
平成23年度実績

Ⅰ 中期目標の期間
平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日

Ⅰ 中期計画の期間
平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日

Ⅰ 年度計画の期間
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

Ⅰ 年度計画の期間
平成２３年４月１日～平成２４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

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

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 ① 特許電子図書館により工業所有権情報がより幅広く簡便に利用さ
れるための基礎的インフラとしてのサービス向上を図るとともに、
年間８，０００万回以上の検索回数を維持する。

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
スの向上を図り、ＩＰＤＬ検索回数８７，７６２，３２６回を達成した。
（達成度１０９％）
○蓄積件数　約８，４００万件（平成２２年度末：約８，０４０万件）

【改善項目】
○制度改正・国際関係対応
　 商標検索における商標国際分類第10版の追加、商標類似群コードの改正に伴う新類似群コードの追加、
　 審決・訂正の部分確定公報の照会機能の追加など。
○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、協議不成立意匠出願の秘密解除対応など。
○ユーザーニーズ対応
　 経過情報の検索範囲期間の拡大、検索キーの文字をヒットした文献上でカラー表示するハイライト表示
　 機能の追加、文献単位ＰＤＦ認証画面の認証数字を音声で再生する機能の追加など。

【特筆すべき事項】
○ロボットアクセス対策
　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。
○中国文献の提供
　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。

２４４名７箇所（10回）23年度

２４５名７箇所（10回）22年度

１７１名６箇所（８回）21年度

１８８名7箇所（８回）20年度

９３名６箇所（６回）19年度

参加人数(合計)開催箇所(回数)

特許電子図書館　初心者向け説明会参加人数

資料２－２

- 1 -



平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

（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。

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２６万件
以上の和文抄録を作成し、提供する。

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２６万件以上の和文抄録を作成し、利用者に
提供する。

① 他国との 新の合意内容を基に入手が必要となるデータを事前に特定するなど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、保管及び管理するととも
に、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した。

・米国公開特許明細書　２３７，０１６件
・米国特許明細書　　　　　１４，５４３件
・欧州公開特許明細書　　１８，３６９件
　　　　　　計　　　　　　　２６９，９２８件 （達成度１０４％）

また、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った。

・中国実用新案英文抄録の日本語翻訳　２５０，０００件。

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。

② 特許庁が発行する公開特許公報の英文抄録を全件作成し、他国
の工業所有権庁に提供する。

② 特許庁の平成２３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）を発行される全件について抄録を作
成し、他国の工業所有権庁に提供する。

② 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、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。（達成度１００％）

・公開特許英文抄録（ＰＡＪ）の作成件数　２５９，７０１件

③ 特許庁が発行する公報の書誌データを全件整理し、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 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発行される全件を整理し、他国の工
業所有権庁に提供する。

③ 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。

・漢字書誌（１０アイテム）の作成件数　５５０，２９７件　(対象となる公報全件について作成。達成度１００％）

・ Ｆターム等の検索コードに関する情報を英訳し、提供する。 ・ 我が国の特許文献（公開特許公報英文抄録：ＰＡＪ等）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。

・英語版Ｆターム解説書：　　２テーマ（平成２２年度：１００テーマ）
・英語版Ｆタームリスト： 　　 ２テーマ（平成２２年度：１００テーマ）
・英語版FIデータ：  　　　　３，１４１件（平成２２年度：４５７件）

④ 和文抄録、英文抄録、英語版Ｆターム解説書等の翻訳品質の維
持及び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。

④ 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。

④ 特許庁に提供している翻訳情報（和文抄録、英文抄録）について、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。

　Ａ．文章評価　　　　　　４８０件
　　　（和文抄録２８０、英文抄録２００）
　Ｂ．専門用語評価　　２，５８０件
　　　（和文抄録１，０００、英文抄録１，５８０）

○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

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 審査結果の情報提供を行うとともに、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 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（２３年度末：５６箇国・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。
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ある。

（平成２３年度追加提供先：　１５箇国・機関）
・トルコ（４月）
・モザンビーク知財庁（６月）
・ナイジェリア特許庁（６月）
・ルワンダ知財庁（７月）
・ウガンダ知財庁（７月）
・ウクライナ知財庁（７月）
・ガンビア知財庁（７月）
・アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)（１０月）
・ユーラシア特許庁（１１月）
・イスラエル特許庁（１２月）
・バングラディシュ特許庁（１２月）
・ブルンジ知財庁（１月）
・セルビア知財庁(１月)
・クロアチア知財庁（２月）
・ポルトガル知財庁（２月）

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。

② 語彙数を増加し、翻訳機能の強化を図るとともに、機械翻訳シス
テムの整備・運用を行う。

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、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累
計：　約８１，０００語）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
る取組みを実施した。
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

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、相談
業務及び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。

（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

「中央資料館」として、内外の工業所有権情報・文献を収集し、閲
覧室を通じて工業所有権に係る確実な情報提供を行う。

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、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 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、閲覧室においてユーザーへの情報提供を確実に
行う。

① 国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全日において、公報閲覧室においてユーザーへの閲覧に
供した。
（収集提供文献）
・国内公報：約１２万冊（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：約２９万冊（米国、欧州、WIPO、EPO等）

（マイクロフィルム劣化対策）
　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な対
策を実施した。

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。

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 我が国の公報情報の提供については、特許電子図書館等により
公報発行日に即日閲覧に供する。

② 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。
・閲覧室利用者計：　１２，８８３名（平成２２年度：２０，５９４名）

企業等からの要請に基づき、情報・研修館サービスの広報の一環として、公報閲覧室において、企業、学校及び団体等の見学を受け入れ、工業所有権情
報提供の概要説明、検索デモンストレーションを行った。
・１１８回（見学者計１，０３５名）

（２） 閲覧サービスの向上 （２） 閲覧サービスの向上 （２） 閲覧サービスの向上 （２） 閲覧サービスの向上

① ① ユーザーに対して高度な検索が可能な閲覧用機器（特許審査官
端末）を整備し閲覧室において提供する。

① より高度な検索が可能な閲覧用機器（特許審査官端末）４０台を閲覧室に設置し、ユーザーに対し的確な工業所有権情報を提供できる環境を整備した。

・ 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
１５回以上開催する。

・ ユーザーの検索習熟度向上を図るため、特許審査官端末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」との高い評価を得た。
受講者数計：　８４名　（２２年度：７４名、１２回）

・ 閲覧指導員と分類相談員を統合し検索指導員体制を新たに構築
し、ユーザーに対して閲覧指導と分類相談を一体的に提供する。
また、検索指導員に対するスキルアップ研修を実施する。

・ 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、閲覧指導と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。

閲覧用機器については、「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、ユー
ザーの利用状況に応じて見直しを行う。

② 「特許庁業務・システム 適化計画」の進ちょく状況も踏まえつ
つ、効率的に閲覧業務を実施するため閲覧室の利用状況等に応
じて閲覧用機器の見直しを行う。

② ユーザーサービス及び利用状況等に関するアンケート調査の結
果も踏まえつつ、閲覧用機器の設置体制を見直す。

② 平成２２年度末をもって廃止した地方閲覧室の特許審査官端末（１１台）について、近年の利用状況に鑑み、講習会及び見学用として提供した。

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
づき、端末利用マニュアルの見直しや公報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。

迅速かつ的確な審査の実現に不可欠な技術文献等の審査・審判
関係資料の収集・管理を一層充実させるとともに、ユーザーに対
する閲覧等のサービスの向上を図る。

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重複して購入しないよう確認するなど特許庁と密接な連携をとり、収集を行い、特許庁へ提供した。

（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・審判の的確な処理と質の向上を目的に、審査・審判に関する内外国文献を購入・提供した。

・内国図書：　　　４５９冊（平成２２年度：４７９冊）
・内国雑誌：　９，５５５冊（３９７タイトル）（平成２２年度：９，９１７冊　３９９タイトル）
・外国図書：　　　　７５冊（平成２２年度：４０冊）
・外国雑誌：　５，６６７冊（３６５タイトル）（平成２２年度：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、具体的な保管方法を協議するなど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。

・受入件数：　　　　　　　　　　　　１５，２１６件（平成２２年度　１５，７８１件）
・出納件数：　　　　　　　　　　　　　６，２９３件（平成２２年度　　６，０１０件）
・包袋保管件数：　 　　　　　　　約２，６７５千件（平成２２年度　約２，９０６千件）
・保全措置を講じた包袋数：　　１０，０４１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 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。

３，２１０冊（１４４タイトル）（平成２２年度：３，１７４冊　１４４タイトル）

② 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４回以上開催する。

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。
（６月、７月、１１月、１月の計４回）

・ 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。

・ 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。

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 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。

・内国カタログ：１１，９９７件（平成２２年度：１２，００７件）
・外国カタログ：　３，００７件（平成２２年度：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

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 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 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２ヶ月に１回（計６回）
実施した。

・ 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。

・ 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、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。

・閲覧者数：　１７０名（平成２２年度：１９２名）
・閲覧件数：　３３６件

［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

［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

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、収集
した文献を検索する機能提供を行い閉架式の閲覧サービスを行
う。

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

出願人などのユーザーがより高度な検索が可能な閲覧用機器
（特許庁審査官が使用するコンピュータ端末と同等機能の端末）を
閲覧室等において提供する。

［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

［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

出願人などのユーザーがより高度な検索が可能な閲覧用機器
（特許庁の審査官が使用するコンピュータ端末と同等機能の端
末）を閲覧室等に整備し、サービスの充実を図る。

［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

［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。

［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
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中小・ベンチャー企業等のユーザーに対する利便性向上の観点
から、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は１開館日以
内に回答する。

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
電子メールでの相談は１開館日以内に回答する。

① 相談部における窓口相談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。
　
総計　　　　　：　３５，０７５件（平成２２年度：４５，８０５件）
＜内訳＞
・窓口相談　：  　６，８７２件（平成２２年度：　８，４６６件）
・電話相談　：　２５，０５９件（平成２２年度：３２，９８６件）
・文書相談　：  　　  ４３３件（平成２２年度：　　　３１９件）
・FAX 相談 ：  　　　 ８４７件（平成２２年度：　１，１１５件）
・電子メール：   　１，８６４件（平成２２年度：　２，９１９件）
＊１７時以降の窓口相談件数　：　１７７件（平成２２年度：３０５件）
＊１８時以降の電話相談件数　：　４４６件（平成２２年度：７７７件）
　　　［内訳］
　　　　　１８時～１９時　：　　　３３２件
　　　　　１９時～２０時　：　　　１１４件

