
第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

Ⅰ 中期目標の期間
平成１８年４月１日～平成２３年３月３１日（５年間）

Ⅰ 中期計画の期間
平成１８年４月１日～平成２３年３月３１日（５年間）

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため
とるべき措置

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため
とるべき措置

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１． 業務の効果的な実施 １． 業務の効果的な実施 １． 業務の効果的な実施 １． 業務の効果的な実施 １． 業務の効果的な実施

（１） 業務を効果的に実施するため、利用者ニーズ、新
たな政策課題、重点項目、業務量等の変動に応じ
て、人員配置及び組織体制の見直しを的確かつ
機動的に行う。

（１） 業務量の変動に応じた人員配置等の見直し
インターネット出願の一本化（ＩＳＤＮ回線出願終了）を契機に業務の見直しを行い電子出願担当職員１名を
削減、第一公報閲覧室の利用者数の減に伴い閲覧相談員２名及び分類指導員１名（いずれも契約職員）を
削減した。また、管理部門についても複数年契約等を積極的に推進し事務の合理化・効率化を図り、総括担
当職員１名を削減した。

○地方閲覧室の閉室
整理合理化計画を踏まえ、地方閲覧室の閉室を行った（広島閲覧室はＨ２１年に実施）。なお、閉室に当たっ
ては各地方閲覧室の利用状況を反映しつつ事前周知を十分に行い、段階的に閉室する等効率化を図った。

（２） 民間事業者等との協力・連携を効果的に図るとと
もに、業務内容に応じて外部人材の活用を積極的
に行う。

（２） 民間事業者等との協力・連携、外部人材の活用

○外部専門人材の積極的な活用
専門的な業務の円滑遂行のため、特許情報の閲覧指導等経験豊富な人材を契約職員として採用するととも
に、各種業務を効率的に遂行するために、特許庁ＨＰの記事作成（ＨＴＭＬ化）などの事務分野においても派
遣職員を採用するなどの体制を整えた。

（平成２２年度末現在）
・契約職員（４５名、うち新規６名）
・派遣職員（２８名）

（単位：千円）

－３．１％－２．５％－２．８％－２．８％－４．５％効率化達成率

419,569430,228442,650455,293439,888一般管理費（既存＋新規）

―――411,414430,776一般管理費（既存）

－３．６％－３．５％－３．２％－４．３％－３．４％効率化達成率

11,515,60011,938,55112,327,19412,879,62311,704,175業務経費（既存＋新規）

―――10,876,66611,261,020業務経費（既存）

平均22年度21年度20年度19年度18年度
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

（２） 委託等業務については、物品調達情報のホーム
ページへの掲載等により業者の入札参加機会の
拡大を図る等、可能な限り競争的手法による,契約
を行う。

（２）

（３） 契約の締結状況をホームページで公表し、透明性
を高める。

（３） 随意契約の透明性の確保
随意契約によらざるを得ない案件のうち少額随意契約以外について、契約締結後速やかにホームページに
案件名や契約先、理由等を公表し、契約締結状況の透明性を高めた。

・掲載数：　随意契約１６件（企画競争及び変更契約含む）、公募結果１１件

（別紙１－１）
・平成２２年度に締結した契約状況
・随意契約によることができる基準
・随意契約によらざるを得ない契約の内訳
（別紙１－２）
・関係法人との契約状況
・随意契約の公表基準

○入札結果の公表を実施した。
掲載数：入札結果３９件契約の締結状況をホームページで公表し、透明性を高めた。

４． 人件費削減の取組 ４． 人件費削減の取組 ４． 人件費削減の取組 ４． 人件費削減の取組 ４． 人件費削減の取組

「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣
議決定）に基づき、国家公務員の定員の純減目標
（今後５年間で５％以上の純減）及び給与構造改
革を踏まえ、国家公務員に準じた人件費削減の取
組を行う。

「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣
議決定）に基づき、国家公務員の定員の純減目標
（今後５年間で５％以上の純減）及び給与構造改
革を踏まえ、国家公務員に準じた取組として、人件
費については５年間で５％以上の削減（人事院勧
告を踏まえた給与改定分を除く。）を行う。

「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）に基づき、適切な人件費管理を行ったため、第２
期中期目標期間の 終年度である平成２２年度において、５年間で１０．７％の人件費削減（人事院勧告を
踏まえた給与改定分を除く。）が達成できた。

「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣
議決定）に基づき、第２期中期目標期間の 終年
度である平成２２年度においては、５年間で５％以
上の人件費削減（人事院勧告を踏まえた給与改
定分を除く。）を達成できるよう、適切な人件費の
管理を行う。

人件費削減の取組
業務内容に応じて人員配置の見直しなどを行い、平成２２年度における人件費執行額は、「行政改革の重要
方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）に基づく基準年度(平成１７年度）執行額を下回る水準となった。（前
年度比２．１％の削減）
　

（※１）「給与、報酬等支給総額」については次の考え方により算出している。
　・平成17年度実績は、実績額710,909千円に、平成19年1月1日の業務移管に伴う増員分（34名）に見合う平
成17年度人件費推計額を加算。
　・平成18年実績額は、平成19年1月1日の業務移管に伴う増員分（34名）を含めていない。
　・平成19年度以降の実績額には、平成19年1月1日の業務移管に伴う増員分（34名）分を含めている。
（※２）人件費削減率は、平成17年度実績に対する削減率を示している。ただし、平成18年度については、19
年1月1日増員分（34名）を含まない平成17年度実績額717,909千円に対する削減率を示している。
（※３）人件費削減率の補正値は、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告
を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。平成18年、平成19年、平成20年、
平成21年、平成22年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%、▲2.4%、▲1.5%
である。

（別紙２－１）
・常勤役員の報酬等の支給状況
・常勤役員の退職手当の支給状況
・役員報酬への業績反映の仕方
（別紙２－２）
・常勤職員の給与の支給状況
・職員と国家公務員との給与水準比較

委託等業務に係る調達の適正化
平成２２年度においても引き続き、企画競争も含め真にやむを得ないものを除き全ての案件について競争的
契約への移行を行った。また、入札にあたっては、常に 近の取引の実勢価格、需給の状況、履行の難易
等を考慮した予定価格の見直しを行い、適正な金額による契約を行うよう努めた。
 
○競争的手法の積極的導入による契約の適正化
一般競争４９件、企画競争１０件、随意契約６件

○契約の妥当性を図るための契約審査委員会の開催
随時：１５回開催、７６件の契約案件の審査を実施

○契約監視委員会の開催
随時：１回、２１年度開催のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ案件５１件及び２４件の契約案件の審査を実施

○競争的契約への取組
物品調達情報については、引き続きﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等への掲載及び事業内容に応じて適切な公告期間を設ける
とともに、必要に応じて説明会を実施することで、業者の入札参加機会の拡大を図り、説明会から提案締切
りまでの期間を十分に確保するなど、事業者が余裕をもって計画的に提案が行えるように努めた。

単位：契約件数（件）

　　　　契約金額（千円）
締結した契約状況

4％9％11％11％随意契約の割合

8,525,336654,209,21488合　計

382,0826491,95010随意契約

51,2711093,09813企画競争・公募

69％8,091,9834966％3,624,16665競争入札

平均
落札率

契約金額契約件数平均
落札率

契約金額契約件数

22年度21年度

15％17％43％29％95％48％随意契約の割合

19,156,7698710,000,12912110,626,335118合　計

2,976,311154,381,2993510,112,23457随意契約

4,589,078133,809,65920377,18726企画競争・公募

81％11,591,3805978％1,809,1716669％136,91435競争入札

平均
落札率

契約金額契約件数平均
落札率

契約金額契約件数平均
落札率

契約金額契約件数

20年度19年度18年度
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

Ⅲ 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

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する目標を達成するためとるべき措
置

Ⅱ 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目標を達成するためとるべき措置 Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する目標を達成するためとるべき措
置

Ⅱ 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目標を達成するためとるべき措置

１． 工業所有権情報の提供 １． 工業所有権情報の提供 １． 工業所有権情報の提供 １． 工業所有権情報の提供 １． 工業所有権情報の提供

工業所有権情報の提供事業の内容及び態様の改
善を図るため、各事業において不断にユーザー
ニーズに即した環境整備を行う。特に、特許電子
図書館及び閲覧・相談サービスについては、ユー
ザーに対するアンケート調査を毎年度行いつつ、
業務の見直しを行う。

工業所有権情報の提供事業の内容及び態様の改善を図るため、各事業において不断にユーザーニーズに
即した環境整備を行った。特に、特許電子図書館及び閲覧・相談サービスについては、ユーザーに対するア
ンケート調査を毎年度行いつつ、業務の見直しを行った。

出願人の出願や審査請求等を支援するとともに、
審査・審判の迅速化に資するため、内外の 新の
工業所有権情報を収集し、これを出願人などの
ユーザーにインターネットを利用して常時提供する
とともに、その活用を支援する。また、迅速かつ的
確な審査の実施に資するため、諸外国の工業所
有権庁との審査情報の交換を促進する。

（１） ユーザーに対する工業所有権情報の普及・提供 （１） ユーザーに対する工業所有権情報の提供・普及 （１） ユーザーに対する工業所有権情報の提供・普及 （１） ユーザーに対する工業所有権情報の提供・普及 （１） ユーザーに対する工業所有権情報の提供・普及

① ① ① 特許電子図書館により提供する情報の拡充や機
能の向上を図り、安定的かつ継続的な情報の提
供を行うとともに、年間検索回数を７，０００万回以
上確保する。

① 特許電子図書館（IPDL）サービスでは、明治以降発行された特許・実用新案・意匠・商標の公報類等約８，０
４０万件（２２年度末現在）を文献番号や各種分類、キーワード等で検索できるほか、関連情報として出願・登
録・審判に関する経過情報等も検索可能となっている。

・IPDL検索回数：　８６，００１，９２３回（達成度１２３％）

（機能改善等）
○ユーザーニーズへの対応
（１０月リリース）
・視覚障害者に配慮し、IPDLトップページ及びセカンドページの配色の変更と音声読み上げソフトに対応する
インデックスの付与を行った。

○運用基準変更等への対応
（９月末リリース）
・IPDLアンケート画面の職業欄に業態別を選択できる機能を追加した。
（１０月リリース）
・整理標準化正誤表により、マドプロ中間書類名が変更になったのを受けて、ＩＰＤＬにて変更後の表示を可
能とする対応を行った。
・ＡＩＰＮの機械翻訳辞書を一般向けに提供する対応を行った。
（１２月末リリース）
・特許庁セキュリティポリシーに従い、審判サーバリプレースを機に特許庁から貸与される審判データが暗号
化されることになり、当該データを復号化する対応を行った。

② 特許電子図書館のホームページにアンケートを掲
載し、特許電子図書館にアクセスしたユーザーを
対象に、要望等を把握するためのアンケート調査
を行う。

② ユーザーニーズを把握するため、特許電子図書館トップぺージにてアンケート調査を実施（１０月～１２月の
３ヶ月間）し、集計結果を情報・研修館HPに掲載した。（２月）

（別紙３）IPDLアンケート結果概要

③ 特許電子図書館のサービスにおける次期入札の
ための調達仕様書作成等の支援事業を実施す
る。

③ ＩＰＤＬ提供サービスの次期入札について、入札支援事業を受けて作成した入札仕様書、総合評価基準書、
実施マニュアル等により、効率的かつ適正な入札を実施した。

・意見募集を実施し、10社から意見あり（4月）
・入札公告を行い、入札説明会を実施（９社参加）（９月）
・再度入札公告を行い（11月）、落札業者を決定、契約締結（１２月）

② 中小・ベンチャー企業等を対象に、特許電子図書
館の説明会を毎年度５ヶ所以上で開催する。

② 特許電子図書館の利用促進を図るための説明会を各地で実施した。

　１８年度：　５ヶ所（１２回）　参加人数　計１６５名
　１９年度：　６ヶ所（　６回）　参加人数　計　９３名
　２０年度：　７ヶ所（　８回）　参加人数　計１８８名
　２１年度：　６ヶ所（　８回）　参加人数　計１７１名
　２２年度：　７ヶ所（１０回）　参加人数　計２４５名

④ 中小・ベンチャー企業等を対象に、特許電子図書
館の利用促進を図るため、特許電子図書館の説
明会等を全国５ヶ所以上で開催する。

④ 特許情報の利用促進を図るため全国７ヶ所（１０回）で初心者向け講習会を開催し、２４５名の参加を得た。
（達成度１４０％）

東京①（５月）、大阪①（７月）、沖縄（９月）、東京②（１０月）、名古屋、仙台（１１月）、福岡（１２月）、広島（１
月）、大阪②（２月）、東京③（３月）

その他イベント等への出展
・特許・情報フェア＆コンファレンス2010に出展（11月、東京）し、特許電子図書館のデモを行うなど、特許情
報の利用促進を図るための取組を行った。

③ 情報・研修館が提供するサービスの利用の拡大を
図るため、特許電子図書館にアクセスしたユー
ザーに相談業務等の取組を紹介する。

③ 特許電子図書館のホームページにおいて、産業財産権相談サイトへリンクを張り、またトピックスに関係記事
を随時掲載した。

⑤ 特許電子図書館のホームページに相談業務、人
材育成業務等の紹介記事を掲載し、特許電子図
書館にアクセスしたユーザーに情報・研修館事業
の紹介を行う。

⑤ 特許電子図書館のトップページに人材育成事業や特許流通促進事業等のイベント記事をトピックスに随時掲
載した。

⑥ 特許電子図書館の利用マニュアル（海外向けのも
のを含む。）を作成し、配布する。

⑥ 各種マニュアル等を作成し経済産業局特許室、地方閲覧室、知的所有権センター及び当館が出展するイベ
ント等において配布した。

・特許電子図書館ガイドブック（４１，７００部）
・特許電子図書館サービス利用マニュアル（７，７００部）
・IPDLマニュアル英語版（１，６００部）を作成し、特許庁国際課を通じ海外等で配布

④ ④ ⑦ 年間１，３００万件以上の工業所有権情報を標準
的なフォーマットに変換し、データ販売事業許可要
領等に基づいて外部提供する。

⑦ 特許庁で保有している審査経過等の工業所有権情報から整理標準化データを作成し外部へ提供した。

・整理標準化データの外部提供件数：１４，１２９，０４７件（達成度１０９％）

（その他サービスの拡充）
（８月リリース）
・意匠公知資料イメージファイルデータの受入体制変更対応
特許庁の意匠公知資料のイメージデータを収録した媒体がＣＤ－ＲからＤＶＤ－Ｒに変更されたことに伴い、
受入体制の変更対応を行った。
（１２月リリース）
・マドプロ原簿マスタの編集基準変更対応
マドプロ設定登録後に発生するマドプロ原簿情報（権利の移転、指定商品・サービス記事の縮減など）につい
て、 新の適正なデータ編集を可能とするための対応を行った。
・審判サーバ更改対応
特許庁が実施する審判サーバ更改に伴い、ネットワーク情報が変更となるため、更新データを受信している
整理標準化システム側のレプリケーションPCサーバの設定変更および新審判サーバとの導通試験を行っ
た。
（３月リリース）
・意匠検索サーバ更改対応
特許庁が実施する意匠検索サーバ更改に伴い、整理標準化用の更新データが媒体格納時に暗号化される
ため、暗号化されたデータを復号化する機能の新規追加、動作確認及び導通試験を行った。
・審判請求等における公開基準変更対応
審判請求書等の公開の時期について、データ項目（中間コード、審判種別、副本発送日、審判 終処分な
ど）の内容から適切に判断し提供するよう変更を行った。
・秘密意匠案件における公開基準変更対応
秘密意匠案件について、優先日以外の優先権記事情報を提供しないよう、「提供対象外項目」に新規追加す
る変更を行った。

⑧ 知的所有権センターに対し、インターネット回線に
よる特許電子図書館サービスを提供する。

⑧ インターネット回線を知的所有権センター３５ヶ所に提供した（３月末現在）。

中期計画で設定した変換件数１，３００万件以上については、中期計画期間を通し達成した。

　１８年度：　１，４６５万件
　１９年度：　１，５３０万件
　２０年度：　１，４４７万件
　２１年度：　１，５０１万件
　２２年度：　１，４１３万件

整理標準化データの業務工程の見直しを図り、情報の抽出からデータの提供までの期間を４年間で７日短
縮した。

　１８年度：　２日間短縮
　１９年度：　２日間短縮
　２０年度：　２日間短縮
　２１年度：　１日間短縮

本業務については、「特許庁業務・システム 適化計画」に基づく特許庁の新事務処理システムの稼働に伴
い、廃止する予定である。

特許庁が定める方針に基づき、毎年度１，３００万
件以上の工業所有権情報を標準的なフォーマット
に変換するとともに、業務工程を見直すことにより
情報の抽出からデータの提供までの期間を順次
短縮し、提供する。なお、本業務については、「特
許庁業務・システム 適化計画」に基づく特許庁
の新事務処理システム開発の進展及び効果を踏
まえて、廃止の可能性を含めて在り方の見直しを
行う。

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

特許電子図書館について、中小・ベンチャー企業
や大学などのユーザーによる利用を促進するた
め、機能の向上、アクセスの改善等を図る（この結
果、中期目標の終了時において、年間の検索回
数を７，０００万回以上に増加させることを目標とす
る）。その際、ユーザーの要請により的確に対応す
るため、閲覧業務及び相談業務との連携を図る。
また、特許庁の提供する一次情報を基に多様な高
付加価値サービスの提供を行う特許情報提供事
業者との協力、相互補完関係を構築しつつユー
ザーにおける工業所有権情報の効率的な活用に
資するため、特許庁における審査経過等の情報を
標準的なフォーマットに変換し、外部に提供する。

特許電子図書館について、機能及びアクセスの維
持・改善を図り、第二期中期目標期間の 終年度
において、７，０００万回以上の検索回数を確保す
る。

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

中期計画で設定した特許電子図書館の検索回数７，０００万回以上については、平成１８年度はほぼ達成、
平成１９年度以降は目標を大きく上回った。

　１８年度：　　６，９６９万回
　１９年度：　　７，７９０万回
　２０年度：　　９，５４６万回
　２１年度：　１１，８９２万回
　２２年度：　　８，６００万回

ユーザーニーズを踏まえ、以下の事項をはじめとして、ユーザーの利便性向上を図るための各種機能改善
等を実施した。

　１８年度：　公報と経過情報の相互リンク機能の追加、IPCとFI・Fターム検索を統合した分類検索機能
                の追加、審査書類照会サービスの拡充
　１９年度：　公報テキスト検索における公報全文検索機能の追加
　２０年度：　特許・実用新案検索における文献単位PDFダウンロード機能の追加
　２１年度：　公報テキスト検索におけるNOT演算機能等の追加
　２２年度：　視覚障害者に配慮し、IPDLトップページ及びセカンドページの配色変更、音声読み上げソフトに
　　　　　　　　対応するインデックスの付与
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

（２） 他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換
及び情報の活用

（２） 他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換
及び情報の活用

（２） 他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換及び情報の活用 （２） 他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換
及び情報の活用

（２） 他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換及び情報の活用

ユーザーニーズに応えるとともに特許庁の審査等
に資するため、他国の工業所有権情報の収集、保
管及び管理を行うとともに、ユーザーの要請の強
い工業所有権情報について和文抄録を作成し、一
般に提供する。また、他国における我が国出願人
の権利の的確な保護に貢献するため、特許庁が
保有する工業所有権情報の英文抄録を作成し、
他国の工業所有権庁に提供する。

