業がまねをしていないかとか、言葉は悪いですけど諜報活動みたいなものですけれども、
そういった形で権利をしっかり守ってあげましょう、というようなところまでやらないと、な
かなか中小企業も含めて、大企業でもそうですけれども、我が国の産業を保護するという観点
からは十分ではないのではないか。 
 逆に言えば、そこまですることによって、重要技術の流出とかそういうことをくいとめる 
ことができるのではないかというふうに思っているんです。ですから、そこまではお考えでは
ないかもしれないですけれども、私がこの資料を拝見した限りでは、この専門家による支援と
いうところに非常に大きく期待しております。 
 実際振り返ってみますと、例えば液晶パネルですとか太陽光パネルなんかは、我が国はもう
トップランナーだったわけですよね。それが実際には中国とかドイツにどんどん追い越されて
しまっているわけなんですけれども、その辺ももう少し知財的に、実際に調べてみたわけでは
ないんですけれども、知財的なサポートがもうちょっとあれば、そんな簡単にはまねできない
ような形で、戦略的に事業展開していくことができたんではないかというような印象を持って
いるんです。 
 現在進行形でいえば、例えば水処理技術なんかが、今、非常に注目されていますよね。それ
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なんかも日本のトップ技術なわけですし、まだいろいろあると思うんです。そういったものも
大企業、中小企業を問わずに国際的に保護していける体制、活用していける体制というものを
何らかの形で考えていただきたいと思っているわけです。 
 実際、部分的ではありますけれども成功事例みたいな、結果論的かもしれないんですけれど
も、例えば液晶パネル、液晶テレビ関係については、もう韓国の会社にもうすっかり追い越さ
れてしまったわけなんですけれども、ただ、この間のニュースを拝見しますと、対日貿易収支
を見ると韓国は日本に対してだけ赤字なんです。なぜかというと、液晶テレビをたくさんつく
るんだけども、その液晶テレビに使われる部品の中に、どうしても日本製のものを使わなけれ
ばならない部分があって、そういった部品技術でもってまだ韓国なり海外の技術が追いついて
いけていない部分があるわけです。ですから、そういう事例に着目して、それが特許によるも
のかどうかちょっとわからないんですけれども、やはり基幹技術を手放さないというのが非常
に重要だと思うんです。そういったところにあらわれていますので、そういった事例を参考に
しながらサポートしていくようなものを、何らかの形で構築していただけたらなと思います。 
 以上です。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございます。どうぞお願いします。 
 
高田委員 
 今の松田委員のご意見にさらにつながる話なんですけど、人材育成のところで、対アジアと
いうことで、人材育成をサポートする機能というのは、ことさらに強く持っておくというのは、
ある種、そういった特許制度なりというのをどんどん構築を進めている発展途上国、後進国で
すね、進めていくという中で、日本がそこにある意味恩を売っておくというのは極めて将来の
財産としては大きな財産になって、何十倍ものリターンで返ってくる。 
 今の訴訟一つとってみても、日本企業が現地へ出ていったときに、どう対応できるかという
局面一つとってみても、どれほど有利に働くかということはありますし、今のこのタイミング
にやっておかなければならないこととしては、私は特にアジアの諸国に対して、日本が貢献す
べきというか、強く役割を担うべきというのは、随分もうそういう意味ではアジア諸国も制度
の普及といいますか、制度設計と普及というのも進んできてはいるものの、やっぱり実地の人
材の育成というレベルでは、やれることを今とことんやっておくということで、将来の資産を
今一生懸命形成する努力をやっぱりしておくべきじゃないのかな、ということは強く感じます。 
 多分、弁理士会もアジアと連携していると、いろいろご活用しておられると思いますので、
やっぱりそういうところと連携をとって、アジアワイドに人材育成に日本が貢献しておくとい
うのは大変重要な観点ではないかなと思います。 
 
