
平成２３年度独立行政法人工業所有権情報・研修館業務実績

平成２４年６月

独立行政法人工業所有権情報・研修館

資料２－１



＜目
 
次＞

Ⅰ
 
中期目標の期間

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

１．工業所有権情報の提供
【工業所有権情報普及業務】
（１）ユーザーに対する工業所有権情報の普及・提供・・・・・・・・・・・・・Ｐ１
（２）他国と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・・・・・Ｐ２
（３）審査結果等情報の提供システムの整備・運用・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３

【工業所有権関係公報等閲覧業務】
（１）中央資料館としての確実な情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４
（２）閲覧サービスの向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４

【審査・審判関係図書等整備業務】
（１）審査・審判に関する技術文献等の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５
（２）閲覧等サービスの向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５

【工業所有権相談等業務】
（１）相談への迅速な対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６
（２）他機関との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７

【情報システム業務】
（１）電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８
（２）公報システム等の整備・管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９
（３）審査・審判に必要な資料等の電子データの整備・・・・・・・・・・・・・Ｐ10

２．知的財産情報の高度活用による権利化の推進
【知的財産情報の高度活用による権利化の推進業務】
（１）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・・・Ｐ11，12
（２）知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大・・・・・・・・・・・・・・Ｐ13
（３）知的財産情報活用のための環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ14

３．知的財産関連人材の育成
【人材育成業務】
（１）特許庁職員に対する研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ15
（２）調査業務実施者の育成研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ16
（３）行政機関・民間企業等の人材に対する研修・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ17
（４）情報通信技術を活用した学習機会の提供・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ18
（５）人材育成に資する情報の提供及び実践的な能力構築の支援・・・・・・・・Ｐ18
（６）海外の知的財産人材育成機関との連携・協力・・・・・・・・・・・・・・Ｐ19

Ⅲ
 
業務運営の効率化に関する事項

１．業務の効果的な実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ20

２．業務運営の合理化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ20

３．業務の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ20

４．給与水準の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ21

５．内部統制の充実・強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ21

※入札・契約の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ22

Ⅳ
 
財務内容の改善に関する事項

１．財務内容の透明性の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ23

２．効率化予算による運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ23

３．自己収入の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ23

Ⅴ
 
その他業務運営に関する重要事項

１．ユーザーフレンドリーな事業展開・・・・・・・・・・・・・・Ｐ24

２．特許庁との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ24

３．広報・普及活動の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ24



Ⅰ 中期目標の期間

平成23年4月1日～平成28年3月31日



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事項



１．工業所有権情報の提供
【工業所有権情報普及業務】

（１）ユーザーに対する工業所有権情報の普及・提供

【中期目標・計画の要点】

【事業実施における留意事項】

【事業実績】

【特筆すべき事項】

【今後の課題】

図表１
 

IPDLアンケート回答改善要望

中国出願件数予測

図表２
 

IPDL年度別検索回数

図表３
 

中国の出願件数予測
（2012年3月産業構造審議会知財政策部会資料）

1. 特許電子図書館（IPDL）について、必要不可欠な機能等に限定して経費の増大を招かないよう費用対効果を精査しつつ、工業所有権
 情報の基礎的インフラとしてサービスの向上を図り、年間検索回数8,000万回を維持する。

2.
 

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（整理・標準化データ事業）。

1. 独法の事務・事業の見直し基本方針（平成22年12月7日 閣議決定）によるIPDL事業の廃止（平成２６年度中）

～特許庁新検索システムの本格運用にあわせ、情報・研修館の事業としては廃止予定～

2. 行政刷新会議「事業仕分け」（平成22年10月29日）による経費削減

～特許庁新検索システムへの移行にあわせて廃止。それまでは 大限のコスト削減～

1. 費用対効果を精査した上で、制度改正・国際関係、不具合及びユーザーニーズ対応等について、必要不可欠なものに限定して改善を実
 施し、IPDLサービスの向上を図った。

①制度改正・国際関係対応：
 

商標国際分類第10版の追加、審決・訂正部分確定公報の照会機能追加など。
②不具合対応：

 
特許公報の欠落していたイメージデータの追加など。

③ユーザーニーズ対応：
 

経過情報の検索可能期間の拡大、検索キーを文献上でカラー表示するハイライト表示機能の追加など。

2. ユーザーニーズを把握するため、IPDLにアクセスしたユーザーを対象にアンケート調査を実施し、費用対効果比を考慮して総合的な判
 断を行った上で、必要不可欠と判断した検索機能、表示機能等の改善を実施した。（図表１参照）

3. IPDLの利用促進を図るため、全国７か所（計10回）で初心者向け講習会を実施した。（参加者計244名）

4. 上記1～3の取組みにより、IPDLの検索回数は87,762,326回となり、年度計画8,000万回を超過達成（達成率109％）した。（図表２参照）

5. ユーザーの要請により的確に対応するため、ＩＰＤＬトップページに公報閲覧事業、相談事業及び人材育成事業等の記事を随時掲載し、
 情報・研修館の提供する他のサービス事業の公報を行った。

6. 公開可能な情報を全て（件数：12,852,086件）整理・標準化データとして収録し、情報サービス事業者に提供した。

7. 整理・標準化データについて、特許庁の施策・方針に基づき、分類改正・基準変更等に対応し、信頼性の高いデータを提供した。

1. アクセス集中による検索速度の低下などを回避するための対応として、英語検索サービスにおいて、同一のIPアドレス（注）からの１日の
 アクセス回数の上限値を下げるなどのロボットアクセス対策を実施し、ユーザーの利便性向上を図った。

 （注）IPアドレス：ネットワークに接続されたＰＣ等の通信機器１台毎に割り振られた識別番号

2. 年度計画に加え、IPDLにおいて中国実用新案の和文抄録検索サービスの提供を開始し（5万件／25万件中）、増大する中国知財リスク
 への対応として、企業等が容易に中国実用新案文献にアクセスできる環境を整備した。

1. 予算的制約の中で費用対効果を精査しつつ機能改善等のサービス向上を図るとともに、特許庁と密接に連携し、「特許庁業務・システ
 ム 適化計画｣の見直し状況を踏まえ、今後の情報提供サービスのあり方を検討する必要がある。

2. IPDLに、中国実用新案和文抄録の全件を搭載し、平成24年度中に中国特許文献和文抄録も提供する必要がある。（図表３参照）
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【中期目標・計画の要点】

【事業実績】

1. 特許庁との連携を図って、特許庁が必要とする米国特許商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）等他国の工業所有権情報（米国公開公
 報テキストデータをはじめとする22種類の工業所有権情報）を収集し、保管・管理した。

2. ユーザーニーズが高い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について約27万件の和文抄録（目標は26万件
 以上）を作成し、特許庁における審査用資料として提供するとともにIPDL等を通じた一般への提供ができるようにした。（図表１参照）

3. 平成23年7月の産業構造審議会知的財産政策部会において発表した「国際知財戦略」における「中国の実用新案はアクセスが困難であ
 り、実用新案に基づく訴訟も発生していることから、対策が早急に必要」との指摘を踏まえ、情報・研修館としても迅速な対応を図るべく中
 国実用新案英文抄録の日本語翻訳（機械翻訳）事業を実施し、平成23年度は25万件の中国実用新案和文抄録作成を行い、審査資料と
 して蓄積するとともに、IPDLを通じて広く一般に利用できるようにした。（図表２参照）

4. 他国における我が国出願人の権利を的確に保護する目的のため、年度計画に基づき、他国の工業所有権庁に我が国の工業所有権情
 報について提供する以下の事業を実施した。（図表３参照）

①
 

特許庁が平成23年公報発行計画に基づいて発行した公開特許公報について、その全件の英文抄録（PAJ）を作成し、他国の工
 業所有権庁（87送付先）に提供した。

②
 

三極（日米欧）及び二国（日中）の工業所有権庁間の合意に基づく審査協力に対する貢献を図るため、特許庁が発行した公開特
 許公報等の全件について漢字書誌データを作成し、欧州特許庁（EPO）及び中国国家知識産権局（SIPO）に送付した。

③
 

我が国の特許文献を検索する際に有用であるＦタームの解説書等を英文に翻訳し、海外での我が国特許文献検索時の利便性
 の向上を図った。

5. 上記の2及び4①に記載した和文抄録、英文抄録については、翻訳品質を評価する調査を行い、調査結果の翻訳事業者へのフィードバッ
 クを行って、

 
翻訳品質の維持と向上を図った。（図表４参照）

【特筆すべき事項】

1. 当初の年度計画に定められた事業に加え、特許庁の新たな政策ニーズ・ユーザーニーズに迅速かつ柔軟に対応し、中国実用新案英文
 抄録の日本語翻訳（機械翻訳）事業を実施した。

1. 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。
2. 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毎年度２６万件以上作成し、一般に提供する。
3. 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．工業所有権情報の提供
【工業所有権情報普及業務】
（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

図表１
 

和文抄録作成件数と達成率

図表３
 

ＰＡＪ等作成件数と達成率

図表２
 

中国実用新案英文抄録日本語翻訳作成

【今後の課題】

1. ユーザーニーズが高い中国特許文献の日本語翻訳の作成に向け必要な準備を進める必要がある。

公開特許公報英文抄録
（ＰＡＪ）作成

目標：公報発行件数（２５９，７０１件）全件について作成

２３年度作成実績：　２５９，７０１件　（達成率１００％）

公報漢字書誌データ作成
目標：公報発行件数（５５０，２９７件）全件について作成

２３年度作成実績：　５５０，２９７件　（達成率１００％）

達成率１０４％

269,928 237,016 14,543 18,369
平成２３年度作成件数 米国公開明細書 米国特許明細書 欧州公開明細書

年度目標： ２６万件以上作成

和文抄録 英文抄録 合 計

文章評価 280 200 480

専門用語評価 1,000 1,580 2,580

図表４
 

翻訳品質の評価調査結果

「中国の実用新案はアクセスが困難であり、実用
新案に基づく訴訟も発生していることから、対策
が早急に必要」

中国実用新案英文抄録の
日本語翻訳作成

平成２３年度作成件数 ２５０，０００件

対策のため迅速な対応
（年度計画にない事業）

ＩＰＤＬを通じ一般へ提供

国際知財戦略（平成２３年７月特許庁公表）

「中国の実用新案はアクセスが困難であり、実用
新案に基づく訴訟も発生していることから、対策
が早急に必要」

中国実用新案英文抄録の
日本語翻訳作成

平成２３年度作成件数 ２５０，０００件

対策のため迅速な対応
（年度計画にない事業）

ＩＰＤＬを通じ一般へ提供

国際知財戦略（平成２３年７月特許庁公表）
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１．工業所有権情報の提供
【工業所有権情報普及業務】

（３）審査結果等情報の提供システムの整備・運用

【中期目標・計画の要点】

【事業実績】

【今後の課題】

図表１
 

AIPN年度別検索回数

図表２
 

特許審査ハイウエイ（ＰＰＨ）に
おけるＡＩＰＮの活用

1. 我が国特許庁の審査結果や出願書類に関する情報などを機械翻訳により英訳し、諸外国の工業所有権庁・機関（平成23年度末：
 56ヵ国・機関）に「高度産業財産ネットワーク（AIPN）」によりインターネットを介して審査結果等を提供した。（平成23年度の新たな提
 供先：15ヵ国・機関）

