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独立行政法人評価委員会第２４回工業所有権情報・研修館分科会 
議事録 

 
日時：平成２２年１２月９日（木）１０：００～１１：００ 
場所：特許庁９階庁議室 
 
議題 
１．工業所有権情報・研修館の中期目標終了時における組織・業務の見直しについて（審議） 
２．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２４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とおり、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・業務見直しについて（案）についてのご審議となっておりますの
で、よろしくお願いいたします。 
 本日の分科会ですが、経済産業省独立行政法人評価委員会運営規程に基づき非公開とし、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ますの
で、あらかじめご承知置き下さい。それでは、分科会開催にあたり、広実特許庁総務課長から
ご挨拶頂ければと思います。 
 
広実総務課長 
 総務課長の広実でございます。早川分科会長はじめ委員の皆さまには、平素から分科会のた
めにご尽力頂き大変ありがとうございます。今年は色々な見直しの年で、昨年政権交代があり、
今年は本格的な事業仕分けがあり、独法あるいは公益法人、また全ての特別会計について、全
面的に見直しが行われた年です。そういう意味で、単に独法の枠組み、あるいはその事業だけ
でなく、特許庁の事業の大幅見直しをしているところです。ちょうど、ＩＮＰＩＴの第二期中
期目標期間の最終年度と重なりますので、今後、第三期の目標をつくるにあたって、今年の大
幅な見直しを踏まえた新しい枠組み、基本的方針をご検討頂ければ大変ありがたいと思ってお
ります。枠組みとしては基本的に、政権交代もありまして、独立行政法人について一層のスリ
ム化を行おう、という方向が政府全体の方向として出ています。その中で我々としては、ＩＮ
ＰＩＴはパブリックサービスを効率的・効果的に行うというミッションを背負った法人でござ
いますので、さらに真に必要な効果的な施策あるいはサービス、こういうもの重点化して行い、
国の期待に応えていく、そういう必要があろうかと思います。色々な制約もありまして、独法
制度自体について、政府全体で来年早々にも見直しが始まりますので、変動要因もあるのです
が、やはりサービスの必要性、クオリティ、こういうものはどういう外部環境の変化があろう
とも維持・強化していく必要があろうかと思っていますので、ぜひご忌憚のない意見・アドバ
イスを頂ければありがたいと思います。よろしくご審議のほど、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、議事に入ります前に、配付資料の確認を事務局
からお願いいたします。 
 
井上情報・研修館室長 
 おはようございます。それでは事務局から資料の確認をさせて頂きます。議事次第を先頭に
資料全体をクリップで留めておりますが、外して頂きまして、２枚めくって頂きますと、Ａ３
の折りたたんだペーパーが入っているかと思います。これは見直しの最終案、ということで、
概要資料として落とし込んでいます。それから資料２は、その本文編といいますか、見直し案



 2 

の文書となってまして、７ページにわたるものでございます。資料３は、前回の分科会でご審
議頂いた見直し当初案を見え消しの形で、どこが変わったか改訂している資料でございます。
また、当初案の決定後、いろいろ意見や決定が出てまいりましたので、それを並べた体裁とな
っております。詳細は後ほどご説明させて頂きます。資料４、こちらは今後のスケジュールと
なっております。その他関係資料という構成になっておりまして、参考資料１は、１２月７日
に閣議決定されました独法の事務事業の見直し基本方針、参考資料２は、政独委で取りまとめ
られた勧告の方向性といって略しておりますが、独立行政法人の主要な事務事業の改廃に関す
る勧告の方向性について、ということで、総務省の評価委員会委員長から経済産業省評価委員
長あての通知と、ＩＮＰＩＴにはどういうことが勧告の方向性として出されたか、全文資料と
してつけてございます。それから補足資料として、事業仕分け第３弾で、特別会計の事業仕分
けがございました。特別会計全てが対象となりまして、制度仕分けと、それから事業仕分けの
セットの形で行われたわけですけれども、特許特別会計につきましては、制度仕分けと事業仕
分け両方行われ、ＩＮＰＩＴにつきましては、特許電子図書館事業、ＩＰＤＬが対象となりま
したので、その判定結果の資料をつけてございます。以上でございますが、落丁、足りない資
料ございましたらお知らせ頂ければと思います。なお、Ａ３版の資料で、赤文字になっている
部分がありますが、これは夏の当初案から変わった点でございまして、こちらも後ほどご説明
させて頂きますので、御確認頂ければと思います。以上でございます。 
 
早川分科会長 
ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは、議事に入らせていただきます。 

 前回、８月１０日の当分科会で、ＩＮＰＩＴの次期中期目標に向けた組織・業務の見直しの
当初案をご審議頂き、親委員会の審議を経て、８月末に経済産業省から総務省の政策評価・独
立行政法人評価委員会、いわゆる政独委に対して見直し当初案が提出されました。 
 その後、政独委から勧告の方向性が示されたほか、独立行政法人全体を巡って、政府全体の
中でも動きがあるようですので、事務局から、独法を巡る状況を含めて報告頂き、その後、Ｉ
ＮＰＩＴの組織・業務の見直しの最終案について、説明をお願いしたいと思います。それでは
よろしくお願いします。 
 