広実総務課長 
日本もかなり前から、特に中国あるいは東南アジア中心に、短期研修という形で1995年ぐら

いからずっと続けて、これはＩＮＰＩＴではなくて、別の枠組みで実施しているんですが、最
近、やはり中国の台頭が目覚ましいんですね。この４ページ目にさっきのＡ４のほうの紙の下
に、中国のトレーニングセンターというのがあるんですが、ＣＩＰＴＣというのが、私は行っ
たことはないんですけど、すばらしい建物で、宿泊施設つきで、かつビリヤード場とか娯楽施
設も用意して、そこで至れり尽くせりで東南アジアの人間を研修する。 
 日本も一生懸命やっているんですけど、ＡＯＴＳという公益法人の宿泊施設が北千住にあっ
て、徒歩15分ぐらいですけど、そこからここまで地下鉄で来てもらって研修を行っているとい
うことで、なかなか、要は日本に来たいという魅力だけでアジアの研修のセンター的機能を東
京に維持するというのは、だんだん困難になってきていると思うんですね。逆に、だからむし
ろそういったファシリティの魅力というよりは、本当に東京でしか教えられないもの、日本で
しか研修できないコンテンツ、こういったものを強化していかないと、ファシリティの魅力合
戦ではやっぱり勝てないと思うんで、そういった方向に今変えないといけない。 
 我々のほうでそれに対応しているんですけど、どういった研修のあり方がいいのか悩んでい
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ますが、そういったところをぜひアカデミーの先生方とも一緒に、日本でしか提供できないカ
リキュラム、コンテンツ、こういうのをやっぱり検討していかないといけないかなと思ってお
ります。 
  
清水情報・研修館理事長 
 同じように、韓国も非常に国家規模でアプローチしている。高田委員のおっしゃったことと
関連するんですが、私ども大学にいたときに、アカデミアというのは割合国際的にオープンで、
非常に連携しやすい。そこに拠点があると人間がフリークエントリーに動ける。ＪＩＣＡとか
そういうところは、１人が駆けずり回るんですけど、そうではなく、コンスタントに拠点同士
が交歓し合っているうちに、お互いに仕事を分担し合うというのがアカデミアの大体の手法な
んです。大学同士が連携するというのはそういう意味なんですが。 
 日・中・韓のトレーニングセンターのうち、日本だけそのドンガラを持っていないんですけ
ど、向こうは両方ドンガラも人間も持っている拠点なんですね。それで特許庁長官会合で、ト
レーニングセンター同士で、とにかくスキルを磨き合いなさい、ということをお聞きしたとき
に、私すぐ思ったのが、今、九州大学、高田先生のところで、上海交通大学とお互いに技術移
転の交流をやっておられますよね。経済的に九大の人がいなくても、上海交通大学の人が九大
のアイテムに対していろいろ反応してくれる、かなりアカデミアと同じ部類の交流ができてい
る。 
 これはこういうセンターが、これはステップ、ステップですが、まだお互いが口頭的にＭＯ
Ｕを交わして、行く行くは拠点同士がお互いに信頼し合っていきますと、国と国とのブリッジ
になっていく。こういうところからやっていかないと、点同士でやっても面にならない、線に
もならないということで、資源・リソースを有効に活用するためには、なるべく線と面に広げ
ていくという意味ですごくいいチャンスなんです。実はＩＮＰＩＴのこの事業に対して、人も
カネもついていない。 
 そういう意味では第３期の一つの目玉として、ある意味で集中的に活動できるようにすると、
例えば侵害訴訟の話をやるときも、向こうのトレーニングセンターは特許庁とつながっていま
すので、ある意味で非常の情報の共有とか、人のリクルーティングとか、そういうチャネルが
お互いに信頼でき合えば、できる可能性がある。特に韓国、中国、日本というのは、ある意味
で世界の技術の供給源になっている今は、私のような老人から見るとすごいチャンスで、しか
も今のところ知財に関しては、日本特許庁がプライオリティを持っているので、先生は何か恩
を着せるとおっしゃいましたけれども、逆に言うと向こう側からすると、必要なものに対して
はアプローチすると。 
 上海交通大学の副学長がそうおっしゃっていましたよね。私たちは今、日本のそういう技術
が欲しいんだと。５年前におっしゃっていたんで、５年後にはもう遅いと言われましたけど、
まさに知財はちょうどタイムリーな話で、何とか具体的な形で、大学なんかとも連携して、弁
理士会とか、総合的に国と国とのつき合いの拠点をつくるという意味では有効じゃないかとい
うふうに考えました。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございます。おっしゃるとおりですね。そのほかに何かございますでしょ
うか。どうぞ、お願いします。 
 
