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独立行政法人評価委員会第２５回工業所有権情報・研修館分科会 
議事録 

 
日時：平成２３年２月１５日（火）１３：００～１５：００ 
場所：特許庁９階庁議室 
 
議題 
１．工業所有権情報・研修館の第３期中期目標（案）及び中期計画（案）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２５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ましてありがとうございます。 

本日の議題は、お手元の資料にございますとおり、工業所有権情報・研修館の第三期中期目標案

及び中期計画案について、となっております。 

昨年ご審議頂きました、ＩＮＰＩＴの組織・業務の見直しを受けた、第三期中期目標案及び計画案につ

いて、当分科会としての意見を取りまとめさせて頂く予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の分科会は、これまでと同様、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。早川分科会長を初め、評価委員の方々には平素から熱心なご議論を

賜りまして、ありがとうございます。いよいよ第三期中期目標・中期計画について、本日ご議論をいただく

わけですが、その前に、昨年来、独法仕分けもございまして、独法の制度自体の議論が今後ありますの

で、ご紹介したいと思います。といっても、まだ十分な情報がなくて、当然、現在の独法制度自体を見直

そうという動きは始まってはいるんですけれども、具体的にはこの年明けからという話だったのですが、３

月以降という話にもなってきております。まだ基本的方向が明示的に出ておりませんので、一方で、国の

機関に戻ることができる独法は戻ってはどうかという議論もあるんですが、他方、公務員全体の定員、あ

るいは人件費の削減という問題があって、どういう方向になるか、まさに今後の議論、というのが現在の

状況でございます。 

 ひるがえってＩＮＰＩＴについて考えますと、もともとはＩＮＰＩＴ、独法化する前は特許庁の内部部門でござ

いまして、ある意味で特許庁の行っている産業財産権政策を行っていた、そういう機能を担っております。

そういう意味で、形態がいかになろうとも、この機能自体は、知的財産政策の執行機関として不可欠な

機能でございますので、どういう形態になろうとも従前どおりしっかりやっていくとともに、今後もやはり情

勢変化に応じて、必要に応じて強化すべきところは強化する、もちろん合理化すべきところは合理化する

と、そういう方向で実行していく必要があると私どもも考えているところです。 

 もともと特許庁の２大業務というのは、審査・審判業務と、そこで得た情報をパブリックに提供するとい

う、その２つの業務を実施しておりまして、審査・審判が特許庁に残り、パブリックに情報を提供するとい

う業務がＩＮＰＩＴに移されたわけでございまして、これは知的財産政策の２本柱で、そういう意味ではＩＮＰＩ

Ｔというのは、みずからの創意工夫で新たなサービスを行っていくという性格とともに、知的財産政策の

基本部分をしっかり施行していくという重要な役目を持っているのだと思っております。 

 現在、私ども特許庁の中で、今、特許庁はここ数年、審査の迅速化ということを最大の目標に、2013年

にいわゆるＦＡ１１カ月、こういうものを目標として外注、あるいはＩＴ化を初め審査の迅速化を行ってきた

のですが、今、庁内でも昨今の環境変化に対応して、2013年以降の新たな目標というのを検討しようと

思っております。明日、産業構造審議会で知的財産政策部会というものがございまして、そこで新たな検

討課題について、検討のキックオフを考えております。 
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 その１つの新たな政策立案に当たっての重要な考慮すべきファクターというのは、やはり海外への展

開ということになります。日本企業自体、今海外展開を迫られております。特許については、これまでも

日米応三極中心に出願が行われてきたのですが、今後はやはり中国、インド、あるいはロシアといった

新興国へ出ざるを得ない、その意味で、出願も増えざるを得ない。 

 他方、我々もそうなんですけれども、このあたりの特許情報、知財情報というのは、言語の壁もあって

十分集積されていない。例えば中国でも、今特許、商標、意匠で120万件の出願があって、中国政府は

何か2015年までに200万件の出願にふやしたいという目標を立てたのですが、そういった情報が中国へ

進出している日本勢に十分に日本語情報としては提供できていない。これは大企業でも、こういう情報

不足に悩んでいる。 

 これは我々の審査のベースでもあって、先行技術情報の中国語文献初め、英語以外の文献が増えて

いる。そういう意味で、我々の特許庁自身が審査データベースを強化していかないといけないとともに、

こういったものをユーザーの皆さんに同時に提供していかないといけない。そういう方向を今後重点的に

検討しようと思っております。それに伴って、当然ながらＩＮＰＩＴの役割というのも、今まで以上に重要にな

るんじゃないかと、こういうふうに考えておるわけでございます。 

第三期中期計画・中期目標、またこういった政策の方向性が明確に具体化というところまではいって

いませんので、抽象的な形で盛り込んでおりますが、今後、政策の具体化とともにＩＮＰＩＴが担うべき役割、

これもさらに大きくなってくるのだろうと考えおります。そういった観点から、ぜひ審議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、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 

それでは、お手元の資料ですけれども、確認させていただきます。資料全体、クリップでとめてあるか

と思いますけれども、それぞれ３枚目に配付資料一覧が入ってございます。その後に、資料を、ホッチキ

スどめの資料になっておりますが、つけてございます。 

資料１－１から、資料１－２、資料１－３のシリーズが、第三期のＩＮＰＩＴの中期目標（案）になっており

まして、資料１－１がポイント、資料１－２が中期目標（案）の本体でございます。資料１－３は「特許情報

の高度活用による権利化推進事業 概要」ということで、知財政策の新たなニーズへの対応として、第

三期ＩＮＰＩＴにおいて本格的に取り組む事業として、事業の全体像についてビジュアルな資料にして配付

してございます。 

 それから、資料２のシリーズが２－１、２－２、２－３とございます。こちらは、中期目標を達成するため

の計画として法人が作成する中期計画（案）に関する資料となってございます。 

 資料２－１がポイント、資料２－２が中期計画（案）の本体でございます。資料２－３は、先ほどの資料１

－３の事業とも関係してきますけれども、業務方法書の改正が必要になってまいります。そのための改

正内容についての資料となってございます。 

 資料３は、昨年12月の分科会でもご議論いただきましたけれども、総務省の委員会、政独委からの勧

告の方向性についてご紹介させていただきましたけれども、この勧告を受けて中期目標（案）、中期計画

（案）にはどのように反映したのか、その対照表をお配りしております。本日ご審議いただきます資料はこ

こまででございますが、資料４として、最後に今後のスケジュールをおつけしてございます。 

 資料については、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。それでは、早速ですけれども、中期目標（案）につきまして特許庁から、

それから、中期計画（案）につきまして情報・研修館のほうから、それぞれ説明いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

井上情報・研修館室長 

それでは、引き続き私から、ＩＮＰＩＴの第三期中期目標についての案をご紹介させていただきます。資
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料としましては、資料１－１、１－２、１－３をご用意いたしております。１－１が概要ポイント版で目次とい