① 他国の工業所有権情報の収集、保管及び管理を
行うとともに、ユーザーニーズの高い工業所有権
情報について、毎年度２３万件以上の和文抄録を
作成し、提供する。

① 中期計画で設定した和文抄録作成件数２３万件以上については、中期計画期間を通し達成した。また他国
の工業所有権情報の収集等を行い、作成した抄録等を含めＩＰＤＬ等を通じて広く利用者に提供した。
【和文抄録作成件数】
　平成１８年度：２９４，７３３件
　平成１９年度：３０７，４８０件
　平成２０年度：２９３，１９９件
　平成２１年度：３２０，７８４件
　平成２２年度：３１３，４４２件

① 他国の工業所有権庁から工業所有権情報を収集
し、保管及び管理するとともに、年間２３万件以上
の和文抄録を作成し、利用者に提供する。

① 特許審査の迅速化に資するため、他国の工業所有権庁から工業所有権情報を収集し、保管及び管理すると
ともに、三極交換データである米国公開特許明細書、米国特許明細書及び欧州公開特許明細書の和文翻
訳抄録を作成し、特許庁の審査資料として提供した。

・米国公開特許明細書　２７８，２１１件
・米国特許明細書　　　　　１５，６７１件
・欧州公開特許明細書　　１９，５６０件
　　　　　　計　　　　　　　３１３，４４２件

なお、上記の和文抄録は、特許電子図書館（IPDL）を通じて、一般ユーザーにも提供されている。

② 特許庁が発行する公開特許公報の英文抄録を毎
年度３４万件以上作成するとともに、業務工程を見
直すことにより公報発行から抄録提供までの期間
を順次短縮し、提供する。

② 中期計画で設定した英文抄録作成件数３４万件以上については、１８年度は達成したが、１９年度から２２年
度については特許庁の公報発行件数が３４万件に達しなかったため、発行された公報全件について抄録を
作成した。

・英文抄録作成件数
　１８年度：　３５３，１００件
　１９年度：　３３６，７９５件
　２０年度：　３１２，４４２件
　２１年度：　３０３，４８６件
　２２年度：　２８８，４４７件

また、業務工程を見直したことにより、公報発行から英文抄録提供までの期間を５年間で１０日間短縮した。

　１８年度：　２日間短縮
　１９年度：　２日間短縮
　２０年度：　２日間短縮
　２１年度：　２日間短縮
　２２年度：　２日間短縮

② 特許庁の平成２２年公報発行計画により発行され
る公開特許公報に基づく英文抄録（ＰＡＪ）を年間３
４万件以上（公報発行計画により発行される公開
特許公報が３４万件に達しなかった場合は、発行
される全件について抄録を作成する。）作成し、他
国の工業所有権庁に提供するとともに、公報発行
から抄録提供までの期間を前年度より２日間短縮
する。

② 他国における我が国出願人の権利の的確な保護に貢献するため、公開特許公報の英文抄録（ＰＡＪ）を作成
し、他国の工業所有権庁に提供した。また、ＰＡＪ作成の業務工程を見直し、公報発行から抄録提供までの
期間を前年度より２日間短縮した。

・公開特許英文抄録（ＰＡＪ）の作成件数　２８８，４４７件

なお、数値目標を下回った要因は、公開特許公報の発行件数が予定件数より減少したためであり、発行され
た公報全件について抄録を作成した。（達成度１００％）

③ 特許庁が発行する公報の書誌データを毎年度５０
万件以上整理し、他国の工業所有権庁に提供す
る。また、Ｆターム等の検索コードに関する情報に
ついては英訳し、提供する。

③ 中期計画で設定した公報書誌データ作成件数５０万件以上については、毎年度達成し、外国特許庁及び国
際機関へ提供した。またＦターム等検索コードに関する情報を英訳し、外国特許庁へ提供した。

・公報書誌データ作成件数
　１８年度：　５３１，５７９件
　１９年度：　５４７，０４１件
　２０年度：　５４３，１１２件
　２１年度：　５５０，２００件
　２２年度：　５５０，２５５件

③ 特許庁と他国の工業所有権庁との合意に基づき、
特許庁が毎年発行する公報の書誌データを年間
５０万件以上整理して他国の工業所有権庁に提供
する。

③ 三極特許庁協力に貢献するため、特許庁が毎年発行している公開公報、公表公報、登録公報から書誌デー
タを抽出・フォーマット変換を行い、特許漢字書誌データ(１０アイテム）を作成し、欧州特許庁に（ＥＰＯ）に毎
月２回、米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）には年２回送付した。

・特許漢字書誌（１０アイテム）の作成件数　５５０，２５５件(達成度１１０％）

④ ④ ④ Ｆタームリスト等を英訳し、他国の工業所有権庁に
提供する。

④ 三極交換データとして、英文に翻訳したＦターム解説書等を作成し、ＥＰＯ及びＵＳＰＴＯに送付した。

・英語版Ｆターム解説書：１００テーマ
・英語版Ｆタームリスト： １００テーマ
・英語版FIリスト： ４５７（翻訳FIリスト４０４＋タイトル変更５３）個

⑤ 和文抄録、英文抄録、Ｆターム解説書等の翻訳品
質の維持・向上のため評価調査を実施する。

⑤ 特許庁に提供している翻訳情報（和文抄録、英文抄録、Ｆターム解説書等）の品質の維持・向上のため、評
価調査を実施した。

　Ａ．文章評価　　　　　　４８４件
　　　（和文抄録２８０、英文抄録２００、英語版Ｆターム解説書４）
　Ｂ．専門用語評価　　９，００２件
　　　（和文抄録５，００２、英文抄録４，０００）

○評価について
・Ａ（文章評価）：
４区分に整理し、言語の内容が正確に翻訳されているか、翻訳文として正しい表現になっているかの観点か
ら減点方式で外部の専門家により評価を行ったところ、概ね良好であった。
・Ｂ（専門用語評価）：
専門用語の自動品質評価ツールを使用し、原文抄録ごとの対応訳文中に登録用語訳語が含まれているか
の訳語ごとの使用数を外部の専門家により評価したところ、基準値を上回り良好であった。

（３） 審査結果等情報の提供システムの整備・運用 （３） 審査結果等情報の提供システムの整備・運用 （３） 審査結果等情報の提供システムの整備・運用 （３） 審査結果等情報の提供システムの整備・運用 （３） 審査結果等情報の提供システムの整備・運用

他国における的確な審査を促進し、我が国出願人
のこれらの国における迅速かつ的確な権利取得
に貢献するため、特許庁が行った審査の結果や
出願書類等に関する情報を機械を用いて英訳して
他国の工業所有権庁に提供するシステムを整備
し、運用する。

① 他国の工業所有権庁や関連機関の審査官が、我
が国の出願に係る審査結果情報、出願書類及び
拒絶理由通知等の審査関連情報並びに引用文献
情報にインターネットでアクセスし、機械翻訳シス
テムで翻訳された英語情報を容易に参照すること
が可能なシステムの整備・運用を行う。

① 海外特許庁等に対して「高度産業財産ネットワーク（AIPN）」により日本国における特許出願のサーチ及び審
査結果に関する情報を提供した。

　１８年度：　２５国・機関
　１９年度：　３１国・機関
　２０年度：　３７国・機関
　２１年度：　３８国・機関
　２２年度：　４１国・機関

① 審査結果の情報の提供を行いつつ、他国の工業
所有権庁の要望を取り入れ、利用しやすいシステ
ムのための整備・運用を行う。

① 海外特許庁等に対して「高度産業財産ネットワーク（AIPN）」により日本国における特許出願のサーチ及び審
査結果に関する情報を提供した。（４１国・機関）

・チリを追加（10月）
・エジプトを追加（11月）
・キルギス共和国（12月）

（機能改善等）
（10月リリース）
・ＡＩＰＮにおいて、IE8での動作についての不具合対応を行った。
・AIPN環境で翻訳された書類について、ＦＯＤＡＳ（外国包袋参照システム）向けに正しく変換されるための対
応を行った。
・ＡＩＰＮ（アジア向け）からの大量アクセスにより、特許庁サーバが過負荷にならないようにアクセス制御及び
利用状況を即座に把握できる対応を行った。

② 基幹機能である機械翻訳システムの精度向上を
図るため、語彙数の増強と、これに伴う翻訳機能
の強化を行うとともに、ユーザー画面の利用性の
向上を図る。

② 中期計画期間において、毎年度５，０００語の辞書データを追加し、また、誤訳フィードバックボタンの追加を
する等、翻訳ソフト・辞書機能の改善をし、ＡＩＰＮの翻訳機能の強化を行った。平成１９年度には、審査請求
日の複数表示を可能とする対応を行い利用性の向上を図った。

② 語彙数を増加し翻訳機能の強化を図りつつ、機械
翻訳システムの整備・運用を行う。

② 日本語の審査関連情報を英語で参照可能とするため、機械翻訳システムの精度向上を目的として、機械翻
訳辞書に新たに約５,０００語の辞書データを追加した。
（平成２２年度末現在約７６，０００語）

和文抄録、英文抄録、Ｆターム等の翻訳品質の維
持・向上に反映させるため、客観的なサンプル調
査を毎年度実施する。

翻訳品質の評価ツール及び評価マニュアルを作成し、和文抄録、英文抄録等について翻訳品質のサンプル
調査を毎年度行い、品質の維持・向上を図った。

・翻訳品質評価件数
　１８年度：文章評価　 ２，０４０件、専門用語評価 　２５９，４７５件
　１９年度：文章評価  　　 ４８３件、専門用語評価 　　  ８，１６０件
　２０年度：文章評価  　　 ４８４件、専門用語評価 　　　９，０００件
　２１年度：文章評価　 　  ４８４件、専門用語評価   　　９，００２件
　２２年度：文章評価 　　　４８４件、専門用語評価 　 　 ９，００２件

・Ｆターム等英訳作成件数

（テーマ数） （テーマ数） （個数）

１８年度

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

英語版Ｆターム解説書

100 15 882

99 99 565

英語版Ｆタームリスト 英語版ＦＩリスト

23 2,870102

101 101 706

100 100 457
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

（１） 中央資料館としての確実な情報提供 （１） 中央資料館としての確実な情報提供 （１） 中央資料館としての確実な情報提供 （１） 中央資料館としての確実な情報提供 （１） 中央資料館としての確実な情報提供

① パリ条約に基づく「中央資料館」として、内外の工
業所有権情報・文献を収集し、各閲覧室において
ユーザーに対する情報提供を確実に行う。

① 内外の工業所有権関係公報を収集・整理し、行政機関の休日に関する法律で規定する日を除く日除き、全
日において各閲覧室で閲覧に供した。ただし、那覇閲覧室については、台風の影響により２度の休館日あ
り。（１９年度、２２年度）

また、整理合理化計画を踏まえ、平成２２年度をもって地方閲覧室（８ヶ所）を閉室した。

① 内外の工業所有権情報・文献を収集し、各閲覧室
においてユーザーへの情報提供を確実に行う。

① 内外の工業所有権関係公報を収集・整理し、行政機関の休日に関する法律で規定する日を除く日及び台風
７号の影響（暴風警報発令）による那覇閲覧室の休館8/31（火）を除き、全日において各閲覧室で閲覧に供し
た。
　
（収集提供文献）
・国内公報（公開特許公報、特許公報、登録実用新案公報、意匠公報、商標公報、審決公報等）
・外国公報（米国、欧州、PCT等８５カ国及びWIPO、EPO等５機関）

整理合理化計画を踏まえ地方閲覧室を閉室。
・仙台閲覧室、那覇閲覧室（１／７）
・福岡閲覧室、札幌閲覧室（３／４）
・名古屋閲覧室、高松閲覧室(３／１１)
・大阪閲覧室（３／２５）

② 我が国の公報情報については、公報発行日に遅
滞なく即日閲覧に供する。

② 第一公報閲覧室及び地方閲覧室において、利用者へ公報発行日に即日閲覧で情報提供を行った。 ② 我が国の公報情報の提供については、特許審査
官端末等により公報発行日に即日閲覧に供する。

② 第一公報閲覧室及び地方閲覧室７ヶ所において公報等の閲覧事業を行い、利用者へ公報発行日に即日閲
覧で情報提供を行った。なお、国内公報については、CD-ROM及びDVD-ROM公報並びに特許電子図書館
（IPDL）を通じて公報発行日に即日閲覧に供した。

・閲覧室利用者：２０，５９４名

③ 職員に対するスキルアップ（知財に関する知識の
習得等）研修を実施する。

③ 地方閲覧室の閲覧指導員を対象に、検索手法の向上を図るためのスキルアップ研修を実施した。（５月）

（研修内容）
・特許審査官端末の操作及び検索方法の習得
・情報セキュリティーポリシーについて　等

④ 各地の図書館と連携しながら工業所有権情報の
普及を図る。

④ 工業所有権情報の普及を図るため、全国１２４ヶ所の図書館にＩＮＰＩＴが作成した各種パンフレット（ＩＮＰＩＴパ
ンフレット、公報閲覧室利用案内、特許電子図書館ガイドブック）の配架配布を依頼した。（１２月）
また、図書館からの依頼に基づき、随時各種パンフレットを発送した（１２月～）。

・配布箇所数：　１７ヶ所（３月末現在）
・配布部数：　ＩＮＰＩＴパンフレット　５２２部
　　　　　　　　公報閲覧室利用案内　４４２部
　　　　　　　　特許電子図書館ガイドブック　７５６部

（２） 閲覧用機器の機能向上及び設置台数の見直し （２） 閲覧用機器の機能向上及び設置台数の見直し （２） 閲覧用機器の機能向上及び設置台数の見直し （２） 閲覧用機器の機能向上及び設置台数の見直し （２） 閲覧用機器の機能向上及び設置台数の見直し

① 閲覧用機器（公報を検索・閲覧するためのコン
ピュータ端末）の性能及び操作性等を向上させる
ため、ユーザーニーズを把握・検討し、必要に応じ
て 良の閲覧用機器への更新を行うとともに、審
査官が使用するシステムと同程度までの機能追
加等を行う。

① 審査官が使用するものと同程度の機能を有する閲覧用機器（特許審査官端末）を、第一公報閲覧室におい
て平成１９年１月より順次導入した。

① 利用者サービス及び利用状況等に関するアン
ケート調査を行う

① 第一公報閲覧室において、アンケート調査を実施した。（１１月１５日～１２月１７日）
アンケート結果を集計し、情報・研修館ＨＰに掲載した。（２月）

② ユーザーの利用状況等に応じて効率的に閲覧業
務を実施するため、各閲覧室の利用状況に応じて
閲覧用機器の設置台数の見直しを行う。

② 各閲覧室の利用状況等に応じ、閲覧用機器の設置台数の見直しを行った。 ② 効率的に閲覧業務を実施するため、利用状況等
に応じて特許審査官端末をはじめとする閲覧用機
器の設置台数の見直しを行う。

② 利用状況等を鑑み、閲覧用機器として設置されていた特許審査官端末を５９台から４０台に削減した。なお、
地方閲覧室に設置されていた特許審査官端末のうち１１台については、研修用機器として活用するため第一
公報閲覧室に移設した。

（参考）
・第一公報閲覧室の閲覧指導員及び分類相談員について、閲覧機器の設置状況・閲覧者数を踏まえ見直し
を実施した。（４月）（再掲）
　閲覧指導員 ５→３人
　分類相談員 ３→２人

整理合理化計画を踏まえ、平成２２年度をもって閉室した地方閲覧室の特許審査官端末については、研修
用機器として活用するため、人材育成部（８台）及び第一公報閲覧室（１１台）に移設した。

③ 特許審査官端末の利用促進を図るため、操作方
法等の講習会を開催する。

③ 特許審査官端末の利用促進のため特許審査官端末講習会（計１２回）を開催し、７４名の参加を得た。

出願人などのユーザーがより精度の高い調査を
行うことを支援するため、閲覧用機器（公報を検
索・閲覧するためのコンピュータ端末）の使用環境
（処理速度、操作性等）を特許庁の審査官が使用
するシステムと同程度までに向上させる。また、
「特許庁業務・システム 適化計画」の進展による
工業所有権情報普及業務の効率化に合わせて、
ユーザーの利用状況に対応した閲覧用機器の設
置台数の見直しを行う。

「中央資料館」として、内外の工業所有権情報・文
献を収集するとともに、全国主要都市にある９閲覧
室を通じて、全国のユーザーに対して工業所有権
に係る確実な情報提供を行う。特に我が国の公報
情報については、公報発行日に即日閲覧に供す
るものとする。

［工業所有権関係公報等閲覧業務］
中央資料館としての工業所有権情報の提供
公報等の閲覧におけるユーザーの利便性向上を図る
ため、工業所有権情報普及業務とも連携しつつ、工業
所有権の保護に関するパリ条約に基づく「中央資料館」
として、ユーザーに対して工業所有権情報を確実に提
供する。

［工業所有権関係公報等閲覧業務］
中央資料館としての工業所有権情報の提供

［工業所有権関係公報等閲覧業務］
中央資料館としての工業所有権情報の提供

［工業所有権関係公報等閲覧業務］
中央資料館としての工業所有権情報の提供

［工業所有権関係公報等閲覧業務］
中央資料館としての工業所有権情報の提供

208284279385430那覇閲覧室

20,59426,71535,04244,19353,007合　計

6219348561,2281,301福岡閲覧室

5339079601,1111,208高松閲覧室

313395356467広島閲覧室

2,8394,1585,7506,9619,230大阪閲覧室

1,4701,9392,0902,6033,255名古屋閲覧室

1763886108201,015仙台閲覧室

8181,1071,2881,5721,522札幌閲覧室

882388517経済産業省別館

13,92116,67722,79129,06934,062特許庁庁舎

H22fyH21fyH20fyH19fyH18fy年　度

5688155158216合　計

4059161616特許審査官端末

――112113171IPDL／WS

―7777ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ閲覧用端末

1622202222CD／DVD閲覧用端末

H22fyH21fyH20fyH19fyH18fy
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

（１） 審査・審判に関する技術文献等の充実 （１） 審査・審判に関する技術文献等の充実 （１）審査・審判に関する技術文献等の充実 （１） 審査・審判に関する技術文献等の充実 （１） 審査・審判に関する技術文献等の充実

特許庁の審査・審判を的確に処理するとともに審査・審判の質を向上させることを目的に内外国文献を購
入・提供した。

・内国図書：　　　４７９冊
・内国雑誌：　９，９１７冊（３９９タイトル）
・外国図書：　　　　４０冊
・外国雑誌：　５，９６５冊（４０１タイトル）

審査・審判の 終処分(特許、拒絶等）が確定した出願書類及び審判記録を特許庁から受入・保管し、出納
業務を実施した。

・受入件数：　　　　１５，７８１件
・出納件数：　　　　　６，０１０件
・包袋保管件数：　　２，９０６千件

① 特許協力条約に規定されている国際調査の対象
となる非特許文献を網羅的に収集するため、その
調達計画を作成する。

① 特許庁の審査官等と協議の上、特許協力条約に規定されている国際調査の対象となる非特許文献（ミニマ
ムドキュメント）の調達計画を作成し、それに基づき各種文献の収集を行った。

・ミニマムドキュメント購入冊数
　１８年度：　２，７４９冊（１４４タイトル）
　１９年度：　２，９４３冊（１４４タイトル）
　２０年度：　３，３４３冊（１４４タイトル）
　２１年度：　２，９１９冊（１４４タイトル）
　２２年度：　３，１７４冊（１４４タイトル）

① 特許協力条約に規定されている国際調査の対象
となる非特許文献を網羅的に収集するため、その
調達計画を作成する。

① 調達計画に基づき国際調査の対象となる非特許文献（ミニマムドキュメント）を購入した。
３，１７４冊（１４４タイトル）

② 審査・審判関係資料の充実を図るため、図書等の
選定においては特許庁の審査官等の専門的視点
から必要性等を判断し、国内外の技術文献の収
集を適正かつ効果的に行う。

② 特許庁の審査官等からなる図書選定担当者会議にて購入の必要性等を精査し策定した調達計画に基づ
き、審査・審判資料として必要な内外国図書、専門誌等の収集を行った。