高田委員 
また特許の活用促進のところに戻るんですけれども、今、各地域に根づかせるということで

アシスタントアドバイザー制度をやっておられて、来年度以降、その自治体は、やっぱりその
アシスタントアドバイザーという方を何がしかの形でちゃんと残していきたいし、ちゃんと機
能させたいというようなご意思を持っておられる自治体はどのくらいおられるかというのは、
何か持っておられる数字みたいのがあれば教えていただければと思ったんですが。 
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情報・研修館担当者 
 現時点で、来年度も、という形で正式に表明ということはございません。もちろん自治体の
温度差もあって、現時点でも、育成が終わった方っていうのは、自治体の特別コーディネータ
ーという名前で実際登録いただいておりますけれども、その方々の雇用形態は自治体によって
様々でございまして、例えば専門家登録という形で必要なときだけ働く、というところもある
ようでございます。もちろん、いずれ恒常的に活用していただきたいと思っているところであ
りますが、そこは具体的な数は現在はまだ把握してはおりません。 
 
高田委員 
 何で私がそういうことをお聞きしているかというと、インフラとしてどのくらい機能し得る
だろうかということが最も気になる点で、それは量という面と質という面でですね。 
 例えば、各自治体でいろいろな研究開発助成事業とか、技術の実用化の助成事業というのを
持っておられたり、あるいはそれをＮＥＤＯさんとか中小企業基盤機構とかいろいろなところ
と事業を組み合わせて、地域で展開されるということはあるんですけれども、以前の委員会の
ときも意見交換のときに、私、少し言わせていただきましたが、そういうところに出てくる中
小企業さんで作成してこられる提案書というのが、正直なところ、これ大丈夫なのか、という
のがすごく多くて、それを毎回毎回、毎度毎度出していただいては、何かちょっといまいちで
すね、ということで、低い点をつけて終わり、ということだけやっているのであれば、それは
余り中小企業さんのスキルとかの向上にはつながっていないという可能性のほうが高い。 
あるいは、その中小企業さんというのは、本来やり方をうまく知らないだけで、そういう面

で損しているということもあるのかもしれないですね。もっとそういう地域で展開するような
事業の中に、それをサポートするような役割、先ほどの、例えば特許流通コーディネーターの
方が、提案書に書く知財戦略の部分に関しては少し支援をされるとか、そういったことで提案
書のレベル、それはひいては、こだわって申し上げているんですが、事業を実現するための計
画自体のレベルアップにつながるわけですけれども、そういう中小企業さんがやらなきゃいけ
ないと思いつつなかなか手がつかない。人が少ないとか経験が少ないとか、そこで手がつかな
い部分、特に知財はそうなりがちで、全部弁理士さんにお任せしています、と。社長さんに聞
いても、いや、それも全部、弁理士さんにお任せします、という一言で終わらせる経営者が非
常に多過ぎるというのが問題だと思うんです。 
 やっぱりそこで、最低限自分たちが考えなきゃいけない部分で、ちゃんと頭を使っているか
というのを経営者の方にちゃんとやっていただくために、それをサポートする役割は地域に必
要なんじゃないかと私は思うんです。そういうことが必要なんじゃないかという意味で、今ご
質問させていただいたという次第です。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございます。はい、どうぞ。 
 