ったような構成になっておりますけれども、ポイントとして、どういうことが中期目標案に書かれているかと

いうことを要約したものが資料１－１でございます。それから、１－２はその本体ということで、冒頭ご紹介

のとおりでございます。 それから、１－３は、この後、企画調査課、天野調整官からご説明いただきます

が、冒頭ご紹介の第三期からの事業として考えている新たな施策事業のご紹介ということになってござ

います。 

 それでは、まず、資料１－１についてご説明させていただきます。Ⅰのところをご覧いただきたいと思い

ます。Ⅰの「基本的考え方」にあらわしましたように、中期目標案の策定における前提の考え方ですが、

３点、要約的に記載しております。本文のほうでも前文に書かせていただいている内容の要約になって

おりますが、ＩＮＰＩＴに期待される役割としましては、１つは、新成長戦略で、イノベーション創出のための

制度・規制改革と知的財産の適切な保護・活用を行う、中小企業の知財活用を促進するといった方向

性を受けまして、こういった観点から、この内容に資する事業ということで、具体的施策を位置づけていく

必要があるということでございます。 

 それから、２．は、独法の事務・事業の見直し方針ということで、昨年12月７日の閣議決定を踏まえまし

て、これは政独委の勧告の方向性とも連動しているということで、こちらについては昨年ご紹介させてい

ただいたとおりですが、それとあわせまして、特許庁が進める特許庁業務・システム最適化計画に基づく

新システム稼働までの間のＩＮＰＩＴ事業といった性格もありますので、その新システム稼働までの間にお

ける業務といった位置づけを考慮する必要があるということが２．の内容でございます。 

それから、３．については、ＩＮＰＩＴの行ってきている情報提供、人材育成の業務、こちらは、産業財産

権制度を支える基盤的な業務として、これまで提供してきたサービスの維持・向上と業務の効率化の両

立を図るということは従来からお話ししているとおりでございまして、これらを念頭に置いて中期目標をつ

くっております。 

中期目標案のポイントということで、Ⅱのところに掲げておりますが、まず１．の「中期目標の期間」で

あります。中期目標の期間につきましては、第一期、第二期と同様、５年間ということを考えてございま

す。 

それから、２．の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上」の観点につきましては、

一つは、次のページのところにありますけれども、（１）としてありますように、産業財産権制度を支える基

盤的業務の着実な遂行とサービスの向上の観点でございます。 

①から⑥まで並べてございますが、主に重点的な部分でどういうことを書き込んだかということは後ほ

ど中期目標の本体のほうでご紹介させていただきますが、主に電子図書館の関係の④の点、それから

⑤の電子出願等のユーザー支援の充実の観点、それから⑥の特許庁職員研修、民間向け研修の着実

な実施などといった部分で書き込んでいる部分が、中期目標案を見ていただくほうがよろしいかと思いま

すので、そちらでご説明をさせていただきます。 

それから、（２）が「イノベーション創出のための新たなニーズへ対応」として、①として、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、事業化戦略策定の支援、それから②知財に取り

組む大学のすそ野の拡大は後ほど別途ご説明させていただきます。 

それから、③と④につきましては、やはりこれは中期目標案本体のほうでご説明させていただきます

が、海外の知的財産人材育成機関との連携・協力の推進、それから、④として、新興国の情報提供のと

ころの話が総務課長からもございましたが、海外産業財産権情報、特に新興国の情報提供の機能強化

といったもののところです。３．業務運営の効率化、４．財務内容の改善は、いわばどの法人にもかかっ

てくる事項でございますが、若干細かいところを本体のほうでご説明をさせていただきます。 

 それでは、引き続き資料１－２をご覧いただきたいと思います。本体の２ページ目に、Ⅱとして「国民に

対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」ということで、特に特徴的なところで書

き込んでいる事業ということでありますと、１．工業所有権情報の提供の部分で、（１）のところ、ユーザー

に対する工業所有権情報の普及・提供ということで、ここはいわゆる特許電子図書館のことを書かせて

いただいております。特許電子図書館については、昨年、事業仕分け第３弾の中で対象となったわけで

すが、その中で、最大限のコスト削減ということで、新システムの稼働までの間の最大限のコスト削減と

いったことがございました。費用対効果を、しっかり精査しながら事業を運営するということでございます

が、よりその内容を明確にあらわしていく必要があるということで費用対効果を精査する範囲ということ

で、制度改正・国際関係への対応、不具合対応や、ユーザーニーズの中でも真に備えるべき機能等必
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要不可欠なものについて、経費の増大を招かないようということで、いわばその範囲を相当、ユーザーニ

ーズに対応することも含めまして、ややその内容を詳細に書かせていただいております。そういったこと

で、基礎的インフラとしてのサービスの向上を図るといったことにしてございます。 

 それから、次のところで４ページでございます。情報システム業務ということで、（１）として、電子出願ソ

フトの整備・管理及び利用の促進では、ここのところは、特許庁新システムの関係等も大きく影響してく

るわけでありますが、電子出願システムと公報システムのところで必要不可欠なものを除き経費の増大

を招かないよう費用対効果を精査しつつ利便性向上を図る、という記載にしております。 

（２）の公報システムのところにつきましては、こちらも新システム等の影響があるわけですが、経費の

増大を招かないということで、こちらについては「利便性の向上に努める」といった表現は除かせていた

だいております。ここは、ＩＮＰＩＴは特許庁からの公報の仕様変更でありますとか、それから様式の変更で

ありますとか、そういったいわば受動的な業務といった性格でもありますので、より利便性の向上に努め

るといったことについては、あえてここでは記載おりません。 

 それから、昨年の事務、事業の見直し方針の中でも、相談業務のところでは、かなり他機関との連携と

いう観点が指摘をされております。そのため、４ページの上のほうの（２）の部分ですが、他機関との連携

のところで、これは第二期の中期目標にも同様のことは書かれていたのでありますが、よりここに重点化

をしていく必要があるということで、ややトピックス的に紹介させていただきますが、相談サービスの充実

ということで、関係機関との連携を図り、工業所有権全般にわたって効率的な相談体制の整備を行う、

その一環として基本的な相談は他機関でも実施されるようノウハウ提供を行うことを引き続き掲げさせて

いただいております。 

 それから、新たなニーズへの対応という観点で、研修の部分では、もちろん特許庁職員向け研修、そ

れから調査業務実施者に対する研修は着実に実施するということでございますが、６ページの（６）のとこ

ろで新たに、海外の知的財産人材育成機関との連携・協力の推進ということで、国際対応といった観点

から、特許審査ハイウエイ、ＰＣＴ等各国特許庁の国際分業が進んでおりまして、人材育成の一層の国

際協力の必要性が高まっていることから、既に日中、日韓ということで覚書を結んでいるところでありま

すが、引き続きこれらが拡大していく可能性も踏まえまして、海外知的財産育成機関との連携・協力を

推進するという項目を今回、第三期では新たに掲げさせていただいております。 

 それから、Ⅲ、業務運営の効率化に関する事項の柱書きのところで、情報・研修館が提供してきた国

民向けサービスの維持・向上を図りつつ、さらなる業務運営の効率化に努めるということを前提とした上

で、それぞれどの法人も共通的に項目立てされるいわば事項でありますが、２．の業務運営の合理化の

ところで「特許庁業務・システム最適化計画」に基づく新システムの稼働に伴い、一部事業が廃止予定

であることを踏まえるといったことを、若干見出し的に書かせていただいております。 

それから、次のページ、７ページでございます。「業務の適正化」というところで、運営費交付金を充当

して行う業務についての合理化目標といいますか、削減率といいますか、そういったことについて、一般

管理費については、毎年度平均で、前年度比３％以上の効率化を行うと。これは、第二期と同水準とい

うことになってございます。 

 それから、業務経費については、期間中平均で前年度比１％の効率化ということにさせていただこうと

考えております。この１％程度ということは、前回はここは４％程度であったのですが、これは特許流通

事業が段階的に縮小しているということで、事業規模が縮小していく関係もございまして、それを飲み込

む形で４％程度ということになっておりましたが、今回は、そういった要因もなくなってまいりますので、他

法人並みに、前年度比１％の効率化を行うということにさせていただいておりますが、現在このあたりの

ところは財務当局と折衝中でありますので、今後ちょっと変更があり得るのかもしれませんが、できるだ

け運営費交付金のところも、最後のⅣの「財務内容の改善に関する事項」のところでも書いてございます

が、２．の効率化予算による運営の中で、毎年度の運営費交付金額の算定にあたっては、運営費交付

金債務の発生状況にも留意した上で厳格に行うということにもなっておりますので、ここはできるだけこ

の効率化のスタンスで行ければいいのかなというふうに今のところは考えておりますが、引き続き、変更

があるかもしれませんので、また変わりましたらご連絡をさせていただきたいと思います。中期目標案に

ついては以上の内容になってございます。 

それでは、この後ですけれども、資料１－３をお配りしておりますので、特にこの中期目標案の本体の

中では４ページから５ページにかけて記載のあります「知的財産情報の高度活用による権利化の促進」

ということで、項目立てとしては、５ページにありますように（１）から（３）まで、（１）は「人材活用による研
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究開発機関等の知的財産情報を通じた戦略策定支援」、それから（２）として「知的財産戦略に取り組む