 
（図表１参照）

2. こうした情報提供は、他国の特許審査官の負担を軽減するとともに、特許審査ハイウェイ（PPH）制度におけるAIPNの活用によって、
 我が国出願人が他国において簡便な手続により迅速・的確な権利取得が可能となる環境整備に寄与するものでもある。（図表２参

 照）

3. 上記の事業を円滑に行う上で重要となる機械翻訳システムの精度を向上するため、機械翻訳辞書に約5,000語の辞書データを追加
 登録（２３年度末までの追加辞書データ数は累計で約81,000語となった）するとともに、外国特許庁（EPO、USPTO等）の審査官から
 機械翻訳結果の誤訳についてフィードバックを受け、辞書データを修正する取組みも実施した。

1. 予算的制約の中で費用対効果を精査しつつ、辞書データ追加によって翻訳システムの機能向上を図るとともに、特許庁と密接に
 連携して「特許庁業務・システム 適化計画｣の見直し状況も踏まえながら、今後の情報提供サービスのあり方を検討する必要が
 ある。

1. 他国における的確な審査を促進し、我が国出願人の他国における迅速・的確な権利取得に貢献するため、特許庁の審査結果や出
 願書類情報等を機械翻訳により英訳し、他国の工業所有権庁等に提供するシステムを整備し、運用する。
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【中期目標・計画の要点】

【事業実績】

【今後の課題】

図表１
 

年度別閲覧室利用者数

図表２
 

閲覧室ユーザーアンケートの集計結果

1. 国内外の工業所有権関連公報を収集・整理し、休日（行政機関の休日に関する法律で指定する日）以外の全日において、閲覧室におい
 てユーザーへの閲覧に供した。（内国公報：約１２万冊、外国公報：約２９万冊）

2. 国内公報については、CD／DVD-ROM公報及びIPDLにより、公報発行日に即日閲覧に供した。（閲覧室利用者：12,883名）
 （図表１参照）

3. より高度な検索が可能な閲覧用機器（特許審査官端末）40台を情報・研修館の閲覧室に設置することにより、ユーザーに対して的確な
 工業所有権情報を提供できる環境を整備した。

4. ユーザーの検索習熟度向上を図るため、特許審査官端末の操作方法等の講習会（計15回）を開催し、受講者から「有意義であった｣と
 の高評価を得た。

5. 閲覧指導員3名・分類相談員2名による指導体制を見直し、閲覧指導及び分類相談を一体的に提供する検索指導員5名の体制とし、効
 率的かつ効果的な閲覧指導体制とした。また、質の高い閲覧サービスを提供するため、検索指導員に特許庁の審査実務講習等や外部
 カスタマー・サービス研修などのスキルアップ研修を受講させ、受付業務を行う派遣職員に対しては、ユーザーへの適切かつ丁寧な案

 内・説明など顧客対応について指導を行い、ユーザー満足度の向上を図った。

6. ユーザーニーズ及び満足度を把握するため、閲覧室利用者アンケート調査を実施し、集計結果を公表するとともに、アンケート結果から
 把握したニーズに基づいて、端末利用マニュアルの見直しや閲覧室内への案内情報の掲示など、ユーザーサービスの向上を図った。

 （図表２参照）
7. 年度計画に加え、国内公報類の保管媒体として過去に作成された公報マイクロフィルムについて、ビネガーシンドローム（酢酸臭を伴う

 フィルム劣化）により閲覧が不可能な状態となっていたことが判明した約14,000巻について、劣化に強い素材を用いた複製作業を行い、
 中央資料館として公報の半永久的な保管が可能となる対策を実施した。

1. 閲覧用機器（特許庁審査官端末）については、「特許庁業務・システム 適化計画」の進展による業務の効率化に合わせつつ、
ユーザーの利用状況に応じて、適宜見直しを行う必要がある。

1. パリ条約に基づく「中央資料館」として、国内外の工業所有権情報・文献を収集し、閲覧室において確実な提供を行う。

2.
 

ユーザーにとってより高度な検索が可能な閲覧用機器（特許審査官端末）を整備し、サービスの充実を図る。

１．工業所有権情報の提供
【工業所有権関係公報等閲覧業務】
（１）中央資料館としての確実な情報提供

 
（２）閲覧サービスの向上
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図表１
 

平成２３年度図書等の収集件数

【中期目標・計画の要点】

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。

【事業実績】
ミニマムドキュメントや特許審査に用いる非特許文献（論文誌、雑誌等）、意匠審査に用いる各種カタログ等の 新公知資料の収集に際しては、

 審査で必要となる資料の選定過程で特許庁と密接な連携をとるとともに、以下の手順で収集を行い、特許庁へ提供した。
 （図表１参照）

①
 

網羅的に収集する必要があるミニマムドキュメントについては、収集すべき対象について特許庁から 新情報を入手し、特許庁とと
 もに作成した調達計画に基づいて購入し、特許庁審査官に提供した。

②
 

特許庁の審査・審判資料の技術文献（図書・雑誌等）の収集に際しては、特許庁審査官等を含めた図書選定担当者会議を目標ど
 おり4回開催し、その会議の結論に則って適正かつ効率的な収集を行った。

③
 

的確な意匠審査に資するため、 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、審査官に提供した。

内外国雑誌
（ミニマムドキュメント）※

※ミニマムドキュメントの数は内数

内外国図書

カタログ

534　冊

15,222 誌
（3,210　誌）

15，004　冊

【中期目標・計画の要点】

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。

【事業実績】
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の向上を図るため、以下の取り組みを行った。

①
 
閲覧サービスを利用するユーザーへの利便性向上を図るため、閲覧可能な図書等のリストについて、 新の情報が提供できるよう

 毎月更新を行い、情報・研修館ホームページで情報提供を行った。
②

 
収集した文献を検索する機能を提供し、閲覧サービス業務を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実施し

 た。

【用語の解説】

（1）審査・審判に関する技術文献等の充実

（２）閲覧等サービスの向上

用語 解説
ミニマムドキュメント

ＰＣＴの国際調査機関（ＩＳＡ）
が、国際調査報告書（ＩＳＲ）を
作成する際に、先行技術調査
をする 小限の文献範囲

非特許文献 図書、雑誌等特許公報以外
の文献

【特筆すべき事項】
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・保管し出納する業務において、長期間保存され経

 年劣化が見られる商標登録小包袋約１万件について、特許庁との密接な連携の下対応を検討し物理的な損傷を防ぐ措置を実施した。（参考１
 参照）

参考１
 

劣化包袋の状況

１．工業所有権情報の提供
【審査・審判関係図書等整備業務】
（１）審査審判に関する技術文献等の充実

 
（２）閲覧等サービスの向上
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【中期目標・計画の要点】

【事業実績】

【特筆すべき事項】

【今後の課題】

図表２
 

窓口相談の所要時間別の件数

図表１
 

相談件数とサイト利用件数の推移

図表３
 
産業財産権相談サイトのトップページ

1. 工業所有権の窓口及び電話相談については、原則、直ちに回答し、文書及び電子メール相談については、１開館日以内に回答する。
2.

 
相談データベースに蓄積した情報を相談部員で共有し、お客様に正確・迅速な回答を提供する。

3.
 

相談データベースに蓄積された情報を基に、「産業財産権相談サイト（良くある質問と回答）」の回答事例集を整備し、ユーザーに提供する。

1. 平成２１年度より、相談部で受けた相談内容と回答のポイントをデータベース化（蓄積：約12万5千件）し、相談されるお客様に対しても「産
 業財産権相談サイト」を活用していただくことにより、きめ細かなお客様対応が可能となっており、解決が困難な相談について窓口や電話
 での相談へシフトすることによって相談業務の内容の充実・改善を図っている。（図表１）

2. 相談部における窓口相談（図表２）及び電話相談については、直ちに回答し、文書相談（ＦＡＸを含む。）及び電子メールによる相談につい
 ては、１開館日以内に回答を実現した。＜平成２３年度相談件数：35,075件＞

3. また、相談員が当該サイトに適宜アクセスすることによって相談情報を相談員が共有し、相談時の回答の迅速化と相談業務の効率化を
 図った。

4.    お客様からの要望をもとに、「産業財産権相談サイト（良くある質問と回答）」の見直しを行うとともに「権利の種類で調べる」から「手続の流
 れで調べる」に分類カテゴリーを変更し、使用ソフトのバージョンアップを行い、利用者の利便性の向上を図った。（図表３）ユーザーの反応
 も良好である。＜平成２３年度相談サイトアクセス件数：465,099件＞

 
（図表１）

5.    相談部では、年に一回11月に相談サービスに対するアンケート調査を実施しているが、産業財産権相談サイトで要望・意見を収集できる
 システムを構築・開設したことから、今後は常に幅広い意見集約を可能とした。

アンケート
 

抽出基準：１１月に窓口相談者および７～９月にご利用頂いた方を対象
 

件数：１，１３７配付
 

回収件数：４６３件
回収率：４０．７％

 
主な意見：HPが見難い

 
分析：相談内容については概ね満足

 
反映状況：指摘された事項について

相談員に周知を行いお客様対応等の改善を行った。
6. 相談員が工業所有権制度の平成２３年改正の説明会（特許庁主催）に参加し、通常実施権登録対抗制度、登録料等の減免制度の習得を

 行い、お客様に対して正確な情報を提供した。

東日本大震災により影響を受けた出願人等から、期間の延長等の相談に対して、特許庁が設置した特別相談窓口への案内を速やかに行うな
 ど、相談窓口と密接な連携を行った。（関連相談：116件（3月は96件、4～6月は20件））

1. 電子出願に係る一般的な相談に的確に対応し、情報・研修館内の担当との連携を強める必要がある。
2. 特許庁の工業所有権制度等法律改正の 新の情報を収集し、相談内容（新商標、ヘーグ・ジュネーブ・アクト等）の充実を図る必要がある。

旧

所要時間

窓口相談

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

５分以内 2,800 29.0% 2,224 29.4% 1,948 29.3%

１０分以内 2,095 21.7% 1,633 21.6% 1,853 27.9%

１５分以内 1,989 20.6% 1,596 21.1% 1,396 21.0%

３０分以内 2,078 21.5% 1,570 20.7% 909 13.7%

３０分以上 493 5.1% 319 4.2% 288 4.3%

４５分以上 205 2.1% 227 3.0% 248 3.7%

総計 9,660 7,569 6,642

相談サイトFAQによる簡単な相談

窓口・電話による高度・複雑な相談

１．工業所有権情報の提供
【工業所有権相談等業務】
（１）相談への迅速な対応

新
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【中期目標・計画の要点】

【事業実施における留意事項】
独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日閣議決定）

特許庁のほか、地方経済産業局や民間法人においても各種相談業務が実施されていることから、相談業務を含め、役割分担
の整理および連携強化を行い、効率的に業務を実施する。

【事業実績】

【今後の課題】

参考１
 

北陸技術交流テクノフェア２０１１相談風景

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の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。