② 図書等の選定・収集を適正かつ効果的に行うた
め、特許庁の審査官等を含めた担当者会議を年２
回以上開催する。

② 特許庁の審査・審判処理に的確に資することを目的とし、審査・審判資料の文献を収集するため図書選定担
当者会議を開催した。（４月、７月、１０月、１月の計４回）

③ 審査・審判関係資料の選定に資するため、図書情
報の効果的な提供方法について検討する。

③ 審査・審判資料の選定・収集を一層効率的に行うため、書店の協力を得て、書籍（新刊本）の情報を「書店が
提供しているｗｅｂサイト」で閲覧できるよう分野別に整理し、審査官等に提供した。また、審査・審判処理に必
要となる図書を効率的に選定することを目的に、出版社より試読本の提供を受け、各審査室・審判部へ試読
本を回覧し、要望があった図書を購入した。

③ 新のデザイン等の情報を得るため、国内外の意
匠の公知資料（カタログ等）を収集する。

③ 特許庁と協議の上定量的且つ分野に偏りのないよう国内外のカタログ等を収集し、意匠公知資料として整備
した。

内外国カタログ収集件数
　１８年度：内国カタログ　　３，０４１件、外国カタログ　１，０２５件
　１９年度：内国カタログ　１１，３９３件、外国カタログ　３，１２２件
　２０年度：内国カタログ　１１，９３１件、外国カタログ　３，０２９件
　２１年度：内国カタログ　１１，９１５件、外国カタログ　２，９９７件
　２２年度：内国カタログ　１２，００７件、外国カタログ　３，０００件

④ 新のデザイン等の情報を得るため、国内外の意
匠の公知資料（カタログ等）を収集する。

④ 意匠審査の的確な処理に資するため、 新のデザイン等が掲載された国内外の意匠公知資料（カタログ）を
収集し、審査官等に提供した。

・内国カタログ：１２，００７件
・外国カタログ：　３，０００件

（２） 閲覧等サービスの向上 （２） 閲覧等サービスの向上 （２） 閲覧等サービスの向上 （２） 閲覧等サービスの向上 （２） 閲覧等サービスの向上

① 閲覧環境の一層の整備を図るため、収集した技術
文献の閲覧リストを毎月更新し、ホームページで
情報提供をするとともに、閉架式の閲覧サービス
を行う。

① 閲覧可能な技術文献等のリストをホームページに掲載し毎月更新するとともに、行政機関の休日に関する法
律で規定する日を除く全日において収集した文献等を対象に閉架式による閲覧サービスを行った。

① 収集した技術文献の閲覧リストを月１回更新し、
ホームページで情報提供するとともに、閉架式に
よる閲覧サービスを行う。

① 情報・研修館ホームページに掲載している閲覧可能な図書等のリストをＰＤＦ及びＣＳＶにより毎月更新し、閲
覧サービスの充実を図った。

② 技術文献の検索ツールを整備するため、書籍分
類による検索方法等のマニュアルの作成を行う。

② 技術文献について分類番号等による検索が可能となるよう検索ツールを整備し検索方法等のマニュアルを
作成した。

② 情報・研修館ホームページの「技術情報」リンク先
の確認を２ヶ月に１回行う。

② 技術文献の検索ツールを充実させるため、情報・研修館ホームページに掲載している２１６社、３９７サイトの
「技術情報」リンクの確認を実施した。（年６回）

③ 一般ユーザーが国内外の 新技術情報を適時に
閲覧できるよう、専門知識を有した職員を配置し、
技術文献の検索や相談に迅速・的確に対応する。

③ 審査・審判に関する技術文献資料として収集した資料の閲覧業務を実施するとともに、技術文献の検索等の
相談に対処し一般ユーザーが国内外の 新技術情報を適時に閲覧できるよう支援を行った。

閲覧者数（閲覧件数）
１８年度：２６７名（４０８件）、１９年度：２３９名（４０７件）、２０年度：２１０名（３６１件）、２１年度：１９５名（５６２
件）、２２年度：１９２名（５５４件）

③ 審査・審判に関する技術文献資料として購入した
書籍、雑誌等の閲覧業務を実施し、一般ユーザー
に対する情報提供サービスの向上を図る。

③ 審査・審判に関する技術文献資料として購入した書籍・雑誌等の閲覧サービスを実施した。

・閲覧者数：　１９２名
・閲覧件数：　５５４件

閲覧環境の一層の整備を図るため、収集した技術
文献の閲覧等に必要な検索ツールの整備や文献
リストの提供を行う。

国内外の 新の技術水準を適時に把握できるよ
う、特許協力条約に規定する国際調査の対象とな
る文献（ミニマムドキュメント）や特許公報以外の技
術文献（非特許文献）に加え、カタログ等の公知資
料について 新のものを収集し、提供する。

［審査・審判関係図書等整備業務］
審査・審判関係資料の充実及び閲覧等サービスの向
上

［審査・審判関係図書等整備業務］
審査・審判関係資料の充実及び閲覧等サービスの向上

［審査・審判関係図書等整備業務］
審査・審判関係資料の充実及び閲覧等サービスの向
上

［審査・審判関係図書等整備業務］
審査・審判関係資料の充実及び閲覧等サービスの向上

［審査・審判関係図書等整備業務］
審査・審判関係資料の充実及び閲覧等サービスの向上

（単位：千件）2,9063,1883,4243,6563,634保管包袋（件）

611111417出納件数

1622242524受入件数

H22fyH21fyH20fyH19fyH18fy出願書類（包袋・審
判書類）の保管件

5,9656,1476,2416,3986,390外国雑誌

4044417278外国図書

9,91710,13710,2379,8629,644内国雑誌

479379576698957内国図書

H22fyH21fyH20fyH19fyH18fy保有冊数
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

中小・ベンチャー企業等の権利取得に係るコストを
引き下げ、技術革新や事業化の速度に適応した
機動的な権利の取得や活用を促すため、中小・ベ
ンチャー企業を始めとするユーザーに対する工業
所有権に関する相談サービスの強化を図る。

（１） 相談への迅速な対応 （１） 相談への迅速な対応 （１） 相談への迅速な対応 （１） 相談への迅速な対応 （１） 相談への迅速な対応

① 相談に迅速に対応するため、原則、来館及び電話
での相談については直ちに回答し、文書及び電子
メールでの相談には１開館日以内に回答する。

① 形態別の相談件数の推移から電話、FAX、メール相談が増加傾向にあり、相談の内容も手続きの複雑化・高
度化に伴い、難しい質問が多い中、一部の案件（勤務時間外での受付分等）を除き、中期目標に掲げられた
回答時間内の処理を実現した。

ユーザーサービスの向上に資するため、電話相談時間を２０時までの延長を実施した。（平成１８年７月より）

① 原則、来館及び電話での相談については直ちに
回答し、文書及びメールでの相談は１開館日以内
に回答する。

① 行政機関の休日に関する法律で規定する日を除く全日について窓口・電話・文書（ＦＡＸ）及び電子メールに
よる相談に対応した。文書及びメール相談については、全て一開館日以内に回答を行った。
　
合計　４５，８０５件
（内訳）
　・窓口相談　：   ８，４６６件
　・電話相談　： ３２，９８６件
　・文書相談　： 　　  ３１９件
　・FAX相談　 ：　 1，１１５件
　・電子メール：　２，９１９件

＊１７時以降の窓口相談件数：３０５件

＊１８時以降の電話相談件数：７７７件
（内訳）
・１８時～１９時：５０２件
・１９時～２０時：２７５件

各地で開催されたイベント等に職員を派遣し、出張相談を行った。

・　９月：国際フロンティアメッセ２０１０＜神戸＞　　　　２０件
・１０月：パテントソリューションフェア２０１０＜東京＞　１０件

② 相談全件について、応答日、応答状況を記録し、
担当者が情報を共有する。

② 相談を受けた案件は全て相談データベースに蓄積し、情報を効率良く管理し、情報の共有化を図った。特に
文書、FAX、メール相談については、別途、受付簿を作成し、応答状況の管理を行った。

② 相談データベースに相談全件の応答状況を記録
し、蓄積した情報を効率よく管理し、情報の共有化
を図る。

② 「相談内容表」を作成し、相談全件の応答状況を相談データベースに蓄積することにより、情報の共有化を
図った。また、蓄積された相談内容から事例集を作成し、産業財産権相談サイトへ掲載した。

③ 普遍的な質問については回答例集を追加・修正
し、ホームページ等で外部に提供する。

③ 平成２０年度に相談サイトの構築を開始し、平成２１年度よりWebにて一般に公開した。
ＦＡＱ（良くある質問）に補正関連記事の追加を行った。(２２年４月)
「かんたん商標出願講座（動画）」を作成し、相談サイトで公開した。（２２年４月）

③ 相談データベースを活用した回答例集をホーム
ページに掲載する。

③ INPITホームページに掲載している「特許の相談」及び「出願の手続」のQ＆A等の更新を行った。

産業財産権相談サイトにＦＡＱを掲載（21年度：9件→22年度：109件）

産業財産権相談サイト　FAQアクセス件数   ４３５，９８４件（前年度比377％増）
　（内訳）
　・特　　　許　：  １０６，８４３件
　・実用新案　：  　２４，９７８件
　・意　　　匠　：  　１５，８９８件
　・商　　　標　：  　９８，５３３件
　・制度施策　：　  　１，７１５件
　・共　　　通　：    ３０，６１７件
　・そ  の  他　：　１５７，４００件

利用者に対して毎年度アンケート調査を実施し、サービスの向上に努めた。

ユーザーにとって有益となるよう各種パンフレットを作成し、窓口や各種イベントにおいて配布した。

④ 相談サービスに対する要望等を把握するためアン
ケート調査を実施する。

④ 相談サービスに対する要望等を把握するためアンケート調査を実施した。（11月～12月）
　（内訳）
　・配布件数：　８２２件
　・回収件数：　３６６件
　・回収率　 ：　４４．５％

＜分析＞
・職業：会社員（知財担当者以外）24．０％、知財担当者２１．３％、自営業・自由業３２．８％､特許事務所等
３．３％
・産業財産権相談サイトの利用度：利用４８．１％
・接客態度：良い・普通９７．２％
・応答内容満足度：良い・普通９７．２％
・利用満足度：良い・普通９６．５％
　
＜周知＞
・集計結果をＩＮＰＩＴホームページに掲載（２月）

⑤ 制度改正等にかかる相談内容の充実を図る。 ⑤ 特許庁関係課から講師を招き、相談内容充実のための研究会（勉強会）を行った。

　・特許登録令施行規則改正（登録の効果について）（７月）
　・課題解決型相談・コンサルティング事業（知財活用支援コーディネーター）について（７月）
　・商標早期審査について（１０月）

⑥ 日常的な相談者の意見・要望を定期的にまとめ、
適宜改善を図る。

⑥ 相談・応答内容の共有化及び相談業務の質的向上を図るため、研究会（勉強会）を開催した。
　（合計　1５回）

（２） 他機関との連携 （２） 他機関との連携 （２） 他機関との連携 （２） 他機関との連携 （２） 他機関との連携

① 特許庁等から得た相談に関する情報を含め、今後
発生する相談事例を相談データベースに蓄積し、
整備・精査した相談ＦＡＱを他機関へ提供するな
ど、工業所有権相談に関する連携を深める。

① 相談に関連する連携とノウハウ提供のため、イベント等において他の相談機関との連携を図るとともに相談
事業のPRを行った。
○「産業財産権の相談］パンフレットの配布：　合計　８，２００部
　（内訳）
　・知的財産権制度説明会（初心者向け　６月）：　７，２００部
　・知的財産権制度説明会（初心者向け　８月）　追加：　１，０００部

また、他機関との連携を研修等を通じて行った。

　・発明協会　　知財活用支援コーディネーター研修への参加(10月）
　・弁理士会　　弁理士会副会長との事前協議(10月)
　・弁理士会　　意見交換(11月)
　・発明協会　　地域振興グループ部長との意見交換（１２月）
　・中小企業基盤整備機構　　意見交換（１２月）
　・上記３団体在名古屋支部との意見交換（３月）

② 相談を通じて把握したユーザーニーズを特許庁に
フィードバックする。

② 相談を通じて把握したユーザーニーズを特許庁に提供し、情報の共有を図った。（年度累計： １７１件）

工業所有権全般に関する効率的な相談体制を整
備するため、日本弁理士会、社団法人発明協会、
中小企業支援機関等との連携を図り、基本的な相
談は他機関でも実施がなされるよう、相談事例な
どのノウハウの提供を行う。

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

面接・電話のほかあらゆる形態の相談に対応する
とともに、相談形態ごとに回答期限（原則、来館及
び電話での相談については直ちに、文書及び電子
メールでの相談については１開館日以内）を設け
ることにより、それらに迅速に対応する。

相談サービスの充実を図るため、日本弁理士会、
社団法人発明協会、中小企業支援機関等との連
携を図り、工業所有権全般に渡って効率的な相談
体制の整備を行う。その一環として、工業所有権
に係る基本的な相談は他機関でも実施がなされる
よう、これらの機関に相談ノウハウの提供を行う。

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

工業所有権全般に関する効率的な相談体制を整備することを目的として、以下の取り組みを行った。

・他機関で行う説明会で「産業財産権の相談」パンフレットの配布を行い相談窓口のPRを行った。
・他機関との連携を研修等を通じて行った
・他機関の相談アドバイザーからの相談についても対応した。また、相談内容によっては他機関の相談窓口
を紹介する等の連携を図った。

2,9193,4572,7992,2892,138電子メール

45,80556,55961,07460,39657,716合　計

1,1151,227677681418FAX相談

3195729731,0551,018文書相談

32,98639,95745,70544,56742,033電話相談

8,46611,34610,92011,80412,109相談窓口

22fy21fy20fy19ｆｙ18ｆｙ年度

・FAQアクセス件数

435,984115,513―――アクセス件数

22fy21fy20fy19fy18fy年　度

44.5％39.6％38.5％64.5％63.6％回収率

366216240342393回収件数

822546642530618配布件数

22fy21fy20fy19fy18fy年度

・アンケート調査
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

２． 工業所有権情報の流通促進 ２． 工業所有権情報の流通促進 ２． 工業所有権情報の流通促進 ２． 工業所有権情報の流通促進 ２． 工業所有権情報の流通促進

知的創造サイクルの重要な要素である特許の活
用を促進する観点から、開放特許（大企業、大学
等が保有する特許であって、他者の実施に供する
用意のあるもの）が中小・ベンチャー企業等におい
て有効に活用されるよう円滑な情報提供を行うとと
もに、特許流通に係る専門人材の育成を促進する
ことにより、開放特許の流通等が民間や地方公共
団体等の関係者間で自立的に行われ、特許流通
市場が発展していけるような環境を整備することを
目標とする。その際、中期計画において特許流通
市場の育成に向けた達成目標をできる限り具体的
かつ定量的に明示し、その達成度を踏まえつつ、
特許流通アドバイザーの派遣における情報・研修
館の事業規模の縮小や必要性の乏しい事業の廃
止を含めた業務の見直しを行う。

自立的な特許流通市場の発展を促すため、第二
期中期目標期間終了時において知的財産権取引
業者の数を倍増させ、全国的な規模の特許流通
ネットワークの構築を図る。
なお、第一期中期目標期間中に実施した特許流
通促進セミナーについては全国の主要な地域での
開催を終了したため、また、特許流通支援チャート
については主要な技術テーマにおいて作成を終了
したため、いずれも廃止する。

（１） 人材活用等による特許流通の促進 （１） 人材活用等による特許流通の促進 （１） 人材活用等による特許流通の促進 （１） 人材活用等による特許流通の促進 （１） 人材活用等による特許流通の促進

① 特許流通の促進を支援する専門人材による企業
訪問数を５年間で延べ８０，０００回以上確保する。

① 中期計画で設定した特許流通アドバイザーによる年間企業訪問件数については、中期計画期間を通して１１
８，６８４回となり、目標を達成した。技術移転成約件数も堅調に推移している。

① 特許流通促進を支援する専門人材（特許流通アド
バイザー）の活動について定量的な目標値を掲げ
明確に指示をすることにより、企業訪問回数１６，
０００回以上を確保する。

① 特許流通を促進するため、技術移転に関する専門人材（特許流通アドバイザー）を派遣要請のあった地方自
治体及びＴＬＯ等に派遣し、企業訪問を実施した。

・派遣人数  ８３名
・企業訪問回数　２０，１６６件（達成度１２６％）
・２２年度成約件数　１，２７２件
・累計成約件数　１４，６９９件（２２年度末）
（内訳）
・実施権許諾契約　　　　４，７５０件
・譲渡契約　　　　　　　　　　 ８１３件
・秘密保持契約　　　　　 ４，０２１件
・オプション契約　　　　　 １，２０７件
・共同研究・開発契約    １，１７６件
・技術指導契約　　　　      　８２４件
・部品製品供給契約　　      １０１件
・その他　　　　　　　　　　  １，８０７件

② 自立的な特許流通に関する環境を整備するため、
地域において技術移転に関わる人材を５年間で１
００人以上育成する

② 中期計画で設定した地域における人材育成数については、特許流通アドバイザーのＯＪＴによる指導等によ
り、平成１９年度からの４年間で、地方自治体の技術移転に関わる人材（特許流通アシスタントアドバイザー）
１１０名の育成を完了し、目標を達成した。

② 特許流通アドバイザーを派遣している地方自治体
が確保する技術移転に関わる人材に対して、特許
流通アドバイザーの指導等により、人材育成や特
許流通に関するノウハウの継承をするための支援
を行う。

② 地域において特許流通促進活動が自立的に行われる環境を整備するため、特許流通アドバイザーを派遣し
ている地方自治体が確保する技術移転に関する人材（特許流通アシスタントアドバイザー）に対して、特許流
通アドバイザーの指導等により、人材育成や特許流通に関するノウハウの継承をするための支援を行った。

・人数　５４名
・２２年度成約件数　３６件
・新任の特許流通アシスタントアドバイザーに対し、各人のスキルレベルに応じたアシスタントアドバイザー研
修を実施。また、すべての特許流通アシスタントアドバイザーに対し、特許契約に関するケーススタディや特
許流通アドバイザーとの人的ネットワークを強化するためのスキルアップ研修を実施するとともに、これまで
の活動を見直すためのフォローアップ研修を実施した。

③ 特許流通アドバイザーの育成指導を完了した地域
の技術移転人材に対し、地域において自立的に活
動できるための支援を行う。

③ 特許流通アドバイザーの育成指導を完了した地域の技術移転人材（自治体特許流通コーディネータ）に対
し、地域において自立的に活動できるための支援を行った。

・人数　５５名
・２２年度成約件数　１０３件
・自治体特許流通コーディネータ新任研修を実施するとともに、特許流通アドバイザー全国会議及び地域会
議、スキルアップ研修へ自治体特許流通コーディネータが参加する機会を提供した。

（２） 開放特許情報等の提供・活用の促進 （２） 開放特許情報等の提供・活用の促進 （２） 開放特許情報等の提供・活用の促進 （２） 開放特許情報等の提供・活用の促進 （２） 開放特許情報等の提供・活用の促進

① 企業、大学、公的研究機関等が保有する特許の
特許流通データベースへの登録を促進し、その蓄
積数を拡大するため、積極的な普及啓発活動を行
う。

① 開放特許を情報提供してその活用を促進するため、開放特許のライセンス情報や活用アイデアのデータ
ベースの構築を行い、蓄積数の増加及び利用の増大を進めた。

① 企業、大学、公的研究機関等が保有する特許の
特許流通データベースへの登録を促すため、普及
啓発活動を１０回以上行う。

① 企業等が保有する開放特許の活用を促進するため、企業等を訪問すること等により、企業、大学、公的研究
機関等が保有する特許等の情報の特許流通データベースへの登録を促進した。