大学のすそ野の拡大」、それから（３）として「知的財産情報活用のための環境整備」としておりますが、

特に（１）と（２）の部分になろうかと思いますけれども、こちらについて、私からかわりまして天野調整官

からご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

天野調整官 

特許庁の天野でございます。よろしくお願いします。お手元の資料の資料１－３をご覧いただけますで

しょうか。こちらは「特許情報の高度活用による権利化推進事業について」というペーパーでございます。

こちらのペーパーをもちまして、今の「新たなイノベーション創出に向けた革新的基盤技術の権利化支

援」といった新事業につきましてご説明させていただきたいと思います。 

今のお話にもございましたように、今後のＩＮＰＩＴの新しい事業としまして、イノベーション創出に向けた

新しいニーズへの対応ということで、イノベーション創出につながっていくような権利化を支援していく事

業というものを新規事業としてお示ししたところでございます。 

 お手元のペーパーの１ページのところですけれども、これは人材を活用しました権利化推進事業の全

体像でございますけれども、我が国の発展のために日本発のイノベーションを促進していく、そのために、

研究成果、特に革新的な研究成果ですとか、あるいは非常に有望な技術であるといったものの権利化

を的確に進めていく必要がある。そういったときに、特許情報を有効に活用して、知財戦略を練って的確

な権利を取っていく必要がある、という観点から、この事業は、大学ですとか企業、研究コンソーシアム

等のいわゆる研究開発機関向けに知財マネジメントの専門人材を送りまして、知財情報を高度に活用し、

革新的または有用な技術の世界的な権利保護を推進していくという事業でございます。ちなみに、大学

アドバイザー事業は今までもありましたけれども、こちらの事業を発展的に取り込みまして、あわせて大

学支援と、それから研究コンソーシアム、企業等の知財戦略支援といった形で事業を構成しております。 

１ページ目に、３つのタイプの人材を想定しているわけですけれども、これは今、井上室長からご説明

がございました（１）の人材活用による研究開発機関等の知的財産情報を通じた戦略策定支援と、知財

戦略に取り組む大学のすそ野の拡大というものを両方を一緒に書いております図であります。イメージ

的には、大学、産業界のニーズ、あるいは大学ですとか研究コンソーシアム等での問題点を考えますと、

大学に埋もれている技術を有効に活用していくべきであるですとか、あるいは研究機関にある革新的な

技術を、強固な権利、いわゆるきちっとした太い権利で権利化して実用化する必要があるですとか、ある

いは海外における事業展開については、やはりその海外市場に合った形での戦略的な権利をつくって

いく必要があるのではないかというような、こういったニーズも踏まえまして、左のほうから、広域大学知

的財産アドバイザー、それから知財プロデューサー（革新技術）、これがあって、それから知財プロデュー

サー（海外展開）という３つの専門人材のタイプの派遣を想定しているところであります。 

大学のほうにつきましてはいろんな技術がたくさんあるわけでありますけれども、この中で、その研究

成果というものが埋もれてしまわないで、きちんとした形で権利化していくためには、大学内での体制整

備というのをきちんとしていく必要がある。 

この中で有用なものにつきましては、革新的な技術等につきましては、この先知財戦略をきちんと練っ

て権利化を進めていき、強い権利として事業化を見据えた形で権利化をつくっていく必要がある。その先、

海外に向けてさらに展開ができるものについては、海外市場あるいは海外の制度といったものを見据え

た知財戦略を練って権利化を進めていくべきであるという、その大学ですとか新技術の研究開発、ある

いは海外向けといった権利化の段階に応じまして、権利化が的確に進められるような形で人材を派遣し

ていくという事業でございます。 

 具体的には、１枚めくっていただきまして、２ページ目から、その３つの人材派遣支援につきましての詳

細について説明しているところでありますけれども、一番目の広域大学知財アドバイバイザー、現行の

大学知財アドバイバイザー事業というものは今も実施しているところでありますけれども、今現在、文部

科学省の調査によれば、今後体制整備、まだ体制ができていないという大学が170大学ぐらいあるという

ことで、こういった大学の中にも非常に有用な技術がたくさんあるということで、この辺、こういった大学に

ついても産学連携が促進されるようなすそ野を拡大していく必要があるであろうと、今後も進めていく必

要があるだろうということで、今までの１大学・１アドバイバイザーという形を少し変えまして、こちらでは複

数規模のネットワーク、各地域の大学ネットワークですとか、技術分野ごとの大学ネットワークといったと

ころに大学アドバイバイザーを派遣しまして、すそ野の拡大、これから体制をつくっていこうとする大学で
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すとか、今体制を構築中の大学ですとか、そういった大学の各段階に応じました支援ができて、全体的

にすそ野を拡大できる形のネットワーク全体を支援していくというような形で、具体的にはその人材としま

しては、民間企業で知財管理ですとか産学連携の経験を有している人材を採用しまして、この方々に、

大学ネットワークですとか、複数の大学を底上げするような体制整備といった支援をしていただくというよ

うな事業でございます。 

 １枚めくっていただきまして３ページですけれども、「知財プロデューサー（革新技術）派遣事業」という

ほうですけれども、こちらは、大学ですとかいわゆる研究開発コンソーシアムといったものの中では非常

に基礎的な研究であり、かつ有用な研究が進められており、多くの公的資金も投入されていると。こうい

った将来的なイノベーションの促進につながるような技術につきまして、的確な研究成果の保護に際して、

知財戦略を的確につくっていって事業化に向けた保護をしていく必要があると。 

 研究コンソーシアムなどでは、いろんな大学、企業が参加しておりますので、利害関係も錯綜しており、

なかなかその中での知財戦略、ポリシーというものが十分にできていないという実態も踏まえまして、こう

いった大学、研究開発コンソーシアムなどでの基礎的な研究をしているところに、知財プロデューサーに

という、知財をプロデュースしていく、今後の戦略をつくっていく人材を派遣いたしまして、知財の視点か

ら出口を見据えた、活用を見据えた知財戦略の策定を支援していくというような事業でございまして、こ

ちらのほうは、想定される人材としましては、民間企業で、知財のみならず事業開発などの経験もしてい

るような方を想定しております。 

こちらの方を採用して、具体的に大学・研究コンソーシアムで実験をやっている現場に行っていただい

て、そこの研究成果の知財戦略づくりの支援をしていただくというような形で、その知財プロデューサー

業務の例というのが右のほうに書いてありますけれども、研究の各段階、プロジェクトの最初の段階です

とか、あるいはプロジェクトの推進する段階ですとか、プロジェクトが終わる段階、各段階に応じて知財ポ

リシーをつくったり、特許マップを分析したり、ポートフォリオをつくったりといった、その知財情報を十分に

活用して戦略的に知財が構築できる支援をしていくということをするような事業でございます。 

それから、もう一枚めくっていただきまして、最後の４ページ目のほう、「知財プロデューサー（海外展

開）派遣事業」と書いてあるものですが、こちらは同じく知財プロデューサーという形で知財戦略を構築し

ていく支援をしていくというものでありますけれども、こちらは海外の事業展開、今ほどお話もありました

ように、海外のこれから事業戦略、海外展開というのが重要な時代でもありますので、海外へ出ていくに

当たり、知財面からも戦略的に、その国の制度ですとか、あるいは製品の特性に応じた知財をつくって

いく必要があるというニーズもございますので、その海外知財マネジメントの専門人材、具体的には民間

企業で海外に駐在経験があって、その現地国で知財マネジメントの経験があるような方々に来ていただ

いて、大学あるいは中小・中堅規模企業等を含めまして、海外事業展開が期待される有望な技術につ

いて、その国ですとか、事業内容、製品内容に応じた的確な権利取得などの知財マネジメントを支援し

ていくと。こちらも、各国の知財情報ですとか、権利の制度なり情報といったものを十分活用していただ

いて、戦略支援をしていくという事業であります。 

 そこの一例、例えば中国とか、アメリカ、韓国などの例も挙げておりますけれども、各国に応じた、中国

ですと法対策に、きちんとしっかりしたような権利を戦略的に取得していく支援をしていくですとか、製品

を出荷する国ですとか製造する国では、その製品なり事業展開に合った形での権利化を支援していくと

いうような具体的なイメージでございます。こちらのところ、冒頭申しおくれましたけれども、この３つの人

材派遣事業のところ、総額６億8,000万円程度を用意しておりまして、人材としては33名程度というのを

想定いたしている事業でございます。 

以上が、人材を活用した知財戦略の支援ですとか、大学のすそ野拡大ということで、このほかに中期

目標にあります知財情報活用のための環境整備といいますのは、こういった戦略的な知財活用、権利

化を進めるに当たりまして、知財情報を提供していくデータベースですとか、あるいは国内外の情報を共

有していくことですとか、活用の取り組みの情報交換の機会といったセミナーとかといったような機会を

提供していくということで、これら（１）から（３）の３つの事業をあわせ持ちまして、新しい知財情報を活用

した「知財情報高度活用による権利化推進事業」というふうな新事業をつくったところでございます。 

駆け足ですが、以上で説明を終わらせていただきます。 

 