1. 相談業務のさらなる連携を図るためには、全国の各地域の相談対応状況の実体を把握し、相談業務に関する役割分担を整理す
 る必要がある。そこで、昨年の東京地域と名古屋地域に続き、今年度は大阪地域の関係機関（大阪発明協会、日本弁理士会近

 畿支部、中小企業基盤整備機構近畿支部）と相談情報の提供及び相談業務について各機関の役割を確認し、補完的連携を図っ
 た。

2. ユーザーの利便性向上の観点から産業財産権に関する基本的な相談はどの機関でも実施がなされるよう、平成２３年度におい
 ては、経済産業局特許室調査員に対し、講習を実施するなど相談ノウハウの提供を実施し、効率的に相談業務を実施できるよう
 支援を実施中である。

3. 各都道府県に設置されている知財総合支援窓口および地域経済産業局特許室を通じて「産業財産権の相談」「商標出願の書き
 方ガイド」等パンフレットを配布し、以下に記載の２箇所で相談ブースを臨時に開設するなど役割分担の整理および連携強化を

 図った。
①

 
出展企業及び来場者への相談事業の普及を効果的に行う事が期待できる「北陸技術交流テクノフェア２０１１」（10月）（参

 考１参照）に相談コーナーを開設、地元企業・大学・発明協会等と質問への回答および意見交換を行った。主に情報・研修
 館が提供しているIPDLの検索・情報関連について質問が多数よせられた。（図表１参照）

②
 

近年、植物に関する特許、地域団体商標等の相談が増える傾向もあることに鑑み、関連する農林水産省主催の「アグリビ
 ジネスフェア」（幕張メッセ

 
１１月）相談ブースにおいて産業財産権の相談および資料配付により、PR活動を行った。

4. 相談を通じて得たお客様からの意見・要望について、特許行政における業務改善等を特許庁に提供し、特許庁とお客様とのイン
 ターフェース機能を果たした。

 
（１６５件）。

特許制度等に関するお客様からの意見・要望（書面手続の電子化手数料等）を特許庁の業務改善に効果的に反映させるための仕組
 みを検討する必要がある。

１．工業所有権情報の提供
【工業所有権相談等業務】
（２）他機関との連携

中小企業基

 盤整備機構

ＪＥＴＲＯ

INPIT 
相談部

発明協会

知財総合

 支援窓口

特許庁

経済産業局

 （特許室）

商工会

商工会議所

日本弁理士会

相談業務機関との連携

図表１
 

相談業務の連携
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【中期目標・計画の要点】

【事業実績】

【特筆すべき事項】

１．工業所有権情報の提供
【情報システム業務】

（１）電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進

図表２
 

電子出願説明会参加者数

図表１
 

サポートセンター相談件数

図表３
 

電子出願ソフト「動的お知らせ」画面
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1. 制度改正等による事務処理変更及び情報通信技術の進捗に対応して、電子出願ソフトの新しいバージョンをリリースした。
＜新バージョンにおける主な対応＞
①

 
特許法30条・意匠法9条の改正及び審査請求料・国際関係手数料の減額等、平成２３年度の法改正への対応

②
 

PCT-SAFE（日本国特許庁を受理官庁としてPCT国際出願するためのWIPO提供の電子出願ソフト）の新料金表への対応
③

 
電子認証登記所（商業登記認証局）から、平成23年10月10日以降に発行された電子証明書を利用可能とする対応

④
 

国際出願時にPDFへの変換の際に使用するフォントをPCT-SAFEで採用された国際標準フォントに変更する対応

⑤
 

本人認証画面において、申請人（出願人・代理人）情報や証明書情報を一括して管理できる操作性改善への対応

2. 電子出願ソフトユーザーに対し、メールマガジン「INPIT出願ソフトニュース」を配信（9回）し、新バージョンのリリース等の電子出願に関す
 る情報を提供した。

3. 電子出願サポートセンターを通じ、電子出願ソフトの操作方法等の支援（相談対応件数：9,647件）を行った。（図表１参照）

4. 電子出願の普及を図るため、中小・ベンチャー企業や企業・団体の新入社員等を対象とした電子出願説明会を、年度計画を上回る全国9
 か所で開催（参加者：計444名）したほか、特許庁職員及びWIPO途上国研修生に対し電子出願説明会を行い、電子出願ソフトの概要説明
 及び実習を行った。（図表２参照）

5. ユーザーニーズを把握するため、平成24年2月8日にユーザー連絡会（特許庁、日本弁理士会、日本知的財産協会等が参加)を開催した
 ほか、電子出願サポートセンターへの相談内容について毎月報告を受け、手続支援や問い合わせ対応等について特許庁と密接な連携を
 図り、機能改善や電子出願サポートサイトで発信する情報等を通じてユーザーに対するサービス向上を図った。

1. 東日本大震災の被災地に対する支援策周知手段の一つとして、電子出願ソフトユーザー向けに、ソフト起動時にポップアップで表示して
 知らせる機能（「動的お知らせ機能」）を追加するソフト改造を、特許庁との密接な連携により実施した。このお知らせ機能は、将来の大規
 模災害等の緊急時において必要な情報を確実にユーザーに届ける手段となるものである。（図表３参照）

1. 電子出願ソフトの整備・管理を行うとともにユーザに対する普及活動、操作方法等に関する支援を行う。

2. 「特許庁業務・システム 適化計画」の進捗状況を踏まえ、制度改正等の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、機能向上などの利便性向上を図る。
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【中期目標・計画の要点】

【事業実績】

１．工業所有権情報の提供
【情報システム業務】

（２）公報システム等の整備・管理

1. 公報システムの整備・管理

特許庁との密接な連携を図り、公報システムの整備・管理（図表１参照）を適切に行うとともに、制度改正等に対応するために以下の項
 目を中心に公報システムの改造を行った。

①
 

平成２３年度法改正により特許法第３０条が改正されたことに伴って公報に新規掲載記事を追加するための改造

②
 

平成２３年度法改正により審決が部分的に確定することに伴う「審決・訂正部分確定公報」の発行を行うための改造

③
 

商標ニース分類の改正に伴い国際分類第１０版に対応した公報を発行するための改造

2. 出願書類管理システムの整備・管理

システム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、システム作業期間を除く営業日全日において安定的に
 出願書類管理システム（包袋管理システム）を運用した。また、平成25年度に予定されている「特許庁ＰＣ更改｣に対応するためのシステ
 ム改造について検討を開始した。

3. 出願マスタデータの整備・管理

電子出願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5,159件作成し、出願マスタの整備
 を行った。

1. ユーザーの利便性向上を図るため、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。

2. 「特許庁業務・システム 適化計画」の進捗状況を踏まえ、制度改正等の必要不可欠なものを除き、経費の増大を招かないよう努める。

用語説明
【ＸＭＬ】

汎用的なデータ記述言語で、インターネット上でのデー
タ交換に適している。

 
XMLフォーマットによりオンライン

手続された特実の出願書類のデータを利用してＸＭＬ
特実公報を発行している。

【マスタ】
テーブルのうち主要なもの。

【テーブル】
データベース内のデータを一定の定義で分けて格納
したデータの集まり。

【出願マスタ】
出願の書誌情報、出願から最終処分までの経過情報
を管理

【登録マスタ】
権利の設定、移転等の登録情報を管理する電子的な
登録原簿。

【審判マスタ】
審判事件の書誌情報、審判請求から 終処分までの
経過情報を管理。

図表１
 

ＸＭＬ特実公報システム
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【中期目標・計画の要点】

【事業実績】

1. 迅速かつ的確な審査のため、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。

1. 特許出願書類からDNA配列データ等の必要なデータ（年度目標を上回る5,061件）を加工・作成（年度目標４，５００件以上）し、
 データーベースサーバーへ蓄積した。また、特許庁と密接な連携の下、外部で提供されているDNA配列データ（GENESEQデー
 タ）を年度目標を上回る26回（年度目標値は24回以上）収集し、データベースサーバーへ蓄積した。

 
（図表１参照）

2. 迅速かつ的確な特許審査のため、先行技術文献調査に用いる非特許文献に関して、検索に必要な分類等の情報データを作成し、
 データベースサーバーへ蓄積した。（図表２参照）

 
また、特許庁の審査・審判官が拒絶理由通知等に引用された非特許文献のイ

 メージデータ作成については、審査・審判処理の迅速化を図るため、書類受領日から3日以内で処理した。

3. 特許文献の検索を効率的に実施する上で有用なFターム解説書データを13テーマ作成した。

4. 検索キーのデータ（パトリス・フリーキーワード）を308,500件（年度目標は33万件以上）購入し、蓄積した。
 （年度目標の達成度９３％）

 なお、数値目標を下回った要因は、キーワード抽出対象となる公開特許公報等の発行件数が減少したことに伴って、購入対象件
 数が減少したためである。 図表２

 
平成２３年度非特許文献データ作成件数

調査員抽論 557
無効審判 1,268

国際調査報告書 17,130
拒絶理由通知書等 75,132

合計 94,087 件

無効審判 1,268
国際調査報告書 17,130

実用新案技術評価書 1,277
合計 19,675 件

イメージデータ作成件数

書誌データ作成件数

事業年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
フリーキーワード購入件数 389,722 383,052 372,306 351,834 308,500
公開特許公報等発行件数 389,722 383,053 372,307 351,834 308,502

※公報発行件数は発行年での件数

【用語の解説】

用語 解説
ＧＥＮＥＳＥＱデータ トムソン・ロイター社が提供す

る世界の特許発行機関が発
行する特許情報から、核酸・
アミノ酸に関する配列情報を
包括的に収録したデータベー
スのデータ

パ ト リ ス ・ フ リ ー キ ー
ワード 株式会社パトリスが公開特許

公報等から技術分類体系にと
らわれずに、種々の分野に共
通する一般技術用語を抽出
し、用語の統制処理をして作
成した検索用キーワード

図表１
 
DNA配列データの作成・蓄積等

特許出願書類
配列表コードデータ

外部で提供されてい
るDNA配列データ
（GENESEQデータ）

公開前DB 有償DBDNA検索システム

収集・蓄積加工・作成・蓄積

公共DB

・
 

特許出願書類から、ＤＮＡ配列データ等必要な情報の検索用データを作成するとともに、外部で提供されているＤＮＡ配列データを
 収集し、蓄積する。

・
 

先行技術文献調査の対象として有益な非特許文献のデータを作成する。

・
 

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。

１．工業所有権情報の提供
【情報システム業務】

（２）審査・審判に必要な資料等の電子データの整備
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【今後の課題】 図表２
 
.プロジェクトの支援内容

図表１．知財プロデューサー派遣先

【事業実績】
知的財産マネジメントに関する専門人材を派遣する24箇所以上の研究開発機関等のうち、本知的財産プロデューサー事業では18箇所以

 上の派遣を目標とし、次頁（１）－２の海外知的財産プロデューサー事業では6箇所以上の派遣を目標とした。

【中期目標・計画の要点】

1.    研究の初期段階より研究成果の活用を見据えた戦略の策定を知的財産の視点から支援するため、国内外の知的財産情報の収集・分
析や高度な活用に関する知的財産マネジメントの専門人材を毎年度２４箇所以上の研究開発機関等に派遣する。