・特許流通データベース新規登録件数：５，４６２件（累計：４３，５９３件（２２年度末））
（内訳：企業　１６，６６１件、大学　８，９２７件、公的研究機関　１５，９９４件、個人　２，０１１件）
・特許流通データベース「ライセンス情報」検索回数：９１，６７７回
・普及啓発・登録促進活動：２０回
・開放特許活用例集作成
　２０１０Ⅱ（５０案件）：平成２２年９月発行
　２０１１Ⅰ（５０案件）：平成２３年１月発行
・リサーチツール特許データベース検索回数：２，９５５件
・リサーチツール特許データベース新規登録件数：９件（累計：７５７件（平成２２年度末））
（内訳：企業　４０件、大学　４３４件、公的研究機関　２８３件、個人　０件）

［工業所有権情報流通等業務］
特許流通市場の育成に向けた開放特許に関する情報
提供の拡大及び特許流通専門人材の育成

自立的な特許流通市場の早期育成を目的として、
特許流通の促進を支援する専門人材（特許流通
アドバイザー）を地方公共団体等に派遣し、特許
流通や技術移転に係る相談、仲介及び普及啓発
を行う。

開放特許に関する情報量の増大を図り、それらを
より簡便に提供するサービスや開放特許を活用す
るために必要な情報を提供する。また、中小・ベン
チャー企業等による特許情報を活用した技術開発
を支援するため、専門家の派遣等により特許電子
図書館などを用いた特許情報の検索方法や活用
方法の普及を図る。

［工業所有権情報流通等業務］
特許流通市場の育成に向けた開放特許に関する情報
提供の拡大及び特許流通専門人材の育成

［工業所有権情報流通等業務］
特許流通市場の育成に向けた開放特許に関する情報提
供の拡大及び特許流通専門人材の育成

［工業所有権情報流通等業務］
特許流通市場の育成に向けた開放特許に関する情報提供の拡大及び特許流通専門人材の育成

［工業所有権情報流通等業務］
特許流通市場の育成に向けた開放特許に関する情報提供の拡大及び特許流通専門人材の育成

・特許流通アドバイザーの企業訪問件数
22

16,000
年度 18 19

16,000
20 21

16,000
訪問実績 28,425 22,530 24,737 22,826 20,166
年度目標 16,000 16,000

成約件数 1,771 1,416 1,452 1,303 1,272

・特許流通データベース等の蓄積数（年度末累計）

6,781
43,593
22年度

ライセンス情報
活用アイデア 18,480

18
58,643 52,407

19 20
46,102 46,736

21

14,310 10,742 8,553

・特許流通データベース等の検索回数
18

143,226
36,609

年度
ライセンス情報
活用アイデア

19 20 21 22
156,986 91,677
25,057 15,719 9,130 3,858

154,487 100,179
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

② 特許情報検索の専門家の企業訪問回数を毎年度
５，０００回以上確保する。

② 中期計画で設定した特許情報活用支援アドバイザー等による年間企業訪問件数については、毎年度目標を
達成した。

② 特許情報検索の専門家の活動について定量的な
目標値を掲げ明確に指示をすることにより、企業
訪問回数５，０００回以上を確保する。

② 地域における中小・ベンチャー企業等の特許情報の活用促進を図るため、特許情報検索の専門家（特許情
報活用支援アドバイザー）を派遣要請のあった地方自治体に派遣し、企業訪問を実施した。

・派遣人数　５２名
・企業訪問回数　１０，８４９回（達成度２１７％）
・来訪指導回数　１５，５８６回
・講演回数　　　　　１，６４２回
・事業普及啓発回数　７，３５０回
・企業戦略サポート活動実績　５７５件
（内訳）
・商品化支援　２４２件
・社内知財人材育成支援　４２件
・出願支援　２９１件

（３） 知的財産権取引事業の育成支援のための環境整
備

（３） 知的財産権取引事業の育成支援のための環境整
備

（３） 知的財産権取引事業の育成支援のための環境整備 （３） 知的財産権取引事業の育成支援のための環境整
備

（３） 知的財産権取引事業の育成支援のための環境整備

自立的な特許流通市場に必要な知的財産権取引
ビジネスを振興するため、事業の認知度の拡大及
び当該事業者のユーザーへの紹介を行うなどの
環境を整備する。

① 知的財産権取引ビジネスを振興するため、知的財
産権取引業者の登録数を第二期中期目標期間の

終年度までに倍増させることを目標に拡大し、
積極的な情報提供を行う。

① 知的財産権取引事業へのアクセス機会を提供するため、知的財産権取引業者データベースの蓄積数を倍
増させた。

① 知的財産権取引業者のデータベースへの登録を
促すため、普及啓発活動を１０回以上行う。

① 知的財産権取引ビジネスを振興するため、普及啓発活動を行うとともに登録手続の簡便化を図り、知的財産
権取引業者データベースへの登録を促進した。
・知的財産権取引業者データベース登録件数：１８０社（２１年度：１０３社）
・普及啓発・登録促進活動（２６回）
　イベント会場　　　　１０回
　その他（メール等） １６回

② 知的財産権取引業者の事業の円滑化を図るた
め、中小企業や金融機関との交流を促進するため
の機会の提供（特許ビジネス市）を毎年度１回以
上開催する。

② 中小企業等が特許技術の内容やビジネスプラン等を提示し、知的財産権取引業者、金融機関等からライセ
ンス等の各種申し出を募る特許ビジネス市を毎年度３回以上開催し、中期計画で設定した目標を達成した。
また、地方自治体が企画・開催する地域版の特許ビジネス市に対する開催支援も行った。

② 知的財産権取引業者の事業の円滑化を図るた
め、中小企業等が特許技術の内容やビジネスプラ
ンを提示し、知的財産権取引業者、金融機関等が
ライセンス等の各種申し出を募る特許ビジネス市
を３回以上実施する。なお、実施にあたっては農林
水産分野における技術移転による事業化意識の
向上と活発化を促すためのビジネス市を含め、実
施する。また、地方公共団体等が企画・開催する
特許ビジネス市と同様の手法を取り入れたイベン
トに対して、支援・協力を行う。

② 知的財産権取引業者の事業の円滑化を図るため、知的財産権取引業者や金融機関等が各種アライアンス
の申し出を募る特許ビジネス市の開催をした（関東２回、中部１回、近畿１回開催）。

○特許ビジネス市
開催：４回、参加者３８０名、発表件数３２件
・第１回（東京：東京ビッグサイト）参加者　９８名(１０月）
・第２回（名古屋：ポートメッセなごや）参加者　７０名(１０月）
・第３回（大阪：マイドームおおさか）参加者　９７名(１２月）
・第４回（東京：ホテル日航東京）参加者　１１５名(１月）

［成約等実績：平成１５～２２年度末の延べ件数］
・発表案件　　　　　　　 ：   　１８３件（内、22年度：３２件）
・実施権許諾契約件数：     １２８件（内、22年度： １件）
・その他契約件数　　　：     １３６件（内、22年度： １件）

○自治体等が主催する地域版特許ビジネス市への開催ノウハウの提供に加え、技術シーズの募集・選定、
ビジネスプランの作成を支援するなどの開催協力を行った。

・青森県：青森県特許ビジネス市２０１０（７月）
・大阪市：特許市場（９月）
・岩手県：第3回いわて特許ビジネスマッチングフェア（１０月）
・九州経産局：九州発！特許流通ビジネス市（１０月）
・佐賀県：ＳＡＧＡ　特許ビジネスマッチングフェア２０１０（１０月）
・和歌山県：特許ビジネスフェアinわかやま（１０月）
・宮城県：第５回みやぎ特許ビジネス市（１月）
・久留米市：農商工テクノブリッジ２０１０in久留米（１月）
・中国経産局：特許ビジネス市in広島(２月)

［２２年度発表案件の進捗状況］
・発表案件数　　　　　  ：６８件
・実施権許諾契約件数：　０件
・その他契約件数  　　 ：１２件
（参考）
・開催委員会（５月、７月、２月）

③ 人材育成のための特許技術移転セミナーを毎年
度１回以上実施する。

③ 特許流通を担う人材の育成を進めるため、毎年度国際特許流通セミナーを開催し、中期計画で設定した目
標を達成した。

③ 海外技術移転実務者と我が国知的財産権取引業
関係者との情報交換の場を提供するために、特許
流通・技術移転に関する国際特許流通セミナーを
開催する。

③ 特許流通・技術移転の専門家養成、専門家のネットワーク化などを目的として、国際特許流通セミナーを開
催した。
・開催日：平成２３年１月２４日～２５日（２日間）
・会場：ホテル日航東京（港区・台場）
・参加者数：２，８３６名（２日間の延べ人数）
（参考）
・検討委員会（５月、７月、８月、１０月、３月）

（別紙５）国際特許流通セミナー開催結果概要

④ 特許流通市場へ参加する人材を増加させるため
の普及啓発事業を毎年度１回以上実施する。

④ 特許流通・技術移転に携わる意志のある者を対象に、知的財産権取引や技術移転に関する知識を習得する
ための講座を毎年度１０回開催した。

④ 特許流通市場へ参加する人材を増加させるため
の普及啓発として特許流通講座を開催する。

④ 特許流通市場へ参加する人材を増加させることや特許流通・知的財産の活用による地域の活性化を図るた
め、特許流通講座を開催した。（東京①、名古屋、大阪、東京②、広島、福岡、札幌、高松、仙台、東京③の
全１０回開催）。

【開催場所】
東京（５月、６月、７月）、名古屋（６月）、大阪（６月）、広島（６月）、福岡（６月）、札幌（７月）、高松（７月）、仙
台（７月）
参加者：６５４名

（別紙６）特許流通講座アンケート結果概要

・国際特許流通セミナー参加人数

2,8362,650参加人数 2,583 2,455 2,513
年度 18 19 20 21 22

・特許情報活用支援アドバイザー等の企業訪問件数

10,849

20
5,000 5,000

21 22
5,0005,000 5,000

年度
年度目標

1918

9,615 10,195 10,832訪問実績 8,736

・知的財産権取引業者のデータベースの登録数（年度末累計）

89 96
18年度

103 180
19 20 21 22

登録数 79

・特許流通講座参加人数
19 20 21 22年度 18

10回　計622人 10回　計654人
（基礎編10回）計762人 （基礎編10回）計953人（基礎編10回）計807人

参加人数
（実務編3回）計407人（実務編3回）計369人（実務編3回）計328人
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

（４） 特許流通に関する調査 （４） 特許流通に関する調査 （４） 特許流通に関する調査 （４） 特許流通に関する調査 （４） 特許流通に関する調査

特許流通の円滑な拡大・定着のための環境を整
備するため、内外の特許流通事業の現状及び特
許流通市場の育成状況を調査・分析する。

① 特許流通を促進するための欧米先進地域を含め
た海外における調査並びに日本における特許流
通の実情に関する調査等を毎年度３テーマ程度
実施する。

① 特許流通の実情など、特許流通を促進に役立つ調査を１８テーマ実施した。 特許流通を促進するための欧米先進地域を含め
た海外における調査並びに日本における特許流
通の実情に関する調査等を３テーマ程度実施し、
当該業務の総括を行う。

特許流通促進事業の総括及び新たな事業の展開に資することを目的として、以下の３テーマについて調査
研究を実施した。
・特許流通促進事業成果の総括に関する調査研究
・企業等の海外展開における知財活用の現状と課題に関する調査研究
・知財情報の有効活用のための効果的な分析方法に関する調査研究

（別紙７）特許流通に関する調査報告書

② 情報・研修館の各事業の浸透度、認知度、特許流
通市場の育成状況に関するアンケート調査を５年
間で２回以上実施する。

② 特許流通事業の認知度調査を２回実施した。（１８年度、１９年度）

３． 情報システムの整備 ３． 情報システムの整備 ３． 情報システムの整備 ３． 情報システムの整備 ３． 情報システムの整備

新の情報通信技術を活用して出願人などの
ユーザーの利便性の向上に資するため、情報提
供業務などの円滑な実施に必要な情報システム
の整備を図る。

（１） 電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進 （１） 電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進 （１） 電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進 （１） 電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進 （１） 電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進

平成１７年１０月に開始されたインターネット出願
の促進・定着を図るため、ユーザーに対する普及
活動を実施するとともに、工業所有権制度の改正
に対応した電子出願ソフトの整備及び管理を行
う。

① パソコン電子出願ソフトの管理・運用を行うととも
に、制度改正等による事務処理変更への対応及
び利用者の利便性向上や情報通信技術の進捗に
対応した操作性等の機能向上を図る。

① パソコン電子出願ソフトの管理・運用を行うとともに、制度改正対応として、地域団体商標制度の創設、関連
意匠の後日出願、特許・実用新案の共通出願様式への対応、利用者の利便性向上として、国際出願機能の
追加、オンライン発送・閲覧書類の拡大、情報通信技術の進捗対応として、Mac、Linux、Windows7の動作確
認、電子証明書タイプの対象拡大等を行った。

　　　　　　　　　　電子出願　　　ひな形の　　  かんたん願書
　　　　　　　　　　ソフトのバー　バージョ　　　　作成のリリース・
　　　　　　　　　　ジョンアップ　　ンアップ　 　　バージョンアップ
　１８年度：　　　　　４回　　　　　２回　　　　　　　　　　－
　１９年度：　　　　　３回　　　　　１回　　　　　　　　　　－
　２０年度：　　　　　３回　　　　　３回　　　　　　　　　　－
　２１年度：　　　　　３回　　　　　０回　　　　　　　　　　－
　２２年度：　　　　　１回　　　　　０回　　　  　　３回(７月ﾘﾘｰｽ)

①
◆

電子出願ソフトの管理・運用を行うとともに、利用
者の利便性・操作性向上を図る改造を行う。また、
初心者ユーザーを支援するため電子出願サポート
サイトから「願書等作成ツール」を提供する。

① ユーザーの利便性向上及び情報通信技術の進歩に対応した操作性等の向上を図るとともに、中小・ベン
チャー企業等の初心者ユーザーでも自ら手続が可能な「願書等作成ツール」を作成し、提供した。

○利便性の向上等
・電子認証登記所発行の新電子証明書に対応したｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願ｿﾌﾄの新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝをﾘﾘｰｽ（１０月）

○願書等作成ツールの作成
・出願書類作成支援ﾂｰﾙ「かんたん願書作成(商標)」ﾘﾘｰｽ（７月）
・出願書類作成支援ﾂｰﾙ「かんたん願書作成(特許・実用・意匠)」ﾘﾘｰｽ（１月）
・かんたん願書作成に「早期審査に関する事情説明書（特許・意匠・商標)」追加ﾘﾘｰｽ（３月）

・共同利用パソコンの使用実績
　１９年度：　２７６件（平成１９年１０月１日事業開始）
　２０年度：　４６４件
　２１年度：　７０２件
　２２年度：　３３７件（平成２２年７月末で事業終了）

第一公報閲覧室及び地方閲覧室に設置した「住基カード専用インターネット出願共同利用パソコン」の利用
状況は以下のとおり
・特許　　　１６８件
・実用新案　３２件
・意匠　　　　３０件
・商標　　　　９５件
・審判　　　　１２件
（年度累計：３３７件）平成２２年度利用者累計２０７名
＊７月末日をもって「住基カード専用インターネット出願共同利用パソコン」を廃止

② インターネット出願の普及を図るため、出願件数の
多い企業における利　用を促進するための当該企
業への訪問を実施するとともに、中小・ベンチャー
企業に対する普及説明会等を毎年度８ヶ所以上で
実施する。

② ② インターネット出願の普及及びインターネット出願
ソフトの機能改善要望の聴取等を目的とする意見
交換のため、企業や弁理士事務所等１０社以上を
訪問する。

② インターネット出願の普及を図るため、要望のあった企業１４社を訪問し、インターネット出願導入についての
説明をした。なお、ユーザーから要望のあった、６４bit版windowsへの対応について、検討を行った。（平成２
３年度対応予定）

③ 中小・ベンチャー企業等に対するインターネット出
願普及説明会等を１０ヶ所以上で実施する。

③ 電子出願普及説明会を全国２０ヶ所（２３回）で開催し、８５７名の参加を得た。

北海道、岩手(９月）、埼玉、新潟、東京①、香川、広島）、神奈川、 京都、愛知①、 兵庫、福岡(１０月)、静
岡、大阪①、宮城、島根、石川、愛媛、熊本(１１月）、愛知②、大阪②、沖縄、東京②(１２月）

また、法人、個人向け説明会の別途開催及び講師派遣の要請に対応した。
・説明会：開催４回、参加者５４名
・講師派遣：２回（名古屋、大阪）

その他説明会、研修会等
・WIPO研修（10月、１１月、１月）
・ＪＩＣＡ研修（１１月）
・特許・情報フェア＆コンファレンス2010出展（11月、東京）
・電子署名・認証業務普及セミナー（12月横浜、１月福岡、名古屋、２月大阪、東京）

（別紙８）インターネット出願説明会アンケート

〈参考〉電子出願利用率　９４％

（２） 公報システム等の整備・管理 （２） 公報システム等の整備・管理 （２） 公報システム等の整備・管理 （２） 公報システム等の整備・管理 （２） 公報システム等の整備・管理

公報のユーザーにおける利便性の向上を図るた
め、公報の発行又は利用に必要な公報システム、
出願書類管理システム及び出願マスタデータの整
備・管理を行う。

① 特許庁の公報発行計画に基づき、適切な公報シ
ステムの整備・管理を行う。

① 適切な公報システムの整備・管理を行うため、三極特許庁における明細書様式統一への対応等、法改正に
伴う公報仕様変更に基づく公報システムの開発を行った。また、意匠・商標のインターネット公報の発行のた
め公報システムの開発を行った。

① 特許庁の公報発行計画に基づき、適切な公報シ
ステムの整備・管理を行う。また、必要に応じて機
能改善を行う。

① 適切な公報システムの整備・管理を行うため以下の対応を実施した。

（５月リリース）
・秘密意匠公報発行後の訂正公報発行対応（処理画面上に注意喚起のメッセージ表示）
（９月リリース）
・特実公報サーバ更改に伴う設備設計対応
（10月リリース）
・公報自動編集エラー対応（明細書中の「実施例」、「特許文献」「非特許文献」タグエラーの対応）
・ＦＩ改正におけるＦＩ－ＩＰＣコンコーダンステーブルの切替対応
（１月リリース）
・インターネット公報の電子署名の再付与対応（アップロード分）
・意匠・商標記録ファイルサーバ更改対応
(３月リリース)
・インターネット公報の電子署名の再付与対応（バックアップ分）

② ユーザーに対する出願書類等の閲覧及び貸出し
を効率的に行うための出願書類管理システムの
整備・管理を行う。

② 出願書類管理システムを運用するための環境整備を行い、必要なデータの整備等を行った。 ② ユーザーに対する出願書類等の閲覧及び貸出し
を効率的に行うための出願書類管理システムの
整備・管理を行う。

② 新たな包袋管理システムに移行するためのデータ抽出プログラムを作成した。

・ 新包袋管理システムの構築において、特許庁にお
ける 適化の進捗状況にあわせ検討を行う。

・ 新包袋管理システムの構築については、スケジュールが２年繰り下がったことにより、２１年度にスケジュー
ルを再度見直したところ、２２年度においては新包袋管理システム移行用データ抽出プログラムを作成した。

③ 電子出願化以前の出願に係る経過情報の管理を
行うため、出願マスタデータの追記・修正等のデー
タを作成し、出願マスタの整備を行う。

③ 出願マスタの経過情報が適正且つ迅速に反映されるよう、電子出願化以前の出願に係る追記・修正等の
データ作成を遅滞なく行い、出願マスタの整備を行った。

・データ作成件数
　１８年度：  １８，７０２件(１９年１月事業開始）
　１９年度：　８１，５５９件
　２０年度：　４７，９１２件
　２１年度：　１５，８３２件
　２２年度：　　７，５６２件