② 相談データベースに全ての相談対応情報を蓄積し、蓄積された情
報を共有することによって相談業務の改善を図る。

② 相談データベースに全ての相談対応情報を蓄積し、蓄積された情
報を共有することによって相談業務の改善を図る。

② 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。

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」における回答事例集を整備し、ユーザーに提供する。

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」における回答事例集を整備し、ユーザーに提供する。

③ 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。ユーザーの反応も良好である。

○産業財産権相談サイト
アクセス総数：　４６５，０９９件（平成２２年度：４３５，９８４件）
＜内訳＞
・特　　　許   ：　　９６，２０４件（平成２２年度：１０６，８４３件）
・実用新案   ：　　２４，９８３件（平成２２年度：　２４，９７８件）
・意　　　匠   ：　　１７，５５５件（平成２２年度：　１５，８９８件）
・商　　　標   ：　１３２，９９３件（平成２２年度：　９８，５３３件）
・制度施策   ：　　　１，８５７件（平成２２年度：　３０，６１７件）
・共　　　通　 ：　　３４，３８３件（平成２２年度：　　１，７１５件）
・そ  の  他　：　１５７，１２４件（平成２２年度：１５７，４００件）

○かんたん商標出願講座（動画）掲載

・ 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。

・ 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。

○相談サービスに対するアンケート調査結果
・配布件数　：　１，１３７件
・回収件数　：　　　４６３件
・回収率　　 ：　　４０．７％

＜分析概要＞
・相談者の職業
　会社員（知財担当者以外）　　　 ３７．１％
　知財担当者　　　　　　　　　　　　 　６．９％
　自営業　　　　　　　　　　　　　　　 ２０．１％
　特許事務所　　　　　　　　　　 　　　２．４％
・相談サイトを利用した事がある　３８．２％
・接客態度　　　　　：良い・普通　　９２．２％
・応答内容満足度 ：良い・普通　　９１．１％
・利用満足度　　　 ：満足した 　 　７９．９％

・ 制度改正等にかかる相談内容の充実を図る。 ・ 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。

・ 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。

・ 相談において、寄せられた意見・要望をその都度メール等で担当者に周知を行うとともに、定期的に相談対応の改善を図った。

・ 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））

（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

日本弁理士会、社団法人発明協会、中小企業支援機関等の関係
機関に対して、工業所有権相談対応事例や相談ノウハウを提供
するとともに、情報交換を行い、相談業務に関する効率的な連携
を図る。

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。
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。
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。
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）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。
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。
○「産業財産権の相談」パンフレットの配布　（９，２００部）
○相談ブースの出展
・北陸技術交流テクノフェア２０１１（１０／１９～２１）
・アグリビジネスフェア（１１／３０～１２／２）
○関係機関との意見交換
・大阪発明協会、弁理士会近畿支部、中小企業基盤整備機構近畿支部（３／１）

・ 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
共有を図る。

・ 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（平成２２年度：１７１件））。
特許庁普及支援課主催の特許奨励等調査員連絡会議に参加し、各特許室の相談事例および相談部における相談対応事例をもとに連携強化に関する意見
交換を行った。

　［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

日本弁理士会、社団法人発明協会、中小企業支援機関等の関係
機関に対し、工業所有権相談対応事例や相談ノウハウを提供す
るとともに、情報交換を行い、相談業務に関する効率的な連携を
図る。

［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。

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

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 電子出願の普及を図るため、中小・ベンチャー企業に対する普及
説明会等を実施するとともに、電子出願ソフトサポートセンターに
おいて操作方法等に関する支援を行う。

① 中小・ベンチャー企業等に対する普及説明会を８ヶ所以上で実施
する。
また、企業・団体等から、電子出願に関する講師依頼または導入
にあたっての説明要請があったときは、適切に対応する。

① 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箇所（１１回）で開
催（参加者合計４４４名（平成２２年度：９１１名（２７回）））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（４回、１１６名）、電子
出願ソフトの概要説明及び実習を行った。
（電子出願説明会）
東京①95名、東京②90名、大阪①93名、大阪②52名、愛知43名、北海道24名、宮城8名、広島12名、香川3名、福岡14名、沖縄10名

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」を配信し、新バージョンのリリース予定等の電子出願に関する情報を提供した。
配信回数：　９回

・ 電子出願ソフトサポートセンターにおいて、電子出願ソフトの操作
方法等を支援する。

・ 電子出願ソフト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を行った。
サポートセンター相談受付件数：　９，６４７件（前年度比１１４％）

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。

電子出願ソフトについては、「特許庁業務・システム 適化計画」
の進ちょく状況も踏まえ、制度改正等必要不可欠なものを除き経
費の増大を招かないよう費用対効果を精査しつつ利便性向上に
努める。

② 電子出願ソフトの整備・管理を行うとともに、「特許庁業務・システ
ム 適化計画」の進ちょく状況も踏まえ、制度改正等必要不可欠
なものを除き経費の増大を招かないよう費用対効果を精査しつ
つ、情報通信技術の進ちょくに対応した操作性等の機能向上を含
めた利便性向上を図る。

② 電子出願ソフトの整備・管理を行うとともに、制度改正等による事
務処理変更及び情報通信技術の進ちょくに迅速に対応する。

② 制度改正等による事務処理変更及び情報通信技術の進ちょくに対応した、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）
　・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年度法改正
　　への対応
　・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
　・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
　・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
　・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

【特筆すべき事項】
（緊急時のお知らせ機能の追加）
　東日本大震災の被災地への支援策の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」）を追加するソフトの改造を、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。

（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

① 特許庁の公報発行計画に支障をきたさぬよう、適切な公報システ
ムの整備・管理を行う。なお、「特許庁業務・システム 適化計画」
の進ちょく状況も踏まえ、制度改正等必要不可欠なものを除き経
費の増大を招かないよう努める。

① 特許庁の公報発行計画に支障をきたさぬよう、適切な公報システ
ムの整備・管理を行う。また、制度改正等必要に応じて公報システ
ムの機能改善を行う。

① 特許庁との密接な連携を図り、事前に入念な打合せを行い改造項目の絞り込みを行うなど公報システムの整備・管理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改造を行った。
　・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
　・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
　・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 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 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 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。

・ 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。

・ また、平成25年度に予定されている「特許庁ＰＣ更改｣及び平成26年度に予定されている「ホスト更改」に対応するためのシステム改造及び新システム構築
について特許庁との密接な連携の下に検討を開始した。

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 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 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。

・データ作成件数　５，１５９件（平成２２年度：７，５６２件）
（内訳）
受付中間　 　　　４５３件　　　　類担当票　　５１６件
審判請求書　１，７１０件 　異議申立書 　   ４３７件
修正追記(英) １，９８４件 　修正追記(漢)     ５９件

（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。

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４,５０
０件以上加工・作成し、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（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。

・公開前DNAデータ加工　　　　　　　　　　 　５，０６１件
・GENESEQデータ収集(２６回/年)　２７，２４３，９６５件

② 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。

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。

・イメージデータ作成　 ９４，０８７件（７５０，４２９頁）　（平成２２年度：９９，１９１件（７５９，３０３頁））
〈内訳〉
　調査員抽論（N２）　　　　　　　　　 ５５７件（　４，０５２頁）
　無効審判（N３）　　　　　　　　　１，２６８件（１２，７３２頁）
　国際調査報告書（N５）　　　１７，１３０件（１５６，６４５頁）
　拒絶理由通知等（N６、N７）７５，１３２件（５７７，０００頁）

・書誌データ作成　 １９，６７５件（平成２２年度：２１，９６７件）
〈内訳〉
　無効審判（N３）　　　　　　１，２６８件
　国際調査報告書（N５）　１７，１３０件
　実用新案技術評価書　　１，２７７件

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
３３万件以上購入し、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Fターム解説書データを13テーマ作成した。

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。
　〈内訳〉
　　特許　                ３００，９５７件
　　実用新案                ７，５４３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

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。

［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

電子出願の促進・定着を図るため、電子出願ソフトの整備・管理を
行うとともにユーザーに対する普及活動、操作方法等に関する支
援を行う。

ユーザーの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。
公報システム等については、「特許庁業務・システム 適化計画」
の進ちょく状況も踏まえ、制度改正等必要不可欠なものを除き経
費の増大を招かないよう努める。

［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

444名11回23年

911名27回22年

2,210名58回21年

1,604名22回20年

453名11回19年

参加人数開催回数

電子出願説明会参加人数
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

２． 知的財産情報の高度活用による権利化の推進 ２． 知的財産情報の高度活用による権利化の推進 ２． 知的財産情報の高度活用による権利化の推進 ２． 知的財産情報の高度活用による権利化の推進

新たなイノベーションを創出していくためには、研究成果の的確な
権利化を推進する知的財産戦略が極めて重要であるから、研究
開発機関等（大学、研究開発コンソーシアム、企業等）に対して、
知的財産マネジメントに関する専門人材による支援及び知的財産
情報の高度な活用が活発に行われるための環境整備を行うこと
により、知的財産情報の高度活用による権利化等が推進されるこ
とを目標とする。

（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

（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

（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

（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

① ① 研究の初期段階より研究成果の活用を見据えた戦略や海外市場
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２４箇所以上の研究開発機
関等に派遣する。

①
○知的財産プロデューサー
・派遣人数　１７名
・派遣機関等　１８箇所
　
　　知的財産プロデューサー派遣先一覧（別紙１）

知的財産情報の高度な活用に関する知的財産マネジメントの専門人材（知的財産プロデューサー）を派遣し、派遣先研究開発機関等の事業化構想に基づ
き、プロジェクトの進行段階に応じて、
・初期段階のプロジェクトでは、主に研究戦略・知財戦略の策定
・推進期のプロジェクトでは、進捗状況を踏まえ、主に知財網を強化
・終期のプロジェクトでは、推進期の支援内容に加えて、主に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
等の支援を実施した。

また、事業充実のため、必要に応じて派遣先研究開発機関等の
実情を把握するための実地調査を行う。

また、事業効果の向上に資するため、情報・研修館に統括知的財産プロデューサーを１名配置し、業務を統括するとともに、
・新たに派遣を開始した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、知的財産プロデューサーの更なるスキルアップのた
めの研修及びこれまでの活動を見直すためのフォローアップ研修（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）
・知的財産プロデューサーの活動状況を把握するための状況視察（各派遣先平均１．５回以上）や月次報告書のチェック
・プロジェクトリーダーをはじめとする派遣先幹部との意識のすり合わせ・意見交換
・知的財産プロデューサー間の連携を図るため、専用イントラネットの開設及び情報共有や課題解決の場として連絡会議（５回）
・上記連絡会議のもとに共通課題検討のための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等に
ついて検討
・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するためのファンディングエージェンシー（NEDO、JST）との意見交換（１１回）
等を実施した。