2.    事業の効率化及び透明性の確保のため、外部有識者により構成され、支援先の選定・評価を行う委員会を設置する。

1.     18箇所の研究開発機関等に計17名の知的財産プロデューサー（1名は2箇所を兼任）の派遣を開始した。（図表１参照）
知的財産プロデューサーは、国内大手企業の知財部門管理経験のある人材であって、研究開発機関等が実施するプロジェクトにおいて、
以下に示すとおり、各プロジェクトの基本方針に基づいて知的財産戦略の策定等を支援した。（図表２参照）

①
 

初期段階のプロジェクトでは、研究戦略・知財戦略の策定を中心に支援した。
②

 
推進期のプロジェクトでは、進捗状況を踏まえ、知財網を強化することを中心に支援した。

③
 

終期のプロジェクトでは、推進期の支援内容に加えて、研究成果の高度活用を見据えた知財管理・活用方針の策定等を中心に

支援した。
また、各知的財産プロデューサーの業務を統括するために、情報・研修館に統括知的財産プロデューサー1名を配置した。

2.     派遣先の選定は、外部有識者により構成される選定・評価委員会で、以下の選定基準を定めた上で、審議し、決定した。

＜派遣先の主な選定基準＞
①

 
事業化に向けた出口イメージが明確であるか。

②
 

知的財産プロデューサーの組織的位置付けが、プロジェクトリーダーの補佐等としてプロジェクト全体を俯瞰できるものか。
③

 
知財マネジメントに関する意識が高いか、また、それを支える体制（資金・人材）があるか。

また、知的財産プロデューサーの派遣継続の可否について、年度末に同委員会で審議し、2箇所については派遣中止、活動範囲が限定

的なプロジェクトについては、部分的なサポートを継続することを決定した。同委員会での審議に当たっては、統括知的財産プロデューサー
が委員に同行して派遣先の状況視察（6箇所）を行い、派遣先プロジェクトの評価の参考にした。

3.     本事業を効果的に行うため、以下に示す活動を行った。
①

 
知的財産プロデューサーに事業主旨を的確に把握してもらうための新任研修（3回）を実施し、更なるスキルアップのための研修（2
回）やフォローアップ研修（1回）を実施した。

②
 

統括知的財産プロデューサーを活用し、派遣先の状況視察（各派遣先平均1.5回以上）、月次報告書のチェック等により、知的財産
プロデューサーの活動状況を的確に把握し、必要に応じて派遣先幹部との意見交換を行って課題解決に努めるなど、効果的な事業
遂行を支援した。

③
 

専用のイントラネットを開設して情報共有を図るとともに、連絡会議（5回）を開催して、各派遣先における先進事例や課題を共有し、
事業の効果的な推進の姿を検討した。また、同連絡会議のもとに共通課題検討ワーキンググループを置き、知的財産プロデュー
サーの活動のあり方や競争力強化のための知財活用の議論を通じて、事業改善のための方向性を定めた。

④
 

プロジェクト企画段階からの関与が重要であるため、ファンディングエージェンシー（NEDO、JST）と意見交換（11回）を行い、より早
い段階でプロジェクトに参加できるよう協力関係を構築した。

1. 知的財産プロデューサーの派遣効果を 大限発揮させるため、産学官連携プロジェクトや研究開発機関のプロジェクト企画段階から参画
 する機会を増加させる必要がある。

プロジェクト初期
（研究戦略・知財戦略の策定等）

プロジェクト推進期
（知財網の構築等）

プロジェクト終期
（知財管理・活用の方針確認）

プロジェクトの成果
（研究成果の活用・事業展開）
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【中期目標・計画の要点】

【事業実績】
事業の計画時においては、6箇所以上の企業等へ海外知的財産プロデューサー常勤派遣による支援を想定していたところ、事業開始後

の企業ニーズに合わせて訪問支援等に切り換えた。結果、支援先が112箇所の企業等となり、そのうち、継続的に複数回の訪問支援を行っ
た実質派遣とみなせる支援箇所を大幅に増やすことができた（14箇所）。（図表１参照）

【今後の課題】

図表２
 

海外知的財産活用ポータルサイト

図表１
 

海外知的財産プロデュサーの支援方法

セミナー種別 開催数 参加者数

海外知的財産活用講座（ＩＮＰＩＴ主催） ５会場（仙台・東京・名古屋・大阪・福岡） ５会場合わせて約２００名

各経済産業局開催セミナー １０会場 １０会場合わせて約４００名

その他団体セミナー ５会場 ５会場合わせて約３００名

図表３
 

各機関との連携による支援企業の掘り起こし

1. 海外市場での事業を見据えた戦略の策定を知的財産の視点から支援するため、国内外の知的財産情報の収集・分析や高度な活用に関
 する知的財産マネジメントの専門人材を毎年度24箇所以上の研究開発機関等に派遣する。（続き）

1. 海外知的財産プロデューサーとして、企業での豊富な海外駐在経験・知的財産業務経験・ビジネス経験を有する知的財産の専門家を、6 
名配置し、中小企業等の技術流出等の知的財産リスク対策、ライセンス等の知的財産活用の方法等の知的財産マネジメント戦略策定を

 支援した。
2. 海外知的財産プロデューサーによる支援について、以下のような広報活動を行い、支援企業等の掘り起こしを行った。

①
 

情報・研修館ホームページ内に「海外知的財産活用ポータルサイト」を開設し、該サイト内において海外知的財産プロデューサーの
 支援内容等を公開した。（図表２参照）

②
 

海外知的財産プロデューサーの支援内容等を掲載したパンフレットを6,000部作成し、情報・研修館、特許庁、全国の知財総合支援
 窓口や各経済産業局等を通じて配布した。

③
 

知財総合支援窓口・各経済産業局等と連携して広報活動を進めた。（図表３参照）
3. 海外への事業展開の際に生じるおそれが高い知的財産リスクとその対策、知的財産の活用方法、事例等について、複数企業が参加する

 セミナー等を通じて、海外事業展開における知的財産戦略の重要性について気づきをもってもらうために、情報・研修館主催「海外知的財
 産活用講座」

 
で海外知的財産プロデューサーが講演した。また、地域の機関・団体等が開催するセミナー等への講師派遣要請に応え、海

 外知的財産プロデューサーを派遣した。（下記表参照）

4. 自己診断用の「海外進出・展開時知的財産確認チェックシート」を上述ポータルサイト内に掲示し、中小企業等が海外知的財産プロデュー
 サーに効率的に相談できる環境を整えた。

5. 主に相談企業への訪問を通じて、相談企業の海外進出の形態（製品輸出や製造拠点設立等）・目的（マーケット獲得、生産コストダウン
 等）・業種業態・資金力等を踏まえた知的財産マネジメント戦略策定支援を行った 。具体的には以下のような事項についてアドバイスした。

①
 

どの権利をどの地域で取得するのか等の知財取得戦略
②

 
ノウハウとして秘匿する部分と権利取得すべき部分とに仕分けることの重要性

③
 

予想される合弁時のトラブルの例に基づく情報提供
④

 
合弁の契約書において留意すべき条項や、弁護士等の代理人へ契約書作成等を依頼する際に伝達すべき事項

 
等

6. 北京・バンコクで開催された「国際知的財産活用フォーラム」（次々頁参照）に海外知的財産プロデューサーを参加させ（北京3名、バンコク
 2名）、現地の 新情報を収集し、海外知的財産プロデューサーの企業支援活動において活用した。

1. 海外進出を検討している企業情報を保有する金融機関との連携を図る等、潜在的に課題を抱えている企業を掘り起こす体制を強化する
 必要がある。

初回の支援方法 支援先企業等の数

支援先への訪問 ８９

支援先の来訪 １２

電話・メール １１

計
１１２

（うち１４箇所は複数回の訪問を実施）
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（１）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（海外知的財産プロデューサー）



２．知的財産情報の高度活用による権利化の推進
【知的財産情報の高度活用による権利化の推進業務】
（２）知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大（広域大学知的財産アドバイザー）

【中期目標・計画の要点】

【事業実績】
大学等における知的財産管理体制の構築等の支援には、①個々の大学における知的財産管理体制構築（ステップⅠ）の支援と、②地域又は

 技術分野別の複数大学（4～10校）による広域的な大学間のネットワーク（広域ネットワーク）における知的財産に関する共通課題解決等（ステッ
 プⅡ）に向けた支援とがあり、 終的には③広域ネットワークにおける連携プロジェクトの創出（ステップⅢ）を狙いとした。（図表１参照）

【今後の課題】

図表３
 

共通課題解決に向けた取り組み

図表１
 

広域知的財産アドバイザーによる支援
のステップアップ

Ⅳ

大学の知
財管理体
制確立

情報共有
共通課題
の検討

連携プロジェ
クトの創出

研究成
 果の還元

 （社会貢
 献・地域
 貢献）

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

支援内容 総件数

職員専用マニュアル策定等の知財管理手段の

 共通化を行った事例
２件

ワーキンググループやタスクフォース編成により

 共通課題検討を行った事例
２件

知的財産管理体制未整備校に対する制度・組

 織整備等の底上げ支援を行った事例
３件

図表２
 

新規制定の知的財産関連ポリシー・規程

種類 総件数

ポリシー 知的財産ポリシー

 
７件

産学連携ポリシー

 
３件

利益相反ポリシー

 
２件

１２件

規程 発明に係る規程

 
５件

成果有体物に係る規程

 
２件

著作物に係る規程

 
１件

受託研究に係る規程

 
３件

共同研究に係る規程

 
２件

知財委員会に係る規程

 
２件

発明委員会に係る規程

 
４件

研究倫理委員会に係る規程

 
１件

組織に係る規程

 
１件

利益相反に係る規程

 
１件

倫理に係る規程

 
２件

２４件

1.   大学等における知的財産管理体制の構築等を支援するため、大学等から創出される産業界に有用な技術を確実に把握・選別し、知的財産
情報を活用することにより適切な権利保護・活用を行える仕組みづくり等に関する知的財産マネジメントの専門人材を毎年度７箇所以上の
大学等に派遣する。

1.    ８箇所の広域ネットワーク
 
（延べ６０大学等）に計７名の広域大学知的財産アドバイザー （１名は２箇所を兼任）の派遣を開始した。

広域大学知的財産アドバイザーは、国内大手企業の知財部門管理経験や大学の産学連携部門経験のある人材であって、広域ネット
ワークの幹事校（広域ネットワークの活動を主導する大学）に常駐し、広域ネットワークの加入校へは出張等をすることで、以下に示す支
援を行った。

①
 

事業開始初年度においては、8箇所中、7箇所の広域ネットワークについてはステップⅠの支援を中心に、1箇所の広域ネットワーク
については、ステップⅡの支援を中心に行った。

②
 

広域ネットワークに参加する大学等における知的財産管理体制構築の支援として、新たに知的財産関連ポリシー・規程類（計36件）

を制定した。（図表２参照）
③

 
広域ネットワークにおける共通課題の解決に向けて、知財管理手段の共通化やワーキンググループ・タスクフォースによる検討、

情報共有などの支援をした。（図表３参照）
また、各広域大学知的財産アドバイザーの業務を統括するために、情報・研修館に統括広域大学知的財産アドバイザー１名を配置した。

2.    本事業を効果的に行うため、以下に示す活動を行った。
①

 
広域大学知的財産アドバイザーに事業主旨を的確に把握してもらうための新任研修（2回）を実施し、更なるスキルアップのための
研修（2回）やフォローアップ研修（1回）を実施した。

②
 

統括広域大学知的財産アドバイザーを活用し、派遣先の状況視察、月次報告書のチェック等により、広域大学知的財産アドバイ

ザーの活動状況を的確に把握し、必要に応じて派遣先の幹部と意見交換を行って課題解決に努めるなど、効果的な事業遂行を支援
した。

③
 

専用のイントラネットを開設して情報共有を図るとともに、連絡会議（5回）を開催して、各派遣先における先進事例や課題を共有し、

事業の効果的な推進の姿を検討した。

3.    本事業を効果的に推進する観点から、広域ネットワーク支援と個別支援の効果を踏まえた上で、派遣先8箇所について、次年度派遣継続
可否を外部有識者による委員会で審議し、すべての派遣継続を決定した。

1. 事業開始２年目には、上記のステップⅡへのステップアップを図り、広域ネットワークの自立化（知的財産管理体制の構築）を推進する必要
 がある。

2.
 