清水情報・研修館理事長 
 今の高田委員のお話ですけれども、たまたま私が個人的に文部科学省の地域科学振興の地域
クラスターとか都市エリアの委員をやっているものですから、その話からつなげていきますと、
まさに地域クラスターとか都市エリアの科学振興というのはイノベーションをねらっていて、
そこには地域の、大企業ではなくて、中小企業が集積して新しいイノベーションを起こすと。  
そういうときに一番大事なのは、知財の戦略をつくれる人、その感覚を持った人ということ

で、今、経産省と文科省というのはある意味で非常に連携が強くて、計画の時点からかなりし
っかりと結んでおりますので、私たちのＩＮＰＩＴの派遣の話もなるべくそういうものと乖離
しないようにということで、ＩＮＰＩＴからも、なるべく文科省のそういう委員会に積極的に
出るように努めております。 
 ただ、具体的なアクションプランになると、そこに今度は自治体が入ってきて、それぞれの
職掌も違うので、これはそれこそ特許庁の中枢からある意味で確定したビジョンをつくっても
らって、オールジャパンでやる仕事だと。まさに本日、日経に先生のおっしゃったこと書いて
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ありまして、要するに、ただ中小企業を経済的に救うというのは何の意味もないと、イノベー
ションにアプローチできる中小企業をどういうふうにやって活性化するかと、ということです
よね。それは昔と違って、霞が関は大分横のつながりが、私が見ていて雲泥の差で５年前とは
全然違って、意見交換もされておりますよね。 
 
高田委員 
 今のお話ですと、大分横串をとれるように議論は進んでいるように、私は見受けます。 
 
広実総務課長 
 そうですね。新しい枠組みとして、新しい各都道府県レベルで知財の拠点センター的なもの
をつくろうという話になっています。これまで工業技術センターなどに発明協会の人が１人い
て、そこで待ち受け相談とかやっていて、一方で特許流通アドバイザーの人がその周辺の中小
企業等を訪問していたんですが、今は発明協会自体も支部を全部分離独立する方向になりまし
て、そういう意味で、各都道府県で、それぞれ実態に応じた拠点的なセンターをつくってもら
い、そこへ特許庁から支援をしていこうと。 
そこで働く人材は、そこに最もふさわしい人を地域で雇ってもらうと。こういう経費を我々

が用意して、そこにまさにさっきおっしゃったような知財のコーディネーター、今まで育って
きたような人々がそこで働けるようになってくれば、そこでワンストップサービスというのが
できてくるんじゃないかという方向で、今議論が進んでいます。 
 例えば大阪なんかは、阪大と発明協会が話し合いをして、中之島の知財センターの中でサー
ビスをしようかと、こういうような話をやっていたりですね。金太郎あめじゃなく、それぞれ
の地域ごとに取組が進んでいけば、というように思っています。 
 