○海外知的財産プロデューサー
・人数　６名
・企業等への訪問等による個別支援を実施　１１２箇所（うち、実質派遣１４箇所）

海外での事業展開が期待される有望技術を有する企業等に対して、海外進出先における知的財産マネジメントの専門人材（海外知的財産プロデューサー）
を訪問させるなどし、企業等からの相談に応じ、海外での事業展開に向けた課題を抽出するとともに、知的財産に関連するリスク低減をはじめ、事業規模に
応じた権利保護・活用に関する支援を行った。
＜具体的なアドバイス事項＞
・どの権利をどの地域で取得するのか等の知財取得戦略
・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
・予想される合弁時のトラブルの例に基づく情報提供
・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

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。
・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
・パンフレット（6,000部）を作成し、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　等

海外事業展開における知的財産戦略の重要性について企業等に気づきをもってもらうために、「海外知的財産活用講座」を開催した（全国主要都市５箇
所）。

　　「海外知的財産活用講座」開催結果概要（別紙２）

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（計１５会場）。

企業等の自己診断用の「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。

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」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。

支援先の選定・評価にあたっては、外部有識者により構成される
委員会を設置する等適切な方法を採用することにより、事業の効
率化及び透明性の確保に努める。

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。

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
される委員会を設置、支援先の選定・評価を行う。

② 支援先の選定や事業達成度評価、知的財産プロデューサーの評価や派遣先とのマッチングを行うため、外部有識者により構成される委員会を設置し、事業
の効率化や透明性を確保した。

・派遣先選定・評価委員会を開催（３回）
　＜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。

・９月に派遣機関等の追加公募を実施し、応募機関等に対するヒアリング調査を踏まえて委員会にて審議した結果、年度当初の１５機関に加えて新たに３機
関に対して追加派遣を実施
・合わせて知的財産プロデューサーの公募を実施し、書面審査及び面接審査を踏まえて委員会にて審議した結果、２名を選定
・派遣機関等への継続派遣について、派遣先の状況視察（６箇所）等を踏まえて事業評価を行い、委員会にて審議した結果、１５機関に対して継続派遣を決
定（１機関はプロジェクト終了に伴う派遣終了であり、２機関は派遣効果等を考慮して派遣中止を決定）
・２４年度の派遣機関等の公募を実施し、応募機関等に対するヒアリング調査を踏まえて委員会にて審議した結果、２機関に対して新規派遣を決定
・２４年度の知的財産プロデューサーの公募を実施し、書面審査及び面接審査を踏まえて委員会にて審議した結果、２名を選定

［知的財産情報の高度活用による権利化の推進業務］
新たなイノベーション創出に向けた革新的・基盤的技術の権利化支援

［知的財産情報の高度活用による権利化の推進業務］
新たなイノベーション創出に向けた革新的・基盤的技術の権利化支援

研究の初期段階より研究成果の活用を見据えた戦略や海外市場
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。

［知的財産情報の高度活用による権利化の推進業務］
新たなイノベーション創出に向けた革新的・基盤的技術の権利化支援

新たなイノベーション創出が期待される革新的な成果や海外での
事業展開が期待される技術を有する研究開発機関等を対象とし
て、知的財産マネジメントに関する専門人材により、国内外の知
的財産情報の収集・分析や高度な活用を通じた、研究の初期段
階より研究成果の活用を見据えた戦略、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。

［知的財産情報の高度活用による権利化の推進業務］
新たなイノベーション創出に向けた革新的・基盤的技術の権利化支援
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

（２） 知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大 （２） 知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大 （２） 知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大 （２） 知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大

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
える仕組みづくりを加速するため、知的財産マネジメントに関する
専門人材が大学等における知的財産管理体制の構築等を支援す
る。

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。

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７箇
所以上の大学等に派遣する。
また、事業充実のため、必要に応じて派遣先大学等の実情を把握
するための実地調査を行う。

○広域大学知的財産アドバイザー
・派遣人数　７名
・派遣大学等　８箇所

　　　広域大学知的財産アドバイザー派遣先一覧（別紙３）

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（広域大学知的財産アドバイザー）を派遣し、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）、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）、
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）を狙いとして、知的財産の側面から支援した。

平成２３年度の活動内容は以下のとおり。
・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。
・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。
・広域ネットワーク内の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、情報共有等の支援をした。

また、事業効果の向上に資するため、情報・研修館に統括広域大学知的財産アドバイザーを１名配置し、業務を統括するとともに、
・新たに派遣を開始した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、広域大学知的財産アドバイザーの更なるスキ
ルアップのための研修及びこれまでの活動を見直すためのフォローアップ研修（新任研修２回、スキルアップ研修２回、フォローアップ研修１回）
・広域大学知的財産アドバイザーの活動状況を把握するための状況視察や月次報告書のチェック
・幹事校幹部との意識のすり合わせ・意見交換
・広域大学知的座産アドバイザー間の連携を図るため、専用イントラネットの開設及び情報共有や課題解決の場として連絡会議（５回）
等を実施した。

なお、知的財産プロデューサーと同様に支援先の選定や事業達成度評価、広域大学知的財産アドバイザーの評価や派遣先とのマッチングを行うため、外部
有識者により構成される委員会を設置し、事業の効率化や透明性を確保した。

（３） 知的財産情報活用のための環境整備 （３） 知的財産情報活用のための環境整備 （３） 知的財産情報活用のための環境整備 （３） 知的財産情報活用のための環境整備

① 開放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。

① 開放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。

① 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広く一般へ提供した。
・開放特許情報データベース：　総登録件数　４２，６４９件（平成２２年度末：４６，７３６件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アクセス件数　２６５，１７８件（平成２２年度：２，３４６，０１９件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ライセンス情報」検索回数　７９，６１２件（平成２２年度：９１，６７７件）
・リサーチツール特許データベース：　総登録件数　７１７件（平成２２年度：７５７件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクセス件数　５，２６３件（平成２２年度：６，５０２件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検索回数　３，０５４件（平成２２年度：２，９５５件）
　
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へ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。

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（平成２２年度：５，４６２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（平成２２年度：９件））は、前年度より増加した。

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。

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１回以上実施する。

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などを目的として、国際知財
活用フォーラムを３回（国内１回、海外２回）開催した。国内開催のフォーラムでは参加者の約７０％から、海外開催のフォーラムでは参加者の約９０％から高
評価を得た（アンケート結果）。

　　「国際知財活用フォーラム」開催結果概要（別紙４）

＜国内＞
平成２４年１月２３日（月）　東京：ホテル日航東京（港区台場）　参加者数８１６名

＜海外＞
平成２３年１２月６日（火）　　北京：ホテルニューオータニ長富宮飯店　参加者数１１４名
平成２４年　２月２２日（水）   バンコク：Centara Grand & Bangkok　Convention Center at Central World　参加者数９２名

自治体において知財活用に関わる者とのネットワーク形成

・自治体において知財活用に携わる専門家である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。

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の広く一般への提供及び国内外におけ
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の
提供による知的財産情報の活用のための環境整備を行う。
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

３． 知的財産関連人材の育成 ３． 知的財産関連人材の育成 ３． 知的財産関連人材の育成 ３． 知的財産関連人材の育成

知的財産に関連する行政の円滑な実施及び知的財産関連人材
の充実を図るため、特許庁が有する専門的な知識、経験及びノウ
ハウを提供すること等を通じて、知的財産立国の担い手である知
的財産関連人材の育成を推進する。

なお、審査官・審判官等特許庁職員に対する研修及び民間企業
等の知的財産人材の育成のための研修については、「独立行政
法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づき業務の実施主体
を含め抜本的な見直しに向けた検討を行うことを踏まえ、見直しま
での間については、引き続き情報・研修館において着実に各種研
修業務を実施することとする。

（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、以下の点を踏ま
えつつ着実に実施する。

特許庁研修基本方針及び平成２３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、以下の点を踏まえつつ着実に実施する。

平成２３年度研修計画(特許庁）に基づき、特許庁職員６，４１８名（昨年度より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。
 
●必修研修
　・審査系職員研修　 ５４９名
　・審判系職員研修 　１４６名
　・事務系職員研修 　１４３名   　 計　８３８名（平成２２年度：９１５名）

●任意研修
　・管理者研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６７名
　・メンタルヘルス、ライフプラン等に関する研修　　　　 　　　　１７１名
　・国際化への対応能力向上のための研修　　　　　　　　　　　３２２名
　・情報化への対応能力強化のための研修　            　　　  　１８８名
　・法的専門能力向上のための研修　                        　　　　１０９名
　・行政ニーズ変化への感応度向上のための研修（任意）　２，９６７名
　・行政ニーズ変化への感応度向上のための研修（派遣）　１，６５６名　　　計　５,５８０名（平成２２年度：５，１０２名）
　
　審査・審判系研修の実施状況
　　・アジア圏の商標制度に関する科目を新設
　　・審査・審判官の担当分野再編に対応し、庁内講座（基礎編）を充実
　　・国際化に対応する研修の実施
　　　①国際的分野で活躍できる人材を育成するための英語によるプレゼン研修を実施
　　　②急増する中国出願に対応する人材を育成するため中国語研修の充実を図った

・ 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
ること。

・ 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。

・ 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。
１．審査官補コース研修
　(1)出願・明細書  6H
　(2）拒絶理由     20H
　(3)サーチ演習    6H
２．審判官コース研修
　(1)審判及び判定の実務　6H
　(2）審判実務実習
　(3)口頭弁論実習
３．審査官（前期）コース研修
　(1)審査実務　10H
　(2）実務演習　 6H
４．審査官（後期）コース研修
　(1)審査実務　18H
　(2）合議傍聴実習
５．審判書記官研修
　 (1)審判実務の実習　6H
６．サーチ実務研修　2日間
７．明細書記載に関する研修　1日間
８．特許審査実務研修「特別講座」　3日間

・ 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
研修効果を高めること。

・ 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
研修効果を高めること。

・ 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、先端技術研修、審査官コース後期研修及び審
査応用能力研修おいて、知的財産関係者２０８名（平成２２年度　１９０名）の参加を得て、合同研修を実施した。

　１．弁理士　　　　１５８名
　２．企業関係者　  ４８名
  ３．海外　　　　　　　 ２名（EPO審査官、SIPO審査官）

・ 講師の充実及び効果的かつ効率的なカリキュラムの策定をするこ
と。

・ 講師の充実及び効果的かつ効率的なカリキュラムの策定をするこ
と。

・ 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。
◆研修講師の変更
　・審査官補コース研修　　　　2名
　・審査官（前期）コース研修   2名
　・審査官（後期）コース研修   1名
◆合同研修の実施
　・「審査官補コース」と「事務系初任者研修」　6科目
　・「審査官（後期）コース研修」と「産業財産権専門官研修」　3科目
　・「審判書記官研修」において民事訴訟法を合同科目として実施