大学知財管理体制構築のすそ野拡大の観点から、ネットワークに参加する大学の拡大を図ることも課題である。
3. 広域ネットワークの活動効果を高めるため、活動成果事例や新規制定知的財産関連ポリシー・規程例のアウトプットを作成し、情報の共有

 化を図っていく必要がある。
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２．知的財産情報の高度活用による権利化の推進
【知的財産情報の高度活用による権利化の推進業務】
（３）知的財産情報活用のための環境整備

【中期目標・計画の要点】

【事業実績】
1. 開放特許情報データベース（図表１参照）及びリサーチツール特許データベースを広く一般へ提供した（下記表参照）。

（1）
 

提供に当たっては、開放特許情報データベース及びリサーチツール特許データベースの登録メリット等を掲載したパンフレットを13,000部
 作成し、各都道府県の知財総合支援窓口等関係機関へ配布し、同データベース等の周知活動を行った。

（2）
 

開放特許情報データベース及びリサーチツール特許データベースを充実させるため、各地の大学・TLO、公的研究機関及び企業等を
 132社訪問し、同データベースへの登録促進活動を行った結果、開放特許情報データベースへの新規登録件数（5,591件）及びリサーチ
 ツール特許データベースへの新規登録数（23件）は、前年度より増加した。

2. 国際知的財産活用フォーラムを国内（東京）で1回、国外（北京・バンコク）で2回の計3回開催し、知財情報の共有及び知財関係者のネット
 ワーク形成に寄与した。

（1）
 

東京においては、持続的な成長を遂げるために採るべき事業戦略や知財戦略について下記内容で開催し、参加者（約800人）の約70% 
から高評価を得た（図表２参照）。

①
 
特別講演 ：「大学教員にとっての知財の効用と苦悩：個人的体験から」

②
 
オープニングフォーラム

 
：「我が国産業の将来像と今後のイノベーションの姿」

③
 
パネルディスカッション：「先進的な取組と知財マネジメント」、「中堅・中小・ベンチャー企業における多様な取組と諸課題」、

「国際競争力を高める知財総合戦略」、「日本産業の将来を創る産学連携と知財マネジメント」
（2）

 
北京・バンコクにおいては、現地国のJETRO事務所の協力のもと、下記内容で開催し、現地日本企業の抱える課題を現地国政府関係者

 や現地国企業と共有・議論することで相互理解を図り、現地国における知財に係る将来の取組み等の 新情報を現地日本企業に提供し
 た結果、参加者（北京約110人、バンコク約90人）の約90%から高評価を得た（図表３及び４参照）。

〈北京〉
①

 
基調講演 ：「中国における国際知財活用施策の現状と今後について」、

 
「日本における国際知財活用施策の現状と今後について」

②
 

講演：「中国との国際ライセンス契約の現状と留意点」、「中国の国際ライセンスに絡む訴訟事例と留意点」
③

 
パネルディスカッション：「今後の日中間の知財活用のあり方について」

〈バンコク〉
①

 
基調講演：「タイの知財活用政策について」、

 
「日本の知財活用政策について」

②
 
講演：「タイでの知財活用の現状と課題～タイから見た日本への要望」、「タイにおける研究開発と知財活用の現状」

③
 
パネルディスカッション：「今後の日台間の知財活用のあり方について」

3. 自治体特許流通コーディネーターのスキルアップ支援として研修を実施するとともに、自治体間の連携を支援するために専用のイントラ
 ネットを提供し、さらに、自治体特許流通コーディネーター間や情報・研修館の海外知的財産プロデューサー等のネットワーク形成の場とし

 て、知的財産活用連携会議を開催し、開放特許データベースの活用を支援した。

図表２
 
フォーラム（東京開催）アンケート結果

図表１
 

開放特許情報データベース登録
分野別総登録件数（2012年3月末現在）

図表３
 
フォーラム（北京開催）アンケート結果

図表４
 
フォーラム（ﾊﾞﾝｺｸ開催）アンケート結果

総登録件数 アクセス件数 ライセンス検索件数

開放特許情報 ４２，６４９件 ２６５，１７８件 ７９，６１２件

リサーチツール特許 ７１７件 ５，２６３件 ３，０５４件

1. 開放特許（権利譲渡又は実施許諾の用意のある特許）やリサーチツール特許に関する情報についてのデータベースを提供する。
2. 国内外における知的財産情報の共有、知的財産活用に関する取組の情報交換、知的財産活用に関わる者のネットワーク形成等を行う機

 会としてのセミナーを毎年度1回以上実施する。
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【事業実績】
１．平成２３年度研修計画(特許庁）に基づき、特許庁職員６，４１８名（前年度より４０１名増）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。（研修実績及び推移は図表１・２を参照）

２．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。
また、従来の審査系コース研修に加え特別研修においても実務実習科目の準備を入念に行うなど充実を図った。

３．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、審査官コース後期研修、
審査応用能力研修及び先端技術研修、において知的財産関係者２０８名（昨年度より１８名増）の参加を得て、合同研修を実施した。
海外知財庁の審査官との合同研修の機会を設けた。

４．受講生の意見や過去の資料を基に、講師の見直しを行い５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。

５．受講生及び講師の要望等を十分に把握し、研修を実施する立場から特許庁担当部署と調整して、新規科目の追加及び研修時間変更
を行った。また、従来の受講後アンケート結果を研修実施に反映させるとともに、受講前アンケートを取り入れるなどの工夫をし、受講生
の要望把握に努めた。

６．eラーニング教材を「審査官補コース研修
 

14科目」，「審査官コース前期研修
 

11科目」
 

に受講前の視聴を推奨し研修効果の向上に活用

した。

※平成23年度においては、年度平均で８０％以上の者から「有意義だった」との回答を得ることを目標に受講生の意見等を分析し、特許庁

とも協議を行って内容の充実に努めた。この結果、年度計画を上回る９８％の者から「有意義であった」との回答を得た。
（満足度の分布は図表３参照）

※「特許研究52号」(平成23年9月30日発行)、「特許研究53号」（平成24年3月30日発行）を発行し、国内外の関係機関へ600部配布した。

ｺｰｽ数 総科目数 総時間数 全受講者数

119 361 1,827 6,418

ｺｰｽ数 平均科目数 平均時間数 受講者数

１． 審査系職員研修 6 17 51 549
２． 審判系職員研修 3 5 15 146
３． 事務系職員研修 9 15 45 143
４． 管理者研修 2 5 14 167
５． メンタルヘルス他 6 1 2 171
６． 国 際化へ の対 応能力 向上 13 1 60 322
７． 情 報化へ の対 応能力 強化 7 1 6 188
８． 法的専門能力向上 7 1 11 109

行政 ﾆｰｽ ﾞ変化 への 感応 度向 上（任 意） 66 － 2 2,967
行政 ﾆｰｽ ﾞ変化 への 感応 度向 上（派 遣） － － － 1,656

９．

1836 1779 1656
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図表１
 

平成２３年度研修実績

図表２
 

年間受講者数推移

図表３
 

アンケート結果分布

【中期目標・中期計画の要点】

特許庁の業務を円滑に遂行するため、知的財産政策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。

【今後の課題】
・特許庁職員の育成研修をより効果的に実施するため、従来の受講後アンケートに加え、特許庁の研修企画担当及び研修生への

ヒアリングの実施や研修受講前アンケートの拡大など、多様な方法により研修に対するニーズを収集し研修内容に反映させて行く必要
がある。

・特許庁職員の学習意欲を高めるため、研修の目的やねらい、修得すべきコンピテンシーなどの情報を明確にし、ＩＮＰＩＴから特許庁に情報
提供して行く必要がある。
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３．知的財産関連人材の育成
【人材育成業務】
（１）特許庁職員に対する研修



【中期目標・計画の要点】

【事業実績】

【今後の課題】

図表１
 

調査業務実施者育成研修の受講者合格者

図表２
 

サーチャー研修アンケート結果

図表３
 

スキルアップ研修アンケート結果１

調査業務実施者育成研修の受講者・合格者

0名

100名

200名

300名

400名

500名

H16FY H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY H23FY

実施年度

人
数

受講者

合格者

図表４
 

スキルアップ研修アンケート結果

スキルアップ研修アンケート結果
問：この研修が実際に指導を行う際に役立ちそう

か？7%

93%

役立ちそう

分からない

役に立たない

サーチャー研修アンケート結果
（H23FY第4回研修）

59%
41%

非常に有意義であった

有意義であった

あまり有意義でなかった

有意義でなかった

スキルアップ研修アンケート結果１
問：研修全体としてどうだったか？

57%

43%

非常に知識や能力が向上した

知識や能力が向上した

あまり知識や能力が向上しな
かった
知識や能力が向上しなかった

1. 「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に基づく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。
2. 新たに登録調査機関の調査能力を高めるための研修を実施する。

1. 特許審査の処理能力向上・審査迅速化に向けて（政策目標：2013年に審査順番待ち期間を11月とする）、調査業務実施者（サーチャー）を
 育成するサーチャー研修（当初計画では3回実施予定）を計4回実施し、審査処理における民間活力を活用する基盤を拡充する成果を得た。

 （受講者合計：469名、合格者合計：306名）
 

（図表１参照）

2. 受講者の検索能力を更に向上させるため、第4回研修から新たな研修科目（「検索実務（実習）：調査実習」、「検索実務（実習）：調査結果討
 論」を追加しカリキュラムを充実化したところ、研修効果が向上し受講者から高評価を得た。

 
（図表２参照）

 受講希望者が当初予想より多かったため、研修回数を当初予定の3回から4回に増やして対応するとともに、外注計画にあわせて受講者の
 追加募集も行い、顧客（登録調査機関）のニーズに応えるとともに、本研修の依頼者である特許庁の審査処理能力の向上にも貢献した。

3. 登録調査機関自身によるサーチャーへの指導力を向上させ、もって登録調査機関の調査能力を高めるため、サーチャー指導者向けのスキ
 ルアップ研修を計2回実施した。

 
（受講者合計：37名）

4. 登録調査機関へのヒアリングに基づいて 初に試行的な研修を実施し、当該試行により発見した課題を本格実施時のカリキュラムに反映さ
 せたため、新設の研修であるにも関わらず、当初の研修目的を達成するとともに受講生からも高評価を得た。

（図表３と図表４を参照）

サーチャー研修は、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法例」に基づく法定研修と位置づけられており、特許庁による検索外注の拡大
 に伴って受講希望者が増加しているが、端末数・教室の数や広さ・実習講師の確保等に制約があり、課題となっている。

３．知的財産関連人材の育成
【人材育成業務】
（２）調査業務実施者の育成研修
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【中期目標・計画の要点】

【事業実施における留意事項】

【事業実績】 図表１
 

検索エキスパート研修アンケート結果

検索エキスパート研修（第４回）
アンケート結果１

問：所属機関での先行技術調査における
問題を教えて下さい。

21%

21%

15%

43%

先行技術調査を行う能力
が不足している
先行技術調査の重要性を
理解してもらえない

先行技術調査の困難性を
理解してもらえない
その他

検索エキスパート研修（第４回）
アンケート結果２

問：本研修についての総合評価

59%

41%

非常に有意義であった

有意義であった

あまり有意義でなかった

有意義でなかった

図表２
 

検索エキスパート研修アンケート結果２

参考１「人材育成協議会
 

第３回オープンセミナー」

1.
 