井上情報・研修館室長 
 それでは引き続き、私からご説明させて頂きます。お手元の資料、最後の補足資料をまずご
覧頂きたいと思います。事業仕分けの話をさきほどさせて頂きましたけれども、１つは事業仕
分けに伴う動き、もう一つは、独法制度の政府全体での見直し、というものが大きな動きとし
てございます。初めに補足資料、事業仕分けでございますけれども、報道でも色々取り上げら
れていましたので、ある意味ご存じの点もあるかと思いますが、この秋、事業仕分け第３弾が
行われました。事業仕分け第３弾は、特別会計の仕分けと、それから第１弾と第２弾の再仕分
け、ということで、前半に特別会計の仕分けがありました。ＩＮＰＩＴの事業としては、特許
電子図書館が対象となりましたので、どのような判定であったか、まず最初にご紹介させて頂
きます。特許電子図書館については新システム移行に合わせて廃止、それまでは最大限のコス
ト削減、といった評価結果になっております。それから２ページ目、ほぼ同じ内容ですが、予
算削減の数字は大変申し上げにくい結果ですので、それまでは最大限のコスト削減、というこ
とで、コスト削減と新システム移行に合わせて廃止、という評価結果です。後ろにつけている
資料は、当方が説明する際に使用した資料で、これまでご説明してきている内容と変わりませ
んので省略させて頂きます。それから、もう一つ大きな動きということで、参考資料の１をご
覧頂きたいと思います。ＩＮＰＩＴにつきましては、中期目期間終了時の事務事業の見直し、
ということの検討とは別に、独法制度全体の動きの中でもどのように事務事業を見直すべきか、
といこうとで、これは全独法にかかっている話でありますが、大きな動きがこの秋以降出てま
いりました。この中で、どのようなことが閣議で決定されたかといったことの内容を、ちょっ
と長くなりますがご紹介いたしますと、まず資料の１ページ目のところをご覧いただきたいと
思います。ここでは独法制度の目的でありますとか、独法制度が内包する課題であるとか、そ
れから行政刷新に向けた取組の徹底といったような内容が大きく書かれているかと思います。 
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 独法制度の目的ところ、これは繰り返しになりますけれども、公共性の高い一定の事業につ
いて国の事前関与を極力なくし、法人の自立性にゆだねることで業務の効率化を高めることを
目指して設計されたもの、と。政府の企画と執行を分離し、業務の専門性が高い分野、運営費
交付金制度等により機動的かつ柔軟な事業実施が求められる分野等について国から一定のガバ
ナンスを保持しつつ国から独立した組織体が政策の執行を司ることにより、質の高い行政サー
ビスの提供のために効果的なシステムだ、といった目的を整理した上で、その「しかしなが
ら」以下ですが、政府の一部の機能を切り出して効率的に行うということから、先行独法とそ
の後特殊法人等の移行独法という整理がなされているということで、これはもう従来からのと
おりかと思います。 
 それから、その下以降ですが、こういった中で、独法制度が内包する課題で、どういったこ
とがあるかということで、１つの整理学かと思いますが、①としてさまざまな分野でさまざま
な態様の業務を行っている法人のすべてを一律に制度にはめ込むことになっているのではない
か、それから②として移行前の行政組織や特殊法人等における種々の業務が十分な検証や整理
がされることなく新法人に引き継がれることになったのではないか、といった整理になってお
りまして、これらが、独法制度が内包する課題ということになっているような評価をされてお
ります。そこで、今後どういう取組をすべきか、ということで、独立行政法人が内包する問題
を踏まえた対応が不可欠ということで、一番下のあたり、「すなわち」以下ですが、事務・事
業自体の徹底的な見直しを行い、真に必要な事業か独立行政法人が行うべき事業か等の観点か
ら検証を行うことが前提。重複等を排除しつつ、組織の再編整理を行うとともに事業の目的、
特性などを踏まえて、最も適切なガバナンスの仕組みなどの制度設計を検討すべきであるとい
ったことが書かれてございます。 
 それで、これは第１弾ということで整理されていまして、独法制度改革の第１弾としてすべ
ての独立行政法人の全事務・事業、全資産を精査して事務・事業の見直しの基本方針を取りま
とめたということで、ＩＮＰＩＴも、基本方針としてどういうことに取り組むか、講ずべき措
置が書かれてございます。それで、この基本方針の着実な実施とともに、改革の第２段階とい
うことで先ほど総務課長からも話がありましたが、統合的な、今後は制度・組織の見直しを検
討するということになってございます。 
 ＩＮＰＩＴについてはどのようなことが対象になってくるかということで、次の３ページで
ございますが、事務・事業の見直しについて、それぞれ独法にはいろんなタイプの法人がござ
いますので、その中で法人の業務のパターンを類型化しているといいますか、どういう方針で
臨むかといったことになってございます。ＩＮＰＩＴは多分この中では研究開発関係はないか
と思いますし、金融関係も持っていないと思います。したがいまして、例えばこのページであ
れば項番３の研修・試験関係ということで研修の部分、こちらでは上の１番丸のところで、独
立採算が可能で民間でも実施能力があるものについては民間で行う。また、独立行政法人で行
うものについても可能な限り民間委託を推進する、このあたりはＩＮＰＩＴにかかわってくる
話かもしれません。 
 それから、一番下ですけれども、実績の低い研修は廃止するとともに、政策的意義について
改めて検証し、事業の重点化を図るなど事業の効率化・重点化を推進する。こういったことも
ある意味かかわってくるかと思います。それから次のページ、４ページですけれども、施設管
理・運営関係、それから検査・分析関係、病院関係、その他と分かれていますが、ＩＮＰＩＴ
にかかってくるとすると、７のその他の情報収集・提供といったことも大きなところがあろう
かと思います。民間や他法人が類似の情報収集・提供業務を行っている場合には事業の廃止や
再編等により重複を排除すると。このあたりがＩＮＰＩＴにかかわってきそうな、いわば全体
類型の中の大きな点かと思います。 
 それから次のページ、５ページですが、資産・運営等の見直しについて、こちらについても
それぞれ不要資産の国庫返納でありますとか、事務所等の見直しでありますとか、取引関係の
見直しでありますとか、人件費・管理運営の適正化、自己収入の拡大、事業の審査、評価とい
ったことが書かれております。このあたりにつきましては、後ほどこの次に最後のページをご
覧いただきますと、ＩＮＰＩＴの個票というものが出てまいります。その中でご紹介をさせて