清水理事長 

それでは、今、第三期の中期計画のコンテンツを概略として井上室長のほうから、あるいは天野調整
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官のほうから、その中の一つの目玉の事業、「特許情報の高度活用による権利化推進事業」についてご

案内があったと思うのですが、現場を預かるＩＮＰＩＴの立場から、このポイントについて、少し私のほうか

ら、独断と偏見が入るかもしれませんが、現場としてどういうふうにやりたいかというようなことで少し、重

複があるかもしれませんがご説明したいと思います。資料としては、２－１が骨格になってございますの

で、この順序でご説明いたしたいと思います。 

まず、ＩＮＰＩＴ自体の存在意義ですが、これは広実課長が最初に申しましたように、特許庁の総合サー

ビスセンターとしての役割は、第一期、第二期と、第三期も全く変わりございません。第三期の中期計画

の期間は、本年４月１日からの５年間ということで、これも通常の独法のとおりでございます。 

 業務の内容は、先ほど来、井上室長がお話しになりましたように、３つの柱が立ってございます。特許

庁の総合サービスセンターとして、１つは知財情報の提供ということで、これが大きな柱。もう一つは、知

財人材の育成。何をおいても、新しい局面に入っても、人材こそが重要なポイントでございまして、ますま

すこれから人材育成というのは重要になってくる。第３番目が、いわゆるこれまで特許流通促進という形

で行っておりました知財の活用の促進、その支援、この３本柱は全く変わってございません。 

順次、具体的にどういう取り組みを現場としてやっていきたいかということで、２－１の１ページにござ

いますように、工業所有権情報の普及及び提供ということでございますが、先ほど、昨年12月の事業仕

分け、池袋の事業仕分けにございましたように、この情報提供の一番の大きな塊であります特許電子図

書館、これについては、「特許庁業務・システム最適化計画」が完成した時点では廃止という、エンドが

決まった事業でございます。 

ただし、ご承知のように、このＩＰＤＬという巨大情報システムは、8,000万件近い知財情報を含んでおり

まして、一時期は海外からも含めて１億件以上のアクセスのある、非常に、日本としても有数の情報ソー

スであります。しかも、日本の産業の活力のもとでございますので、この最適化計画が完成するまでもず

っと維持して、これをアクセスの維持を努めなければならないわけですが、これに過剰な投資をせずに、

費用対効果をちゃんと考えた上で、数値目標としては通常年のアクセス回数、いわゆる年間で8,000万

件、これを維持できるように、これは日本の産業のかなめという意味合いを持っておりますので、ぜひこ

れに従事したいと思います。 

 もう一つは、この知財情報でございますが、これは国の本当にインフラストラクチャーでございまして、

ただこの関連のプロの方が使うというだけではなくて、知財立国実現を目指すからには、国民のいろいろ

な階層の人がいろいろな形でこの情報を活用するというのが非常に重要で、講習会も含めてその普及

に努めていきたいと思います。 

 もう一つの知財情報の開示でございますが、これはパリ条約で決められているように、知財の開示とい

うのは義務づけられておりまして、ただ、インターネットによる知財情報の配信が隆盛を見てきますと、当

然のことながらいろいろな意味で、これまでどおりの紙とか器具による情報提供というのは、だんだん用

途が外れてまいります。昨年度をもちまして、８カ所ありました地方の閲覧室は閉じてございますが、東

京のこの２階にある閲覧室、これは保持する必要がございます。 

ただし、ここでは特許庁の審査官と同程度の環境で検索ができるような形になってございますが、これ

も、使用者の使用頻度その他をしっかりと見極めて、その必要台数を見直しながら保持に努めたいと思

います。 

 もう一つの、昨年から始まりましたいわゆるインターネット出願でございますが、皆様のご協力のおか

げで、さしたる支障もなく、大きな支障もなくスムーズに移行できてございますが、これは完璧に完了する

まで、整備・管理及び利用の促進を図るというのが私たちの義務と考えて、これも実行していきたいと思

います。 

 次に、天野調整官がご説明になりました、官庁用語で少しわかりにくい「知的財産情報の高度活用に

よる権利化の促進」、これは何か、そのまま聞くと何だか私にも余りよくわからないのですが、言ってみれ

ば、先ほど申しました３本目の柱、知財の活用、これを促進する。日本が世界で置かれた立場というの

は、年々非常な勢いで変わってきております。日本の産業がますますこれからオープン化して、グローバ

ルなビジネスを広げていくために、この知財の活用というのは非常に、今まで以上に重要になってくるこ

とになっております。 

 そこで、先ほど知財プロデューサーその他のイノベーションの上流、すなわち国が、次の世代の重要な

産業の種になると思われる重点分野あるいは重要なプロジェクト、こういうのに国が資源を今重点的に

投入してございます。こういうプロジェクト、あるいは研究開発フォーラム、こういうところにあらかじめ知
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財マインドを持った、専門的な知識を持った人材を送り込んで、イノベーションの出口を見据えた形でグ