行政機関や民間企業等において知的財産権に関する業務に従事する者の実務的な知見や先行技術調査能力を高めるための研修を効果
 的に実施する。

2.
 

中小・ベンチャー企業に対してはより参加しやすい形態での研修を実施する。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
 

（平成22年12月7日閣議決定）

特許庁職員向け研修を除く研修の実施については、民間の判断に任せる。ただし、特許庁の業務の迅速化等に資する研修については、
必要に応じて、民間に対する補助の導入等、適切な業務実施の在り方について検討を行う。

1. 知的財産の効率的な権利化・活用を図るため、弁理士や民間企業の知財部員向けの審査基準討論研修を計4回実施し、審査基準の適切
 な考え方を民間に提供した。

 
（受講者合計：113名）

2. 民間企業等における先行技術調査の能力不足や重要性・困難性の理解不足を補い、効率的な出願・権利化行動を促すため、民間企業等
 の検索業務者を対象としたエキスパート研修を上級・中級・意匠等の計8回実施（受講者合計：235名）し、好評を得た。

 
（図表１、２参照）

3. 中小・ベンチャー企業の経営者や知財部員を対象とした知的財産の保護・活用に関する研修を、中小・ベンチャー企業が参加しやすい地方
 開催を含め計6回実施した。

 
（受講者合計：96名）

4. 知財の面から民間の活動を支援できる行政人材を育成するため、行政機関や独法の職員・研究員を対象とした知財権研修を計5回実施し
 知的財産制度を支える行政人材を育成した。

 
（受講者合計：160名）

5. 知的財産プロデューサーのレベルアップを目的とした研修を計6回（新任研修3回、スキルアップ研修2回、フォローアップ研修1回）実施した。

6. 民間機関等から構成される「知的財産人材育成推進協議会」の事務局機能を担当し、知的財産戦略本部
 

知財人財育成プラン検討ワーキ
 ンググループ等での議論動向を踏まえ、民間機関の有識者による「オープンセミナー｣を3回開催した。

 （計450名が参加、実施経費の大部分は協議会参画機関の分担）
第1回

 
「知財人財育成の次世代モデル～プロイノベーション次代を担う知財人材像を考える」（10/11）

 
参加者：138名

第2回
 

「次世代人財育成～社会人の学習モデルと育成の方法を学ぶ～」（11/17）
 

参加者：121名
第3回

 
「企業における知財人財～内部育成と外部活用の新展開～」（12/13）

 
参加者：191名

（参考１参照）

３．知的財産関連人材の育成
【人材育成業務】
（３）行政機関・民間企業等の人材に対する研修
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【中期目標の要点】

【事業実施における留意事項】
1.事業仕分け第3弾

 
A-17: 特許特別会計

 
特許事業②

 
知的財産教育セミナー開催事業

評価結果：
 

事業廃止
評価概要：

 
知財教育は、一般会計で文部科学省を軸に全児童、生徒に対して行うべき。特許庁の本来の仕事ではなく、
特許料の一部を使って行う事業ではない。弁理士会などの協力を得て、学校教育の中で知的財産教育を行うべき、等。

【事業実績】

【特筆すべき事項】
「知的財産に関する想像力・実践力開発事業｣で選定された推進校のうち、東北大震災と津波で校舎が完全に失われた学校において、本事業

 は被災地の若者（高校生）を勇気づけ、非常に困難な状況下でも優れた取組が実施された。

図表１
 

「ｅラーニング
 

トップ画面」

図表２「パテントコンテストの概要」

参考１「パテントコンテスト表彰式」

（４）情報通信技術を活用した学習機会の提供

【中期目標・計画の要点】

【事業実績】

（５）人材育成に資する情報の提供と実践的な能力構築の支援

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する。

1. 中期計画では「５年間で１５科目以上作成する」とされているが、平成２３年度は新たなホスティングサービスの調達から導入に至る作業負
 担が大きく、１コンテンツしか作成できなかった。導入された新たなホスティングサービスでは、ログインせずにコンテンツ一覧が閲覧可能で
 あってユーザーの体験視聴を可能となるなど、ｅラーニングシステムの利便性が向上した。

 
（図表１参照）

2. 作成した新たなコンテンツは、「平成23年特許法の一部を改正する法律について」であり、特許法改正の正しい理解と周知を図った。

知的財産に関する実践的な知識及び経験を備えた人材の育成に資するため、知的財産意識の啓発・醸成に必要な資料やノウハウの提供等を
 行うことにより、実践的な能力構築を支援する。

1. 「明日の産業人材を育成する｣という目的に沿って、「知的財産に関する想像力・実践力開発事業｣を実施した。開発推進校として選定した
 ７７校（工業・商業・農業・水産高校、高専）に対し、“ものづくり体験”を通じた知的財産権制度の理解促進、権利の取得と活用の実践体験
 を支援した。一部の開発推進校では、地域経済界の協力に後押しされた学校の自立的取組の第一歩を踏み出すことが出来た。

2. 平成24年度版の産業財産権に関する資料・テキスト等の改訂作業を行うとともに、利用者のニーズに沿った配布を行うために、ユーザー
 に対する配布希望調査を行った。

 
（平成24年度の配布予定数：約3０万部）

3. 資料のうちの１冊は著作権者の承諾を得て、電子ファイルをホームページに掲載し、ユーザーが自由にダウンロードできるようにし、ユー
 ザーの利便性向上だけでなく、情報・研修館の経費削減にも貢献した。

4. 文科省、特許庁、弁理士会との共催で、「パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト｣を実施した。情報・研修館は事務局機能を担い、
 過去 高の510件の応募を受け付け、優れた創作物として50件を表彰し、出願支援対象案件とした。（図表２、参考１参照）

３．知的財産関連人材の育成
【人材育成業務】

（４）情報通信技術を活用した学習機会の提供
 

（５）人材育成に資する情報の提供と実践的な能力構築の支援
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【中期目標・計画の要点】

【事業実績】

【特筆すべき事項】

参考１「日韓セミナー＠日本」

参考２
 

「日中セミナー＠日本」

日韓セミナー
アンケート結果

2%

15%

46%

0%

37%

満足

ほぼ満足

ふつう

やや不満

不満

図表１
 

「日韓セミナー満足度」

特許審査ハイウエイ、ＰＣＴ等各国特許庁の国際分業が進み、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にかんがみ、海外の知
 的財産人材育成機関との連携・協力を推進する。

1. 下記の人材育成機関間の会合を開催し、日中韓人材育成機関のそれぞれが有するノウハウや強みなどについて情報交換した。
①

 
第3回日韓知財人材育成機関間連携会合（平成23年5月26日：韓国にて開催）に参加し、互いの機関の取組状況について情報交換を

 実施した。（5/26＠韓国）
②

 
第5回日中人材育成機関間連携会合（平成23年10月26日：中国）に参加し、互いの機関の取組状況について情報交換を実施した。

③
 

第2回日中韓人材育成機関長会合（平成23年11月16日：日本）を開催し、各機関の取組状況についての情報交換及び今後の三機関
 の協力事項について討議を行なった。

2. 三ヵ国の人材育成機関間の日常的な情報交換や会合等での議論を踏まえ、下記のセミナー等を企画・実施した。
①

 
日韓の協力関係に基づいて、「韓国語特許文献の効果的なサーチ手法に関するセミナー｣（平成23年11月15日：東京）を開催し、国内

 企業の参加者から高い評価を得た。
 

（参考１、図表１参照）
②

 
日中の協力関係に基づいて、「中国専利指南セミナー｣（平成23年9月29日：東京）を開催した。

3. 知的財産に関する教育、研修、調査研究等に関する情報交換・意見交換及び国際的な協力体制等について議論することを目的とする
 「WIPO知的財産研修所長シンポジウム｣（平成23年8月23～25日）において、情報・研修館から「知財教育の学際的アプローチ」、「知財とグ

 ローバルイシュー」と題するプレゼンテーションを行い、参加者から好反響を得た。

世界的に中国や韓国の出願件数が急増している中にあって、我が国ユーザーの関心が極めて高い「中国審査実務｣、「韓国語特許文献サーチ
 検索｣に関する専門家セミナーは、時宜を得たもので参加者から高い評価を得た。「中国専利指南セミナ－｣は502名、

 
「韓国語特許文献の効果

 的なサーチ手法に関するセミナー｣は144名の参加者であった。
 

（参考２参照）

３．知的財産関連人材の育成
【人材育成業務】

（６）海外の知的財産人材育成機関との連携・協力の推進
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Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項



１．業務運営の効果的な実施
 

２．業務運営の合理化
 

３．業務の適正化

【中期目標・計画の要点】
１．(1)目標達成に適応した人材の的確な配置や柔軟な組織運営を行い、業務の効果的な実施を図る。

(2)業務内容に応じた民間事業者等の能力の効果的活用推進する。
２．「特許庁業務・システム 適化計画」等と連動した業務・システム 適化の推進、同システム稼動に向けた組織・体制の計画的縮小。
３．(1)一般管理経費について中期目標期間中15％程度、業務経費について前年度比1％程度の効率化を行う。

(2)一者応札・応募解消を含めた契約の適正化の推進とともに、関係法人との契約の透明性確保を追及し、情報提供の在り方を検討する。

【事業実績】
１．業務の効果的実施

(1)機動的な人員配置、組織見直し
情報管理部において中国実用新案の和文抄録作成という年度途中の新規政策ニーズに機動的に対応する必要が生じたこと、人材育成部
において中国・韓国等の人材育成機関間との連携強化を担うこととなり国際連携担当の人員増強の必要が生じたことを踏まえ、情報管理
部で２名の増員、人材育成部で1名の増員を行った。
業務の合理化等によって相談部で1名、総務部で2名の人員を削減した。