いただこうと思います。 
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 以上、大きな流れはこういったところなのでありますが、ＩＮＰＩＴについては事務・事業
の見直しと、それから資産・運営等の見直し、どのようなことが講ずべき措置として掲げられ
たのかといったことで、一番最後のページ、９２ページということになりますが、これは全独
法が対象ですので、ＩＮＰＩＴは９２ページに掲載されているといったことでございます。 
 まず事務・事業の見直し、こちらについてはＩＮＰＩＴの事業につきましては１から４まで、
大きく全体の事業を大くくりしておりまして、工業集権情報の収集・提供事業と工業所有権情
報の流通促進事業、こちらは特許流通促進事業とイコールでございます。それから人材育成事
業。それから知財情報活用の高度化推進ということで、４は次年度以降、知財プロデューサー
事業と通称呼んでおりますけれども、こちらを本格化させたいといったことでこちらの事業と
いうことになって、こういう名前にしてございます。それで、１から順番にご説明いたしまし
ますと、情報の収集・提供事業につきましては電子図書館事業の廃止ということで26年度中に
実施。こちらは先ほど申し上げた事業仕分けと内容的にイコールでありますので、この流れに
沿っていくということだろうと思います。ただ、なお書き、具体的内容のところを見ますと、
窓口業務等を行うに当たってはユーザーに対する質の向上に努めるといったことも並記されて
ございます。それから、他法人との連携強化、こちらについては主に相談業務について書かれ
ておりまして、相談業務について特許庁のほか、地方経済産業局等や民間法人においても各種
相談業務が実施されていることから、役割分担の整理及び連携強化を行い、効率的に業務を実
施するといったことが書かれてございます。それから２の特許流通促進事業ですけれども、こ
ちらについては夏の整理と一緒でございますが、省内仕分けでも決まっているとおり２２年度
中に廃止をするといったことになってございます。それから人材育成事業、特許庁職員向け研
修、特許庁職員向け研修を除く民間向け研修の２つに分かれているわけですが、特許庁職員向
け研修につきましては、やや踏み込んだ記述となってまして、国直接実施といったことで、い
わば国に戻すといった業務と指摘されています。ただ、具体的内容のところを見ていただきま
すと、制度的見直しの中で国が直接実施する事業として整理・検討するとなっておりますので、
今後の独法の制度的見直しの動きを踏まえていく、という整理になってございます。それから、
民間向け研修、サーチャー研修でありますとか、特許侵害警告模擬研修とか、そういった民間
向け、あるいは資格付与といった、そういった研修でございますが、こちらにつきましては、
大きな整理としては特許庁職員向け研修を除く研修については民間の実施にゆだねる。「ただ
し」という書き方がされていまして、特許庁の業務の迅速化等に資する研修については必要に
応じて民間に対する補助の導入等、適切な事業実施のあり方について検討を行うという整理を
されております。 
 それから、知財情報活用の高度化推進につきましては、役割分担・連携を検証した上で効果
的に実施するという整理になってございます。それから資産運営等の見直し、こちらについて
は類型化された中から事務所等の見直し、取引関係の見直し、組織体制の整備といったことが
整理されておりまして、事務所等の見直しのところでは地方閲覧室の廃止、こちらについては
既定の路線かと思いますので特段支障はないかと思いますが、２２年度中にすべての地方閲覧
室を廃止するという整理になってございます。それから、取引関係の見直し、こちらについて
は一者応札・一者応募の改善、特定の企業等との関係の見直しとなっておりまして、これも夏
の時点から変わっていないかと思いますが、公開特許英文抄録作成、欧米特許明細書等和文抄
録作成については適正な規模に分割した上での調達に改めるなど改善を図るといったことにな
ってございます。それから組織体制の整備のところでは、特許庁の新システム運用開始に伴う
体制・職員の縮小の計画的実施といったことがうたわれておりまして、見直し当初案を踏まえ
た内容かと思います。 
 それから、その他のところが、今後の大きな変化を伴う部分かと思いますが、独立行政法人
の形態で行うことが真に効率的がどうか、制度的見直しの中で、国の判断・責任の下で実施す
ることを検討する、といった記述もございまして、今後の制度的見直し、組織的見直しに対応
していく必要があるかと思っております。 
 ちょっと長くなりますが、その後参考資料２ということで、こちらについては独法のいわゆ
る中期目標期間終了時における見直しとして、独法評価制度の中で、その法体系の中で従来か
ら行われているスキームなわけですが、前回の分科会、その後の親委員会でのご審議を経て見
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直し当初案ということでまとめて、それを総務省に提出したＩＮＰＩＴの見直し案に対する勧
告、いわば指摘といったような内容ということになってございます。先ほど参考資料１で独法
の事務・事業の見直しの基本方針の全体をご紹介させていただきましたけれども、内容的には
ほぼこれと連動しております。 
 ただ、踏み込んだ指摘もございますので、このあたりを若干ご紹介いたしますと、資料をめ
くりまして２ページ目ですけれども、第２のところで事務及び事業の見直しということが書か
れているかと思います。１として審査・審判関係図書等整備業務の見直し、こちらについては
さらに次のページですけれども、外部委託等を活用し、特許庁自ら実施することを含め検討し、
その結果を踏まえ抜本的な見直しを行うといったことが書かれております。それからその下の
工業所有権情報普及業務の見直し、こちらでは特許庁からの民間事業者に直接委託することを
含め検討し、その結果を踏まえ抜本的な見直しを行う、といった指摘もございます。さらにも
う少し進めまして、次のページですが人材育成業務、これは（１）のところでございますと、
これは職員に対する研修の見直しというところでは、必要に応じ講師を外部に委託する等によ
り、特許庁自ら実施することを含め検討し、その結果を踏まえ抜本的な見直しを行うものとす
るというふうにございます。それから（２）のところでは、民間企業等に対する研修の見直し
ということでは受講者数やその推移、費用対効果、市場化テストの実施結果を踏まえ、独法と
して実施する必要性について講座ごとに厳格に検証し、廃止を含め見直すものとする。引き続
き実施する講座については受益者負担の適正化及び自己収入拡大の観点から受講料について必