ローバルなビジネス展開ができるような戦略的な知財マネジメントを実行しない限り、この国の再生とい

うのは非常に難しくなってくる、というのが今の現状認識でございます。 

 そこで、これはまさにチャレンジングな話で、だれもこれまで経験したことのない話でございますが、天

野調整官がおっしゃったような形を一つのパターンとして、毎年度、24カ所程度の研究、大学、こういうコ

ンソーシアムをやっている機関に送り込んで、このチャレンジをやってみたいと思います。ちなみに、昨年

度、トライアルとして知財プロデューサーの試験的な実践をやってみました。東大が中心になってやって

おりますＭＥＭＳとか、産総研が研究コンソーシアムつくった糖鎖たんぱく研究のところに専門家を送って

ございます。 

 このときに、知財プロデューサーって一体どういう存在だということをもっと明確にしようということで、Ｊ

ＳＴあるいはＮＥＤＯのようなファンディング・エージェンシーの方、あるいは大学、さらには研究機関、企

業の知財の方々、こういう有識者の方々に集まってもらいまして、知財プロデューサーのあり方という研

究会をやりました。これと同様に、外部の有識者の方々の知恵を十分に借りて、事業の効率化及び透

明性を図ってこのチャレンジを何とか成功裡に進めていきたい、こういうふうに考えております。ＩＮＰＩＴが

主体的にそういうきめ細やかなマネジメントの仕方を徐々に学んでいきながら、この施策を成功裡に導

いていきたいと思っております。 

もう一つ、やはり天野調整官からお話がありました大学の知財支援をすそ野を拡大するということでご

ざいますが、約10年前に我が国ではＴＬＯ法あるいは日本版バイ・ドール法が施行されまして、主な研究

大学は知財の自主管理、あるいは技術移転、こういうものに対して独自の活動を開始しております。 

 ただし、政府は現在、それぞれの地域のそれぞれのリソースをしっかりと集結して、産学官連携のもと

に地域の活性化を図るためのイノベーションエコシステムをつくろうではないかという活動がアクティブに

行われております。大学の中には、現在はまだ社会貢献として地財活用その他を持っていない大学がま

だたくさんございます。これらのすそ野をしっかりと広げて、地域活性化に十分資するように、私たちもこ

の活動を支援していただきたいと考えております。 

 また、ライフサイエンスその他の重要な分野で、リサーチツール特許のデータベースというのが総合科

学技術会議から私たちＩＮＰＩＴが管理するようにということで下りてきてございます。同様に、流通事業を

するに当たって、ライセンサブルな特許、これだけを集めた特許データベース、これは常時５万件ぐらい

ストックしてございます。こういうデータベース、これを見回してみますと、各省庁いろいろなところで、いろ

いろな形でこれのデータベースがつくられているんですが、政府はこれを一本化して、日本の一つのデー

タインフラということで一本化しようという動きがございます。私たちもそれにしっかりと参与するように、

現在確保しているデータベースをしっかりと守っていきたいと思います。 

 もう一つが、第一期、第二期続いて行っていました国際特許流通セミナーという形で行ってきた、高田

先生なんかは最初のときからよくご存じだと思いますが、これはある意味、産学連携の世界の状況、あ

るいは知財活用の世界状況、こういうものの情報を収集する場としてかなり定着してまいりました。しか

し、この五、六年の私たちを取り巻く世界のトレードの環境は大幅に変化してございますので、こういう意

見交換の場、それ自体は非常に重要なので、今回、第三期では、この会議をさらに刷新して、この現在

の現状に合うような知財情報の共有や関係者のネットワーク構築の場をさらにつくり上げたいと考えて

おります。 

 ３番目になりますが、先ほどのページで言いますと、資料２－１の３に当たる知財人材の育成でござ

います。これは先ほど申しましたように、何と言っても知財、これを活用するにしても管理するにしても人

材の育成、これに尽きると言っても過言ではないと思います。私たちＩＮＰＩＴは現在日本の知財人材育成

機関であります７団体と知財人材育成協議会というのをつくっておりまして、そこの事務局を拝命してお

ります。これは今後も続けていきたいと考えておりまして、この人材育成、オールジャパンで何とか勝ち

の目にチャレンジしたいと考えております。内容は先ほど井上室長がお話しされたように、知財の本拠で

ございます特許庁の人材の育成あるいは、調査業務実施者育成、民間企業等の人材に対する研修の

実施ということで、予定されたものをしっかりとこなしたい。 

 アクセントをつけさせていただくならば、最後のほうでお話がありましたように、海外の知的財産人材育

成機関との連携・協力の推進、これを一つの目玉として第三期で何とか拡張したいと考えております。 

 これは昨年、経済発展の著しい中国、あるいは韓国、それと日本の３極の特許庁の長官の会議のとき

に、それぞれの機関がトレーニングセンターを持っております。私たちＩＮＰＩＴはＪＰＯのトレーニングセンタ
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ーでございますが、韓国は国の命運を賭けて海外市場に今、打って出ているわけでございまして、その

ときの一番重要なポイントは知財人材の育成ということで、非常に大きな施設も含めた知財人材育成機

関に力を入れております。 

 中国は、当然のことながら経済大国になるというところでございまして、外国技術の導入その他を含め

て、やはりこれも知財を重要視されておりまして、大きなトレーニングセンターを形成しております。ただ、

ご承知のように日本特許庁は125年の伝統を持ってございます。この分野は、装置を買って物をつくると

いう分野ではございませんで、人間を育成するということで、非常に時間がかかる。こういうところから、

昨年、中国、韓国のトレーニングセンターの方々と接していて、いまだやはり日本から学ぶ部分が非常

に多いという認識が、この分野では通用いたしております。５年続くか10年続くかはわかりませんが、こう

いうときこそが、お互いの信頼関係をしっかりと構築して協力をする一番のいいタイミングと私は心得て

おりまして、ぜひこのトレーニングセンターの結束を固めて、お互いの信頼性を上げて、そこを通していろ

いろなことが解決の方向に導かれればということで、ここにアクセントを置いた活動を何とか進めたいと

考えております。 

最後になりますが、業務運営の効率化でございますが、これはここの紙に書かれたとおりで、どこの独

法にも課せられたことでございまして、なるべくアウトソーシングを積極的に行って規模を縮小する。ある

いは、契約事項に関してはしっかりと見直して着実に実施するということと、給料水準の適正化、政府の

総人件費改革の取り組みを踏まえ弾力的に対応と、こういう３つのことを頭に入れて実施したいと思って

おります。少し肩に力が入り過ぎた感がありますが、大体そんなことを考えております。 

 

門平理事 

それでは、お手元の資料の２－３でございますが、「工業所有権情報・研修館業務方法書の改正につ

いて」でございます。業務方法書でございますけれども、これは各独立行政法人が保有しておるものでご

ざいますが、業務の方法につきまして基本的事項を定め、業務の適正な運用に資することを目的として

作成しているものでございます。 

１．で改正の理由でございますけれども、先ほど来、清水理事長から説明がありましたが、第二期中

期計画で実施しておりました「工業所有権の流通の促進」に関する事業につきましては、経済産業省所

管独立行政法人の改革についてということで、昨年の４月に独自改革、行政事務の？ぎょうせい？ある

いは事務の見直しが行われまして、平成22年度末をもって廃止すると、こういう決定がございました。そ

のための業務方法書の改正を行うものでございます。 

改正の内容でございますけれども、１枚紙をめくっていただきますと、業務方法書の新旧対照表が添

付されてございますけれども、この第14条に、廃止されます工業所有権の流通の促進につきまして、右

側が旧、左側が新でございますけれども、第４章「工業所有権の流通の促進」がここに規定されておりま

す。 

 この第13条の「情報・研修館は、工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報を収集し、整理する

とともに、これを提供するものとする。」ということでございます。これが廃止ということになりまして、その

後継の事業といたしまして、先ほど天野調整官から説明がございました「知的財産情報の高度活用によ

る権利化の推進」、これが新のほうに第４章で出ておりますけれども、この部分を、この「工業所有権の

流通の促進」の後継事業として第三期において実施をしていきたいということでございます。 

 第13条としまして、「情報・研修館は、知的財産情報の高度活用による権利化の推進を図るため必要

な情報を収集し、整理するとともに、これを提供するものとする。」こういった改正を行ってまいりたいとい

うことでございます。 

 それから、第14条に、この工業所有権の流通の促進を図るために流通情報の調査を行うという規定が

ございました。これは流通の促進の事業の廃止によりまして、こちらの調査につきましても廃止をすると

いうことで、条文といたしましては削除させていただくということになります。最初のページに戻っていただ

きまして、（２）が、ただいまの第14条の削除に関する内容でございます。 

 それから、（３）で、第14条の削除に伴いまして、以後の条文の繰り上げの修正を行うことといたします。 

 それから、改正の施行日でございますけれども、第三期のスタートでございます平成23年４月１日を予

定しております。 

 それから、この業務方法書の改正等につきましての手続でございますけれども、独立行政法人通則法

の第28条に規定がございまして、業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなけれ
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ばならない、それから、３項で、主務大臣は、第１項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員

会の意見を聴かなければならない、第４項で、独立行政法人は、第１項の認可を受けたときは、遅滞なく、

その業務方法書を公表しなければならない。今後、この手続を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

この改正につきまして、先ほど申し上げました経済産業省所管の独立行政法人の改革につきまして、

その中で、工業所有権情報・研修館に関する部分のところでございますけれども、「特許流通促進事業」

というふうに用語を使っておりますけれども、その目的であった特許流通市場の活性化のための環境整

備という点では一定の成果を上げたと判断できるということで、現行スキームによる本事業は本年度末

をもって廃止するというふうになっております。 

また、なお書きで、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状況に鑑み、より

効果的な対策を講じる必要があるかどうかについて、他の中小企業対策との連携も視野にゼロベース

で検討をすると、こういうふうになっております。 

したがいまして、ただいまご説明いたしました知的財産情報の高度活用による権利化の推進事業、こ

の事業の実施に当たりましては、ただいまのなお書きのようなことを考慮いたしまして、役割分担、ある

いは連携の検証、こういうことを行った上で、効率的に業務を実施する必要があるということでございま

す。特許庁におかれましては平成23年度からの事業実施ということで、施策に当たる分担につきまして

は、22年、昨年の５月の産業構造審議会知的財産政策部会におきまして整備を行い、また、本年の１月

でございますけれども、関係機関が集まる検討会、中小企業等知的財産支援協議会を開催いたしまし

て、連携法人について確認を行ったところでございます。 

この協議会に参加いたしました団体でございますけれども、日本貿易振興機構ＪＥＴＲＯ、中小企業基

盤整備機構、全国信用金庫協会、日本弁理士会知財支援センター、弁護士知財ネット、大学技術移転

協議会、それとＩＮＰＩＴでございます。その７団体によりまして、連携の方針を確認をいたしております。 

説明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。それでは、ただいまご説明がございました中期目標、中期計画、双方に