・ 研修を実施する立場から、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。

・ 研修を実施する立場から、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、従来の実施後アンケート結果を研修内容に反映させるとともに、実施前アンケートを取り入れるなどの工夫をし、研修生の要望把握に努めた。

◆研修時間の変更
　１．審査官補コース研修　　　　2科目
　２．審査官（前期）コース研修　2科目
　３．審査官（後期）コース研修　3科目
　４．審査応用能力研修　　　　　1科目
◆新規科目の追加
　 ・審査応用能力研修
   ・全必修科目へ2科目追加
◆事前アンケートの実施
　　・パソコン研修
　　・マネジメント能力研修

・ ｅラーニングによる学習教材を積極的に活用すること。 ・ ｅラーニングによる学習教材を積極的に活用すること。 ・ ◆eラーニング受講科目
　(1)審査官補コース研修 　　　　14科目
　(2）審査官（前期コース）研修   11科目

　・事前学習を推奨することで、研修効果のみならず、事後に科された報告書作成時間を縮減するなどの間接的に業務効率化へ貢献した。

［人材育成業務］
人材育成業務の着実な実施

［人材育成業務］
人材育成業務の着実な実施

［人材育成業務］
人材育成業務の着実な実施

［人材育成業務］
人材育成業務の着実な実施

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。

6,418名6,017名5,919名6,110名5,571名合　計

5,580名5,102名4,860名5,094名4,711名任意研修

838名915名1,059名1,016名860名必修研修

23年度22年度21年度20年度19年度

特許庁職員研修参加人数
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

（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 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 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
チャー研修を実施し、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。（第3回 [10/4～11/29] と合わせ計4回の受講者合計：469名、合
格者合計306名）（平成22年度　延べ受講者数　392名　合格者数　244名）
・第1回 [4/5～6/2]　受講者（申請）：85名 (合格者:51名)
・第2回 [7/4～8/26] 受講者（申請）:102名 (合格者:60名)
・第4回 [1/5～3/6] 受講者（申請）:133名(合格者:104名)

・ 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、１０月開講の研修を追加する。

・ 受講希望者が当初予想より多く、新規に登録調査機関として参入を目指す機関があることから、10月に第3回の研修を追加して実施するとともに、特許庁の
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。
・第3回 [10/4～11/29] 受講者（申請）:149名 (合格者:91名)

・ 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。

・ 第2回研修において、科目聴講生の募集を実施した。（聴講生1名が受講した。）
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。）

・ 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。

・ 受講者の検索能力を更に向上させるため、第2回研修から、面接評価における評価観点を明確化するとともに、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。
評価観点の明確化、カリキュラムの変更に際しては、特許庁と協議を行い連携をとって実施した。

② 登録調査機関の調査能力を高めるための研修を毎年度１回以上
実施する。

② 登録調査機関の調査能力を高めるための研修を１回以上実施す
る。

② 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
試行を含め計2回実施した。（受講者合計：37名）
特に、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者からも高評価を得た。
・調査業務実施者スキルアップ研修（試行）[6/21] 受講者:23名
・調査業務実施者スキルアップ研修（本格実施）[3/22～23] 受講者:14名

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

公益的見地から中立・公平に実施することを基本に、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
実施するとともに、中小・ベンチャー企業等に対してはより参加し
やすい形態での研修を実施する。
その際には、受講者数やその推移、費用対効果及び市場化テス
トの実施結果を踏まえ、独立行政法人として実施する必要性につ
いて講座ごとに厳格に検証し 必要な見直しを行う

公益的見地から中立・公平に実施することを基本に、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
行政機関・民間企業等の知的財産関連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以下の研
修を含め、必要な研修を実施することで行う。

公益的見地から中立・公平に実施することを基本に、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
行政機関・民間企業等の知的財産関連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以下の研
修を含め、必要な研修を実施することで行う。

公益的見地から中立・公平に実施することを基本に、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・補完しながら行政機関・民間企業等の知的財産関連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
等を以下の研修を含め、必要な研修を実施することで行う。

① ① 弁理士、民間企業の知財部員等の知的財産専門人材に対する特
許要件の判断等に係る実務能力向上のための研修

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に、下記のとおり審査基準討論研修を計4回（特許：3回、意匠：1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）。また、拒絶理由通知応答研修並びに知的財産管理技能士フォローアップ研修を下記
のとおり実施した。

・ 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。

・ 特許審査基準討論研修を実施した。
　第1回 [9/12] 受講者:26名
  第2回 [10/19] 受講者:28名、審査官:2名（若手、中堅1名ずつ)
  第3回 [12/12] 受講者:32名、審査官:3名（若手）
（平成22年度　延べ受講者数　65名）

・ 意匠審査基準等をテーマとした討論形式の研修を１回実施する。 ・ 意匠審査基準討論研修[2/17] 受講者20名、審査官2名
（平成22年度　受講者数　14名）

・ 拒絶理由通知への応答に関する研修を１回実施する。 ・ 意匠拒絶理由通知応答研修を実施した。[11/11] 受講者:32名
（平成22年度　受講者数　22名）

・ 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１回実施する。

・ 知的財産管理技能士フォローアップ研修を実施した。[11/9] 受講者:18名
（平成22年度　受講者数　14名）

② ② 民間企業等の検索業務者に対する特許情報等に係る調査・検索
能力向上のための研修

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下記のとおり上級・中級・意匠等の計8回実施し、好評を得た。（受講者合計:235名（平成22年度:303名））

・ 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。

・ 検索エキスパート研修を実施した。
　・上級第1回 [6/7～6/14] 受講者:46名
　・上級第2回 [9/6～9/13] 受講者:47名
　・上級第3回 [12/5～12/13] 受講者:36名
　・上級第4回 [3/6～3/13] 受講者:31名
　・中級第1回 [12/14～12/16] 受講者:29名
　・中級第2回 [2/7～2/9] 受講者:15名
　・特許調査実践研修（大工大連携）[2/20～2/22] 受講者:12名
検索エキスパート[上級]では、技術分野別に研修を実施した。

・ 意匠情報検索に関する実践的かつ専門的な研修を１回実施す
る。

・ 検索エキスパート研修（意匠） [3/14～3/16] 受講者:19名

③ ③ 中小・ベンチャー企業の経営者や知財部員等に対する知的財産
の保護・活用能力向上のための研修

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、下
記のとおり計6回実施した。（受講者合計:96名（平成22年度:164名））

・ 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４回実
施し、うち３回は地方都市で開催する。

・ 特許侵害警告模擬研修を実施した。
　第1回（東京） [12/5] 受講者:24名
　第2回（名古屋） ［1/16］ 受講者:20名
　第3回（大坂） [2/10] 受講者:24名
　第4回（福岡） [3/9] 受講者:4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２回実施
する。

・ 知的財産活用検討研修を実施した。
　第1回（大阪） [9/13] 受講者:15名
　第2回（東京） [3/15] 受講者:9名

④ 行政機関等の知的財産関連業務担当者に対する知的財産に係
る業務遂行能力向上のための研修

④ 行政機関等の知的財産関連業務担当者に対する知的財産に係
る業務遂行能力向上のための研修

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下記のとおり計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（平成22年度:142名））

・ 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）。

・ 知的財産権研修を実施した。
　初級第1回 [6/6～6/9] 受講者:13名
　初級第2回 [7/11～7/14] 受講者:50名
　初級第3回 [10/25～10/29] 受講者:43名
　初級第4回 [11/16～11/18] 受講者:18名
知的財産権研修（産学官連携（旧中級）） [1/30～2/1] 受講者:36名

・ （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。

・ 産業・情報技術等指導者養成研修を開催した。
[8/1～8/5] 受講者:8名（平成22年度:12名）

中小・ベンチャー企業の経営者や知財部員等に対する知的財産
の保護・活用能力向上のための研修

弁理士、民間企業の知財部員等の知的財産専門人材に対する特
許要件の判断等に係る実務能力向上のための研修

民間企業等の検索業務者に対する特許情報等に係る調査・検索
能力向上のための研修

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。

「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
するとともに、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。
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

⑤ 知的財産プロデューサーに対する知的財産戦略の視点から事業
戦略を支援する能力向上のための研修

⑤ 知的財産プロデューサーに対する知的財産戦略の視点から事業
戦略を支援する能力向上のための研修

⑤ 知的財産プロデューサーのレベルアップを図ることを目的に、知的財産戦略の視点から事業戦略を支援する能力向上のための研修を下記のとおり計6回実
施した。

・ 知的財産プロデューサーの新任研修を１回実施する。 ・ 知的財産プロデューサー等新任研修（Ⅰ期）を実施した。[4/4～4/7]受講者:22名
知的財産プロデューサー等新任研修（Ⅱ期）を実施した。[6/15～6/17]受講者:22名
知的財産プロデューサー等新任研修を実施した。[10/3～10/4]受講者:2名

・ 知的財産プロデューサーの能力向上のための研修を１回以上実
施する。

・ 知的財産プロデューサー等スキルアップ研修を実施した。 ［9/28］受講者:17名
知的財産プロデューサー等フォローアップ研修を実施した。 [11/30] 受講者:23名
知的財産プロデューサー等スキルアップ研修を実施した。［2/27］受講者:24名

また、上記の研修の実施にあたっては、市場化テストの実施結果
等に示された情報・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。

また、上記の研修の実施にあたっては、市場化テストの実施結果
等に示された情報・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。

・ 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。

・ 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の各研修において、研修生の相互研鑽を図るよう、研修の一部に討論形式の科目を導入した。

・ 講師の充実及び研修内容の質的向上を図ること。 ・ 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。

・ 個別の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。

・ 個別の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。

・ ④の研修（知的財産権研修）において、研修生のアンケート結果に基づいてカリキュラムを一部変更し、研修内容の質の向上を図った。具体的には下記のと
おり。
　・「IPDL検索演習」の講義（座学）を新規に導入した。