要な見直しを行う、といった記述も入ってございます。踏み込んだ内容としてはこのあたりだ
と思います。このほかの点は、先ほどの事務事業の見直しの基本方針を踏襲する内容と言えま
すので、最後の資料３のところで対比表で全体をまとめてございますので、あわせてまたご紹
介をさせていただきたいと思います。 
 独法をめぐる大きな状況として特徴的な動きとしては、従来からある中期目標期間終了時の
事務・事業の見直しの基本方針ということで、この政独委からの勧告の方向性と、それとあわ
せまして事業仕分けの関係があることと、それから、独法の事務・事業の見直しの基本方針で
全独法を対象に全体的な見直しの方向性が示された、そのあたりが大きな動きかと思います。 
 ここまでのところは以上でございますが、引き続き委員会の、それでは見直しの最終案がど
のような形に整理していくのかといったことで、そちらについて長くなりますがご紹介をさせ
ていただきます。 
 本日のメーンの審議資料ということで資料１と資料２になるわけですが、資料１のほうをご
覧いただきたいと思います。冒頭資料の確認のときに話をさせていただきましたが、夏の時点
から変わった点を赤字で示してございます。独立行政法人として取り組むべき組織・業務の見
直しは、大きく類型化してサービスの向上と業務効率化、新たなニーズへの対応、独立行政法
人改革の取組、ということで、先ほど来、基本方針でありますとか、勧告の方向性の中でも書
かれていることとして、政府全体の独法改革の動きを踏まえる必要があるということでござい
まして赤字の部分、政府全体の独立行政法人の組織及び制度的見直しの議論、特許庁業務シス
テム最適化計画の進ちょく等を踏まえ、ＩＮＰＩＴの業務について国の判断・責任の下で実施
することを含め検討し、抜本的見直しといったことをプラスして書かせて頂いております。そ
れから下のところで、業務の効率化のところでは、特許電子図書館事業につきましては、先ほ
ど事業仕分けの関係も話をさせていただきましたが、これは勧告の方向性、それから見直しの
基本方針でも入っている内容ですが、制度改正等必要不可欠なものを除き経費の増大を招かな
いといったことは追加的に記述をさせて頂いております。それから、新たなニーズへの対応と
いったことでは、夏の時点では高度専門人材を活用した特許活用の促進といったことで整理を
させていただいていましたが、新たなイノベーション創出につながる革新的・基盤的技術の権
利化支援ということにさせていただき、少し名称を変更させていただきました。これは特別会
計の制度仕分けの中で特会の費用をどこまで負担するかといったことで、より審査・審判に直
結する部分とすべき、という指摘があったことから考えまして、権利化支援といった整理のほ
うがより適切ではないかということもございまして、記載を変更させていただいております。 
 業務全般にかかる見直しということでは、これは勧告の方向性の中の、先ほど説明いたしま
せんでしたが、全法人共通に指摘されている事項として、参考資料２の最後から２枚ぐらいに
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わたって共通事項的なことが書かれてございます。効率化目標の設定でありますとか、給与水
準の適正化でありますとか、契約の点検・見直しでありますとか、内部統制の充実・強化とい
ったところが書かれておりますので、その内容を反映したということでございます。 
 それから、一番下の最後のところに独法の組織及び制度的見直しの取組ということで、こち
らにつきましては、この間のやはり見直しの基本方針でありますとか、勧告の方向性を受けま
して中心的、言わば核心的な部分のところをポイントとして２点掲げさせていただいてござい
まして、特許庁職員向け研修について独法の組織・制度的見直しの議論も踏まえつつ、特許庁
自ら実施することを含め検討、といった記述と、それから特許庁新システム稼動後の審査・審
判図書等整備業務をはじめとするＩＮＰＩＴの業務について、独法の組織・制度的見直しの議
論も踏まえつつ国の判断・責任の下で実施することを含め検討、といったことのまとめとし、
いわば基本方針でありますとか勧告の方向性を受ける形で記載をしてございます。 
 これが概要としてまとめた資料でございまして、資料２が全体、これを本文に落とし込んだ
ものでございます。この資料２ですと多分皆様なかなかイメージがつかみにくいかと思います
ので、資料３で見直し案、それから勧告の方向性、基本方針を対比した表形式のものをお配り
してございます。赤字のとおり変わった部分が見え消しされてございます。 
 冒頭１ページですが、当初案としていたところは当初案が消えたということで最終案にさせ
ていただきたいということでございます。それから３ページ目のところですが、情報・研修館
の業務の見直しというところで業務内容の見直しということでございますが、こちらでは勧告
の方向性と見直し基本方針を受けまして、アンダーラインの部分といったところの記述を追加
している、ということにしてございます。書き方は若干これに沿うような書き方を、なるべく
忠実に守るといったことで書かせていただいておりまして、赤字の部分を追加しているといっ
たようなことで、今まで説明してきたこととほぼイコールでございます。 
 それから４ページ目、こちらについては情報提供のところでも先ほど電子図書館事業の中で
制度改正等必要不可欠なものを除き経費の増大を招かないといったことで、こちらを明示的に
追加させて頂いております。それから、相談業務のところでございますが、役割分担・連携状
況の検証・整理を行い、その結果を踏まえて必要な連携を図るといったことを入れさせて頂き
ました。５ページ目のところでは、ここでもやはり制度改正等で必要不可欠な支出を伴う場合
がございますので、電子出願ソフトウエア事業でありますとか、公報システムについても特許
電子図書館と同様の記載をさせていただいてございます。特許情報の活用促進のところでは、
国の他の施策との役割分担・連携を検証した上で、革新的技術、基盤的技術の権利化を推進す
るための支援策の高度化、といったことで、権利取得をいうことをより全面に出しています。
７ページ以降は勧告の方向性のところで各法人、見直し対象法人に共通的に示されております
効率化目標でありますとか、給与水準でありますとか、そういったことをほぼ同様の内容を記
載をしてございます。 
 見直し最終案の内容は以上でございます。これまで出てきた大きな動きというものを反映し
つつ、勧告の方向性も生かすといった内容で整理させていただいております。長くなりました
けれども、以上で見直し最終案についてのご説明とさせていただきます。 
 