③ 電子出願化以前の出願に係る経過情報の管理を
行うため、出願マスタデータの追記・修正データ等
を作成し、出願マスタの整備を行う。

③ 出願マスタデータの追記・修正データ等を作成し、出願マスタの整備を行った。

・データ作成件数　７，５６２件
（内訳）
受付中間　 １，３９６件　　　　類担当票　１，６０１件
審判請求書　２，００４件 　異議申立書 　   ４５４件
修正追記(英) １，９５０件 　修正追記(漢)     １５７件

［情報システム業務］
情報提供業務等の基盤となる情報システムの整備

［情報システム業務］
情報提供業務等の基盤となる情報システムの整備

［情報システム業務］
情報提供業務等の基盤となる情報システムの整備

［情報システム業務］
情報提供業務等の基盤となる情報システムの整備

［情報システム業務］
情報提供業務等の基盤となる情報システムの整備

出願件数の多い企業及び要望のあった企業を訪問し、インターネット出願導入について説明した。
　１９年度：　１４社
　２０年度：　１９社
　２１年度：　２０社
　２２年度：　１４社

電子出願普及説明会を各地で実施した。
　１９年度：　１１回　　参加人数計　　　４５３名
　２０年度：　２２回　　参加人数計　１，６０４名
　２１年度：　５８回　　参加人数計　２，２１０名
　２２年度：　２７回　　参加人数計　　　９１１名

インターネット出願の普及を図るため、各種イベントに出展し、また依頼のあった研修・セミナー等に講師派遣
を行った。
　１９年度：　　９回
　２０年度：　２３回
　２１年度：　１７回
　２２年度：　１２回
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

（３） 審査・審判に必要な資料等の電子データの整備 （３） 審査・審判に必要な資料等の電子データの整備 （３） 審査・審判に必要な資料等の電子データの整備 （３） 審査・審判に必要な資料等の電子データの整備 （３） 審査・審判に必要な資料等の電子データの整備

① 特許出願書類から、ＤＮＡ配列データ等の必要な
情報を加工し、先行技術文献データベースを構築
するために必要なデータを作成する。

① 審査・審判の際の迅速且つ的確な先行技術調査を可能とするため、公開前の特許出願書類からＤＮＡ配列
データ等の必要なデータを抽出・加工し、先行技術文献データベースに蓄積した。

・公開前DNAデータ加工件数(１９年１月事業開始）
　１９年度：　　　　　 ６，５５７件
　２０年度：　　　　　 ５，３０５件
　２１年度：　　　　　 ５，８４０件
　２２年度：　　　　　 ５，３１０件
・GENESEQデータ件数(１９年１月事業開始）
　１９年度：　　１４,６３８,４１６件
　２０年度：　　１９,３２０,８１６件
　２１年度：　　２３,００３,７５９件
　２２年度：　　２５,８６４,２３７件
・DNA公共データベース件数(１９年１月事業開始）
　１９年度：　　８７,５００,２９３件
　２０年度：　１０８,２７８,４２９件
　２１年度：　１２４,４２７,７６４件
　２２年度：　１４１,９０６,８８３件

① 特許出願書類からＤＮＡ配列データ等の必要な
データを年間４,５００件以上加工・作成して、先行
技術文献データベースを構築する。また、外部で
提供されているＤＮＡ配列データを年間２４回以
上、収集し蓄積する。

① 特許出願書類からＤＮＡ配列データ等の必要なデータを年間４,５００件以上加工・作成した。また、外部で提
供されているＤＮＡ配列データを年間２４回以上、収集、蓄積した。

・GENESEQデータ納品(２６回/年)　２５，８６４，２３７件
・DNA公共データベース　　　　　　１４１，９０６，８８３件
・公開前DNAデータ加工　　　　　　　　　　　５，３１０件

② 先行技術文献調査の対象として有益な非特許文
献に対し、分類等の必要な情報の付加、データ
ベースを構築するために必要なデータを作成す
る。

② 審査資料に供する有益な非特許文献に対し、分類等の書誌情報作成及びイメージデータ化を行い、データ
ベースに蓄積した。また、審査・審判官が拒絶理由通知等に引用した非特許文献を、出願人・代理人に通知
書とともに、期間内に送付するためのイメージデータの作成を迅速に行った。

・イメージデータ作成件数（頁数）
　１８年度：　 １２，２６９件 （１０２，５９５頁）(１９年１月事業開始）
　１９年度：　１０４，０２１件（７９５、９９５頁）
　２０年度：　１０８，４５７件（８５０、０５４頁）
　２１年度：　１０６，０４６件（８１９，９７８頁）
　２２年度：　　９９，１９１件（７５９，３０３頁）
・書誌データ作成件数
　１８年度： 　 ３２，６３８件(１９年１月事業開始）
　１９年度： 　 ８６，４１５件
　２０年度： 　 ３６，８０７件
　２１年度： 　 ３２，１５３件
　２２年度： 　 ２１，９６７件

② 審査資料に供する有益な非特許文献に対して、分
類等の書誌情報作成及びイメージデータ化を行
い、データベースに蓄積する。また、審査・審判官
が拒絶理由通知等に引用した非特許文献を、出
願人・代理人に通知書とともに期間内に送付する
ためのイメージデータの作成を迅速に行う。

② 迅速かつ的確な特許審査に資するため、先行技術文献調査の対象として有益な非特許文献に対し、検索に
必要な分類等の情報に係るデータを作成し、データベースへの蓄積を行った。

・イメージデータ作成　 ９９，１９１件（７５９，３０３頁）
〈内訳〉
　公開技報（N１）　　　　　　　　　６，０８１件（２２，７３８頁）
　調査員抽論（N２）　　　　　　　　　６５７件（　４，９６９頁）
　無効審判（N３）　　　　　　　　　　　９９６件（１０，０７１頁）
　国際調査報告書（N５）　　　１１，８１６件（１１５，１８６頁）
　拒絶理由通知等（N６、N７）　７９，６４１件（６０６，３３９頁）

・書誌データ作成　 ２１，９６７件
〈内訳〉
　公開技報（N１）　　　　　　６，０８１件
　無効審判（N３）　　　　　　２，３６９件
　国際調査報告書（N５）　１１，８１６件
　実用新案技術評価書　　１，７０１件

＊前年度と比較し、作成件数が減少している主な要因としては、USPTO・EPO作成の国際調査報告に引用さ
れた非特許文献のイメージデータ作成依頼件数（21年度20，755件→22年度１１，８１６件）が減少したためで
ある。

また、イメージデータの作成については、審査・審判処理の迅速化に資するよう、書類の受領から一週間以
内で処理をしている。

③ 特許文献の検索を効率的に実施する上で有用な
資料及び検索キー等のデータの作成・収集を行
う。

③ 特許文献の検索を効率的に実施する上で有用な資料及び検索キー等のデータの作成・収集を行った。

・Ｆターム解説書（日本語）作成(１９年１月事業開始）
　１９年度：　２７テーマ
　２０年度：　１３テーマ
　２１年度：　１５テーマ
　２２年度：　　７テーマ
・検索キーワードデータ購入件数
　１８年度：　１００，６３４件(１９年１月事業開始）
　１９年度：　３８９，７２２件
　２０年度：　３８３，０５２件
　２１年度：　３７２，３０６件
　２２年度：　３５１，８３４件

③ 特許文献の検索を効率的に実施する上で有用な
Ｆターム解説書を作成するとともに、外部で提供さ
れている検索キーデータを年間３５万件以上購入
し、特実検索システムに蓄積する。

③ 特許文献の検索を効率的に実施する上で有用な資料及び検索キー等のデータ（パトリスフリーキーワード）
の購入・蓄積を行った。

・Ｆターム解説書（日本語）を７テーマ作成し、蓄積
・パトリスフリーキーワードデータを３５１，８３４件購入し、蓄積（達成度１０１％）
〈内訳〉
特許　                ３４３，２３３件
実用新案                ８，６０１件

④ 効率的な商標審査に必要なデータ作成のため、出
願された商標について解析を行い、検索キーとな
る表示用商標、称呼、ウィーン国際図形分類等を
付与したデータを作成する。併せて、マドプロ出願
の指定商品・指定役務については、和訳の作成及
び類似群コード（商品・役務の検索キー）の付与を
行う。

④ 出願された商標を解析し、商標検索に必要な検索キーとなる表示用商標、称呼、ウィーン国際図形分類等を
付与したデータを作成するとともに、マドプロ出願の指定商品・指定役務名について和訳を作成し、類似群
コードの付与を行った。

・商標解析作業件数
　１８年度：　　３６，９６６件（１９年１月事業開始）
　１９年度：　１６１，２１６件
　２０年度：　１４１，９９７件
　２１年度：　１３２，３４０件
　２２年度：　１３４，０３２件
・マドプロ翻訳及び類似群コード付与作業件数
　１８年度：　　  ４，０６９件(１９年１月事業開始）
　１９年度：  　１６，９１４件
　２０年度：  　１８，３８１件
　２１年度：  　１７，７５５件
　２２年度：  　１６，７９１件

④ 効率的な商標審査に必要なデータ作成のため、出
願された商標について解析を行い、検索キーとな
る表示用商標、称呼、ウィーン国際図形分類等を
付与したデータを年間１１万件以上作成する。併
せて、マドプロ出願の指定商品・指定役務につい
ては、和訳の作成及び類似群コード（商品・役務の
検索キー）の付与を年間１万５千件以上行う。

④ 効率的な商標審査に必要なデータを作成するため、出願商標解析及び検索キー及び検索キー付与データを
作成した。

・商標解析作業　１３４，０３２件（達成度１２２％）
〈内訳〉
（表示用商標・称呼）
　　国内　　　　　　　９７，１３１件
　　マドプロ　　　　　１０，４９０件

（ウィーン国際図形分類）
　　国内　　　　　　　２２，６９５件
　　マドプロ　　　　　　３，７１６件

・マドプロ翻訳及び類似群コード付与作業　１６，７９１件（達成度１１２％）
　　願書分　　　　　１１，０５０件
　　中間書類分　　　５，７４１件

⑤ 商標登録できない種苗登録された品種名、原産地
名称、経済産業大臣指定マーク、周知・著名商
標、審判決例等のデータベースを作成する。

⑤ 商標審査に資するため、商標登録を受けることができない種苗登録された品種名、原産地名称、経済産業
大臣指定マーク、周知・著名商標、審判決例等（サブデータ）を解析し、データベースを作成した。

・サブデータ解析作業件数
　１８年度：  　　  ４０８件(１９年１月より開始）
　１９年度：    ４，３８５件
　２０年度：    ２，３５６件
　２１年度：    ２，４３７件
　２２年度：    ３，１６７件

⑤ 商標登録できない種苗登録された品種名、原産地
名称、経済産業大臣指定マーク、周知・著名商
標、審判決例等のデータベースを作成する。

⑤ 商標審査に資するため、商標登録を受けることができないデータ(サブデータ）を作成した。

・サブデータ解析作業　　３，１６７件

（４） 特許行政に関する情報提供の支援 （４） 特許行政に関する情報提供の支援 （４） 特許行政に関する情報提供の支援 （４） 特許行政に関する情報提供の支援 （４） 特許行政に関する情報提供の支援

① ユーザーニーズに対応した特許行政に関する情
報の電子的提供を確実に行う。

① 特許行政に関する情報についてインターネット技術を活用して電子的に提供するための必要な環境を整備
し、中期計画期間を通して継続的に情報提供を行った。

・ユーザーアクセス件数
　１９年度：　１８,４７６,２３７件
　２０年度：　１６,２５５,６３８件
　２１年度：　１５,１７７,０６５件
　２２年度：　１４,４３６,９７２件

① ユーザーニーズに対応した特許行政に関する情
報の電子的提供を、一層確実に行う。

① 特許行政に関する情報の電子的提供を確実に行った。

・ユーザーアクセス件数　１４，４３６，９７２件
・トップページアクセス件数　５，４８９，９９４件
・閲覧件数　７７，８８５，６６７件

② 特許行政への理解や知的財産権制度への関心を
啓発するよう、ユーザーの利便性に配慮しつつ、
幅広い利用者層に対応したコンテンツの作成を行
う。

② 特許行政への理解を促進し幅広い利用者層に知的財産権制度への関心を啓発するよう、利便性に配慮して
コンテンツを作成するとともに、すべての人々にとって利用しやすく、分かりやすい情報提供となるようアクセ
シビリティについての調査を実施（２０年度）するなどコンテンツの見直し・改善を図った。

・情報提供件数
　１９年度：　１,５４５件
　２０年度：　１,４７１件
　２１年度：　１,５０５件
　２２年度：　１,７１３件

② 特許行政への理解や知的財産権制度への関心を
啓発するよう、ユーザーの利便性に配慮しつつ、
幅広い利用者層に対応したコンテンツの作成・更
新を行う。

② 特許行政に関する情報についてコンテンツの作成・更新を的確に行った。

・情報提供件数　１，７１３件
・新規・更新作成ファイル数　１０，９５７件

迅速かつ的確な審査に資するため、審査・審判に
必要な資料等の電子データの作成等を行い、デー
タベースを構築する。

知的財産権制度の普及及び啓発に資するため、
特許行政に関するきめ細かい情報の発信を支援
する。
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

４． 知的財産関連人材の育成 ４． 知的財産関連人材の育成 ４． 知的財産関連人材の育成 ４． 知的財産関連人材の育成 ４． 知的財産関連人材の育成

（１） 特許庁職員に対する研修 （１） 特許庁職員に対する研修 （１） 特許庁職員に対する研修 （１） 特許庁職員に対する研修 （１） 特許庁職員に対する研修

特許庁職員に対する研修の実施にあたっては、以
下の点を重点的に取り組む。

特許庁職員に対する研修については、研修計画（特許庁）に基づき、審査・審判官、任期付審査官及び事務
系職員に対する階層研修を着実に実施した。

・先端技術の習得等のための専門研修の実施
・法的専門能力向上のための研修の実施
・国際化への対応能力向上のための研修の実施
・実践的な能力強化のための派遣研修の実施

特許庁研修基本方針及び平成２２年度研修計画
等に基づき、別紙１の研修を効果的かつ効率的に
実施するため、研修実施要領を定めるとともに、以
下の点に重点的に取り組む。

・ 実務実習を取り入れるなど特許庁職員の実践的
な能力を強化すること。

・ 審査系コース研修において、事例研究、演習、討論を多く取り入れ審査実務能力の強化を図った。
事務系研修においても実践的科目を多く取り入れた。

・ 実務実習を取り入れるなど特許庁職員の実践的
な能力を強化する。

・ 特許庁職員の実践的な能力を強化するため、審査系コース研修において、引き続き事例研究、演習、討論
を多く取り入れた。

・ 知的財産関係者との人材交流が行われるような
機会を設けること。

・ 「当事者系審判研修」及び「先端技術研修」において、弁理士の参加を募り、特許庁職員と合同で研修を実
施した。

・ 知的財産関係者との人材交流が行われるような
機会として、当事者系審判研修及び先端技術研
修に弁理士の参加を推進する。

・ 知的財産関係者と合同で研修を実施する機会を確保し相互の研修効果を高めるため、当事者系審判研修
に１８名、先端技術研修に５２名の弁理士が参加(３回実施）する機会を設けた。

・ 講師の充実及び研修内容の質的向上を図ること。 ・ 毎年度講師の見直しを行い、講師の充実及び研修内容の質的向上を図った。 ・ 講師の充実及び研修内容の質的向上を図る。 ・ 受講生の意見や過去の資料を基に、講師の見直しを行い２４名の講師を入れ替え、講師の充実及び研修内
容の質的向上を図った。

・ 通信教育型の語学研修に第二外国語を加え、より
効果的に実施する。

・ 語学研修の充実を図るため、通信型語学研修の第二外国語（ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語、ロシア
語）を加えて実施した（受講者数１７名）。

・ 研修に対する要望を的確に把握し、研修内容に反
映させること。

・ 研修毎に研修生、講師からアンケートを回収し、集計・分析を行った。また、庁の関係部署からの意見を収集
し、研修に対する要望等を把握・検討して研修科目及び内容の改善を行った。

・ 研修に対する要望を的確に反映し、研修内容の改
善を図る。

・ 研修毎に研修生、講師からアンケートを回収し、集計・分析を行った。また、庁の関係部署からの意見を収集
し、研修に対する要望等を把握・検討して研修科目及び内容の改善を行った。

・ ｅラーニングによる学習教材を積極的に活用する
こと。

・ 平成１８年度から審査官補コース研修において、平成１９年度から審査官コース前期研修において、ｅラーニ
ングによる学習教材の活用を開始し、順次対象コンテンツの拡大を図りつつ積極的に活用した。

・ ｅラーニングによる学習教材を積極的に活用する。 ・ 審査官補コース研修（４・６月）、審査官コース前期研修（８月～）で、ｅラーニングによる学習教材を積極的に
活用した。

（２） 調査業務実施者の育成研修 （２） 調査業務実施者の育成研修 （２） 調査業務実施者の育成研修 （２） 調査業務実施者の育成研修 （２） 調査業務実施者の育成研修

① 登録調査機関及びその設立予定機関の動向把握に努めつつ、工業所有権に関する手続等の特例に関する
法律第３７条に規定する調査業務実施者に必要な研修を、毎年度４回実施し、中期計画で設定した目標を達
成した。（延べ１,７６２名受講）

① 特許庁が定める調査業務実施者育成研修方針に
基づき、工業所有権に関する手続等の特例に関
する法律第３７条に規定する調査業務実施者に必
要な研修を３回（４月、７月、１月に各々開講）実施
する。

①

調査業務実施者の実践的な調査能力が身につけられるよう、新たな演習科目の追加等のカリキュラムの拡
充、面接評価における質問例の見直し等、調査業務実施者育成研修のカリキュラムや評価方法の見直しを
行った。

② 登録調査機関及びその設立予定機関の動向把握
に努め、実施の必要性が認められる場合には、１
０月開講の研修を追加する。

② 登録調査機関及びその設立予定機関の動向を踏まえ、調査業務実施者育成研修（第３回）を開催した。
・第３回[１0/４～１１/２９]　受講者：１0８名

③ 研修生の人数が比較的少ないと見込まれる場合
においては、科目聴講生の受付を行う。

③ 第２回研修、第３回研修において科目聴講生の募集を実施した。（なお、聴講申請は無し）

④ 特許審査迅速化に資するため、調査業務実施者
の実践的な調査能力が身につけられるよう調査業
務実施者育成研修のカリキュラムや評価方法の
見直しを検討する。

④ 調査業務実施者育成研修における面接評価における評価項目の再検討、区分追加者への質問例の見直し
に向けて、特許庁と協議を行った（平成２３年度第２回より反映予定。）。

平成２２年度研修計画(特許庁）に基づき、特許庁職員６，０１７名に対し研修を実施した。審査・審判系研修
においては、審査迅速化の取り組みに配慮し、効果的かつ効率的な研修の実施に努めた。
 
○必修研修
・審査系職員研修　６１５名
・審判系職員研修　１８５名
・事務系職員研修　１１５名
　　　　　　　　　 計　９１５名
○任意研修
管理者研修　２０２名、メンタルヘルス、ライフプラン等に関する研修　３３０名、
国際化への対応能力向上のための研修　３３２名、情報化への対応能力強化のための研修　２１０名、
法的専門能力向上のための研修　１０４名、行政ニーズ変化への感応度向上のための研修　３９２４名、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　５，１０２名
※別途、特別研修「公務員としての倫理」を実施　受講者数：３３７６名