(2)民間事業者等の能力の活用
民間企業等において豊富な知財経験と海外駐在経験を有する人材を「海外知的財産プロデューサー｣として登用するため、優秀な民間人
材が所属する民間企業と相談した上で、有期の契約職員として6名採用し、重点事業を円滑に立ち上げた。

２．業務運営の合理化
情報・研修館の中長期的な業務合理化に大きな影響がある「特許庁業務・システム 適化計画｣の中断及び見直しの方針表明（平成24年

１月）を受け、特許庁との情報交換を進めるとともに、計画見直しが情報・研修館に与える影響についても検討を開始した。
３．業務の適正化
(1)一般管理費、業務経費の削減

平成23年度は第３期中期目標・計画の初年度目に当たるが、業務の適正化に積極的に取り組み、以下の経費節減を図った。
平成22年度予算

 
平成23年度予算

 
増減率

一般管理費
 

419,569千円
 

398,651千円
 

▲5.0％
一般管理費(除く人件費)

 
201,986千円

 
188,118千円

 
▲6.9％

業務経費
 

11,515,600千円
 

8,487,003千円
 

▲26.3％
※一般管理費について23年度の進捗を踏まえ24年度予算については削減を前倒しし、▲12.3％の削減率とした。

(2)契約の適正化・透明化

競争的手法の活用により、随意契約、一者応札を各々前年度比で3件減少した(表１、2参照)。また、外部有識者から構成される「契約監視
委員会｣において、随意契約事由の妥当性、一般競争入札の競争性確保等を点検・審議してもらい、契約の透明性確保に努めた。

【特筆すべき事項】
１．新中期目標開始時の大幅な人員変動(▲10名)の中で、削減困難な管理部門要員を削減(▲2名)し、新規事業の立ち上げを支援した。これにより

管理部門人員は、職員数が現在の3/5程度（53名）であった設立時（16名）以下とし、間接部門を抑制しつつ法人の運営を行なった。（図表1参照）

２．民間業者との契約において複数年契約を活用することにより、契約担当職員数の削減下にあっても、随意契約や一者応札数の削減を実現した。
(図表2及び図表3参照)

【今後の課題】
「特許庁業務・システム 適化計画｣の改訂と新システム稼動時期の見通し等を踏まえて、組織運営の在り方につき検討を開始する必要がある。

【事業実施における留意事項】
「特許庁業務・システム 適化計画」について、平成24年1月特許庁が見直し方針を表明し、現在改訂作業中である。

 
(平成26年1月稼動の困難化)

図表１
 

職員総数、管理部門人員数(実員ベース)及び
管理部門比率の推移(図)

図表2
 

契約担当職員の推移と随意契約、総契約 件数等
の推移(表)

図表3
 

一者応札・応募の改善状況の推移(件数ベース)

H19 H20 H21 H２２ H23

複数応札・応募件数 54 47 66 53 60

一者応札・応募件数 29 26 12 6 3

合 計 83 73 78 59 63
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４．給与水準の適正化
 

５．内部統制の充実・強化

【中期目標・計画の要点】
４．給与水準適正化の取組を継続し、その取組結果、取組状況を公表。総人件費については、国家公務員の定員の純減目標に準じた取組を

平成23年度まで継続。中期目標期間を通じて国家公務員における総人件費改革の取組を踏まえる。

５．総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の通知事項等も活用し、内部統制の充実・強化を図る。また、適切な情報セキュリティ対策を
推進する。

図表１
 

ラスパイレス指数推移

図表２
 

内部統制関連会議開催実績

図表３
 

理事長メッセージ一覧

図表４
 

事業成果ヒアリングを踏まえた改善コミットメント

発出日 表 題 概 要

24.1.12 理事長談話（経産省職員のインサイ

 
ダー取引容疑による逮捕の報を受け

 
て）

国民に疑惑をもたれるような取引を行わないよう指示

24.2. 7 理事長所感（事業成果ヒアリングを

 
終えて）

ヒアリングを踏まえた改善約束（表３参照）

24.3. 1 職員給与の改定について（説明・周

 
知）

人勧を反映した給与減額（平均▲0.23％）の3月からの実

 
施及び特例による給与減額（平均▲7.77％）の必要性の説

 
明と理解要請

24.3.8 国際女性デーによせて 女性職員をはじめ職員各層との気軽な懇談会開催の意図

 
表明

改善コミットメント1
事業成果ヒアリングを踏まえ、人材育成部、研修部、活用促進部の要員をアル
バイトではなく専門事務員(第二号契約職員)により補充、欠員を抱えた相談部職員の正規

職員による補充に向けた努力約束
改善コミットメント2

旅費・謝金支払い等におけるエビデンス等の会計事務処理負担軽減に向けた検討約束
改善コミットメント3

職員とのコミュニケーション強化を図りつつ今後も先頭に立った業務改善努力の意図表明

・運営会議

 
10回

・監事監査

 
10回

・定例会議

 
25回

・契約審査委員会

 
16回

・物品等調達審査委員会

 
14回

・契約監視委員会

 
1回

【事業実績】
４．給与水準の適正化

①「国家公務員の給与改訂及び臨時特例に関する法律」（平成24年2月29日公布）の成立前後の時期に、人事院勧告分（平均▲0.23％）に関
して労働組合との協議を行い、平成24年3月1日付け（国と同タイミング）の給与改訂を実施した。その結果、平成23年度における対国家公
務員給与指数は97.2（地域勘案）、99.9（地域学歴勘案）と適正な給与水準を維持した。（図表1参照）

②臨時特例による給与減額（平均▲7.77％；平成26年3月まで）についても、理事長が労働組合と3月中に直接交渉を３回重ねるなど、精力的
に労使交渉を行った。参考までに、国と同水準の給与減額改訂は、役員においては平成24年4月１日から、職員においては平成24年5月１

日から実施している。
③平成23年度まで継続とされた総人件費改革の取組に関しては、平成23年度予算において前年度比▲1％とし、着実に実施した。因みに、平

成23年度支給実績総額は786,904千円であった。

５．内部統制の充実強化
①前年度に引き続き、理事長以下全役員及び部長以上が出席する「運営会議」を毎月開催し、各事業の進捗・目標の達成状況の管理と目標

達成を阻害するリスク要因を洗い出すなど、業務面における内部統制を着実に実施した。毎月開催の運営会議の間は、「定例会議｣（毎週
開催）や「契約審査委員会｣等においても、理事長から必要に応じ指示を行った。（図表２参照）

②新理事長は、就任後直ちに当館のコンパクトな組織の特性を踏まえて、現場職員や知的財産プロデューサー等の戦略的業務を担う契約職
員と密な意見交換を図り、法人ミッションの徹底と各職員が担当する業務目標のすり合わせに経常的に努力した。

③新理事長は、全職員に対する訓示（半年で２回）、時宜に応じた理事長メッセージの全職員への発出（半年で４回）、新規採用（新規異動）職
員を対象とする業務説明会（年２回）での理事長講話等により、法人ミッション及び組織運営方針の周知徹底を図るとともに、個別課題に対
しては、役員と職員とのコミュニケーション機会を増やし、課題意識の共有化を図るなど、法人が担う業務の推進及び改善に取り組んだ。
（図表３参照）なお、業務説明会での講話内容については情報・研修館のイントラネットにも掲載し、役職員が常に共有できる環境を整備した。

④平成23年度から、新たに組織の事業成果と次年度に向けた課題を洗い出すため「事業成果ヒアリング」（図表４参照）を実施した。さらに、この
ヒアリングを踏まえて、各部に24年度計画・予算策定方針を指示し、理事長主導による年度計画・予算策定を行った。

⑤監事は、情報・研修館の業務及び会計の適正かつ効率的な運営の確保を実現するために、「監事監査要綱」に則って「年度監査方針｣及び
「監査計画書｣を作成して、監査を実施した。監事が実施した監査結果は理事長に通知されている。また監事は情報・研修館の重要事項を
審議する「運営会議｣のメンバーとして、毎月会議に出席し、意見を述べる機会と権能が付与されている。なお、平成23年度監事監査では、

「理事長の指揮・マネジメントに関して問題となる点はない｣との報告があった。
⑥ 「競争性のない随意契約の随意契約事由の妥当性の検証｣、「競争入札における一者応札の実情把握と課題の抽出または指摘｣を行う

「契約監視委員会｣は、平成24年2月29日に開催され、平成23年度の契約については、「契約の透明化が一層進んだことを確認し、引き続

きこの水準を維持すること｣が求められた。
⑦情報・研修館が定めた「情報セキュリティポリシー」に基づく監査、「個人情報保護規定｣に基づく管理状況等の点検・監査を実施し、「概ね適

正な状態にある｣ことが報告されている。

【特筆すべき事項】
１．給与減額という厳しい課題に関する労使交渉の中で組合との関係を損ねることなく、政府の要請に応じて自律的・自主的労使関係の中で給

与改訂を実現した。
２．監事による財務及び事業に係る監査機能の強化、理事長による事業実施に係る統御機能の強化、契約監視委員会による検証機能の強化

等が着実に図られ、各機能が的確に実施された。
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※入札・契約の適正化

【中期目標・計画の要点】(再掲)
３．(2) 一者応札・応募解消を含めた契約の適正化の推進とともに、関係法人との契約の透明性確保を追及し、情報提供の在り方を検討する。

【事業実施における留意事項】
１．「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて(平成21年11月17日閣議決定)」：競争性のない随意契約の見直しの更なる徹底、一般

競争入札等についての真の競争性確保(一者応札・応募の改善等)
２．「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」：独立行政法人と一定の関係を有する法人についての情

報公開範囲の拡大(当該法人への再就職状況、取引等の状況の公表)

【事業実績】
１．契約関係規定類の整備・公表状況

情報・研修館会計規程、情報・研修館契約事務取扱要領において、国と同様の規定を整備し、関連部分をホームページで公表した。
２．契約情報公表基準の整備・公表状況

情報・研修館契約事務取扱要領で国と同様の公表基準（図表1参照）を定め、契約情報をホームページ上で公表しただけでなく、政府の要請にしたが

い、公益法人等への契約による支出状況、随意契約見直し計画のフォローアップ状況もホームページ上で公表した。
３．関連法人等との契約情報の提供に係る政府要請への対応状況

独法会計基準に基づき、関連法人（関連公益法人等）である一般財団法人日本特許情報機構との取引・再就職等に関する詳細な情報を財務諸表
の附属明細書とともに開示し、該当情報をホームページ上で提供した。上記２.の公表基準10に該当する契約や留意事項２．の要請を踏まえ、本法
人と一定の関係を有する法人に関する情報（図表2参照）を平成23年７月以降の新規締結契約から公表することとしたが、平成23年度7月以降におい

てはこれに該当する契約はなかった。
４．契約適正化に向けた審査体制整備と競争性・透明性確保に向けた取組状況

情報・研修館に設置されている「契約審査委員会｣（委員長：理事長）を年16回開催し27件の契約審査を行なった。また、政府調達及び総合評価方
式案件を審査する物品等調達審査委員会を年14回開催し21件の審査を行なった。「行政支出見直し計画（２１年６月）」に基づき、物品調達情報につ