早川分科会長  
どうもありがとうございました。随分抜本的な見直しが予定されているということのようで

すけれども、それでは、ただいまのご説明に関しましてご質問、ご意見等、ご自由にお願いし
たいので、よろしくお願いいたします。どこからでも結構でございます。どうぞ、お願いしま
す。 
 

高田委員 
 全体的にかなり明確に整理が進んできたという印象を受けておりまして、ただ、その中で新
たなニーズへの対応のところで、イノベーションにつながるという、これは大変重要なことだ
と思うんですけれども、ここに関して先ほどの見直し案と勧告方向性と基本方針の対比という
Ａ４横の資料の５ページ目に記述があるんですが、ちょうど赤字で書いてある国の他の施策と
の役割分担・連携を精査した上で、という一文が入っていますけれども、ここの宿題というの
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は、いつ、どのようにやることになるんでしょうかということをちょっとお伺いしたいんです
けれども。この文言でもうこのまま多分通るだろうという見込みなのか、あるいは何らかの最
終的な案に、この辺のかなり具体的なイメージをつくっておかなきゃいけないのかというのが、
その状況はどういう状況に置かれているのか、というのをまず確認でお伺いしたいんですけれ
ども。 
 
井上情報・研修館室長 
 １つは、２３年度に新規の予算要求という形にさせていただいてございます。その結果も踏
まえて、さらに事業の実施のあり方を、この先整理をしていくということでございますが、従
来知財プロデューサー事業については、試行的に開始してきてございますので、それを本格化
させるということで、規模を拡大していこうという内容を予算要求に反映しています。それか
ら特許流通促進事業につきましては、なくせない部分もありまして、特許流通データベースで
ありますとか、それから国際セミナーでありますとか、そういった事業については継承する形
をとっていこう、と考えておりますので、それらの行方を見つつ、予算がセットできましたら、
ちょっと時間的には短いかもしれませんけれども、４月からすぐ立ち上がれるように準備をし
てまいりたいというふうに考えてございます。 
 
早川分科会長 
国の他の施策との役割分担・連携を精査するという、その作業自体はどうなるんでしょう。 

 
広実総務課長 
 それはある意味で当たり前のことでして、重複した事業は行わないということで、当然のこ
とであると考えています。 
 
高田委員 
そうすると確認ですが、２３年度に新規に予算要求をされるということでしょうか。 

 
広実総務課長 
 交付金の枠の事業なので、明示的に予算要求ということではないんですけれども、今回、特
別会計自体の仕分けもあったので、財務省とも議論しながら、我々としてはこの業務は重要な
ので、特会仕分けの枠組み、あるいは基本的な指摘と矛盾しないものと考えている、というこ
とで今要求をしているというところです。 
 
高田委員 
 ちなみに要求額は、見込みというか、これまでの試行を踏まえてどのくらいでしょうか。 
 
広実総務課長  
事業規模で言うと７億円弱というところでしょうか。 
 

高田委員 
 その枠の中でディテールを予算要求のときに設計するというようなことになるわけですね。 
わかりました。どうもありがとうございました。 
 
松田委員 
 よろしいですか。 
 
早川分科会長 
 どうぞ。 
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松田委員 
 私も同じ部分で、新たなニーズに対応という部分で新たなイノベーション創出につながる革
新的・基盤的技術の権利化支援とありますけれども、これは、特に中小企業等を対象にした場
合は、権利化だけではなくて、特に国内外における権利行使の支援というところまで視野に入
れていただくといいのかなと思うんですけれども、その辺は説明の５ページの部分にある海外
への事業展開への支援等というところに含みを持たせてあるのかなという気がするんですが、
そういう理解でよろしいんでしょうか。 
 
広実総務課長 
 はい、結構です。 
 
松田委員 
 ありがとうございます。 
 
広実総務課長 
 特別会計仕分けでは、仕分け人のある方によっては、特許特別会計というのは審査のための
経費としていただいているので、やっぱり審査・審判に集中すべきだ、と。政策的なものにつ
いては本来、一般会計ですべきものもあるんじゃないかという、こういう議論はあったんです。
確かにおっしゃるとおりで、原則としてはそういう考え方がある。ただ、何のための特許権の
審査・審判かというと、やはり権利行使するためのものなので、模倣品対策とか、そういうも
のはやっていく必要があるんじゃないか、というのは、仕分けが終わった後のやりとりもあっ
たんですけれども、それはこちらで明確に、こういったものはやる必要があると言って行って
いけば、仕分けの枠組みとも矛盾しないのではないか、と我々は思っています。 
 
生方委員 
 今の件についてですが、中小企業のサイドから言わせていただきますと、国内での権利主張
というのもさることながら、このグローバルな時代を迎えて、知財戦略イコール中国対策だと
いうふうな形で思ってはおるんですが、そういう中での支援というのは具体的に何か。 
 