審査・審判系研修における実施状況
　①欧米の特許制度に関する科目の充実を図った。
　②出願件数増加が著しい韓国、中国の特許制度について充実を図った。
　

特許庁が定める調査業務実施者育成研修方針に基づき、調査業務実施者育成研修を行った。
（達成度１００％）
・第１回 [４/２～５/３１]　受講者：１１０名
・第２回 [７/２～８/２５]　受講者：８０名
・第４回 [１/６～３/２　]　受講者：９４名

政府の知的財産推進計画において知的財産に関
連する人材の育成に向けた取組が決定され、知
財人材の倍増に向けた政府全体の体制整備が急
務となっている中、審査官・審判官等の育成ととも
に、民間の知的財産人材の育成を補完する観点
から、審査官・審判官等が有する専門的な知識・ノ
ウハウを民間等に提供する。

特許庁の業務を円滑に遂行するため、任期付審
査官の大量採用、法律・国際関係等に関する高い
専門知識の重要性の増大、先端技術の急速な進
展等特許行政を取り巻く環境の変化に対応しつ
つ、特許庁職員の育成研修を着実に実施する。

「工業所有権に関する手続等の特例に関する法
律」に基づいて、登録調査機関の調査業務実施者
を育成するための研修を着実に実施する。

［人材育成業務］
研修内容の充実と知的財産関連人材の育成の促進

［人材育成業務］
研修内容の充実と知的財産関連人材の育成の促進

特許庁が定める調査業務実施者育成研修方針に
基づき、工業所有権に関する手続等の特例に関
する法律第３７条に規定する調査業務実施者に必
要な研修を毎年度２回以上実施する。

［人材育成業務］
研修内容の充実と知的財産関連人材の育成の促進

［人材育成業務］
研修内容の充実と知的財産関連人材の育成の促進

［人材育成業務］
研修内容の充実と知的財産関連人材の育成の促進

7425386547381,105その他

1,7791,8361,7781,8051,857派遣研修等

332303299214220国際系（語学研修）

2,2492,1832,3631,9541,838専門研修（技術・法律）

11598968284事務系（階層）

800961920778898審査・審判官（階層）

6,0175,9196,1105,5716,002総受講者数

22年度21年度20年度19年度18年度
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

（３） 民間企業等の人材に対する研修 （３） 民間企業等の人材に対する研修 （３） 民間企業等の人材に対する研修 （３） 民間企業等の人材に対する研修 （３） 民間企業等の人材に対する研修

企業等において工業所有権に関する業務に従事
する者の先行技術調査能力や実務的な知見を高
めるための研修や中小・ベンチャー企業等におけ
る知的財産マインドの向上を支援するための研修
を効果的に実施する。

政府の促進する知的財産関連人材の育成に向け
た政策に資する観点から、大学を含む民間の知的
財産人材育成機関と協力・補完しながら民間企業
等の知的財産人材の育成を推進するため、特許
庁の有する知識・経験及びノウハウの提供等を行
う以下の研修を実施する。

特許侵害警告に対する対応能力強化と、知的財産マインドの向上を目的に、特許侵害警告模擬研修を実施
した。また、毎年度地方都市でも開催した。

人材育成事業の拡充・改善のために必要なテーマ
を選定し、調査又は研究を実施する。

・ 大学への支援の在り方について検討を行うために「大学の知的財産管理体制構築及び運営管理に関する
調査研究」を実施した。
[第１回１１/８、第２回２/１、第３回３/８、報告書納品３/２４、当館ホームページ掲載３/３0]

① ① ① 中小・ベンチャー企業をはじめとする民間企業を支
援するための研修

① 中小・ベンチャー企業をはじめとする民間企業を支援するための研修

・ 特許侵害警告書の受領を擬似的に体験する実践
的研修を５回実施し、うち４回は地方都市で開催
する。

・ 中小・ベンチャー企業等における適切な権利の保護・活用等を支援するため、特許侵害警告模擬研修を開
催した。（５回、受講者：１１３名（達成度１００％））

・第１回東京　（　６月）受講者：　３４名
・第２回広島　（　７月）受講者：　１６名
・第３回大阪　（１０月）受講者：　２８名
・第４回福岡　（１１月）受講者：　１５名
・第５回名古屋（ １月）受講者：　２0名

・ 中小・ベンチャー企業における権利活用に向けた
研修を１回実施する。

② ② ② 知的財産専門人材（弁理士、弁護士及び企業の
知財部員等）の能力向上のための研修

② 知的財産専門人材（弁理士、弁護士及び企業の知財部員等）の能力向上のための研修

・ 特許審査基準等をテーマとした討論形式の研修
を、複数の討論テーマで３回実施する。

・

・ 意匠審査基準等をテーマとした討論形式の研修
を、複数の討論テーマで１回実施する。

・ 知的財産専門人材の一層の実務能力向上を目的に、意匠審査基準に関して審査官が有する知識を積極的
に提供する意匠審査基準討論研修を開催した。（２月、受講者：１４名（達成度１００％））

・ 拒絶理由通知への応答に関する研修を１回実施
する。

・ 意匠登録出願に対する拒絶理由通知書の内容を正しく理解し、応答準備や的確な対応を行う実践能力を修
得することを目的に、意匠拒絶理由通知応答研修を開催した。（１１月、受講者：２２名（達成度１００％））

・ 知的財産教育協会と連携し、知的財産管理技能
士を対象とした研修を２回実施する。

・

③ ③ ③ 効率的な技術開発、重複研究の排除や真に必要
な出願・審査請求を選択するのに資する特許情報
検索に関する研修

③ 効率的な技術開発、重複研究の排除や真に必要な出願・審査請求を選択するのに資する特許情報検索に
関する研修を開催した。（７回、受講者：２６４名（達成度１００％））

・ 特許情報検索に関する実践的かつ専門的な研修
を６回実施し（上級レベル４回、中級レベル２回）、
上級レベルでは技術分野別研修を実施する。

・

・企業等知財担当者、特許事務所等のリーガルアシスタントに対して、２０年度より特許情報検索に関する特
許調査実践研修を大阪工業大学と連携して実施した。

・ 意匠検索に関する実践的かつ専門的な研修を１
回実施する。

・ 製品デザインの意匠権による有効な保護、権利化後の権利範囲を適切にとらえることができる人材の育成を
目的に、検索エキスパート研修[意匠]を開催した。（８月、東京、受講者数：２１名（達成度１００％））

・ 本研修については、特許庁が行う中小企業等特
許先行技術調査支援事業の調査業者及び知的財
産専門人材に受講を呼びかけることにより、上記
①及び②の研修としての性格を持たせる。

・ 検索エキスパート研修［上級］募集時に中小企業等特許先行技術調査支援事業の調査業者に周知したとこ
ろ、以下のとおり応募があった。
（第１回：９名、第２回：６名、第３回：４名、第４回：５名）

追加的事項
特許調査についての詳細な知識と実践能力の育成を目的に、大阪工業大学と連携し、特許調査実践研修を
開催した。

・第１回大阪（９月）受講者：　２0名
・第２回大阪（３月）受講者：　１９名

中小・ベンチャー企業等の知的財産権を経営に役立てるための判断能力を醸成するため、知的財産権活用
検討研修を開催した。（２回、受講者：５１名（達成度２００％））

・第１回東京（９月）受講者：　２３名
・第２回東京（３月）受講者：　２８名

中小・ベンチャー企業における権利活用を目的に、平成２１年度より知的財産権活用検討研修を実施した。

知的財産専門人材の一層の実務能力向上を目的に、特許・実用新案審査基準に関して審査官が有する知
識を積極的に提供する審査基準討論研修を開催した。（３回、受講者：６５名（達成度１００％））

・第１回大阪（　９月）受講者：　２３名
・第２回東京（　９月）受講者：　１９名（化学）
・第３回東京（１２月）受講者：　２３名

知的財産管理技能士の知識・技能の維持・向上を図ることを目的に、特許庁に蓄積されている専門的知見
やノウハウを提供する知的財産管理技能士フォローアップ研修を知的財産教育協会と連携して開催した。
（達成度５０％）

・第１回東京（７月）受講者：　１４名
・第２回東京にて３月１６日に開催予定であったところ、東日本大震災の影響を受け中止

先行技術調査能力を一層向上することにより、特許出願及び審査請求の適正化に資する人材の育成を目的
に、検索エキスパート研修を開催した。
上級開催：４回、受講者：１８７名
中級開催：２回、受講者：５６名
（達成度１００％）

検索エキスパート研修［上級］（第１回）を開催
Ａ日程［６/１７, １８, ２１, ２２］技術分野：化学、情報通信
Ｂ日程［６/１７, １８, ２４, ２５］技術分野：機械
受講者：５９名、その他IP５共通トレーニングポリシーに基づく参加者４名(KIPO)

検索エキスパート研修［上級］（第２回）を開催
Ａ日程［９/１３～１６］技術分野：機械
Ｂ日程［９/１３, １４, ２７, ２８］技術分野：化学、情報通信
受講者：４９名、その他IP５共通トレーニングポリシーに基づく参加者２名(SIPO)

検索エキスパート研修［上級］（第３回）を開催
Ａ日程［１１/２６,２９,３0,１２/１］技術分野：化学、情報通信
Ｂ日程［１１/２６,２９,１２/６,７］技術分野：機械
受講者：３７名

検索エキスパート研修［上級］（第４回）を開催
Ａ日程［３/８～１１］技術分野：機械
Ｂ日程［３/８,９,１４,１５］技術分野：化学、情報通信
受講者：４２名（その内１９名は、東日本大震災の影響により未受講科目有り。）

検索エキスパート研修[中級]（第１回）を開催
[８/５～８/７]受講者：２４名

検索エキスパート研修[中級]（第２回）を開催
[１２/８～１0]受講者：３２名

知的財産専門人材の特許要件の判断等に係る実務能力の向上を目的に、特許審査基準討論研修、意匠審
査基準討論研修、意匠拒絶理由通知応答研修を、２０年度より毎年度実施した。

・知的財産管理技能士の知識・技能の維持・向上を図ることを目的に、２０年度より知的財産管理技能士フォ
ローアップ研修を知的財産教育協会と連携して実施した。

効率的な技術開発、重複研究の排除や真に必要な出願・審査請求を選択するのに資する特許情報検索に
関する研修として、検索エキスパート研修[上級]、[中級]、[意匠]を、毎年度実施した。

効率的な技術開発、重複研究の排除や真に必要
な出願・審査請求を選択するのに資する特許情報
検索に関する研修

知的財産専門人材（弁理士及び企業の知財部員
等）の特許要件の判断等に係る実務能力の向上
のための研修

中小・ベンチャー企業をはじめとする民間企業が
適切な権利の保護・活用等を図ることを支援する
ための研修

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

研修回数
4

（うち3回
地方開催）

4
（うち3回

地方開催）

6
（うち5回

地方開催）

5
（うち4回

地方開催）

5
（うち4回

地方開催）

24
（うち19回
地方開催）

受講者数（人） 178 119 133 100 113 643

●特許侵害警告模擬研修

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

研修回数 - - - 1 2 3

受講者数（人） - - - 15 51 66

●知的財産権活用検討研修

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

研修回数 3 3 3 4 4 17

受講者数（人） 92 78 95 85 79 429

●審査基準討論研修

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

研修回数 - - 1 1 1 3

受講者数（人） - - 32 29 22 83

●意匠拒絶理由通知応答研修

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

研修回数 - - 1 3 1 5

受講者数（人） - - 38 106 14 158

●知的財産管理技能士フォローアップ研修

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

研修回数 7 7 7 7 7 35

受講者数（人） 285 302 226 242 264 1319

●検索エキスパート研修

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

研修回数 - - 2 1 2 5

受講者数 - - 40 19 39 98

●特許調査実践研修
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

④ 知的財産関連業務を担当する行政機関職員等を
支援するための研修

④ 知的財産関連業務を担当する行政機関職員等を支援することを目的に、知的財産に関する研修を、毎年度
5回以上実施した。

④ 知的財産関連業務を担当する行政機関職員等を
支援するための研修

④ 知的関連業務を担当する行政機関職員等を支援するための研修を開催した。（６回、受講者：１７２名（達成
度１１７％））

・ 政府関係機関、独立行政法人、地方自治体及び
公益法人等の職員を対象に、知的財産に関する
研修を５回実施する（初級レベル４回、中級レベル
１回）。

・

・ （独）教員研修センターと連携し、教職員を対象と
した研修を１回実施する。

・ 工業高校の教員等を対象として産業・情報技術等指導者養成研修を開催した。（８月、受講者：１２名（達成
度１００％））

⑤ また、上記の研修の実施にあたっては、情報・研
修館に対する社会のニーズの把握に努めながら、
以下の点に重点的に取り組む。

⑤ また、上記の研修の実施にあたっては、情報・研修館に対する社会のニーズの把握に努めながら、以下の点
に重点的に取り組んだ。

⑤ 上記①から④の研修の実施にあたっては、以下の
点に重点的に取り組む。

⑤ 上記①から④の研修の実施にあたっては、以下の点について重点的に取り組みを行った。

・ 討論形式を取り入れるなど研修生の相互研鑽が
行われるようにすること。

・研修生の相互研鑽を図るよう、一部に討論形式の科目を導入し研修を実施した。 ・ 討論形式を取り入れるなど研修生の相互研鑽が
行われるようにする。

・ ①から④の全ての研修において、研修生の相互研鑽を図るよう、討論形式の科目を導入し、研修を実施し
た。

・ 講師の充実及び研修内容の質的向上を図ること。 ・各研修において、講師候補者の経歴などを考慮し、研修内容に対応する適切な講師選定を行った。 ・ 講師の充実及び研修内容の質的向上を図る。 ・ ①から④の各研修において、講師候補者の経歴などを考慮し、研修内容に対応する適切な講師選定を行っ
た。

・ 研修に対する要望を的確に把握し、研修内容に反
映させること。

・研修受講生からのアンケート結果に基づきカリキュラム、実施時期・場所等について随時見直しを行い、研
修内容の質の向上を図った。

・ 研修に対する要望を的確に把握し、研修内容に反
映させる。

・ 研修受講生からのアンケート結果に基づきカリキュラム、実施時期・場所等について随時見直しを行い、研
修内容の質の向上を図った。具体的には以下のとおり。
１）知的財産権活用検討研修について、年度末のみでの開催では参加しにくい、研修内容に比して研修時間
が短いとの意見を受け、９月及び３月の２回開催とするとともに、１日間の研修とした。
２) 知的財産権研修について、 新知財トピックスをカリキュラムに組み入れた。（例：知的財産権研修（第１
回）において、「地域団体商標について」、「地域知的財産戦略の先行事例」の講義を新規に導入した。）

第一期中期目標期間中に実施した商工会議所や中小企業経営指導員を対象に行った知的財産に関する基
礎的な研修については廃止した。

⑥ 特許情報検索に携わる者に対するインセンティブ
を高める機会を提供するため、特許情報検索の実
務能力を客観的に評価し、広く顕彰を行う競技大
会を実施する。

⑥ 特許検索競技大会２0１0を関西特許情報センター振興会と共催し、東京、大阪の２会場で開催した。（８月、
参加者：１６９名（東京１0４名、大阪６５名））

特許情報検索の実務能力を客観的に評価し、広く顕彰を行う特許競技大会及びフィードバックセミナーを２０
年度より実施し、特許情報検索に携わる者に対するインセンティブを高める機会を提供した。

・ 特許検索競技大会表彰式を、２0１0特許・情報フェア＆コンファレンスにて開催した。（11月）

・ 特許検索競技大会２0１0フィードバックセミナーを東京、大阪にて開催した。（１月、東京参加者数：１７１名、
大阪参加者数：７５名）

・ 特許情報検索能力評価のための実行委員会を１１回開催した。（４月～２月）

・ 追加的事項
日本で実施している特許検索競技大会の概要および実績を紹介するため、米国ＰＩＵＧの年次大会に参加
し、意見交換を行った。(ボルチモア、５月)

⑦ 知的財産人材育成機関との連携 ⑦ 知的財産人材育成機関との連携

・ 知的財産人材育成推進協議会の参加機関とし
て、他の機関との連携強化を図りつつ、知的財産
人材育成推進協議会の取組を広く周知するため
のイベントを開催する。

・ 我が国の産業の国際競争力向上に向けた国際標準を含む知的財産マネジメントの在り方、そしてこれから
求められる知財マネジメント人材と標準マネジメント人材の育成について問題提起や啓発を行うことを目的
に、平成２２年度オープンセミナ－を開催した。

（全体テーマ：「標準マネジメントと知財人材」、参加者合計５２０名）
第１回テーマ「国際標準と知財マネジメント」（１0月）　参加者：１８０名
第２回テーマ「事業競争力と国際標準化・知財マネジメント」（１１月）　参加者：１７０名
第３回テーマ「知財マネジメント人材と標準マネジメント人材」（１２月）　参加者：１７０名

中国知識産権トレーニングセンター（CIPTC）や韓国国際知識財産研修院（IIPTI）を始めとした、アジアの人材
育成機関との間で人材育成機関間連携会合を開催するなど、情報交換及び相互協力を推進した。

・ 知的財産人材育成推進協議会の事務局として、
民間の主要な知的財産人材育成機関及び関係省
庁との情報交換及び相互協力を推進する。

・ 知財人材育成に関する協力推進と民間の主要な知財人材育成機関等との情報交換等を目的として「知的財
産人材育成推進協議会作業部会」を６回開催した。また、知的財産人材育成推進協議会を２回開催した。

・知的財産人材育成推進協議会（第９回：７月、第１0回：２月）
・知的財産人材育成推進協議会作業部会（第３４回：６月、第３５回：８月、第３６回：９月、第３７回：１１月、第
３８回：１２月、第３９回：１月）

・ 知的財産推進計画２０１１の策定に向けて、知的財産人材育成に関する政府への提言を取りまとめた。

・ 中国等、アジアの人材育成機関との育成機関間
連携会合を開くなど、情報交換及び相互協力を推
進する。

・ 中国知識産権トレーニングセンター（ＣＩＰＴＣ）及び
韓国国際知識財産研修院（ＩＩＰＴＩ）との協力を進
め、協力の進展結果に応じて共同研修を開催す
る

・ 第1回日中韓知的財産人材育成機関長会合（韓国ソウル）において、研修及び知的財産教育支援に関する
情報交換、CIPTC及びIIPTIとの協力事項について議論を行った。（８月）

・ 中国専利審査指南セミナーを東京にて開催すべく準備をしていたところ、東日本大震災の影響を受け中止し
た。（３月）

・ ＷＩＰＯ・ＧＮＩＰＡの会合に参加し、情報・研修館の
取組を発信するなど、グローバルな観点から人材
育成機関との情報交換を深める。

・ 第４回知的財産研修所長シンポジウム（韓国ソウル）に参加し、情報・研修館における知財人材育成の現状
や取組を紹介するとともに、ソウルアクションプランを採択した。（８月）

初級レベルでは、知的財産に関する基礎的知識を習得し、各機関の知財行政の企画及び円滑な運用を図る
ことを、また、中級レベルでは、各機関における知財政策がより一層浸透することを目的として、政府関係機
関、独立行政法人及び地方自治体の職員を対象に、知的財産に関する研修を開催した。（達成度１００％）

・初級レベル４回、受講者：　１３０名
　第１回（　６月、地方自治体職員向け）　　　　　１９名
　第２回（　７月、独立行政法人等職員向け）　　６０名
　第３回（１０月、独立行政法人等職員向け）　　３６名
　第４回（　１月、中央省庁職員向け）　　　　 　　１５名

・中級レベル１回、受講者：　３０名
　「地域における産学官連携のあり方について」（１月）　受講者：　３0名

海外における人材育成機関との連携を密にし、情報交換及び相互協力を推進した。
・第３回日中知財人材育成機関間連携会合を中国北京にて開催した。（４月）
・第２回日韓知財人材育成機関間連携会合を東京にて開催し、韓国の国際知識財産研修院（IIPTI）と協力覚
書を締結した。（５月）
・第４回日中知財人材育成機関間連携会合を東京にて開催し、中国知識産権トレーニングセンター（ＣＩＰＴ
Ｃ）と次期協力覚書に署名した。(１月）
・国際特許流通セミナーにて、日中韓人材育成機関間連携セッションを開催した。（１月）