つきまして、どの点でも結構ですので、ご意見、ご質問がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 

松田委員 

これは質問というより意見に近い形になるかと思うんですけれども、今お伺いしたお話の中で、特許情

報の高度活用による権利化推進事業というのは、これが非常にシステマチックにしっかり考えられてい

てすばらしいなと思ったんですけれども、拝見した限りでは、これは大学が中心に構成されているような

印象をお受けしたんですね。 

実際、大学から出てきたものについては、これまでの大学がそもそも余り知財というものを重要視して

いなかったという部分があるので、しっかりサポートしていかなければいけないというのはそれは確かな

んですけれども、これだけでなくて海外展開まで考えると、やはり中小企業のサポートというのも、考えら

れていると思うのですが、私の印象としてこの資料の中からはちょっと見出せなかったので、念のために

申し上げているような形なんですが、特に今、中小企業も新興国へ進出していますよね。現場で、例え

ばすぐれたものを開発したときに、現地でやはりここに書かれているのと同じような特許戦略でもって権

利化を図っていかなければ、将来やはり危ういと思うんですよね。 

そういった観点から見ると、海外にいるそうした中小企業さん等に対して、どうやってそういったサポー

トを提供していくのかというところも、しっかり考えていただけたらなと思った次第なんですね。 

特に、先ほど総務課長のほうから、中国が200万件ですか、そこを目指しているなんて話を聞くと、例

えばちょっといいものを開発すると、すぐそれの利用技術とか応用技術がどんどんライバル側から出願さ

れて、特許化されていくというようなことが起こりかねないわけなんですよね。そういう部分が非常に危惧

されますので。 

これはそういった事例に当たるのかどうかわからないのですが、先日も山中先生のｉＰＳ細胞に関する、

アメリカのベンチャーが取得した特許を日本側が購入したというふうなニュースがありましたけれども、あ

れも実際は、研究開発を進める上で何か買わざるを得なかったんじゃないかみたいな、私は印象として
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持っているんですね。 

 そのことが、せっかくすぐれたものを開発、あるいは特許化しても、とにかく新興国なりに取られてしまう、

あるいは利用されてしまうということが起こりかねませんので、そうした海外特許戦略という面で、より充

実したサポートをお願いしたいというふうに思った次第です。以上です。 

 

早川分科会長 

ありがとうございました。いかがですか。何か今の点、海外展開の話で少しあったかと思うんですけれ

ども。 

 

天野調整官 

資料のほうに明確に書いてございませんで、大変恐縮です。大学のすそ野拡大ですとか、あるいは革

新技術というのは、主にこれは対象がやはり大学、研究コンソーシアムとなって、そのための手段の支

援がある。 

海外につきましては、これは大学とか企業を区別する必要も特にございませんで、基本的には知財戦

略という意味では同じですので、ここは大学のみならず企業、中小・中堅企業を含めて支援していくとい

うふうなことを実際想定していることであります。 

 これが１枚目の、一連の全部つながっているというわけではなくて、海外は海外の部分のみの支援と

いうのも想定しておりまして、中小・中堅向けにも、十分これはやはり支援していくべきだというふうに考

えております。 

 

松田委員 

知財プロデューサーという方を設定するわけですね。その方は、海外にいる企業等に対してどうやっ

てアプローチするのかといったところが、これはちょっと課題なのかなと思ったものですから、その辺もあ

わせてご検討いただいたらと思います。 

 

早川分科会長 

プロデューサーの派遣というのがございますけれども、派遣というのは具体的にはどんなイメージなん

でしょうか。例えば、ここに中堅・中小企業、大学等へ派遣ということなんですけれども、何かイメージは

ございますか。 

 

天野調整官 

大学ですとか、新技術のほうは、長期間の戦略になると思うんですけれども、海外につきましては、や

はり海外に出すタイミングというのがあると思いますので、そのときに具体的にどのような形で戦略をつく

るかということですので、常駐というよりは短期のスポット的な支援というふうなほうが、より自然な形じゃ

ないかというふうに想定しております。 

 

早川分科会長  

よろしいでしょうか。どうぞ。 

 

高田委員 

このカラーの、色刷りの、ページが１というのを打ってある紙の中で、３つポイントが書いてございます

よね。大学の広域の知財アドバイザーと知財プロデューサーが２種類ということなんですけれども、その

②と③、緑と青については、これはかなりゴールがクリアーですので、例えば中間評価をするとか、最終

年度に評価をするといったような、あるいは、今後あるのかどうかわかりませんけれども、事業仕分けみ

たいなのがまたあったときに、いや、これはこういうことによって目標を設定して、この目標をこうやって達

成しておりますということは比較的言いやすい、ゴールがクリアーですので。 

 ちょっとその点と比較してよくわからないのが①の、大学の知財をしっかり捕捉、選別をして、必要な特

許出願をやっていくんだ、それを活用するんだというようなところを、どういうゴールを具体的に設定すれ

ばよいのかというあたりを、せっかくの機会でもありますので、最初に清水理事長がおっしゃったようＴＬＯ

法が始まって以降、もう十数年経過をしたところで、大学の知財についてどうとらえるのかということにつ
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いて、ある種のレビューとは言いませんけれども、何か過去10年やってきたことを踏まえての、必要なの

でこれをやるんだというような論拠を明確にする意味では、この①番の広域大学支援アドバイザーに関

しては、どういう観点で評価すべきなのかということを明確に考えておいたほうがいいと思うんですね。 

それは決して、これまで若干一部あったのかもしれないんですけれども、例えば特許出願件数とか、

そういうもので量るべきものでは多分ないだろう。それを含んでもいいんですが、それだけでは非常に、

逆に言うとミスリードしてしまって、多くの国立大学法人が法人化した直後に考えられない特許出願件数

で、今、大分それがおさまって常識的な数字に大分近くなった。それでも、アメリカの大学の特許に比べ

て非常に多かったりするわけですけれども、その辺の経験も踏まえて、今後まだ体制整備ですとかが十

分でない大学に、どのようなサポートをどういう観点でやっていくかという、そこをやっぱり、ちょうど始め

るタイミングですので、ここで明らかにしておくべきではないかなと思ったんですけれども、何かお考えの

ことがあれば、教えていただきたいのですけれども。 

 

天野調整官 

我々といたしましても、これは大学の体制の整備を図るということで、確かに定量的にそれをどう量る

かというのがなかなか明示的に難しいんですが、例えば、今までですとその中できちっとした知財ポリシ

ーが作成できたとか、体制の中でその仕組みづくり、体制づくりがまずできたかという、インフラ的な整備

の問題が一つの評価としてあるかと思われます。 

 それから、その結果としてのアウトカムで出願を見るという手もあるのかもしれませんけれども、むしろ

そういったところよりも、内部的な構築がきちんとできたかというところが一つの目安かというふうに考え

ております。 

 

高田委員 

ちなみにこれは、先ほど途中で、予算全体が６億8,000万で、33名というようなことだったんですけれど

も、この①番のものについては、大体どのくらいの規模になるのでしょうか。 

 

天野調整官 

規模的にこの３つは、大学が予算上取られた予算は８名です。大学が８名、１番目。真ん中の革新技

術が19名で、海外のほうが６名という形です。で、合計33名と。 

 

清水理事長 

広域大学の件は、これまでも、実は昨年度も実施しておりまして、現状から言うと、地域の大学ではあ

るんですが、それぞれ特色を生かして社会貢献をするという意味では、例えば体育系の大学はトレーニ

ング・ビジネスをやるとか、そういう自発的な意図はあっても、なかなかその大学のスケールが小さいた

めに、ある種の知財の専門家をみずから雇うというのは非常に難しいということで、私たちが派遣してい

る大学が、それぞれ年に一、二回集まって意見交換なんかをすることによってそれがだんだんブロック化

して、ちょうど最初のＴＬＯが出来てくる段階みたいな形になっております。 

 私も現場に行く機会がなかったので、文科省と経産省のいわゆるＴＬＯと知財本部設立支援が終了し

た後からの話なので、そういう意味では、地域起こしに大学というのは非常に重要ですし、大学の内部

の人たちも個々に社会貢献したいという意欲はあるので、それは、数量的に私たちのときは特許何件と

かとやりましたけれども、その以前に、自分たちは何をできるかという検討から入っているので、もっとヘ

ルシーだと私は感じておりました。 

 

高田委員 

そうした基盤があるのであれば、それを活用する形というのが一番いいと思います。 

 

清水理事長 

一応、人材育成部というのがこれを担当していて、流通部ではなくて人材育成部が担当して、一種の

普及の活動と非常に近い形で、向うの方も、自分たちで何ができるかという根本に返って、まず組織をつ

くろうという人たちじゃなくて、ですね。そういう意味では、イノベーションエコシステムをつくるには重要な

ポイントだと私は感じました。 
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門平理事 

高田先生の、ただいまのご質問の知財プロデューサーが５億5,700万を予定しておりまして、広域大学

が１億3,100万を予定しております。 

 

高田委員 

ありがとうございます。先ほど松田先生がおっしゃったのは、今の大学の部分を、ここを中小企業もも

う少しケアすべきではないのかということですね。 

 