いてはホームページ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開催することで入札参加機会の拡
大を図り、説明会から提案書締切りまでの期間を十分に確保するなど、事業者が計画的に提案を行えるような運用を実施した。さらに、外部有識者
から構成される「契約監視委員会｣を年1回開催し、全ての契約の妥当性を検証してもらったところ、追加指摘事項はなかった。

５．競争性のない随意契約実績と随意契約の妥当性
平成23年度の「競争性のない随意契約｣は計3件となり、前年度実績より3件減少した。この3件は、既存システムの改造に関するものであり、互換性

確保のため随意契約となっている。なお「契約監視委員会」において、随意契約理由と金額の妥当性について点検済であり、指摘事項は無かった。
６．関連法人、公益法人との契約状況

平成23年度の「関連法人や公益法人との契約｣は計7件であったが、7件全てが「競争性を有する契約方式｣によって契約された。すなわち、競争
の結果として契約先が関連法人や公益法人になったということができる。なお、7件のうち１件は一者応札となったが、他の6件は複数入札・応募と

なった。
７．一者応札・応募の改善に向けた取組状況

平成23年度の一者応札・応募案件は3件であり、前年度実績より3件減少した。また、競争促進に向けた各種取組の組合せにより、10件の一者応札
案件を解消した。主な契約名及び経費削減効果は図表3のとおりである。

【特筆すべき事項】
分割発注、複数年契約の活用、仕様要件の緩和等の取組の組合せにより、10件の一者応札案件を解消し、大幅な経費削減を実現した。

【今後の課題】
契約分割の結果として、請負者間の業務責任が分散・細分化し、不具合発生時の担当事業部の調整負担と事後的修正負担が増大する等、担当事業部

 のコスト・業務負担増として顕在化してきた。分割契約による情報・研修館の調整業務の負担増が、外注メリットを減殺する要因になり始めているため、今
 後は総合的な業務コスト削減効果の観点も取り入れて契約のあり方を検討する必要がある。

図表１
 

事務取扱要領に基づく公表事項一覧

図表２
 

一定の関係を有する法人との契約公表

図表3
 

主な一者応札解消主要案件とその経費削減
効果

公表基準(原則72日以内、４月中の契約にあっては93日以内に公

 表)
1.物品等又は役務の名称及び数量、
2.契約担当職等の氏名並びにその所属する名称及び住所、
3.契約締結日、4.契約の相手方の氏名及び住所、
5.一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場

 合は、その旨（随意契約を行った場合を除く。）、
6.契約金額、7.予定価格（公表したとしても、それらの契約の予定

 価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は、情報・研

 修館の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるも

 のに限る。）、
8.落札率（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率。

 予定価格を公表しない場合を除く。）、
9.随意契約によることとした理由（企画競争又は公募手続を行った

 場合には、その旨を記載する。）、
10.情報・研修館の主務省が所管する公益法人と随意契約を締結す

 る場合に、当該法人に情報・研修館の常勤職員であった者が役員

 として、契約を締結した日に在職していれば、その人数、
11.その他必要と認められる事項

対象契約
独立行政法人の支出の原因となる契約(除く小額随契

 

等)
対象契約先
①独法役員経験者の再就職先又は独法管理職経験者の役員等として再就職先で、かつ
②当該独法との間の取引高が、総売上高又は事業収入の1/3以上

要公表情報(契約ごと
再就職者の人数、職名及び独法最終職名、当該独法との取引高、独法との取引高が
占める割合、一者応札・応募の場合その旨など

公表時期、方法
公表のタイミングは表1に同じ。HP上に掲載

契約件名 期 間 総 額 平年度化ベース

公開特許公報英文抄録データ抽出・作成

 作業
2年9月

475百万円 228百万円

英文翻訳作成事業 2年9月

主要国和文抄録データ抽出・作成事業 2年9月
243百万円 123百万円

和文翻訳作成事業（独、仏語） 2年9月

Fターム解説等作成のためのデータ抽出・

 作成作業
2年3月

102百万円 34百万円

Fターム解説等の英語翻訳 2年3月

経費削減額（合計） 820百万円 385百万円
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Ⅳ 財務内容の改善に関する事項



１．財務内容の透明性の確保
 

２．効率化予算による運営
 

３．自己収入の確保

【中期目標・計画の要点】
１．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・財務諸表の作成に外部の知見を積極的に活用する。
２．「Ⅲ

 
業務運営の効率化」で定めた事項について配慮した中期計画予算を作成し、運営を行う。

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留意した上で厳格に行う。
３．事業の目的を踏まえつつ受益者負担の適正化と自己収入の確保に努める。

【事業実績】
１．財務内容の透明性の確保

毎年度作成する財務諸表については、経済産業大臣の承認後遅滞なく官報に公告するとともに、当館ホームページにも掲載し、財務内容の透明
性の確保に努めている。また、限られた人員の中で専門的な経理事務の遂行及び財務諸表の作成を適切に実施するため、２３年度においても監
査法人との顧問契約を締結し、専門的な事項について適時指導・助言を受けた。（再掲）

２．効率化予算による運営
第3期中期計画予算の作成にあたっては、第2期中期目標期間における運営費交付金債務の発生状況及び業務の見直し等を踏まえ、「

 
Ⅲ

 
業務

運営の効率化」で定めた事項（注）に配慮して予算を作成し、経済産業大臣の認可を得、これを踏まえて平成23年度予算を作成し事業運営を
行った。また、平成24年度の運営費交付金算定にあたっては、

 
平成23年度の執行状況、特許庁の新たな施策ニーズを踏まえ、一般管理経費に

ついてはその削減を前倒しし、平成23年度予算比12.3％削減（再掲）、業務経費については平成23年度予算比0.6％の削減率とした。
（注）

 
「Ⅲ

 
業務運営の効率化」で定めた事項・・・一般管理経費については中期目標期間中１５％程度、業務経費については前年度比１％程度

の効率化を図る。

平成23年度決算における運営費交付金債務は約11億8千万円となっている。その主な発生要因は次の表のとおり。

３．自己収入の確保
公報閲覧室における複写手数料及び人材育成業務の民間向け研修における研修受講料については、事業の目的を踏まえつつ実費勘案相当の
料金を徴収し、自己収入の確保に努めた。（図表２）

図表１
 

平成２３年度決算額

図表２
 

自己収入額の推移

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

複写手数料 21,625 16,024 12,204 7,052 3,870 1,986

研修受講料収入 77,482 71,729 71,011 101,464 74,765 86,838

その他の収入 11 1,076 13 10 9 9

合 計 99,117 88,829 83,228 108,526 78,644 88,833

(単位：千円)

＜平成２３年度決算額＞ （単位：百万円）

収　　入 決算額 （予算額）
運営費交付金 9,636 (9,636)
複写手数料収入 2 (2)
研修受講料収入 87 (98)
雑収入 0 (0)
計 9,725 (9,737)

支　　出 決算額 （予算額）
業務経費 7,488 (8,487)

工業所有権関係公報等閲覧業務関係経費 186 (198)
審査・審判関係図書等整備業務関係経費 169 (190)
特許情報の高度利用による権利化推進事業費 737 (903)
工業所有権情報普及業務関係経費 5,062 (5,472)
工業所有権相談等業務経費 41 (45)
情報システム関連業務経費 838 (969)
人材育成業務関係経費 456 (710)

一般管理費 337 (399)
人件費 718 (851)
計 8,544 (9,737)

収入と支出との差 1,181 (0)
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項



１．ﾕｰｻﾞｰﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰな事業展開
 

２．特許庁との連携
 

３．広報・普及活動の強化

【中期目標・計画の要点】
１．①非公務員型の特徴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。

②ユーザーニーズの業務への機敏な反応を図るとともに、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。
２．高い専門性に基づく信頼性の高いサービスを安定的かつ確実に提供していくとともに、人事交流を含めた特許庁との密接な連携を図る。
３．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。

【事業実績】
１．ユーザーフレンドリーな事業の展開
（１）ユーザーニーズを機微に把握し、公報テキスト検索及び外国公報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索において中国実用新案機械翻訳和文抄録を追加した。（再掲）
（２）内部統制の充実・強化の一環として、理事長自らが顧客目線での意識改革を図るよう各種会議や職員・契約職員との直接対話の機会を捉えメッセージ

を発出し、職員に対して意識改革を促した。（再掲）
（３）運営会議（年１０回開催）や定例会議（原則毎週開催）を通じて情報の共有を図り、将来に向けた事業展開について検討を行った。（再掲）
（４）理事長による訓示（３回）、電子メールを通じたメッセージ配信（４回）、新規採用職員に対する講話（２回）などあらゆる機会を捉えた職員・契約職員との

直接の意見交換を通じ、組織内の協力関係の強化を図った。（再掲）
（５）情報・研修館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・協力を図った。

２．特許庁との連携
（１）情報・研修館の課題や今後の在り方について、所管庁である特許庁の幹部及び関係者と適時意見交換を行うことにより密接な連携を図った。
（２）相談部に寄せられたユーザーからの要望等については、特許庁関係課室に定期的に情報提供を行った。（再掲）
（３）信頼性の高いサービスを提供するために、特許庁の担当者を講師に迎え勉強会を開催するとともに、特許庁職員向けの研修に対し情報・研修館職員を

参加させた。
（４）特許庁の施策・方針を検討段階から正確かつ機微に把握する観点から、理事長等が特許庁庁議にオブザーバーとして参加している。また、特許庁庁議

の内容については、毎週開催の情報・研修館定例会議において報告を行い、組織全体として情報共有に努めた。

３．広報・普及活動の強化
（１）情報・研修館ホームページ及び各サイトの充実

①情報・研修館主催の各説明会、研修等の申込方法について、ホームページから直接申込ができるように機能改善を行った。（図表１参照）
②産業財産権相談サイトにおいて、「権利の種類ごとに調べる」の他に「手続の流れで調べる」を追加した。（再掲）
③ＩＰ・ｅラーニングシステムにおいて、ログインしなくともコンテンツ一覧の閲覧を可能とし、さらに体験視聴を可能にするなど利便性の向上を図った。

（再掲）
（２）イベント出展等による広報活動

①内閣府主催「産学官連携推進会議」はじめ全国各地で開催された７つのイベントに出展し、各種パンフレットの配布、パネル展示及び産業財産権
相談のブース設置等により、情報・研修館の組織及び事業を広く一般に周知した。（参考１参照）

②情報・研修館の組織変更及び新規事業の開始に伴い日本語版・英語版パンフレットを改訂し、各地方経済産業局や知財総合支援窓口など知財関係機
関を通じて配布、広く周知を図った。

（３）新聞等を通じての事業周知活動
産経新聞、日刊工業新聞などにおいて、平成２３年度に新たに立ち上げた海外知財プロデューサー事業の支援内容などが掲載され、同事業の周
知を図ることができた。

（４）他機関との連携による周知活動
知財関係機関（特許庁、各地方経済産業局、各地域知的財産戦略本部、他独法等）のホームページ及びメールマガジンに、情報・研修館の各種説明
会の開催記事を掲載し、事業の周知を図るとともに参加者の確保に努めた。

図表１
 

情報・研修館ホームページ

参考１
 

イベント出展による広報活動
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