・ 特許庁職員と合同で研修を実施する機会を確保し、相互の研修
の効果を高めること。

・ 特許庁職員と合同で研修を実施する機会を確保し、相互の研修
の効果を高める。

・ 特許審査基準討論研修（第2回、第3回）には審査官が参加した。
意匠審査基準討論研修には審査官が参加した。

・ 中小・ベンチャー企業等に対して、より参加しやすい形態で研修を
実施すること。

・ 中小・ベンチャー企業等に対して、より参加しやすい形態で研修を
実施する。

・ ・③の研修（特許侵害警告模擬研修）の地方開催（名古屋、大阪、福岡）を実施した。（第2回（名古屋） ［1/16］ 受講者:20名、第3回（大坂） [2/10] 受講者:24
名、第4回（福岡） [3/9] 受講者:4名）
・③の研修（知的財産活用検討研修）の地方開催（大阪）を実施した。（第1回（大阪） [9/13] 受講者:15名）

・ 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。

・ 情報・研修館に対する社会のニーズの把握に努め、研修の 適
化・合理化に向けて必要となる試行を行う。

・ 登録調査機関にヒアリングを行いニーズを把握し、調査業務実施者スキルアップ研修（試行）を実施した。[6/21]

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2011並びにフィードバックセミナー2011を開催し、表彰及び試験問題の解説を通じ、広く顕彰を行った。
・検索競技大会[10/29]　参加者：148名（東京 102名、大阪 46名）
・フィードバックセミナー　東京 [2/24] 参加者:187名　　大阪 [2/28] 参加者:96名
（平成22年度:合計415名）

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を行った。

・ 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に
向けて協力する。

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加各機関の分担。
主催：知的財産人材育成推進協議会、 後援：特許庁、文部科学省、知財戦略推進事務局）
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時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
（平成22年度:3回実施　延べ参加者数520名）

・ 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。

・ ・協議会作業部会を下記のとおり計5回、協議会を計2回開催し、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し
た。
　作業部会：第40回 [6/27]、第41回 [8/4]、第42回[9/15]、第43回[11/1]、第44回[1/26]
　協議会：　第11回 [9/30]、第12回 [3/16]
・12/7開催の知的財産人材育成プラン検討ＷＧへ協議会からの提言を提出した。
・知的財産推進計画2012へのパブリックコメント募集について、協議会から提言を提出した。
（平成22年度:作業部会開催回数:6回　協議会開催回数:1回）

⑧ 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。

⑧ 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した。

・

「特許調査従事者の現状と今後に関する調査研究」を実施した。
　委員会開催：第1回[8/29]、第2回[11/15]、第3回[12/20]、第4回[2/15]
　報告書納品：2/29

・

「今後の知的財産人材育成教材等の在り方に関する調査研究」を実施した。
　委員会開催：第1回[11/7]、第2回[2/24]、第3回[3/2]、第4回[3/22]
　報告書納品：3/30
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

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
おいて、「有意義だった」との評価を毎年度平均で８０％以上の者
から確保するとともに、１００％を目指すこととする。

（１）
  １．審査系職員研修　　99.6％
  ２．審判系職員研修　　98.6％
　３．事務系職員研修　　97.2％
  ４．管理者研修　　　  　97.6％
  ５．メンタルヘルス、倫理、ライフプラン等に関する研修     93.6％
  ６．国際化への対応能力向上のための研修　 　　　　　 　 97.8％
  ７．情報化への対応能力強化のための研修　 　        　  99.5％
　８．法的専門能力向上のための研修　　　　　　　　　　 　　 100％
  ９．行政ニーズ変化への感応度向上のための研修　       97.9％
（2）
①第1回調査業務実施者育成研修 100%
   第2回調査業務実施者育成研修 100%
   第3回調査業務実施者育成研修 100%
   第4回調査業務実施者育成研修 100%
②調査業務実施者スキルアップ研修（試行） 100%
   調査業務実施者スキルアップ研修（本格実施） 100%

（3）
①第1回特許審査基準討論研修 100%
   第2回特許審査基準討論研修 100%
   第3回特許審査基準討論研修 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 100%
②第1回検索エキスパート研修（上級） 88%
   第2回検索エキスパート研修（上級） 98%
   第3回検索エキスパート研修（上級） 100%
   第4回検索エキスパート研修（上級） 100%
   第1回検索エキスパート研修（中級） 93%
   第2回検索エキスパート研修（中級） 92%
   検索エキスパート研修（意匠） 100%
   特許調査実践研修（大工大連携） 94%
③第1回知的財産活用検討研修 93%
   第2回知的財産活用検討研修 100%
   第1回特許侵害警告模擬研修(東京) 100%
　 第2回特許侵害警告模擬研修（名古屋） 100%
   第3回特許侵害警告模擬研修（大坂） 100%
   第4回特許侵害警告模擬研修（福岡） 100%

④第1回知的財産権研修（初級） 100%
   第2回知的財産権研修（初級） 100%
   第3回知的財産権研修（初級） 100%
   第4回知的財産権研修（初級） 100%
   知的財産権研修（産学官連携（旧中級）） 100%
   産業情報技術等指導者養成研修 100%
⑤知的財産プロデューサー等新任研修（Ⅰ期） 100%
　 知的財産プロデューサー等新任研修（Ⅱ期） 100%
　 知的財産プロデューサー等スキルアップ研修 100%
   知的財産プロデューサー等フォローアップ研修 100%

昨年度のアンケートを参考にして、研修カリキュラムの改善、講師の選択を行った結果、全ての研修で「有意義であった」との評価を80％以上の研修生から
得ることができ、さらに、多くの研修で100%の研修生から「有意義であった」との評価を得ることができた。

特許庁職員以外の者に対する研修の参加人数

１２１２０１１９１４０２－－特許調査実践研修

３７２－－－－－－－－調査業務実施者スキルアップ研修

１１０６－－－－－－－－知的財産プロデューサー研修

１８１１４１１０６３３８１－－
知的財産管理技能士
フォローアップ研修

３２１２２１２９１３２１－－拒絶理由通知応答研修

３６１３０１２１１１０２１３１知的財産政策研修

１３２５１４２５１４４５１１９６１６０４知的財産権研修

２０４６２７９６２４２７２２６７３０２７検索エキスパート研修

２４２５１２１５１－－－－知的財産権活用検討研修

７２４１１３５１００５１３３６１１９４特許侵害警告模擬研修

１０６４７９４８５４８０４７８３審査基準討論研修

４６９４３９１４４７７４２８２４３１４４調査実施者育成研修

人数回数人数回数人数回数人数回数人数回数

23年度22年度21年度20年度19年度
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

（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を提供した。

・ 開発済みの学習教材（４７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（46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５』『別紙６』 を参照）

・ 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（35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。

・ 学習教材を改訂分を含め４コンテンツ程度開発する。 ・ 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ＩＰ・ｅラーニングシステムホスティングサービスの調達から導入に至る作業が
大きく、1コンテンツしか作成できなかった。
作成した新たなコンテンツは「平成23年特許法等の一部を改正する法律について（平成23年度特許法等改正説明会）」であり、特許法改正の正しい理解と周
知を図った。
なお、「5年間で15科目以上作成する」という中期目標の達成については、平成23年度の欠損分を平成24年度以降においてリカバリー可能である。

・ 次期ＩＰ・ｅラーニングシステムホスティングサービスの調達等を通
じて、ＩＰ・ｅラーニングシステムの利用性の向上を図る。

・ 新たなＩＰ・ｅラーニングシステムホスティングサービスをリリースし、ＩＰ・ｅラーニングシステムの利用性の向上を図った。導入された新たなホスティングサービ
スでは、ログインせずとも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が可能となるなど、ｅラーニングシステムの利便性が向上した。
なお、新たなＩＰ・ｅラーニングシステムホスティングサービスをリリースするに際しては、特許庁庶務班長会議の場を通じ、特許庁職員向けに周知を図った。

② ｅラーニングによる五大特許庁との協力 ② ｅラーニングによる五大特許庁との協力を行った。

・ これまでに開発済みの五大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、米
国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）職員、韓国特許庁（ＫＩＰＯ）職員並びに
中国国家知識産権局（ＳＩＰＯ）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。

・ 五大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。

・ 五大特許庁間での協議は無かった。

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52号」発行(9月30日)、「特許研究53号」発行（3月30日）
◆国内外の関係機関へ600部配布
「特許研究49号」英語翻訳済であるが、執筆者から一部未承諾がありＨＰへの掲載準備中。
「特許研究50号」英語翻訳完了。執筆者へ翻訳内容確認依頼中。

（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 （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 （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 （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

① ① 産業財産権標準テキスト等の整備・提供 ① 産業財産権標準テキスト等の整備・提供

・ 産業財産権標準テキスト等に関し、教材の内容を検討し、改訂を
行う。

・ 平成24年度版の産業財産権標準テキスト等に関し、教材の内容を検討し、改訂作業を行った。

・ 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）に対する産業財産権標準テキスト等
の効率的な提供について検討を行う。

・ 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）に対する産業財産権標準テキスト等の効率的な提供について検
討を行い、利用者のニーズに沿った配布を行うために、ユーザに対する配布希望調査を実施するとともに、提供先および提供部数について見直しを行った。
（平成24年度の配布予定数：約30万部）

・ 産業財産権標準テキスト等に関し、ホームページ公開の準備を進
め、準備の整ったものから、情報・研修館のホームページにおい
て公開する。

・ 資料のうちの1冊（知的財産人材育成用副読本「アイデア活かそう未来へ」）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。

② ② 将来の制度ユーザーの拡大による知的財産権制度の普及を図る
ため、専門高校及び高等専門学校において、産業財産権標準テ
キスト等を活用し、知的財産に関する創造力・実践力の開発を推
進する事業を実施する。

② 「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・活用力開発事業｣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。
また、開発推進校のうち、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。

知的財産に関する創造力・実践力開発推進事業のマニュアル検討会を開催した。
[7/22,7/25,7/28,7/29,8/1,8/2,8/4,8/5]

知的財産に関する創造力・実践力開発推進事業中間報告会を開催した。
農業高校 [8/18～8/19]、工業高校 [8/22～8/23]、商業高校 [8/24～8/25]、
高等専門学校 [8/29～8/30]

知的財産に関する創造力・実践力開発推進事業の年次報告会を開催した。
[1/16,1/20,1/23,1/30]

③ 専門教育機関等の学生及び生徒が、知的財産権に関する実践的
な能力を修得できるよう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 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。
（平成22年度:応募件数　446件　出願支援対象件数:38件）

（６） 海外の知的財産人材育成機関との連携・協力の推進 （６） 海外の知的財産人材育成機関との連携・協力の推進 （６） 海外の知的財産人材育成機関との連携・協力の推進 （６） 海外の知的財産人材育成機関との連携・協力の推進

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、協力の進展結果に応じて共同研修の開催等を行う。

以下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。
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。

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、参加者：144名）を開催し、国内企業
の参加者から高い評価を得た。
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、参加者：502名）を開催した。