広実総務課長 
 その点は、ＩＮＰＩＴからそうした専門人材を派遣していく、というやり方と、もう一つ、
今まで地方では発明協会が窓口として、いろんな相談業務の窓口があり、そこへ特許流通アド
バイザーの方とか検索アドバイザーの方が、並んでサービスを提供していたんですが、来年度
からこの枠組みを変えて、これは特許庁予算ですけれども、各都道府県に支援センター的な、
箱物ではないですけれども、拠点を中小企業関係の団体とか、ビルの中につくる、と。そこを
１つのワンストップの受け皿にして、その上でいろんなサービスを、そこを通じて利用できる
ようにしようという、そういう方向に変えています。ある意味でプラットホームをちょっとつ
くり直した、と。 
 地方のほうも、発明協会の窓口というのは２０年ぐらい前から、もっと昔からやっているん
ですけれども、工業技術センターとか、いろいろな場所にあって必ずしも今は中小企業の方が
行きやすい場所でもなかったりして、そういう意味でちょうど見直しの年としていいんじゃな
いかということで抜本見直しをして、まずプラットホームをそういう都道府県につくる、と。
その上に全体の予算が約２０億弱なんですけれども、そういうサービス、基本的な相談サービ
スというのを提供する。中小企業のニーズというのは、初心者の方もあれば、海外展開を目指
している方もおられるので、そのニーズに対応したサービスを弁理士会、弁護士会と協力しな
がら提供できるようにする、という構想を４月から始めたいと考えています。ただ、それはプ
ラットホームなので、その上にもう少しアドオンというか、いろいろなサービスを追加したい
なというふうには考えています。 
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生方委員 
 ニーズに対する対応、中小企業の定義自体難しいんですが、多くの企業、物づくりを中国を
対象に考えている中で、やはりケーススタディー、実際に起きたことの判例みたいなもの、そ
ういったものをわかりやすく説いていただけないか、という依頼を、私自身もちょっと愛知県
のほうで知的財産戦略メンバーをやっておりますから、そういうニーズが相当多いものですか
ら、わかりやすくその辺が伝わるような工夫というのが必要ですね。そこには「人」もそうで
すが、そういった書き物、情報の整理もそうですが、フォローアップですね。それと、訴訟と
いうものに踏み込むときに、やはり相当、規模の問題が大きいんですが、踏み込めないという
ところで問題点というのは、費用の面もそうですが、そういった「例」でもやはり多くが、訴
訟をやっても無理だよという情報だけが先に伝わって勢いを欠く、というようなところがあり
ますので、昔のキックボクシングじゃないですが最後のラウンドでひざ蹴り、何かヒーローを
つくるような、要は成功例をうまく説くということ、案外、一番必要なのは勇気ですから、そ
の部分を何かいい成功例、あるいはケースがあれば、そういったものをわかりやすくケースの
中で説くということが必要だと思うんです。 
 
広実総務課長 
 きのうも報道で、台湾で讃岐うどんの商標を頑張った企業の方がおられて、県とか団体にも
やってもらいたいというコメントがありましたけれども。 
 
生方委員 
 ああいったことですね。ああ我々もやれるんだ、ということを伝えることだと思うんですけ
れども、ぜひお願いしたいです。 
 
高田委員 
 今の点に関連して、何かもうちょっと基盤的な、それこそインフラというようなかたちで何
か共通的なものが整備できないか、と。先日、パテントトロールについていろいろ調べものを
していまして、ある方のお話を伺ったときに、アメリカはトロール対策で半導体関係の会社が
集まってファンデーションをつくって、それでトロールが来たらどうするかというと、そこが
そのファンデーションのファンクションというのは無効審判請求をまず起こす、と。１社１社
で対応すると本当に切りがないし、モグラたたきになるので、ある種それはトロールに手を焼
いている半導体業界が集まってそういうファンデーションをつくってという、業界自主的な取
組ではあるんですけれども、日本でも業界自主的な取組がもう少し進めばいいなと思うんです
が、片や中小企業さんの場合ですと、なかなかそこまで意識も向かないし、結局個別に自分の
ところの製品が模倣品だとかトロールだとかにやられているけれども出られない、というよう
な状況が続いているんじゃないかと思います。もう少しこう、基盤的なものを、国が横から側
面支援するというような仕組みというのを何とかできないものかなと思います。 
 
広実総務課長 
トライアルをした事例はありまして、例えばＤＶＤとか、アニメの模倣品がいっぱい出てい

るんですけれども、やっぱり個別の会社が著作権侵害で対応していくと、すごい金がかかるん
ですね。出ている被害額からすると、数億・数十億じゃないのでペイしない。そのとき、日本
の団体、コンテンツ業界共同で、コンテンツジャパンマーク、という統一商標をつくろうじゃ
ないか、と。それを商品に貼ろうということで、ＣＪマークというのをつけて、それで各国で
商標を登録して、商標侵害として共同で対応していく、そこに国も調査費みたいなものを出し
ている例はありますので、そういう団体商標的なやり方で対応していくと非常に効果があると
思うんですね。 
 

生方委員 
そういう知恵を絞ってやっていかなきゃいけない。 
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渡辺 情報・研修館人材開発統括監  
 基盤的なものではないですけれども、中小ベンチャー向けという意味では、特許侵害警告模
擬研修というようなものとか、あるいは知財権活用検討研修というようなもので、実際の権利
取得、活用の事例を紹介したりするものは、無料で今実施しておりますし、特許侵害警告模擬
研修は１月には名古屋で実施することになっておりまして、中小ベンチャー企業の経営者の方
とか、あるいは知財担当の方に模擬的な体験をしていただきつつ、その侵害に対応するやり方
を皆さんで勉強していただくというような研修を今、提供してございますけれども、皆さんの
ニーズを踏まえて、もう少し共通的なものがあったり、統一的なものができるような形があれ
ば、今後も検討していきたいなというふうには考えております。 
 