知的財産人材育成推進協議会の参加機関として、他の機関との連携強化を図りつつ、知的財産人材育成の
取組を広く周知するためのイベントの開催や、知的財産人材育成に関する政策の提言を行った。また、平成
１９年１０月から同協議会の事務局として、他の参加機関及び関係省庁との情報交換及び相互協力を推進し
た。

なお、民間等において対応が容易となった研修に
ついては合理化を図ることとし、第一期中期目標
期間中に実施した商工会議所や中小企業経営指
導員を対象に行った知的財産に関する基礎的な
研修については廃止する。

　

平成２１年９月の第２回日中知財人材育成機関間連携会合において中国知識産権トレーニングセンター（ＣＩ
ＰＴＣ）と、平成２２年５月の第２回日韓知財人材育成機関間連携会合において韓国国際知識財産研修院（ＩＩ
ＰＴＩ）と協力覚書を締結した。また、平成２３年１月の第４回日中知財人材育成機関間連携会合では、両機関
間の協力のさらなる発展に向けて、新しい協力覚書を締結した。

２０年度よりＷＩＰＯ・ＧＮＩＰＡに参加し、同ネットワークのシンポジウムにおいて情報・研修館の取組を発信す
るなど、グローバルな観点から人材育成機関との情報交換を深めた。

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

研修回数 4 4 6 5 5 24

受講者数（人） 204 160 119 144 142 769

●知的財産権研修（初級）

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

研修回数 - - - 1 1 2

受講者数（人） - - - 21 30 51

●知的財産権研修（中級）

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

研修回数 1 1 1 - - 3

受講者数（人） 19 13 10 - - 42

●知的財産政策研修

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

開催場所 - - 東京・大阪 東京・大阪 東京・大阪

参加者数 - - 86 85 169

●特許検索競技大会
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

上記（１）から（３）の研修を通じ、研修生に対する
アンケート調査により、毎年度平均で８０％以上の
者から「有意義だった」との評価を得る。

上記（１）から（３）の研修を通じ、研修生に対する
アンケート調査により、平均で８０％以上の者から
「有意義だった」との評価を得る。

（１）

研修生に対するアンケート調査結果を集計したところ、年度計画値（８０％）を超える者から「有意義だった」と
の評価を得た。

・審査系職員研修：　９９．０％
・審判系職員研修：　９９．５％
・事務系職員研修：　９９．１％
・管理者研修：　　　　９６．５％
・メンタルヘルス、セクシュアル・ハラスメント（パワー・ハラスメント）、ライフプラン等に関する研修：　９７．５％
・国際化への対応能力向上のための研修：　９５．４％
・情報化への対応能力強化のための研修：　９９．５％
・法的専門能力向上のための研修： １００％
・行政ニーズ変化への感応度向上のための研修：　９８．２％

（２）のアンケートについては、毎年度平均８０％以上から、「有意義であった」との回答を得ることを目標とし
ているが、いずれの年度においても９９％以上を達成した。

（２） ・調査業務実施者育成研修（第1回）：　　99%
・調査業務実施者育成研修（第2回）：　100%
・調査業務実施者育成研修（第3回）：　100%
・調査業務実施者育成研修（第4回）：　100%

（３）のアンケートにおいても、毎年度平均８０％以上から、「有意義であった」との回答を得ることを目標として
いるが、いずれの年度においても９７％以上を達成した。

（３） 民間企業等の人材に対する研修：開催２８回、９８．９％
①特許侵害警告模擬研修（第１回）　１00%
　 特許侵害警告模擬研修（第２回）　１00%
   特許侵害警告模擬研修（第３回）　１00%
　 特許侵害警告模擬研修（第４回）  １00%
   特許侵害警告模擬研修（第５回）  １00%
 　知的財産権活用検討研修（第１回）　９６%
　 知的財産権活用検討研修（第２回）　９６%
②特許審査基準討論研修（第１回）　１00%
   特許審査基準討論研修（第２回）　 ９３%
　 特許審査基準討論研修（第３回）  １00%
　 意匠審査基準討論研修 １00%
　 意匠拒絶理由通知応答研修　１00%
　 知的財産管理技能士フォローアップ研修（第１回)　１00%
③検索エキスパート研修［上級］（第１回）　１00%
   検索エキスパート研修［上級］（第２回）　  ９８%
   検索エキスパート研修［上級］（第３回）　１00%
   検索エキスパート研修［上級］（第４回）　  ９５%
　 検索エキスパート研修［中級］（第１回）　１00%
　 検索エキスパート研修［中級］（第２回）　１00%
　 検索エキスパート研修［意匠］　１00%
 　特許調査実践研修（第１回）　１00%
   特許調査実践研修（第２回）　１00%
④第１回知的財産権研修（初級）（地方自治体向け） １00%
　 第２回知的財産権研修（初級）（独立行政法人等の職員向け） １00%
   第３回知的財産権研修（初級）（独立行政法人等の職員向け） １00%
　 第４回知的財産権研修（初級）（中央省庁職員職員向け） １00%
　 知的財産権研修（中級）　１00%
　 産業・情報技術等指導者養成研修　１00%

（４） 情報通信技術を活用した学習機会の提供 （４） 情報通信技術を活用した学習機会の提供 （４） 情報通信技術を活用した学習機会の提供 （４） 情報通信技術を活用した学習機会の提供 （４） 情報通信技術を活用した学習機会の提供

① ① ｅラーニングによる学習教材の提供 ① ｅラーニングによる学習教材の提供

・ 開発済みの学習教材（４３コンテンツ）を特許庁及
び情報・研修館職員に引き続き提供する。

・ リリース済みの学習教材（45コンテンツ）を特許庁及び情報・研修館職員に引き続き提供した。

（別紙９）ＩＰ・eラーニング学習教材コンテンツ一覧

開発済みの学習教材（４５コンテンツ）を特許庁及び情報・研修館職員に提供した。 ・ 学習教材のうち、外部提供が可能な教材につい
て、外部の知的財産関連人材へ提供する。

・ 学習教材のうち、外部提供が可能な教材（34コンテンツ）について、外部の知的財産関連人材へ引き続き提
供した。

学習教材のうち、外部提供が可能な教材について、外部の知的財産関連人材に提供した。 ・ 学習教材を更新分を含め４コンテンツ程度開発す
る。

・ ２２年度においては、以下の４コンテンツの開発を行い、外部の者にも利用可能とした。（達成度１００％）

・IPDL の活用（平成２２年度改訂版）（１月）
・ライフサイエンス分野における特許審査について（２月）
・意匠制度の概要（平成２２年度改訂版）（２月）
・職場のメンタルヘルスケア（２月）

② ｅラーニングによる三極特許庁との協力 ② ｅラーニングによる三極特許庁との協力

・ これまでに開発済みの三極特許庁用の学習教材
（１１コンテンツ）を、特許庁及び情報・研修館職
員、欧州特許庁（EPO）職員並びに米国特許商標
庁（USPTO）職員に引き続き提供する。

・ これまでに開発済みの三極特許庁用の学習教材（１１コンテンツ）を、特許庁及び情報・研修館職員、欧州特
許庁（EPO）職員並びに米国特許商標庁（USPTO）職員に引き続き提供した。

・ 三極特許庁間の協議結果に応じ、新たな学習教
材の開発の協力を行う。

・ 平成２２年度より三極特許庁間協議が五大特許庁間での協議となったところ、平成２２年度は新たな学習教
材の開発について協議が行われなかった。

② ② ③ 研修テキスト等の提供 ③ 研修テキスト等の提供

・ 公開可能な研修教材について、ホームページで公
開する。

・ 調査業務実施者育成研修、検索エキスパート研修［上級］、検索エキスパート研修［中級］で使用している研
修教材のうち、公開可能な研修教材（６教材）についてホームページで公開した。

・特許法概論＆審査基準
・検索の考え方と検索報告書の作成
・優先権を伴う出願について
・検索の実務（２）
・先行技術文献調査実務［第三版］
・特許文献検索実務（理論と演習）[第二版]

・ 「特許研究」を編集・発行し、関係機関等に配布す
る。また、日本語に加え英語でホームページに掲
載する。

・ 「特許研究第５０号」（9月）及び「特許研究第５１号」（3月）を発行し、関係機関へ配布するとともに、INPITホー
ムページにおいて公開した。また、英語版については、順次掲載することとし、現在は第４８号までを公開して
いる。

研修において使用した教材について、公開可能なものは、ホームページを通じて外部に提供した。

特許庁職員を含む知的財産に関連する人材に対
して行っている情報通信技術を活用した自己研鑽
の機会の提供を充実させる。

特許庁職員を含む知的財産関連人材全般の学習
機会を拡大し、かつ、ニーズに応じた多様な学習
教材を提供するため、特許庁の有する知識・経験
及びノウハウに基づいたｅラーニングによる学習教
材を５年間で１５科目以上作成する。

研修において使用した教材について、公開可能な
ものは、ホームページ等を通じて外部に提供す
る。

三極特許庁用の学習教材（１１コンテンツ）を、特許庁及び情報・研修館職員、欧州特許庁（EPO）職員並び
に米国特許商標庁（USPTO）職員に提供した。

学習教材を更新分を含め５年間で３６教材、三極協力用学習教材を平成１８年度に４教材、平成１９年度に４
教材、平成２０年度に３教材作成した。

18 19 20 21 22 全期間

98.3% 98.4% 98.1% 98.2% 98.2% 98.2%満足度

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

有意義以上 99.2% 99.2% 99.6% 100.0% 99.8%

●（２）調査業務実施者の育成研修のアンケート結果

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

有意義以上 98.1% 98.1% 97.8% 98.0% 98.9%

●（３）民間企業等の人材に対する研修のアンケート結果
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

（５） 大学の知的財産管理機構の整備支援 （５） 大学の知的財産管理機構の整備支援 （５） 大学の知的財産管理機構の整備支援 （５） 大学の知的財産管理機構の整備支援 （５） 大学の知的財産管理機構の整備支援

① ① ① 大学知的財産アドバイザーの派遣 ① 大学知的財産アドバイザーの派遣

・ 大学等における知的財産管理体制の構築を支援
するため、大学知的財産アドバイザーを２０大学等
以上に派遣する。

・ 大学知的財産アドバイザーを２６大学等に派遣。大学等における知的財産管理体制の構築を支援するた
め、大学知的財産アドバイザー派遣を実施した。

・派遣先数：　２６大学等（達成率１２４％）

（別紙１０）平成２２年度大学知的財産アドバイザー派遣先一覧

・ 大学知的財産アドバイザー派遣先大学を当館ホームページに掲載した。(４月）

・ 大学知的財産アドバイザー連絡会議を開催した。（第1回：６月、第2回：９月、第3回：１１月、第4回：１月）

・ 事業充実のため、必要に応じて派遣先大学の実
情を把握するための実地調査を行う。

・ 大学知的財産アドバイザー派遣先１４大学にて事業進捗ヒアリングを実施し、年間スケジュールの進捗状況
や、知財管理体制構築に向けて今後取り組むべき事項等を確認した。

・ 知財プロデューサー等向け勉強会を開催した。（第1回：９月、第2回：１１月、第3回：１月）

・ 大学への支援の在り方について検討を行うために「大学の知的財産管理体制構築及び運営管理に関する
調査研究」を実施した。（再掲）
（第1回：１１月、第2回：２月、第3回：３月、報告書納品・当館ホームページ掲載：3月）

② ② 大学に対する知的財産管理体制構築の相談会やセミナーを毎年度１回以上実施するとともに、大学知的財
産アドバイザー派遣先大学等の知財担当者に対して研修を実施した。

② 大学に対する知的財産管理の普及啓発事業（知
的財産管理体制構築の相談会やセミナー）を１回
以上実施する。

② 大学に対する知的財産管理の普及啓発を目的として、知的財産管理体制構築支援セミナーを開催した。

・石川県立大学（6月）
・聖マリアンナ医科大学(9月）
・兵庫大学（11月、3月）
・札幌市立大学（11月、3月）
・東北芸術工科大学（1月、3月）
・愛知県立芸術大学(2月）
・兵庫医療大学(2月）
・金沢医科大学(3月）

・ 大学知的財産アドバイザー派遣終了大学に対す
るフォローアップを行う。

・ 大学知的財産アドバイザー派遣終了大学にアドバイザーが赴き、フォローアップを行った。

・秋田大学(4月）
・長崎総合科学大学（4月、5月）
・静岡県立大学（6月）
・岐阜薬科大学（6月、8月、10月、3月）
・東京工芸大学（7月、11月、3月）
・帯広畜産大学（7月、2月）
・お茶の水女子大学（9月、10月、1月、2月2回、3月）
・富山大学（12月、1月、3月）

③ 知的財産管理体制構築の手法等の継承及び普及
のため、構築を支援する専門人材の派遣先大学
における知的財産管理体制構築の手法や構築内
容を集約したマニュアルを整備する。

③ 毎年度「大学における知的財産管理体制構築マニュアル」を作成し、大学知的財産アドバイザー派遣先大学
等に配布した。

③ 大学知的財産アドバイザーの活動成果を「大学に
おける知的財産管理体制構築マニュアル」に反映
させる。

③ 『大学における知的財産管理体制構築マニュアル ２０１０年度版』を作成するにあたり、大学知的財産体制
構築マニュアル編集会議を開催した。（５月）
『大学における知的財産管理体制構築マニュアル ２０１０年度版』を作成し、大学知的財産アドバイザー派遣
先大学等に配布した。（１１月）
２００３年度～２０１０年度までの『大学における知的財産管理体制構築マニュアル』を、ホームページに掲載
した。（３月）

（６） 工業所有権教育用教材の整備・提供及び活用の
支援

（６） 工業所有権教育用教材の整備・提供及び活用の
支援

（６） 工業所有権教育用教材の整備・提供及び活用の支援 （６） 工業所有権教育用教材の整備・提供及び活用の
支援

（６） 工業所有権教育用教材の整備・提供及び活用の支援

① ① ① 産業財産権標準テキストと副読本等の整備・提供 ① 産業財産権標準テキストと副読本等の整備・提供

・ 全国の学校教育機関等（小学校、中学校、高校、
専門高校、高専、大学、各経済産業局等）に対し
標準テキスト及び副読本の配布希望調査を行い、
５，０００ヶ所以上に教育用教材を提供する。また、
教材の改善を図るため、利用者に対しアンケート
調査を実施する。

・ 平成22年度用として、全国の学校教育機関等に対し標準テキスト及び副読本の配布希望調査を行い、約
6300ヶ所に配布した。
また、教材の改善を図るため、利用者に対しアンケート調査を実施した。

・ 産業財産権標準テキスト及び副読本に関し、教材
の内容を検討し改訂を行う。

・ 平成23年度用として、全国の学校教育機関等に対し標準テキスト及び副読本の配布希望調査を行い、約
5500ヶ所に配布した。なお、東日本大震災のため配布できなかった約300ヶ所に対しては、平成23年度に順
次配布予定。

・ 産業財産権標準テキスト及び副読本に関し、電子出願等についての昨年度版からの変更事項について改訂
を行った。

追加的事項
・「科学・技術フェスタin京都」において、ワークショップを開催した。具体的には、知的財産教育支援事業を利
用して専門高校等において行われている、知的財産を活用した創造性教育に関する実践事例を映像により
紹介するとともに、それらの取組みを通し、「発想力を豊かにする教育とは何か」について、工業・商業・農業・
水産高校の教員によるパネルディスカッションを行った。(６月）
・モノづくりフェア２0１0に出展し、来場者に対し標準テキストや副読本を配布することで事業の周知を図った。
(１０月）

大学等における知的財産管理体制の構築を支援するため、大学知的財産アドバイザーを毎年度２０大学以
上に派遣した。また、事業充実のため、必要に応じて派遣先大学の実情を把握するための実地調査を行っ
た。

全国の学校教育機関等（小学校、中学校、高校、
専門高校、高専、大学、各経済産業局等）に対し、
工業所有権教育用教材の配布希望調査を行い、
毎年度５，０００ヶ所以上に教育用教材を提供す
る。また、教材の利便性向上、内容の改善のた
め、利用者に対しアンケート調査等を実施する。

大学における知的財産戦略の策定や出願の選別
等による権利の適切な保護・活用等に資するた
め、大学の知的財産管理部門の体制の整備の重
要性を踏まえ、それらに必要な情報の提供・普及
を行う。

大学に対する知的財産管理の普及啓発事業（知
的財産管理体制構築の相　談会やセミナー）を毎
年度１回以上実施する。

大学における知的財産管理体制の構築を支援す
るため、毎年度延べ２０大学以上に専門人材を派
遣する。

知的財産権の重要性に係る意識の啓発及び醸成
を図り、工業所有権に関する実践的な知識を備え
た人材を育成するため、児童、生徒、学生等を対
象とする教育用教材の整備、提供を行うとともに、
教員等による活用を支援する。

中期計画で設定した教育用教材の提供５，０００ヶ所以上については、毎年度目標を達成した。
また、産業財産権標準テキスト等の利便性向上、内容の改善を図るため、利用者に対しアンケート調査等を
実施した。さらに、調査結果等を踏まえ、産業財産権標準テキスト等の内容を検討し、改訂を行った。
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

② ② ② 学校教育機関における知的財産教育の実践 ② 学校教育機関における知的財産教育の実践

・ 産業財産権標準テキストを利用した知的財産教育
の実践を行う事業を、全国５０校以上の参加校（工
業高校、商業高校、農業高校、水産高校及び高等
専門学校）を確保し、実施する。

・ 産業財産権標準テキストを利用した推進協力校事業を全国の工業高校、商業高校、農業高校、水産高校及
び高等専門学校、計８０校で実施した。（達成度１６０％）

・ 知的財産教育の実践の報告会を年２回開催する
とともに、実践結果をもとに報告書を作成する。

知的財産教育の実践を行っている各学校の取組を紹介する映像及び事例集を作成し、映像についてはホー
ムページに掲載した（２１年度：５校、２２年度：５校）。

・ 知的財産教育の実践を行っている各学校の取組
を紹介する映像コンテンツを５校以上作成する。

・ 推進協力校での知的財産教育の活動状況に関する映像作成及び事例集を計５校分作成した。また、映像に
ついては、ホームページに掲載を行った。（達成度１００％）
前記映像を納めたDVD及び事例集を２３年度に関係機関に配布予定。

１９年度から、専門教育機関等の学生及び生徒が、知的財産教育で培った能力を実践的に試すことができる
パテントコンテスト及びデザインパテントコンテストを文部科学省、特許庁、日本弁理士会と共催で実施し、表
彰式を開催した。

③ 専門教育機関等の学生及び生徒が、知的財産教
育で培った能力を実践的に試すことができるパテ
ントコンテスト及びデザインパテントコンテストを文
部科学省、特許庁、日本弁理士会と共催で実施す
る。

③ 知的財産マインドを育てるとともに、知的財産権制度の理解を促進することを目的とし、高校生、高等専門学
校生及び大学等の学生を対象としたパテントコンテスト及びデザインパテントコンテストを実施した。パテント
コンテストについては、応募件数３３３件のうち、特許出願支援対象１５件を選定した。デザインパテントコンテ
ストについては、応募件数１１３件のうち、意匠登録出願支援対象２３件を選定した。

・パテントコンテスト ・ デザインパテントコンテスト主催者連絡会議を開催した。（４月、６月、９月）
・パテントコンテスト ・ デザインパテントコンテスト選考委員会を開催した。（１２月）
・パテントコンテスト ・ デザインパテントコンテスト表彰式を開催した。（１月）