なお、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「中国専利指南（中国審査実務）」、「韓国語特許
文献検索」に関する専門家セミナーは、時宣を得たもので高い評価を得た。

・ 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。

・ 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。

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と
ともに、ＷＩＰＯ・ＧＮＩＰＡの会合（知的財産研修所長シンポジウム）
に参加し、情報・研修館の取組を発信するなど、海外の知的財産
人材育成機関との情報交換及び相互協力を推進する。

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
教材を改訂版を含め５年間で１５科目以上作成するとともに、ｅ
ラーニングシステムの利用性の向上を図る。

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。

知的財産権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、知的財産権の重要性に係る意識の啓発及び醸成
に必要な情報や資料の整備、提供を行うこと等により、実践的な
能力構築を支援する。

人材育成に資する情報や資料を利用し、知的財産権に関する実
践的な能力構築を支援する事業を展開する。

知的財産権に関する実践的な知識を備えた人材の育成を目的と
して、知的財産権の重要性に係る意識の啓発及び醸成に必要な
情報や資料を整備し、効率的に提供を行う。また、これまでに作成
した情報や資料の見直しを行うとともに、ホームページ公開の準
備を進め、準備の整ったものから、情報・研修館のホームページ
において公開する。

経済のグローバル化の進展に伴い、国際的に知的財産が適切に
保護される環境の整備が世界的な課題となっている中、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。

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。
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項 Ⅲ 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 Ⅲ 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 Ⅲ 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

独立行政法人の特長を 大限に活かし、その目標達成に適応し
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。

業務を効果的に実施するため、人員配置及び組織構成が も効
率的な体制となるよう、業務量等の変動に応じた的確かつ柔軟な
組織運営を行う。

（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、
重点項目及び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） 業務の変動に応じた人員配置等の見直し
利用者ニーズ、政策課題に機動的に対応するため、各部の業務内容及び業務量を常に精査し、人員配置・組織体制の見直しを的確に行った。具体的に
は、前期中期目標決算処理後直ちに管理部門の要員を17名から15名へ2名減員、相談部要員も1名減員し、これを年度計画で予定されていなかった「中国
実用新案文献の和文抄録作成」等の新たな政策ニーズに対応する必要の生じた情報管理部に２名、国際連携担当を新設した人材育成部に1名充当した。
また、特許庁との交流人事により新設の事業部である活用促進部の能力を補強。

・情報管理部：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等に対応するため人員増強。これにより、年度末にはIPDLによる当該和文
抄録の提供を開始。
・人材育成部：中国・韓国等の人材育成機関間の連携強化を担当する人員の増強
・活用促進部:特許庁との交流人事により能力を補強。新規の海外知財プロデューサー事業を円滑に立ち上げ
・管理部門：人員を2名（契約担当及び経理担当）削減。その中で随意契約・一者応札削減も実現
・相談部:人員1名を臨時・暫定的に削減

また、他機関との連携に向けた取組も含め、業務内容に応じた民
間事業者等の能力の効果的活用を推進する。

また、外部能力の効果的な活用の観点から、自ら実施すべき業務
を精査し、民間事業者等との協力・連携、アウトソーシングを積極
的かつ適正に行う。

（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
○外部人材の積極的な活用
23年度から新たに事業を開始した「海外知的財産プロデューサー事業」については、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した人材を契
約職員として6名採用するなどして、各種業務を円滑かつ効率的に実施する体制を整えた。

○弁護士・監査法人の活用
業務を実施するにあたり法律的見地からの検討及びユーザー等からの苦情・トラブル等に迅速かつ的確に対応するために弁護士（顧問契約）を活用した。
また、専門性が高い会計処理・経理事務についても監査法人（顧問契約）の指導・助言を受け、当該業務を的確に実施した。

・弁護士への法律相談：　３件
・監査法人による指導・助言：　随時

２． 業務運営の合理化 ２． 業務運営の合理化 ２． 業務運営の合理化 ２． 業務運営の合理化

「独立行政法人等の業務・システム 適化実現方策」（平成１７年
６月２９日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づ
き、国の行政機関の取組に準じて、業務・システムに係る監査の
実施、刷新可能性調査の実施により、既に策定された「特許庁業
務・システム 適化計画」（平成１６年１０月５日策定、平成２１年１
０月３０日改定）と連動しつつ、業務・システムの 適化を推進す
る。

業務運営の合理化を図るため、「独立行政法人等の業務・システ
ム 適化実現方策」（平成１７年６月２９日各府省情報化統括責任
者（CIO）連絡会議決定）及び「特許庁業務・システム 適化計画」
（平成１６年１０月５日策定、平成２１年１０月３０日改定）に基づ
き、業務・システムに係る監査の実施、刷新可能性調査の実施に
より、業務・システムの 適化を推進する。

業務運営の合理化を図るため、「独立行政法人等の業務・システ
ム 適化実現方策」及び「特許庁業務・システム 適化計画」に
基づき、業務・システム
に係る監査及び刷新可能性の調査について検討する。

特許庁業務・システム 適化計画の見直しの動向に関する情報を随時把握し、情報・研修館業務（システム）への影響について確認し、適時特許庁と協議を
行うなど検討準備を開始した。

また、「特許庁業務・システム 適化計画」に基づく特許庁新シス
テムの稼働に伴い情報・研修館の事業が一部廃止される予定で
あることを踏まえ、同システムの稼働に向け、情報・研修館の組
織・体制の計画的な縮小・合理化を行う。

また、「特許庁業務・システム 適化計画」に基づく特許庁新シス
テム稼働に向け、事業の一部廃止を含めた組織・体制の計画的
な縮小・合理化の検討を行う。

３． 業務の適正化 ３． 業務の適正化 ３． 業務の適正化 ３． 業務の適正化

運営費交付金を充当して行う業務については、第三期中期目標
期間中、新規追加・拡充部分を除き、一般管理費について中期目
標期間終了時までに中期目標期間中の初年度と比べて１５％程
度の効率化を行うとともに、業務経費について平成２２年度限りで
廃止となる工業所有権情報流通等業務を除いた上で期間中平均
で前年度比１％程度の効率化を行う。

運営費交付金を充当して行う業務については、第３期中期目標期
間中、新規追加・拡充部分を除き、一般管理費について中期目標
期間終了時までに中期目標期間中の初年度と比べて１５％程度
の効率化を行うとともに、業務経費について平成２２年度限りで廃
止となる工業所有権情報流通等業務を除いた上で期間中平均で
前年度比１％程度（特許庁新システムの稼働に伴い廃止となる事
業は２％程度）の効率化を行う。

（１） 予算、設備等の資源配分の見直しを適宜行い、業務改善、調達コ
ストの削減の取組等を通じて業務の効率化を進めることにより、
新規追加・拡充部分を除き、一般管理費については前年度比３％
程度の削減、業務経費について前年度比１％程度の削減を行う。

（１） ２３年度においては、予算ベースで一般管理費(除く人件費)については対前年度比△６．９％、業務経費については対前年度比△２６．３％の削減を図った

また、本年度の進捗状況を２４年度予算に反映し、一般管理費についてその削減を前倒し△１２．３％の削減率とした。

（２） 委託等業務については、「独立行政法人の契約の状況の点検・見
直しについて」に基づき、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） 物品・役務の調達にあたっては、真にやむを得ないものを除きすべての案件について競争的手法により契約を締結した。その際、調達案件全件について情
報・研修館ホームページへの掲載を行うとともに、事業内容に応じて適切な公告期間の確保、説明会の実施等により入札参加機会の拡大を図った。

「独立行政法人の契約の状況の点検・見直しについて」に基づき設置された契約監視委員会を24年2月に開催し、随意契約案件の妥当性、一者応札・応募
案件について点検・審議いただいた(委員からは追加的な指摘事項はなかった)。

（３） 契約の締結状況をホームページで公表し透明性を確保する。 （３） 契約締結状況の公表
随意契約（少額随契案件を除く）及び競争入札により契約を締結した案件に関する情報については、すべて情報・研修館のホームページにおいて公表して
いる。

４． 給与水準の適正化 ４． 給与水準の適正化 ４． 給与水準の適正化 ４． 給与水準の適正化

給与水準の適正化の取組を継続するため、給与水準に係る目標
水準・目標期限を設定して計画的に取り組むとともに、その検証
結果、取組状況を公表する。

給与水準については、平成２１年度における対国家公務員指数
（年齢勘案１１２．５、年齢・地域・学歴勘案１００．８）に鑑み、第３
期中期計画期間中においても引き続き、目標水準・目標期限を設
定してその適正化に計画的に取り組み、国家公務員に準じた給
与改定を行い国家公務員と同程度の給与水準を維持するととも
に、その検証結果、取組状況を公表する。

給与水準の適正化の取組を継続するため、国家公務員の給与に
準じ、人事院勧告を踏まえた給与改定を行うとともに、その検証結
果、取組状況を公表する。

国家公務員と同程度の給与水準を維持に向け、２３年度においては「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の施行を踏まえ、給与減額措
置のうち人事院勧告分については国家公務員と同じタイミングで給与改定(２４年３月１日施行)を実施した。

この結果、２３年度における対国家公務員給与指数は地域勘案で９７．２、地域学歴勘案で９９．９となり、適正な水準を維持できた。

また、残余の給与減額実現に向け労働組合と精力的に労使交渉を実施した(3月中に3回の直接交渉を実施。因みに、国と同水準の給与減額改定について
は２４年５月１日から実施中)。

（別紙７-１）
　・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７－２）
　・常勤職員の給与支給状況
　・職員と国家公務員との給与水準比較

対国家公務員給与指数をはじめとする毎年度の当館役職員の報酬・給与の状況については、当館のホームページにおいて公表している。

また、総人件費については、「行政改革の重要方針」（平成１７年１
２月２４日閣議決定）に基づく国家公務員の定員の純減目標（平
成１８年度から５年間で５％以上の純減）に準じた取組を「経済財
政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日
閣議決定）を踏まえ平成２３年度まで継続するとともに、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

また、総人件費改革の取組については、「経済財政運営と構造改
革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）を踏
まえ平成２３年度まで継続するとともに、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着実に実施す
る。

総人件費改革に準じた取組への対応として、２３年度予算における人件費は対前年度予算の１％削減とし、人件費削減に向けた取組を着実に実施した。

また、委託等により実施する業務については、「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）に基づく取組を着実に実施し、一者応札・応募解消を含め契
約の適正化を推進するとともに、密接な関係にあると考えられる
法人との契約にあたっては、一層の透明性の確保を追求し、情報
提供の在り方を検討する。