生方委員 
 ぜひよろしくお願いします。先々日も、半導体の団体ではなく名古屋ですから自動車関係、
特に匠の技術を持つ中小の立場で物づくりの講習があったんですが、やはり、成長から今必要
なのは発展という中にあって、知財立国で進んできた中、中国の例を見ますと、実際はそうい
った情報を回避して、そして中へ溶け込んでというボッシュなんかの例だとか、今回この１年
で驚異的な伸びを示しているＧＭの実例の中で、トヨタがちょっと落ちているのが気がかりだ
というところから始まったんですが、やはり、リ・イノベーションという、リ・エンジニアリ
ングからリ・イノベーションへの展開でこういったことを隠すとか、利権を守るとかって言っ
ていたことが１つのブレーキになっているんじゃないかと。 
 やはり溶け込んでいてもボッシュの例では十二、三年前に１４０名ぐらいの研究者が今４,４
００名が中国の研究所のような形で動いている、そういう足取りなんかをケースとして習う中
で、なかなか中小企業の物づくりで聞かれている団体、グループで活動される人は、知財に対
しての意識というのは、訴訟に４年５年かかってあげくの果てはというようなケースであるの
であれば、という議論のほうへちょっと変化してきているのが、最近の、特に中堅企業、中小
では余計ですけれども、そういう意識の変化が見られるのがちょっと心配されるところです。 
 私ども生方製作所は独自のものでそういった形でやらせていただいている中で、まだラッキ
ーなケースかな、なんて改めて思いましたが、要は、グループ化することによってコラボレー
ション、日本の物づくりの強さはまさしくその大企業と中小企業とのコラボレーションですか
ら、裾野産業とはよく言ったもので、そういった経験を長い間、この半世紀にわたってしてき
た名古屋のそういった中堅の意見が、思想的にそういうものを隠すとか利権とかいうことじゃ
なくて、マーケットを取るためにどうする、自分たちに変革をもたらすリ・イノベーションと
いうサイドで、特許というものの位置づけというものの意識が相当大きく変わってきているな
というのをちょっと感じたものです。そういう中でやはり疑問がありますと出遅れますので、
今説明を受けた、そういったプラットホームなり情報の共有とか、実際に起きていること、あ
るいは判例に基づく成功例というもので、ぜひ元気をつけていただければ。よろしくお願いい
たします。 
 だから、先ほどこの６ページの見せていただいた、そういう中でもそれを仲介するのはやは
り人ですから、大変、人材の育成というのは重要な大きなポイントだというふうに思っており
ます。消された部分にいいことが書いてあるなということで（笑）ごめんなさい、そんな意見
を私が言ってはいけないんですけれども、本当に具体的なところがいい形で書かれておるのが
全部消されているなと。これは私の本当に個人的な意見です。 
 
広実総務課長 
 若干、教育という言葉自体、ややトラウマというほどでもないんですけれども、知財教育セ
ミナー、これは特許庁事業で実施していたんですけれども、これはどんな事業かというと、小
学校とか中学校とか高校で知財マインドを高めようということで、そこへ技術屋さんとかに講
師として行ってもらっていろいろな物づくりをしながら知財の大切さを教える、という教育事
業を平成19年から行っていたんですが、仕分けの席で取り上げられまして、要は、この事業自
体は悪いことではない、非常に有益だと思う、でも何で特許特会でやるんですか、という指摘
なんです。教育でしょう、と。そういうことで、ちょっと教育という言葉自体に対して仕分け
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でそういう判定が出たので、それがちょっとここにも影響しているんですが、要は専門性をつ
けるということは、一方では教育という言葉で表現されるんですけれども、一方では制度の普
及という側面も持っているんです。だから、そういう意味では、本当にやるべきことは、そう
いう専門的な知識をいろんな方々に付与していく、強化していくということなので、特別会計
の本旨に反しない事業というのも当然あり得るとは思っております。今回、仕分けではとにか
く教育についてはすべて、何で各省でやるんだ、すべて文科省でやるべきだ、と。 
 
清水理事長 
よろしいですか。私たち１０年間、高田委員もご存じだと思うんですが、この産官学の連携

でこの国を何とか立ち直らせようという中で一番大きな仕事は、文科省と経産省と各省の壁を
とにかくなくす、教育は文科省なんて言わない、と。算数と知財教育は全く違うんです。した
がって粛々とこの国のビジョンは変わっていないんだから、そのとおりやっていくという基本
姿勢しかない、と。 
 
生方委員 
 今の理事長のお話はよくわかります。私もＪＳＴのほう、文科省のほうで委員を別にやらせ
ていただいておりまして、いろいろそういった温度差を感じますが、愛知県に戻り、そういっ
た子どもを中心にこれから芽生えさせるという基本の部分、それを人にあてがってという中で
は知財だとか、特許だとか、今言った教育だとか、そういった集中しやすい大きい重い単語じ
ゃなくて、発明というところで子どもの目は光るんですね。だから、発明祭だとかもうちょっ
とそういう特許、知財、その教育、ということじゃなくて、やっぱり江戸時代の日本の文化か
ら物づくり江戸職人にあこがれを持つ、というのが血の中にありますし、感性も虫の音を聞い
て季節の移り変わりから離れて人生の儚さまで短歌で言っちゃうほどの繊細さ、日本人の武士
道に支えられた性格というんですか、この持ち前のＤＮＡというのは、そういうところへ決め
込んで形成することではなくて、やはりノーベル賞じゃないですが「発明者」と呼ばれること
のほうが、という、やはり言葉は大事だな、と思いますね。 
 
広実総務課長 
 発明家は、昔日本ではヒーローだったわけですね。小学生の伝記物ではエジソンや豊田佐吉
とか、そういう話をすると仕分けの場でもご理解いただける。発明家への憧れ、あるいは起業
家精神、そういう取組はしなければならないと思っていますが、どういうやり方が、国として
一番効果的か、各省が教育をやるのがいいのか、という議論はあるんだと思います。本当の意
味でのプロフェッショナリズムをつけないと生き残っていけないので、そのための効果的な方
法というのは、教育と位置づけなくても我々もやるべきことはあるのではないか、と思ってお
ります。 
 
早川分科会長 
 ほかにいかがでしょうか。特にございませんでしょうか。どうぞ。 
 
高田委員 
これも、もし可能であれば教えていただきたいんですが。この全体の見直しをこれからやっ

ていく中で、組織の人員規模というのは一体どのぐらいになっていくのか、というのはこの情
報からですと、多分大きくはならないということはわかるんですけれども、では、一体どのぐ
らいまでそれは規模として適正化されていくのかということについて、ちょっとそのイメージ
がつかめないんですけれども、それについてはどうでしょうか。 
 