松田委員 

この全体ですね。この戦略全体を。 

 

渡辺人材開発統括監 

 個人的にやや補足をしますと、先ほどの天野調整官がおっしゃったとおりなんですけれども、やや個人

的な意見になりますけれども、このカラーの資料の２ページ目のところに広域大学知財アドバイザーの

概要が書いてございますけれども、ここでやっぱり、個人的には、大事なのは大学間のネットワークとい

う、これは大学ですけれども、大学に限らず地域との関係におけるネットワークといったものが極めて大

事な意味を持っておりまして、今まで単独の大学に派遣をして、単独の大学の中での、いわば閉じた社

会の中でそのアドバイザーとして活躍いただいていたのですけれども、それだけではなくてネットワーク

の中で、そのネットワークの中で知恵を出し合うとか、あるいはお互いに物を見つけ合う、それから、お互

いが工夫によって埋もれていた発明を引っ張り出してくるとか、あるいはそれを連携していくとかといった

ようなことを、このネットワーク化することで、何か少し創造的なシナジー効果みたいなものが出てくるの

ではないかなというところがポイントだろうと思います。 

ただ、先生がおっしゃるとおり、そのゴール・イメージをどう持つかというのは極めて大事な問題であり

ますし、やや難しい問題でありますので少し考えさせていただければと思います。 

 

高田委員 

ちょっと説明が抽象的になりそうなところが危惧されたので。ありがとうございます。 

 

清水理事長 

地方大学のインセンティブとしては、例えば競争的研究資金、都市エリアとか文科省の出している、あ

るいは経産省の出している、これを応募するときに、やはり知財戦略がどういうふうな形でマネージされ

ているかというのは、必ず条件に出ているんですね。したがって、インセンティブとしてはそういう社会貢

献、かつ地域の大学の活性化という意味では、ほかの意味で、これは使わざるを得ない状況にはあると

いうことで、非常に熱心に取り組んでおります。 

 

早川分科会長 

どうもありがとうございました。どうぞ。 

 

生方委員 

では、順番に。何か申し上げなくてはいけないのでという使命感からお話しさせていただきますけれど

も、きょうこれだけのお時間をかけていただいてご説明をしていただいて、本当にわかりやすく、考えてみ

れば第三期中期計画、個人的には2002年以降、当時の小泉総理の知的財産戦略の時から我々は同じ

メンバーで、政権交代もされる中、我々は日本の将来は工業立国として発展してきた国のベース、技術

というものに対して本当に真面目に皆さんが一点を見つめて日本の将来、というところでよくやってきた

なと。そういう中では、このカラー資料がわかりやすく、また、清水理事長の本当に心のこもった説明も加

えていただいて、何か感無量と言ってはおかしいですが、申し上げにくいのですが、私は何を隠そう、技

術者でも経営者でもないですし、どちらかといえば政治学科を勉強してアメリカの大学を出て日本へ来た、

そういう立場なんですね。 

 それが、この10年やらせていただきまして、ＪＳＴの委員、大学でも名工大、私の親父が先生をやってい
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た工業大学の学長を含める６人の委員の一人もやらせてもらう。知財というものを挟んで、大学あるいは

文科省、経済産業省というところで、いい位置で知財を勉強させていただいたかなと。中小企業、片方で

は中国を相手に７年間、ことしで７年ですが、知財の戦争をやっているわけですね。今３件、裁判をやっ

て、いろいろな形でやっていくやり方、ここに書けない、こういうところではお話ができない、そういうところ

も見てやってまいりました。 

世の中で一番高い土地で、一番人を使いながら、一番高い税金を払っている。法人税が少々下がろ

うが、我々中小企業、今度の税制を見ても、それを可能にしてきたのは、やっぱりものづくりにおける機

械化だったのですが、その機械も、今はご存じのようにほとんど海外の注文で、最新式の物をつくる上で

の機械が外へ出ていってしまっているという現状の中で、そういった償却率も120から下がると、あるいは

相続税ということで先進国で中小企業に、個人保証を取って融資を受けて、その企業の継続をやってい

く中小に対して、今、約７万人ですから、後継者がいないという理由で承継ができないということで、匠の

技術を持った企業がつぶれていっているわけですね。そういう中で本当に、松田委員にもそういう中小企

業を気づかっていただいて。 

 日本のものづくりの強さというのは、何遍も申し上げますが、やっぱり大企業と中小企業とのコラボレー

ション、協働にあると思うんですね。その仕組みが少し崩れかけても、やはりいろんなところでの欠陥が

見えるところで再確認、やはり中小企業のそういったすそ野を支える、その産業としての確立というのは、

この国でどうしても根づかせていかなくてはいけない。 

ただ、片方には、経済という波の中で、例えば私どもの会社を例にとりましょう。外交の問題になれば、

中国対日本でどうしても負けるというようなところがありまして、訴訟を起こすにしても、中国の企業で起

こしておった。最近の傾向としては、中国も、合弁を行って最初に来てもらうときは、高い技術を持ったと

ころは５年５元とか言って、５年間、法人税ゼロだよ、５年以後はまた５年半減で来てください。あのトヨタ

でさえ、２年３元が実現できなかったぐらいのようなところで、今はその辺が加速されて、何が起きてきて

おるかといいますと、ハイテクな企業は残ってくれ、どうでもいい企業、技術を持たない企業は、早くどい

てくれということですね。あの上海タワーを建てた大林組が中国を撤退するわけですから。きのう、おとと

いのニュースですがね。２級しかもらえない。１級がもらえているのが清水か、あれ１社ですか。特級をも

らえないと国家プロジェクトができないと。相当、建築に対しての技術というのは、中国へ流れておるわけ

ですね。 

我々も、中小企業としてそういうものを見つめて何をやるかといいますと、もう中国で出願するんです

よ。そうすることによって、増値税と言われる14％の税金が戻ってくるのと同時に、ハイテクパークとかそ

ういった良いところにステイできる、これは政策として中国はやってくるわけですね。 

それと、もう訴訟にはなりませんね、中国の中での出願ということになれば。同じアイディアで日本で取

るものが、中国で取ったことになると問題にならないという仕組みというのも片方にはあるわけですね。そ

れがやはり加速されていくような現状にあると思います。 

日本で取って、中国でその権利主張をする。そこで１つだけお聞きしたいのは、この４ページの中に、

先ほど資料で説明をしていただきましたが、その中心をなす、この模造品を見据えた先進国での権利化

だとか、国際的な知財政策はもう中国対策だというふうに思っておるのですが、この「模倣対策としての

多元的な権利保護が効果的に保たれる」、これがちょっとわかりにくいので、ちょっとご説明願いたいなと

思うんですが。 

いずれにせよ中小企業、今の置かれた状況の中で、そういった税制とか社会の状況、要は我々が俗

に言う経営環境と言われるもの、経済ですね。そういったものも踏まえて、いろんなそういった形が変わ

ってくるということが一点にありますので、もちろん、その主張をするということは大事、保護すること、重

要視して利用していくということも大事なんですが、ソーシャルニーズ、社会のニーズにそのタイミングを

合わせて、アーリーな部分でと、ＪＳＴでも、もう取って６年たっている特許はどこも要らないですけれども、

早いうちからそれを利用して、中小企業が結局、企業化して社会へ出すということが、特許の最大目的

である社会貢献に対してのキーワードだと思うんですけれども、だとすれば、やっぱり中国というのはそ

こも政策的に動いておりましてね。合弁企業と言われる要は研究室に寄附をするような、しかもそれもそ

う大きい企業ばっかりじゃないんですよ。小さいとか、ベンチャーとか、そういった企業が大学と一体にな

っている。それはどういうことかといいますと、採用ということがあるんですね。いい生徒をとりたいという、

企業の生命線です。 

愛知県も、私は愛知県で知的財産戦略メンバーなんですが、先ほど渡辺さんが言われたように、工業
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で、名古屋には愛知工大とか中部工大とかありまして、そういうところでテクノフェアを、知財というものの

説明も加えながら生徒に紹介する中で、採用で、愛知県からなるべく技術者は出さないように、中で採

用しようという動きも伝えていきながら。 

ちょっと議論が広くなってしまいました。いずれにせよ、そういう中で、やれることってそれぞれいっぱい

あると思うんですが、模造品の防止の中での国際的なヘルプ、要は補助というのがどういう形で特許庁

の中で、というところがちょっとわかりにくかったものですから、具体的にもうちょっと教えていただければ

いいかなと思います。 長くなってすみません。 

 