また、委託等により実施する業務については、「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）に基づく取組を着実に実施し、一者応札・応募解消を含め契
約の適正化を推進するとともに、密接な関係にあると考えられる
法人との契約にあたっては、一層の透明性の確保を追求し、情報
提供の在り方を検討する。
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

５． 内部統制の充実・強化 ５． 内部統制の充実・強化 ５． 内部統制の充実・強化 ５． 内部統制の充実・強化

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から通知される事項
等も活用し、内部統制の充実・強化を図る。

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から通知される事項
等も活用し、内部統制の充実・強化を図る。

（１） 総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から通知される事項
等も活用し、内部統制の充実・強化を図る。

（１） ①業務の有効性・効率性、法令等の遵守、資産の保全及び財務報告等の信頼性確保を目的とする内部統制強化の観点から、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の洗い出しを図る体制を整備している。ま
た上記会議のほか、毎週開催の定例会議、契約審査委員会等において、必要に応じ法人の課題、目標及びミッションの徹底、リスク要因の除去に向けた指
示を行っている。

②特に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、直接個々の現場職員や戦略的業務を担う即戦力として外部から登用した知財
プロデューサー等(契約職員)と密に意見交換を行い、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めている。

③さらに、法人ミッション及び組織運営方針の周知徹底のため、全職員に対する訓示(就任時、年頭、年度末)、時宜に応じた理事長メッセージの全職員への
発出(1/12インサイダ取引注意喚起、2/7事業成果ヒアリング所感、3/1給与改定事情説明・周知、3/8国際女性デー)、新規採用(新規異動)職員を対象とした
業務説明会(年２回)での講話等を通じ、職員とのコミュニケーション強化と問題意識の共有化を通じ業務改善の推進にリーダーシップを発揮している。
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。

④23年度は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」を実施。ヒアリングを踏まえて2/15各部に対し24年度　年度
計画・予算策定方針を指示。理事長主導による年度計画・予算策定を行った。

⑤監事は、当館の業務及び会計の適正かつ効率的な運営の確保を目的に「監事監査要綱」に則って毎年度監査方針及び監査計画書を作成し監査を実
施、監査結果を理事長にフィードバック(通知)している。加えて監事には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
権能が付与されている。
また、監事監査において指摘された事項及び利用者から寄せられたニーズへの対応状況については、監事監査計画の項目に盛り込みフォローアップの体
制を整えている。
　
なお、監事監査においては、理事長のマネジメントについて問題となる点はない旨の報告を得ている。

⑥契約監視委員会を定期的に開催(本年度は2/29)し、競争性のない随意契約の随意契約事由の妥当性の検証と競争入札における一者応札案件の改善
に努めているところ。23年度については、複数年度契約の一層の活用、事業の分割発注、入札公告期間の十分な確保、仕様書条件の緩和、一層の声かけ等
競争促進に向けた取組を組み合わせ、競争性のない随意契約と競争入札における一者応札をそれぞれ対前年度比３件減少の各３件とした。

⑦このほか、「情報・研修館情報セキュリティポリシー」に基づく監査及び個人情報保護規定に基づく管理状況等の点検・監査を実施している。

また、「第２次情報セキュリティ基本計画」等の政府の方針を踏ま
え、適切な情報セキュリティ対策を推進する。

併せて、政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、適
切な情報セキュリティ対策を推進する。

（２） 政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、適切な情報
セキュリティ対策を推進する。

（２） ○情報・研修館情報セキュリティポリシーに基づく点検及び監査を実施した。教育については研修を実施するとともに、標的型メール配信による訓練も実施
した。

○サイバー攻撃や標的型メールへの警戒について注意喚起を行い、各ウェブサイト（産業財産権相談、ＩＰＤＬ等）への対策状況に係る緊急点検を実施した。

○個人情報保護規程に基づく研修、保護情報の管理状況等の点検及び監査を実施した。
※ 入札・契約の適正化 ※ 入札・契約の適正化 ※ 入札・契約の適正化 ※ 入札・契約の適正化

１．契約関係規定類の整備・公表
契約については、「独立行政法人工業所有権情報・研修館会計規程」、「独立行政法人工業所有権情報・研修館契約事務取扱要領」により国と同様の規定
を整備し、契約関係部分を情報・研修館ＨＰにおいて公表している。

２．契約情報の公表基準の整備及び公表
「独立行政法人工業所有権情報・研修館契約事務取扱要領」に、国と同様の公表基準を定め(参考1参照)、当該規定に基づき契約情報をHP上に期限内に
公表している。また、政府の要請等に従い、「経済産業省行政支出見直し計画（平成21年３月）」を踏まえた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（平成22年4月）」に基づく当該計画のフォローアップ状況を毎年度公表している。

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
独立行政法人会計基準に基づき、関連法人(関連公益法人等)に該当する一般財団法人日本特許情報機構との取引・再就職情報を財務諸表の附属明細書
で開示するとともに、当該情報をHP上で提供している。また、契約が２．公表基準10.に該当する場合はその都度情報を公表することとしているほか、「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）」を踏まえ平成23年度7月以降「独立行政法人と一定の関係を有する法人」と新た
に契約を締結する場合には、当該法人との再就職及び取引等の状況の公表を行うこととしているが、平成23年度につ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み
　契約に関する重要事項(予定価格又は支出予定額が1,000万円以上の案件等)を審査するため理事長をヘッドとする契約審査委員会を年16回(契約件数27
件)開催するとともに、政府調達案件及び総合評価落札方式等の仕様等について審査するため総務部長をヘッドとする物品等調達審査委員会を年14回(契
約件数21件)開催した。
　「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。
　また、競争性のない随意契約事由の妥当性、一般競争入札の競争性確保(一者応札・応募の改善策)を目的に、外部有識者からなる契約監視委員会を平
成24年2月29日に開催し、過去の契約監視委員会での指摘案件等について検証するとともに、平成22年度及び平成23年度に締結した随意契約と一者応札
を中心に契約状況につき点検・審議いただいた。なお、契約監視委員会の資料、議事概要は当館ＨＰで公表している。

５．競争性のない随意契約実績と随意契約理由の妥当性
平成23年度の契約締結状況は以下の表のとおり。競争性のない随意契約は、対前年度比件数ベースで6件から3件へと3件減少したものの、金額ベースで
は382百万円から587百万円へ205百万円増加している。3件とも特実公報システムの改造など全て既存システムの改造に伴うもので、既存システム等との
互換性確保のため随意契約になっている。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。

参考1　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

参考２　独立行政法人と一定の関係を有する法人との契約情報の公表
１．公表対象となる契約
　　独立行政法人の支出の原因となる契約(除く小額随契、光熱水費等に係る契約)
２．公表対象となる契約先
　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
３．要公表情報
　契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先名称、契約金額等、再就職者の人
数、職名及び独法 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

1007,466100661008,52510065合 計

7.95874.534.53829.26競争性のない
随意契約

92.16,87895.56395.58,14390.859競争性のある
契約（小計）

0.97019.7130.65115.410企画競争・公募

91.26,80875.85094.98,09275.449競争入札

割合金額割合件数割合金額割合件数

23年度22年度

単位：百万円、％
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

６．関連法人、公益法人との契約について(契約形態・必要性)
平成23年度の契約のうち関連法人(関係公益法人等)や公益法人との契約は計7件ですべて競争性を有する契約となっている。これは、当館として外注の必
要性があると判断し競争入札に付した事業の落札先が、結果として関連法人、公益法人になったものである。
うち関連法人(関係公益法人等)との契約は5件で、契約形態はすべて一般競争入札で、整理標準化データ等の作成事業(特許庁新システム稼動にあわせ
廃止予定)1件を除いては複数応札となった。その他公益法人との契約2件のいずれも競争性のある契約方式で、複数応札・応募の結果落札されている。

７．一者応札・応募の改善に向けた取組
平成23年度の一者応札・応募件数は3件で、前年度比で3件減少、金額ベースでも7,841百万円から1,027百万円へと6,814百万円減少した。金額の大幅な減
少は、前年度実績金額を押し上げたIPDL、電子出願ソフト運用支援事業等が複数年契約で対象からはずれたことに起因するが、整理標準化データ等の作
成事業といった大型案件が引き続き一者応札となっていることから金額ベースの比率は依然高止まりしている。
また、平成23年度は、従来一者応札案件であった契約9件について、仕様書要件の緩和、分割発注、複数年契約の積極的活用、一層の周知(声かけ)など競
争促進に向けた取組の組合せにより、一者応札を解消し、経費削減も実現。うち主要なものは下記特筆事項1.のとおり。

なお、一者応札となった要因としては、事業において極めて特殊な情報サービスや特許データを取り扱うこととなるため、事業者が限定されることが挙げられ
る。入札可能性調査を行ったところ、1者のみの登録となっており、競争の余地がないことが確認されている。

○特筆すべき事項
１．平成23年度は計10件の契約について一者応札を解消。経費削減等顕著な成果をあげた主な事例を掲げると以下のとおり。
(1)分割発注による翻訳データ作成業務分野での一者応札解消
契約を①翻訳向けデータ抽出・作成と納品データ作成・格納というデータ作成業務と②翻訳業務に大きく２分割のうえ、さらに後者について技術分野等で再
分割するなど分割発注の活用により、以下の3事業のすべての入札区分で複数応札を実現。
　①公開特許公報英文抄録(PAJ)作成事業　データ作成1契約(6者応札)＋翻訳８契約(4～7者応札)
契約期間　平成23年6月～平成26年3月
経費削減効果(注1)　総額475百万円、平年度化ベース228百万円
　②主要国特許明細等和文翻訳抄録作成事業　データ作成1契約(6者応札)＋翻訳10契約(4～7者応札)
契約期間　平成23年6月～平成26年3月
経費削減効果(注1)　総額243百万円、平年度化ベース123百万円
　③英語版Fターム解説等作成事業　データ作成1契約(4者応札)＋翻訳1契約(6者応札)
契約期間　平成23年11月～平成26年3月
経費削減効果(注1)　総額102百万円、平年度化ベース34百万円
(2)保管・集配業務での複数年契約の思い切った活用・外注要件の緩和等による一者応札解消等
　①包袋等の保管及び集配送業務等　4者応札(随意契約であった廃棄に伴う移動・再配架業務も統合)
契約期間　平成23年4月～平成28年3月
経費削減効果(注1)　総額97百万円、平年度化ベース19百万円
　②公報等の保管及び集配業務　9者応札
契約期間　平成23年4月～平成28年3月
経費削減効果(注1)　総額113百万円、平年度化ベース23百万円