早川分科会長 
 ありがとうございました。ほかに何かございますか。はい、どうぞ。 
 
松田委員 
 今の高田委員のお話に関連して、やはり知財に対する意識の向上というのは非常に重要だと
思うんですよね。先ほど私がお話しさせていただきました、例えば中小企業に限らず、戦略的
な海外での知財化といいますか、その保護活用というものは今後大事になっていくと思うんで
す。そのときに一つ危惧されるのが、杞憂かもしれないですけれど、最近問題になったパテン
トトロールというのがありましたよね。 
 例えば中小企業が海外ですぐれた技術を取得したはいいけれども、そういった連中がアプロ
ーチしてきて、もうけさせてあげますよ、みたいな形で悪用、悪用と言ったら語弊があります
かね、そういう形で利用されかねない。そういうことを事前に察知して、あるいは権利者本人
にそういう高い自覚を持ってもらって運用してもらうような対策が必要になるかもしれないん
ですよね。そうしないと、我が国、日本国内だけに限れば損害賠償の制度とか欧米とは違いま
すので、余り問題になっていないですけれど、やはり海外に展開していった場合にはそういう
問題もあり得るということですね。 
 ちょっとうろ覚えなんですが、民間的なそういう組織がありますよね。パテントトロールに
対抗して、事前に優秀な技術を発見して買い上げると。ただし、それは目的はパテントトロー
ルと違って、大企業を訴えたりするためではなくて、そういったパテントトロールによる行為
を食いとめるために、そういう組織がつくられたという話を聞いているんですが、そういった
作業といいますか事業をＩＮＰＩＴが担っていってもいいのかなというふうに思いました。 
 それから、またちょっと話が飛んでしまうんですけれども、人材育成に関して、先ほど中国
のＣＩＰＴＣですか、それから韓国のＩＩＰＴＩというのがあって、それが非常にしっかりし
たインフラでやっているというお話でしたけれども、我が国の研修所に海外から人を呼ぶのも
大事かと思うんですけれども、逆に我が国からそういうところへ派遣するのも積極的にやって
もいいんじゃないかと思うんですよね。人材交流という面から見れば、何も呼び込むだけでは
なくて、こちらから出ていっても有効なわけですので、有為な人材はどんどん送り込んでやっ
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ていけばいいんじゃないかと。 
 というのも、また韓国の例を出して申しわけないんですけれども、サムスンがそういうやり
方で成功しているわけです。皆さんご存じかもしれないんですけれども、社員を１年間ぐらい
海外に派遣して何もしなくていいと。ただ現地で暮らして好きなことをやっておれ、というこ
とで、現地で本人は実際には遊んでいるわけではなくて、市場調査的なこととかあるいは人脈
づくりをやっているわけですね。それを製品づくりに反映させたことによって、成功の一因に
なっているというふうに言われていますけれども、そういう意味も含めて、やはり人材交流と
いうのは非常に重要だと思うんですね。その観点から、やはり呼び込むだけではなくて、外へ
出ていくということも重要なのではないかなと、そういうことにも積極的にやっていいのでは
ないかなと。 
 
早川分科会長 
 どうもありがとうございました。それでは、ほかによろしいですか。特になければ、以上で
この点についての審議、議論、質疑応答は終わらせていただければと思います。 
 どうもきょうは活発なご議論を、大変参考になるご議論をいただけたと思います。本日ちょ
うだいいたしましたご意見につきましては、整理をした上で組織・業務の見直し当初案に反映
させていただきたいと思いますし、それからきょうご欠席の生方委員に対しましても、別途ご
意見を伺いまして反映させていただきたいと思います。 
 それらの点につきましては、最終的に私にご一任いただければと思いますが、よろしいでし
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す。それでは、事務局と調整の上、修正した見直し当初案を皆様に後日
お送り申し上げます。それでは最後に、今後の予定等について事務連絡がありましたら、事務
局のほうからお願いいたします 
 
井上情報・研修館室長 
 それでは、資料５をごらんいただきたいと思います。９月以降、総務省政独委、それから行
革事務局との調整プロセスに入っていくことになりますけれども、それが確定的になってくる
時期というのが、勧告というような形で出てくるのが11月の末から12月初めと思いますので、
この見直し案が最終案に切りかわる時期ということでありますので、そのころになりましたら
分科会をまたもう一度開催させていただきたいと思います。 
 それから、その最終案を受ける形で中期目標、中期計画を策定する必要が出てまいります。
こちらにつきましては、来年の２月ころを予定させていただきたいと考えております。例年に
比べてちょっと分科会の回数が多いですが、残り、今年度は２回、よろしくお願いいたします。  
具体的な日程につきましては事務的にまたご調整させていただきますので、よろしくお願い

します。以上でございます。 
 
早川分科会長 ありがとうございます。 
 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23回工業所有権情報・研
修館分科会を終了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。 