天野調整官 

それでは、まず４ページのところですね。「多面的な権利保護」と、これは確かにわかりにくくて大変恐

縮です。要は、いろいろな角度から、権利の特徴を生かして取っていくことによって、強力な模倣対策が

できる。基本は、例えば特許技術ですと特許が基本にあって、裁判で権利侵害を争うというのが一般的

なやり方であろうと思うのですけれども、模倣対策を考えますと、一例ですけれども、例えば商標とか意

匠のほうが、いわゆる水際の差し止めとか行政救済、中国は行政的な救済がたくさんありますので、そ

ういったときに特許はなかなか権利行使がしづらくて、商標のほうがより使いやすいといった特徴があり

ますので、そういった特徴を生かして、いろんな角度から権利で押させておくと。そうするのが効果的な

模倣対策になる、そういう意味で書かせていただいた。多面的というのは、確かに余り表現はよくなくて、

今後訂正いたします。 

 

生方委員 

 今の説明を聞いて、よくわかりました。すると、やはり訴訟を前提に、書き方とか取り方というのがあり

まして、そこで今言った人材の育成、そのパーフェクトはないもんですから、その理解の仕方というのが、

判例に基づいて、とか、そういうことの判例も経験のない中国ですから、ある意味、訴訟になっても負け

ない取り方というものがアドバイスできる専門家、その人材の育成というのが一つの大きなキーワードに

なるのじゃないかなというふうに思います。 

いずれにしろ、本当に温かく中小企業のことを見つめていただいて、先ほど松田委員のほうからありま

したように、私自身もこういう形で、逆に言えば中小企業のほうがこういう恩恵を知らないのじゃないかな

というところは、いろいろな会で日本の動きということで話していきたいなというふうに思っている次第です。 

 

早川分科会長 

いかがでしょうか。どうぞ、お願いします。 

 

高田委員 

 知財プロデューサーの革新技術に関するところなんですけれども、これは試験的に今幾つかのところ

に派遣しておられるということなんですけれども、その実状に関して少し、何か情報をお持ちでしたら教え

ていただければとか、当初の目論見どおりの活動をしていただいているということなのか、当初の目論見

と、実はちょっと現場は異なったニーズがあって、実はこういうふうにするともっと現場はよく動いていると

かというようなあたりが、もし何か情報をお持ちでしたら、その辺をちょっと教えていただければと思った

のですけれども。 

 

清水理事長 

私自身は、先ほど申し上げたように、こういう知財プロデュースって一種のトライアルですので、決まっ

た方式というのはなくて、この前のアドバイザーみたいに、何軒訪問してどのくらい成約があったかという

話であればわかりやすいんですが、最初の知財のマネジメントをどういうふうにやって加わるかというの

で興味を持っていて、２回、先ほど申し上げたプロデューサーというもののあり方という研究会で、実際に

外へ出ていった方々の話を聞いたのと、国際特許流通セミナーで、ＭＥＭＳに出ている方を呼んで聞い

た。この２件しか私がじかに触れてはいないんですが、やはりご承知のように産学連携というのは大体、

大企業と大きな研究大学のビッグプロフェッサーの集まりですので、知財となると、研究者同士の話で知

財の方はずっと後ろにいて、後ろから手を引いているわけですよ。 

それで、大体のプレ・コンペティションのときには余り知財という形を出さないという形になっているんで
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すが、本来はもうそのときから知財マネジメントをやってないと意味のない話で、これまで保有していた、

参加企業の持っていた知財をどうするかとか、ある意味でずっとストーリーを広げていかないとなかなか

うまくいかない。 

実は、私が聞いたのは、ＭＥＭＳのマイクロ・ファブリケーションでいろんな動く半導体をつくるところな

んですが、あれは典型的なバケツに特許を入れて交換する分野で、余り知財の出番自体はしっかりは

出てないんですが、その研究を志向していく上で、その特許マップその他を調べて、ここは有効ではない

か、ここはそうではないんじゃないかと、いわゆる経営方針を決めるのと同じようなレベルの知財のディス

カッションはしていると。 

これは、ちょうど高田先生のところの知的クラスターが、今度は７年目に入って、この前お話を聞いた

ら全くそのとおりになって、５年前とは大違いな非常にプロフェッショナルな知財マネジメントのツールもち

ゃんと使ってますし、ある意味で意図したことにはなるのではないかと。分野がライフサイエンスみたいに

なれば、その１個の特許が出るか出ないかで勝負が決まるわけですので、言ってみれば、日本の研究も

そういう段階に入ったかなというイメージを持ってお聞きしました。 

ただ、全部がそうなるかどうか、まだわからないんですが、少なくとも文科省の知的クラスター創成事

業とか、先端融合イノベーションを見ていますと、まだまだ研究に比べて知財マネジメントが稚拙で、アン

カー企業の方が中へ入ればその思いどおりになりそうな、まだ形になっているので、こういう知財プロデ

ューサーというのをどうしても育てていく必要はあるなというふうに個人的には思います。 

多分、先生もそういう実感をお持ちだろうと思うんですが、産官学連携というのに、やはり重要な意思

決定機関ですので、成果とともに、それをどういうふうにやって本当の経済的な価値に置きかえるかとい

うのは、そこにそれぞれのセクターの思惑が入ってくるので、そこを取り除かない限り、国益にというとこ

ろには行かないようなことで、第三者的なこういう話というのは、これから育てていかなければならないこ

とだと実感はしました。 

 

高田委員 

そういう意味で、いよいよ本格的な重要な国プロにはこういった知財プロデューサーがつくというような

ことがもっと定常化してきているところと今理事長がおっしゃったように、パテント・マップに基づいて、どう

いう研究の重点を置いていくかというあたり、研究者とほとんど同列に知財の人もいるぐらいのものがあ

ると、非常におもしろい展開ができるのかなと思いますね。 

 

早川分科会長 

 ほかに何かございますでしょうか。そろそろご意見のほうもないようですので、第三期の中期目標（案）、

それから計画（案）につきまして、当分科会の意見の取りまとめといたしまして、先ほどご説明がありまし

たＩＮＰＩＴの第三期中期目標案及び中期計画案でございますけれども、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 

どうもありがとうございました。 

今後の予定ですけれども、本日ご審議いただきました中期目標案と中期計画案につきましては、２月

２３日に経済産業省の独立行政法人評価委員会において審議されることになっております。当分科会の

意見を求められました際には、私のほうから、本日のご議論を踏まえましてコメントさせていただきます。 

それから、この中期目標・中期計画案についてですけれども、現在、財務当局と協議を行っておりまし

て、協議過程で修正が発生することも考えられます。その場合は、経済産業省の評価委員長とも相談の

上で修正してご報告させていただくということにしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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早川分科会長 

どうもありがとうございます。 

それでは、最後に、情報・研修館からコメントがございましたらお願いいたします。 

 

清水理事長 

本日は、お忙しい中、私たちの第三期中期計画に対していろいろご意見をいただきまして、非常に参

考になりました。今後も、私たち情報館一体になって特許庁の総合サービスセンターとしての役割をしっ

かりと努めていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。 

本日は、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す。 

それでは、今後の分科会の開催予定等、何かございましたら、事務局から。 

 

井上情報・研修館室長 

本日はありがとうございました。今年度の分科会は、例年に比べて多かったのですけれども、今年度

はこれが最後ということになります。１年間いろいろご協力いただきましてありがとうございました。 

今後のスケジュールということでございますが、資料４をご覧いただきたいと思います。 

来年度の分科会につきましては例年どおりのスケジュールということになりまして、６月の中下旬ころ

になろうかと思いますけれども、例年どおり平成２２年度の業務実績評価、それから、追加的に、第二期

中期目標期間の、いわば５年間分の評価というものもあわせてお願いすることになるかと思います。中

期目標期間の評価につきましては、５年間の平均的な評価資料をご用意し、こちらについてご意見をい

ただくというようなことになろうかと思います。 

また来年度以降も、先生方には大変お手数をおかけしますけれども、よろしくお願いいたします。分科

会の日程につきましては、また時期が近づきましたら事務局から調整させていただきますので、そのとき

は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 

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25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、いつものとおり活発なご意見をいただいて、どうもありがとう

ございました。 

 