広実総務課長 
 最初から定量的に目標があるというわけではなく、事業の見直しの中で、ある事業が目的達
成ということであれば、その事業は終わり、それに携わる部署もなくなる、ということだと思
っています。もちろん、トータルとして今回、政府全体の方針が、独法はまずスリム化しよう
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ということで、それはやっていかないといけない。とともに、一番大事なのは、やっぱりコス
ト面のスリム化というのは、我々も今回仕分けを受けてみて、コスト面についてはやや、すき
焼きを食べていたわけじゃないですけれど、もう少し効率化の方法というのはあった部分も確
かにあるので、そこはしっかりやっていく、と。そのプロセスの中で、サービスの質はむしろ
上げながらコストは下げる。人もできるだけスリム化していくと、こういう方向でやっていく、
ということだと思います。 
 例えば、ＩＰＤＬでは、今までは、ものすごく万全のクオリティを要求していたんです、２
４時間動く、絶対止まらない。そうやってスペックを上げていけば当然コストもかかるんです
ね。仕分けで、３０億は高過ぎではないのかと、こう言われると、うーん確かにそうかも分か
らない、と。ですから、コストとクオリティをどの辺でバランスさせるか、よく日本人は過剰
スペックになってしまって、それでコスト競争力を失うという議論はよくあると思うんですけ
れども、その辺も勘案しながらちょっと考えていかないといけない。ユーザーニーズに応じて
どんどんメニューも増やしたんですけれども、やっぱり利用率の低いメニューもあるんですね、
確かに。そういったものをどう考えるかというのもやっぱり考えなきゃいけないのかなと思い
ます。 
 
早川分科会長 
 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。もし、よろしいようでしたら、このＩＮＰＩＴ
の中期目期間終了時の組織・業務の見直し案につきまして、当分科会の意見のとりまとめとい
うのに入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 それでは、ただいまご説明がありました情報・研修館の組織・業務の見直し案につきまして
ですが、分科会と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。それでは、今後のことについてちょっと申し上げますけれども、
来週１２月１３日に経済産業省におきまして、組織・業務の見直しの対象となりました情報・
研修館のほか、経済産業研究所、製品評価技術基盤機構、日本貿易振興機構の四法人の見直し
案を審議するための親委員会が開催されます。この親委員会には、申しわけないんですけれど
も、私は都合がつきませんで、松田委員に代理で出席いただくことを事前にご承諾頂いていま
すので、松田委員よろしくお願いいたします。当日は本日の審議を踏まえまして当分科会とし
てのコメント、見解等のご報告を松田委員からお願いしたいと思います。よろしくお願いしま
す。 
 それでは最後に、情報・研修館のほうからコメント等ございましたら、お願いします。 
 
清水理事長 
 第２期の中期計画の立案のところから先生方には、早川先生を初めご足労いただきまして、
本当にありがとうございました。館員一同になりかわって御礼申し上げます。 
 実は今年はアメリカのイノベーション創成施策でありますバイドールアップの３０周年とい
うことで、我が国もそれから２０年遅れて約１０年前に高田委員とは私、同期の桜で大学にい
て日本版バイドール法というのを経産省の方につくっていただきまして、産学官連携でこの国
を何とか立て直そうと、１０年経過いたしました。 
 私、実は科学技術振興の文科省関連の、いわゆる競争的研究資金の審査員をやっておる関係
で、この間の１０年の、主に研究大学、あるいは研究所、こういうところへ直接行く機会が多
くなり、私が大学を離れる１０年前と現在では雲泥の差があります。研究施設だけではなくて、
内容も非常に高度になっておりますし、若い人がだらしないとかよく年寄りが言いますけれど
も、我々の時代よりよほどクリエーティブで、ノーベル賞候補も５件１０件と出ている世界で
ございまして、これはＯＥＣＤの調査でもサイエンス・アンド・テクノロジーはランク２ぐら
いに入っているぐらいですので、決してこの国は衰退している国ではないと、私は確信してお
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ります。 
 ただ、目的はグローバルな知識経済社会に勝ち残るためのイノベーション創成ということで、
出口まではまだ長い道のりがあって、特にその間、私ここで５年間勉強させていただいたんで
すが、グローバルな経済競争にあって、知財というのはもう本質的なものだ、と。科学技術よ
りもひょっとすると大事なものかもしれない。先ほどいろいろ議論がありましたが、これはこ
の国にとって初めての経験で、文科省だ経産省だと言っている時ではない、まさに戦争だ、と。
物理学でもこういうトランスレーショナルな動きが強いほどローカリゼーションといって、国
の単位が物すごく大事になってくる。これはもう自然界の鉄則ですので、ぜひ内輪にこもった、
得する・得しない、無駄だ・無駄じゃないという議論でなく、研究に無駄なんていうのはない
し、チャレンジに無駄なんていうのはない。無駄を除外したら、クリエーティビティーという
のは絶対出ないという認識に立ってですね、ぜひ先生方には、ＩＮＰＩＴの事業は非常に地味
ですけれども、特許庁に自由度を与える大事な触覚ですので、ぜひご助言、今後もよろしくお
願いいたします。年寄りの最後のお願いということで（笑）、この１０年を絶対無駄にしない
よう、これは２０年３０年かかるスパンの長い仕事なので、ぜひよろしくお願いいたします。 
 
早川分科会長 
 皆さんの心の中にしっかりしみ込んだと思います、どうもありがとうございました。それで
は、今後の予定等ございましたら、事務局からお願いします。 
 
井上情報・研修館室長  
それでは、資料４をご覧いただければと思います。次回の分科会の開催でございますが、今

年度末までにこの見直し案を受けましてＩＮＰＩＴの第３期中期目標・中期計画を策定すると
いった必要がございます。またいろいろお知恵を拝借したいと思ってございまして、恐らく２
月下旬近くになろうかと思いますけれども、当分科会を開催させていただきたいと考えており
ます。別途、日程調整のほうは年明け以降、ご連絡をとらせていただきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 
 
早川分科会長 
 よろしいですか。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２４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。 

 

以  上 