（内訳）
パテントコンテスト：大学部門５件、高専部門６件、高校部門４件を表彰
デザインパテントコンテスト：大学部門６件、高専部門１件、高校部門１６件を表彰

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 Ⅳ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとる
べき措置

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとる
べき措置

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

１． 財務内容の透明性の確保 １． 財務内容の透明性の確保 １． 財務内容の透明性の確保 １． 財務内容の透明性の確保 １． 財務内容の透明性の確保

積極的な情報提供により財務内容の透明性を確
保する観点から、経理事務や財務諸表の作成に
外部の知見を積極的に活用するよう努める。

経理処理、決算処理及び財務諸表の作成等の経
理全般業務を適正に処理するため、外部コンサル
ティングの知見を積極的に活用する。

監査法人と顧問契約を締結し、専門的な観点から経理業務全般を適正に処理するための指導を受けた。 経理業務全般（経理処理、決算処理及び財務諸
表の作成等）を適正に処理するため、外部コンサ
ルティングの活用を行う。

限られた人員の中で専門的な経理事務を適切に遂行するため、監査法人との顧問契約を締結し専門的な部
分について指導・助言を受けた。また、監事（公認会計士・税理士）による監査を原則毎月実施し、財務内容
の透明性を確保した。(再掲）

２． 効率化予算による運営 ２． 効率化予算による運営 ２． 効率化予算による運営 ２． 効率化予算による運営 ２． 効率化予算による運営

運営費交付金を充当して行う業務については「Ⅱ
業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に
ついて配慮した中期計画の予算を作成し、当該予
算による運営を行う。

「Ⅱ　業務運営の効率化に関する目標を達成する
ためとるべき措置」で定めた事項等に基づいて作
成した中期計画の予算（「Ⅵ 予算、収支計画及び
資金計画」のとおり）により、効率的な運営を行う。

中期目標に示された効率化目標を踏まえた予算を作成し、当該予算の範囲内で効率的な運営に努めた。 「Ⅰ　業務運営の効率化に関する目標を達成する
ためとるべき措置」を踏まえて作成した別紙２の平
成２１年度予算に基づき、効率的な運営を行う。

総務部と事業部門との間で予算執行に係るヒアリングを適宜実施するとともに、原則として毎月開催する
INPIT運営会議において、事業の進捗実績報告及び予算の執行状況について報告を行い、効率化が達成さ
れているか進捗管理を厳格に実施した。

３． 自己収入の確保 ３． 自己収入の確保 ３． 自己収入の確保 ３． 自己収入の確保 ３． 自己収入の確保

実費等の徴収を行うなどにより、可能な限り自己
収入の確保を図る。

工業所有権公報等閲覧業務等において複写手数
料を徴収し、人材育成業務において研修内容に応
じた実費の徴収を行うなどにより、自己収入の確
保を図る。

工業所有権公報等閲覧業務等において複写手数料を徴収し、人材育成業務においては有料による研修を
実施し、参加者から実費の徴収を行うなどにより、自己収入の確保を図った。

　

工業所有権公報等閲覧業務及び審査・審判関係
図書等整備業務において複写手数料を徴収し、人
材育成業務において研修内容に応じた実費の徴
収を行うなど、可能な限り自己収入の確保を図る。

人材育成業務の民間向け研修について、有料研修を実施し、自己収入の確保に努めた。

各推進協力校から中間及び年次報告を受けた。また、推進協力校からの報告内容をもとに、報告書を取りま
とめた。
なお、本報告書におけるポイントは以下のとおり。
１．学校教育機関における産業財産権標準テキストの使用方法
２．教員の知的財産関連の意識と教育能力の向上
３．生徒・学生の知的財産学習による効果
上記、報告会での報告内容を取りまとめた報告書を印刷し、平成２３年度に配付を予定。

・知的財産教育推進協力校事業中間報告会を開催した。
  工業高校 [８/１７～８/１８]、農業・水産高校 [８/２３～８/２６]、
  商業高校 [８/２６～８/２７]、高等専門学校 [８/３0～８/３１]
・知的財産教育推進協力校事業年次報告会を開催した。
  農業・水産高校 [１/２１]、商業高校 [１/２４]、工業高校 [１/２６] 、高等専門学校[２/４]

工業所有権教育用教材を利用した知的財産教育
の実践を行う事業を地域毎に展開し、毎年度５０
校以上の参加校を確保し実施する。

産業財産権標準テキストを利用した知的財産教育の実践を行う事業を、毎年度50校以上の高校等（工業高
校、商業高校、農業高校、水産高校及び高等専門学校）で実施した。また、知的財産教育の実践の報告会を
毎年度２回開催するとともに、実践結果をもとに報告書を作成し配布した。

H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY 合計

協力校数 106 90 59 56 80 391

●知的財産教育推進協力校（H18FY、H19FYは、実験協力校）

【平成22年度決算】

（単位：百万円）

収　　入 （決算額） （予算額）

運営費交付金 12,787 （12,787）
複写手数料収入 4 （30）
研修受講料収入 74 （71）
雑収入 0 （0）
計 12,865 （12,888）

支　　出 （予算額）

業務経費 10,211 （11,515）
工業所有権関係公報等閲覧業務関係経費 246 （304）
審査・審判関係図書等整備業務関係経費 187 （209）
工業所有権情報流通等業務関係経費 2,065 （2,404）
工業所有権情報普及業務関係経費 6,092 （6,548）
工業所有権相談等業務関係経費 44 （50）
情報システム関連業務経費 1,196 （1,467）
人材育成業務関係経費 381 （533）

一般管理費 340 （420）
人件費 813 （953）
計 11,364 （12,888）

収入と支出の差 1,501 （0）

（単位：百万円）

年度 a　収入決算 ｂ　支出決算 収支差（ａ－ｂ）

18 12,872 11,874 998

19 14,321 12,862 1,459

20 13,742 12,100 1,642

21 13,357 11,486 1,871

22 12,865 11,364 1,501

・第２期中期目標期間の収支状況

78,644108,52683,22888,82999,117合　計

910131,07611その他の収入

74,765101,46471,01171,72977,482研修受講料収入

3,8707,05212,20416,02421,625複写手数料

22年度21年度20年度19年度18年度

（単位：千円） （単位：千円）

78,644108,526合　計

910その他の収入

74,765101,464研修受講料

3,8707,052複写手数料

22年度21年度
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためとる
べき措置

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置 Ⅳ その他業務運営に関する目標を達成するためとる
べき措置

Ⅳ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置

１． ユーザーフレンドリーな事業展開 １． ユーザーフレンドリーな事業展開 １． ユーザーフレンドリーな事業展開 １． ユーザーフレンドリーな事業展開 １． ユーザーフレンドリーな事業展開

（１） 非公務員型の特長を活かし、弾力的な勤務形態
の導入など、ユーザーサービスの一層の向上に資
するための検討を行う。

（１） ①ユーザーサービス向上のため、電話相談を２０時まで実施した。（再掲）
②IPDL講習会を一般ユーザーが参加しやすい休日に開催した。（再掲）
③要望のあった企業14社を訪問し、インターネット出願導入についての説明を行った。（再掲）
④特許検索競技大会をユーザーが参加しやすい休日に開催した（再掲）

（２） ユーザーニーズを的確に捉え、職員等から広く業
務改善等に関する提案を募るなど、業務への迅速
な反映を図る。

（２） ①地方閲覧室の閲覧指導員を対象としたスキルアップ研修を実施した。（再掲）
②IPDL利用者に対するアンケートを実施し、結果を踏まえ機能改善に結びつけた。(再掲)
③ユーザーニーズに基づいて、IPDL講習会を平日においても開催した。

（３） ニーズに応じた組織的な取組を強化するため、運
営会議、イントラネット等を通じて情報を共有し、組
織間の相互補完・協力を図る。

（３） ①運営会議（１０回／年）や定例会議（１回／週）等を通じて情報の共有化を図り、将来に向けた事業展開に
ついて検討を行った。
②ＩＮＰＩＴインフォメーション（イントラネット）及び電子メールにより、積極的に情報共有を図ることで組織内の
相互補完を実施した。

２． 特許庁との連携 ２． 特許庁との連携 ２． 特許庁との連携 ２． 特許庁との連携 ２． 特許庁との連携

○主な取組
・ＩＮＰＩＴの課題や今後のあり方等について、所管省庁である特許庁の幹部及び関係者と定期的に意見交換
を行うことにより、より密接な連携を図った。
・ＩＮＰＩＴと特許庁との業務の効率化に努めるため、特許庁職員に対する研修についてＩＮＰＩＴ職員も参加させ
た。
・特許庁が設置する「イノベーションと知財政策に関する研究会（知財制度を巡る様々な課題について議論を
行い、我が国知財システムが目指すべき将来像の取り纏め）」に理事長が参画し、ＩＮＰＩＴの今後の在り方な
どを議論するための情報を収集した。
・INPIT相談部によせられた要望等については、特許庁関係課室に定期的に情報提供を行うとともに、特許
庁の新規施策や制度改正などについて、特許庁担当者を講師に迎え勉強会を実施した。

（１） 特許庁との密接な人事交流及び連携を図り、特許
庁が蓄積している情報やノウハウ等を活用し、知
的財産の総合支援機関として信頼性の高いサー
ビスを安定的かつ確実に提供する。

（１） 特許庁との連携
①INPITの課題や今後の在り方等について、所管庁である特許庁の幹部及び関係者と意見交換を行うことに
より密接な連携が図られた。
②INPIT相談部によせられた要望等については、特許庁関係課室に定期的に情報提供を行うとともに、特許
庁の新規施策や制度改正などについて、特許庁担当者を講師に迎え勉強会を実施した。
③信頼性の高いサービス提供を行うため、特許庁における職員向け研修に対し、INPIT職員３７名を参加さ
せた。

（２） 特許庁の施策・方針を正確に把握するとともに、
新の制度・運用に関する知識を活用した業務の

実施に努める。

（２） 特許庁の施策・方針を正確に把握するため、相談部において定例的に勉強会を開催するとともに、制度改正
説明会等へ積極的に参加した。（再掲）

３． 広報・普及活動の強化 ３． 広報・普及活動の強化 ３． 広報・普及活動の強化 ３． 広報・普及活動の強化 ３． 広報・普及活動の強化

・当館事業の効果的な周知を図るため、各事業部と連携により各種イベントへ出展するなど積極的な広報・
普及活動を行った。

・新聞等への広告掲載、特許庁電子広報誌や各種メールマガジンへの記事掲載など積極的な広報活動を
行った。

・ホームページの操作性の向上、アクセス環境の向上を図るためにリニューアルを実施するとともに、携帯電
話用サイトを開設し情報発信の拡充を行った。

・適切な情報管理を推進するために、平成19年に情報セキュリティポリシーを策定した。これ以降、全役職員
を対象とした情報セキュリティーポリシーに関する教育（研修、自己点検等）の義務化実施により、情報管理
を強化している。

（１） 組織及び事業内容の認知度について一層の向上
を図るため、マスメディア等を活用した広報・普及
活動を積極的に展開する。

（１） （新聞広告等への掲載）
株式会社発明通信社が作成する「発明ＫＡＷＡＲＡ版」へ記事を掲載した。
･携帯電話用サイト開設（6月）
･地方閲覧室閉室のお知らせ（11月)

（関係機関配信メールへの掲載）
関西特許情報センター振興会のメール「関西特許情報センター振興会ニュースレター」へ記事を掲載した。
・大阪閲覧室の電子出願共同利用パソコンの廃止のお知らせ（6月）
・閲覧室閉室のお知らせ（11月）

（特許庁広報誌への掲載）
特許庁広報誌「WEBとっきょ」へ記事を掲載した。
・「かんたん願書作成」対象書類が追加されます(1月）
・新バージョン［i1.73］リリースのお知らせ、特許流通促進事業終了のお知らせ（3月）

（その他）
※霞が関子供見学デーへの協力（８月）
ＩＮＰＩＴ来館児童数 8/18　６３人（昨年１０１人）、 8/19  ５９人（昨年６６人）

（２） ホームページ情報の拡充を図る一方で、利用者
ニーズを踏まえた効率的な提供内容となるよう、そ
の利便性や簡素化に努める。また、情報セキュリ
ティを確保するため、システムの環境整備、運用・
管理を適正に行う。

（２） （ホームページ情報の拡充）
・当館ホームページリニューアル（4月）
・携帯電話用サイト開設（4月）
・携帯電話用サイト公式メニュー登録（12月までで主要３社への登録完了）
※トップページアクセス件数：　3月　63,010件（今年度から新ＨＰにおける集計値）

（情報セキュリティ対策）
・情報セキュリティポリシー改定（第４版）および施行（4月）
・情報セキュリティポリシーガイドの全職員への配布（6月）
・情報セキュリティポリシー自己点検の実施(全役職員等対象：1月）
・情報セキュリティポリシー監査実施(1月）

（３） 説明会やイベント情報については、ホームページ
の掲載に加え電子メールで配信するなど、事業内
容に応じた普及活動を行う。

（３） （関係機関配信メールへの掲載）
関西特許情報センター振興会のメール「関西特許情報センター振興会ニュースレター」へ記事を掲載した。
・平成22年度「特許調査実践研修（第２回）」の開催案内（1月）
・「電子出願説明会」（関西地域）の開催案内（9月）
・平成22年度｢特許ビジネス市｣（第３回：大阪）の開催案内（11月）

（特許庁広報誌への掲載）
特許庁電子広報誌「WEBとっきょ」へ記事を掲載した。
・平成22年度電子出願説明会開催のお知らせ(8月）
・知的財産人材育成推進協議会  平成22年度オープンセミナー開催のお知らせ(11月）
・国際特許流通セミナー2011開催のお知らせ(12月）

・特許流通ニュースメールを配信（２回/月、２４回発行）
・特許流通ニューズレターの発行（２４号発行）
・「特許流通促進事業ホームページ」
アクセス回数　年度累計回　２，３４６，０１９回

・ＩＮＰＩＴ出願ソフトニュース配信（５回）

知的財産に係る総合支援を目指し、ユーザーサー
ビスの広報・普及活動の強化に積極的に努める。

事業内容や施策等について広く一般への理解を
図るため、各事業におけるホームページの拡充や
マスメディア等を活用した積極的な広報・普及活動
を行う。

高い専門性に基づく信頼性の高いサービスを安定
的にかつ確実に提供していくとともに、情報・研修
館と特許庁の両者の業務の効率化に資するよう、
引き続き人事交流を含めた特許庁との密接な連
携を図る。

特許庁との人事交流を含めた密接な連携を図り、
特許庁が蓄積している情報、審査官等が持つ審
査ノウハウ等、 新の制度・運用に関する知識を
活用した業務の実施に努める。

非公務員型の特長を活用し、弾力的な勤務形態
の導入などを通じたユーザーサービスの一層の向
上を目指す。また、ユーザーニーズの業務への機
敏な反映を図るとともに、内部組織間の相互補
完・協力を一層拡大するため、必要な組織の見直
しを行う。

非公務員型の特長を活かした弾力的な勤務形態
の導入など、業務の機動性やユーザーサービス
の一層の向上に努める。また、ユーザーニーズを
より機敏に把握するため、運営会議等を通じて情
報を共有化するなど、組織的な取組を強化する。

○主な取組
・ユーザーサービス向上のため、電話相談を１８時までのところを２０時まで延長した。
・インターネット出願への切替え時に相談対応要員を２３時まで配置した。
・IPDL講習会を一般ユーザーが参加しやすい土日に開催した。
・特許検索競技大会をユーザーが参加しやすい休日に開催した。

・地方閲覧室の閲覧指導員を対象としたスキルアップ研修を実施した。
・IPDL利用者に対するアンケートを実施し、結果を踏まえ機能改善に結びつけた。
・窓口業務を行う契約職員（地方含む）を対象に、ＣＳ（顧客満足）研修を実施した。
・ＩＮＰＩＴホームページに設置されている「お問合わせ」を活用し、ＩＮＰＩＴにおける支出の見直し資する情報や
提案をユーザー等から幅広く募集した。

・運営会議（年１０回）や定例会議（週１回）の場をはじめ、知財人材育成の今後のあり方など、目的に応じた
プロジェクトチームを発足し、将来に向けた横断的な事業展開についての検討を行った。
・INPITインフォメーション（イントラネット）及び電子メールにより、積極的に情報共有を図ることで組織内の相
互補完を実施した。
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第２期中期目標期間及び平成２２年度実績状況表 資料２－２

中 期 計 画 の 総 括
（平成１８年 ４月～平成２３年３月）

中　　期　　目　　標
（平成１８年４月～平成２３年３月）

中　　期　　計　　画
（平成１８年４月～平成２３年３月）

年　　度　　計　　画
平　成　２２　年　度

平成２２年度実績

Ⅹ その他業務運営に関する事項 Ⅹ その他業務運営に関する事項 Ⅷ その他業務運営に関する事項 Ⅷ その他業務運営に関する事項

１． 施設・設備に関する計画
なし

１． 施設・設備に関する計画
なし

２． 人事に関する計画 ２． 人事に関する計画 ２． 人事に関する計画 ２． 人事に関する計画

（１） 方針
直接部門と一般管理部門の業務量の衡量を踏ま
えた適切な職員の配置により、業務運営を効率
的、効果的に推進する。

（１） 直接部門と一般管理部門の常勤職員を効率的に配置することにより、期末における一般管理部門の常勤職
員数が占める割合を期初における同割合未満とすることができた。

［参考］
１）期初の割合　２３％
２）期末の割合　１８％

（１） 各部ごとの常勤職員の業務量を把握し、適宜見直
しを行い的確な人員配置を行う。

（１） 直接部門と一般管理部門の常勤職員の業務負担を把握し、効率的に人員配置を行った。
　　　　　　　　　（H18.4現在）　　 （H23.3現在）
　　　　　　　　　　　　  ７９名    　　　　９７名
・人材開発統括監：　　１名  　  　　　　１名
・総　　　務　　　部：　１８名（23％）　１７名（18％）
・情 報 提 供 部　：　１７名　  　　　　２０名
・流   　 通　    部：    ９名　  　　　　　９名
・情 報 管 理 部　：　  ５名　  　　　　２０名
・相 　   談　  　部：　１１名　　  　　　　９名
・研 　   修　  　部：　１０名　 　 　　　　８名
・人 材 育 成 部  ：　　８名　    　　　１３名

（２） 人員に係る指標
直接部門と一般管理部門の常勤職員を効率的に
配置することにより、期末における一般管理部門
の常勤職員数が占める割合を期初における同割
合未満とする。

（２） 人員に係る指標
直接部門と一般管理部門の常勤職員を効率的に配置することにより、期末における一般管理部門の常勤職
員数が占める割合を期初における同割合未満とすることができた。

（２） 特許庁との密接な人事交流を促進することで、適
材適所の配置に努める。

（２） 年間を通じて特許庁との密接な人事交流を促進するとともに、平成２２年度末における一般管理部門の常勤
職員数が占める割合を、期初における同割合未満とすることができた。

［参考１］
１）期初の常勤職員数　７９人
２）期末の常勤職員数の見込み　１１３人

［参考１］
１）期初の常勤職員数　７９人
２）期末の常勤職員数　９７人

［参考２］
中期目標期間中の人件費総額

中期目標期間中の人件費総額見込み　４，９７０
百万円
　ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本
給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び
国際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用で
ある。

［参考２］
中期目標期間中の人件費総額

中期目標期間中の人件費総額　４，５９６百万円
　ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機
関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

３． 積立金の処分に関する事項 ３． 積立金の処分に関する事項

なし なし

４． その他 ４． その他 ３． その他 ３． その他

本計画については、今後、情勢の変化がある場合
には、機動的な対応が可能となるよう適時適切に
見直しを行うことがある。

本計画については、今後、情勢の変化がある場合
には、機動的な対応が可能となるよう適時適切に
見直しを行うことがある。
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