(3)システム開発業務における一者応札解消
クラウドの活用を可とするなど仕様書要件を緩和。システム開発事業者が交替。
　○開放特許情報等提供事業　2者応札　クラウドの活用を可とするなど仕様書要件の緩和によりシステム開発事業者が交替
契約期間　平成23年9月(準備)～平成28年3月
経費削減効果(注2)　総額427百万円(注2)、平年度化ベース107百万円
(注1)単価契約のため、経費削減効果は処理件数が従来並であったとした場合の仮定計算である。
(注2)総額比較は前回の契約との単純比較。新契約は準備期間も契約期間に含まれている。

２．関連法人との契約の状況について
　関連法人との契約関係改善で目指すべきところは、特定法人への集中度の削減ではなく契約の競争性と透明性の確保にあると考えており、その意味で
「６．関連法人、公益法人との契約について」で説明したように競争性は向上、透明性についても政府の情報提供要請等に的確に対応している。
なお、契約改善努力により、関連法人がこれまで受注してきた業務の一部が結果として他の法人に落札される事例も発生し、以下のとおり前年度比で受注
額は減少しているが、総事業費も前年度比で大幅に減少していることから、当館決算の支出総額との比率でみれば、関連法人への集中度の減少はわずか
である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度　　平成23年度　　増▲減率
関連法人への支出総額(a)　　6,915百万円  　5,094百万円　　 ▲26.3％
情報・研修館支出総額(b)    11,363百万円  　8,544百万円　 　▲24.8％
集中度(a/b)                　　　　　　  　60.9   　　　　　  59.6　 　 ▲2.1％

３．公益法人等に対する会費支出
　　平成２３年度における公益法人等への会費支出は次の２件であり、いずれも会費を支出することによって会費の支出額以上の便益が図られている。

1006,878100631008,14310059合 計

14.91,0274.8396.37,84110.26一者応札・応募

85.15,85195.2603.730389.853複数応札・応募

割合金額割合件数割合金額割合件数

23年度22年度

 会費の支出先 種別 会費
（支出額）

支出の理由 会費支出による便益

財団法人
公務人材開発協会

会員 20,000円

同協会が開催する公務に携わる機関に
向けた研修会等の受講料割引のため、
及び、研修機関（会員）の研究成果の発
表、研究討議、専門講師による指導助言
等を内容とする研究会への参加を通じ
て、人材開発、人事管理等に関する情報
を得るため

平成２３年度においては３つの研修に４
名が参加し、参加費は合計５４，０００円
（非会員の場合の参加費は、合計１１４，
０００円）。会費２０，０００円に対し、研修
会参加費のみで６０，０００円分の便益が
あった

財団法人
日本人事行政研究所

賛助
会員

10,000円

同研究所が主催する給与制度を始め、
任用制度、服務・勤務時間・休暇など各
種の実務研修会等の受講料や同研究所
が発行している法令集、解説書等の割引
のため、及び、会員のみ得られる人事行
政に関する各種情報等を人事に活用す
るため

平成２３年度においては５つの研修に６
名が参加し、参加費は合計５２，０００円
（非会員の場合の参加費は、合計７４，０
００円）。会費１０，０００円に対し、研修会
参加費のみで２２，０００円分の便益が
あった

単位：百万円、％
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

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 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

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。

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。

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 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「Ⅲ　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こととし、毎年度の運営費
交付金額の算定にあたっては、運営費交付金債務の発生状況に
も留意した上で厳格に行う。

運営費交付金を充当して行う業務については「Ⅲ　業務運営の効
率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」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
を行うこととし、毎年度の運営費交付金額の算定にあたっては、運
営費交付金債務の発生状況にも留意した上で厳格に行う。

「Ⅲ 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平成２３年度予算に基づき、効率的な運営
を行う。

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、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。

また、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。

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 ３． 自己収入の確保 ３． 自己収入の確保 ３． 自己収入の確保

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。

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、
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。

人材育成業務において研修内容に応じた実費徴収を行うなど、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。

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。

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
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

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にとるべき措置 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 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

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公報テキスト検索及び外国公報DB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海外知的財産プロデューサーが企業・大学等への相談や訪問等による個別支援を実施　１１２社・大学等（再掲）
③調査業務実施者育成研修において、受講希望者の増加、新規に登録調査機関として参入を目指す機関があることから、研修機会を多く設けた。（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内部統制充実・強化の一環として、理事長自らが当館の顧客とは何かを再定義し、顧客目線での業務展開を図るよう、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(再掲)職員の意識改革を促した。
②総合受付及び閲覧室受付業務を行う派遣職員に対し、ユーザーへの適切かつ丁寧な案内や説明等、顧客対応についての指導を行い、ユーザーサービ
スの向上を図った。（再掲）
③IPDL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)
④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。(再掲)
②理事長による訓示(半年間で3回)、電子メールを通じたメッセージ配信(半年間で4回)、新規採用(異動)職員に対する講話(年２回)、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を強化。(再掲)
③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を図った。

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

（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
①情報・研修館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を図った。
②情報・研修館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、情報・研修館職員４５名（計８２回）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実施に努める。

（２） ①特許庁の今後の政策の変化の方向性を検討段階から機敏に把握する観点から、理事長、人材開発統括監、総務部長が原則週1回開催されている特許
庁庁議に毎回出席している。また庁議の概要について定例会議で報告を行い組織全体としての情報共有化に努めた。
②特許庁の施策の実施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。
③他国との 新の合意内容を基に入手が必要となるデータを事前に特定するなど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、保管及び管理
するとともに、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した。（再掲）
④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重複して購入しないよう確認するなど特許庁と密接な連携をとり、収集を行い、特許庁へ提供した。（再掲）
⑤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、具体的な保管方法を協議するなど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。（再掲）
⑥特許庁との密接な連携を図り、事前に入念な打合せを行い改造項目の絞り込みを行うなど公報システムの整備・管理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改造を行った。
　・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
　・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
　・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

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

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等を活用した効果的な広報・普及
活動を行う。

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、
ホームページの
拡充等を活用した広報・普及活動を効果的に行う。

（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。
②産業財産権相談サイト（「良くある質問と回答」の見直し、「手続の流れで調べる」を追加）
③特許電子図書館（ＩＰＤＬ）サイト（「中国実用新案和文抄録」のデータ提供及び検索メニューへの追加）
④開放特許情報・リサーチツール情報データベースサイト（「セキュリティ強化」を含めた全リニューアル）
⑤ＩＰ・ｅラーニングサイト（「ログイン前にコンテンツ視聴可能」を含めた全リニューアル）

（２）新聞、書籍による広告・広報
産経新聞、日刊工業新聞など新聞・出版各社のインタビュー対応等により、活用促進事業及び海外知財プロデューサーの支援内容を掲載した。

（３）イベント出展による広報活動
①若手職員に対して、特許電子図書館（ＩＰＤＬ）の概要・実習、電子出願ソフト、開放特許情報ＤＢ等の概要、産業財産権の相談ＯＪＴに関する研修を実施し
て、情報・研修館職員として特にイベントスタッフに必要な知識・経験を深めた。
②国際知的財産活用フォーラムを東京・北京・バンコクで開催（再掲）
③内閣府、外２０機関（情報・研修館含む）共催の「産学官連携推進会議」を開催し、各種パンフレット配布、パネル展示により情報・研修館の組織及び事業
を広く周知した。
④全国各地で開催された技術・交流イベント７箇所に出展し、各種パンフレット配布、パネル展示により情報・研修館の組織及び事業を広く周知した。「北海
道技術・ビジネス交流会」では特設会場において事業紹介のプレゼンテーションを行い、「アグリビジネス創出フェア」では産業財産権相談コーナーを開設し
て訪問者の相談に応じた。
⑤情報・研修館主催の「特許電子図書館（ＩＰＤＬ）初心者向け講習会を全国７箇所１０回」、「電子出願説明会を全国９箇所１１回」、「特許審査官端末講習会
を公報閲覧室で１５回」、「海外知的財産活用講座を全国５箇所５回」を開催した（再掲）。

（４）見学者の受け入れ
情報・研修館の見学者（諸外国からの研修生含む）に対して、各パンフレットを元にして公報閲覧事業を中心に１１８回説明を行った（再掲）。

（５）パンフレット類、パネルの作成
情報・研修館の組織変更、新規事業の開始及びサービスの改善に伴い展示用パネルを作成し、各イベント出展ブースでの展示により来場者へ周知するとと
もに、パンフレット類を作成して知財関係機関（各地方経済産業局、知財総合支援窓口など）を通じて来訪者へ配布した。
・情報・研修館の外部向け事業を紹介したパネル２種類（改訂）
・情報・研修館（日本語版・英語版）パンフレット（新規）
・産業財産権の相談、商標出願の書き方ガイド（改訂）
・特許電子図書館（ＩＰＤＬ）ガイドブックパンフレット、サービス利用マニュアル（改訂）
・公報閲覧室案内（日本語版・英語版）パンフレット（新規）
・海外知的財産プロデューサーパンフレット（新規）

（６）知財関連機関との相互連携
①知財関係機関（科学技術振興機構、各地域知的財産戦略本部、特許庁、関西特許情報センター振興会等）ホームページ及びメールマガジンに、情報・研
修館主催の説明会や研修に関する記事が２００件以上掲載された。
②霞が関子供見学デーに協力（訪問者がＩＰＤＬ商標検索を体験）した。
②特許庁制作のＤＶＤ「産業財産権制度と特許庁の役割」の撮影、出演、場所提供に協力した。

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し、業務に反映させるため、法
人内での情報の共有化について組織的な取組を強化する。
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平成23年度実績
年　　度　　計　　画
平　成　２３　年　度

中　　期　　目　　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　計　　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

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 Ⅹ 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

１．

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） 各部ごとの常勤職員の業務量を把握し、適宜見直しを行い適切な
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。
　　　　　　　　　（H23.4現在）　　 （H24.3現在）
　　　　　　　　　　　  ８７名    　　　　８７名
・人材開発統括監： 　１名  　  　　　　１名
・総　　　務　　　部：１７名（20％）　 １５名（17％）
・情 報 提 供 部　： １８名　  　　　　１８名
・活 用 促 進 部：    ８名　  　　　　　８名
・情 報 管 理 部　： １５名　  　　　　１７名
・相 　   談　  　部： 　９名　　  　　　　８名
・研 　   修　  　部： 　８名　 　 　　　　８名
・人 材 育 成 部  ： １１名　    　　 　１２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
努める。

（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ともに、平成２３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、年度当初における同
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　９０人
２）期末の常勤職員数の見込み　期初と同程度の範囲で政府の
総人件費改革の取組を踏まえ弾力的に対応する。

［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見込み　４，５９０百万円
　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 ３． 積立金の処分に関する事項

なし なし なし

４． その他 ４． その他 ４． 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。

なし
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