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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第２７回工業所有権情報・研修館分科会 議事録 

 

日  時  平成２４年６月２７日（水）１４：００～１６：００ 

場  所  特許庁庁議室（特許庁９階） 

議  題 

（１）平成２３年度財務諸表について 

（２）平成２３年度業務実績報告及び業務実績評価について 

出席委員 

（委員）  早川分科会長、生方委員、髙田委員、松田委員 

（事務局） 中尾総務課長、室井情報・研修館室長、祝谷総務課長補佐 

（INPIT）三木理事長、多田理事、原田監事、大熊人材開発統括監、天野総務部長 

 

議事内容 

○分科会長  

分科会を開催させていただきます。本日は、お忙しいところをお集まりいただきまして、

ありがとうございます。 

 本日の議題ですけれども、お手元の議事次第にございますとおり、1.平成 23 年度財務

諸表について、2.平成 23 年度業務実績報告及び業務実績評価についてということでござ

います。 

 本日は 16 時ごろまで御審議をいただく予定でございます。 

 なお、評価委員会運営規程に基づきまして、本日の分科会は非公開といたしまして、配

付資料、議事録及び議事概要を後日、経済産業省ホームページに公開することとなってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、分科会開催に当たりまして、特許庁の中尾総務課長から一言御挨拶をいただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

〇中尾総務課長 

 総務課長の中尾でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。私

が本日、「初めまして」と申し上げるのは大変恐縮でございますけれども、前回は昨年の
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６月 22 日とお聞きしておりまして、１年ぶりということでございます。私は昨年７月に

着任いたしましたので、前任の広実の時代には大変お世話になりましたけれども、このタ

イミングで改めまして御挨拶を申し上げることの失礼をお許しくださいませ。 

 昨年、この会を開催させていただきましてから今年にかけまして政府全体の行政改革の

大きな動きがいろいろございました。その中で、独立行政法人制度についても根本から見

直すべきであるというような動きがございまして、政府全体で政務三役を含む形での大き

な動きがございました。私どもも INPIT の方々と一緒に、あるいは室井情報・研修館室長

ほか特許庁の皆さんと何度もヒアリングを受けまして、その結果として今年の１月 20 日

に「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」が閣議決定されました。幾つかの

法人について大きな組織形態の変更を求めるという結論になったのでございます。INPIT

に関しましては本当に先生方の御指導のよろしきを得られたおかげだと感謝しております

けれども、これまでの業務運営の実績につきまして、独立行政法人としての所期の目的は

達してきているということも、恐らくそういう評価をいただいたというふうに私どもは認

識しておりますが、その結果として工業所有権情報・研修館として引き続き仕事をせよ、

そして成果目標達成法人ということで、従来の独立行政法人の仕組みを基本的に踏襲して、

引き続き中期的な目標管理ということの中で効率的、効果的な業務運営を実施していけと

いう指示をいただきました。経済産業省全体では産業技術総合研究所に経済産業研究所と、

それから情報処理推進機構を統合するといったような大きな変革ですとか、あるいは日本

貿易保険の特殊会社への移行ですとか、かなり大きな変革を必要とするというようなこと

がこの改革でありましたけれども、INPIT につきましてはこの閣議決定の前も後も引き続

きこれまでどおりしっかりと仕事をさせていただくということになったと認識しておりま

す。この受け皿としての法律改正というのが現在、国会にかかったままになっておりまし

て、平成 26 年４月からの施行予定ということで進んでおります。INPIT に関しましては

基本的に従来どおりの法人組織を基本的に続けろということでございましたけれども、政

府全体で独立行政法人の「独立」という言葉は取れということになりましたので、26 年

４月からは「行政法人 INPIT」ということでございます。もともとはある程度法人にオー

トノミーを与えることでむしろ効率的に運営しろということで始まった制度をより行政ニ

ーズにできるだけ沿う形で、そういう意味では政策的に意味ある仕事をせよという政府全

体での方針を反映したものということでございまして、これまでも INPIT は特許庁と二人

三脚で知的財産政策という大きな流れの中で仕事をお願いしてきたわけでございますけれ
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ども、引き続きそういうようなことで頑張っていけということなのだろうと理解をしてお

ります。 

 本日は平成 23 年度の業務評価ということで INPIT の評価につきまして各先生方にお願

いするということでやらせていただいています。本日、この会合を開くまでの間に先生方

には事前に大変詳細な評定の作業というのをお願いしておりまして、改めて御協力いただ

いたことに感謝を申し上げます。 

 この平成 23 年度は INPIT にとりましては第３期の中期目標期間の初年度ということで

ございます。第１期、第２期と着実に成果を出してきたとは思っておりますけれども、実

は特許庁全体で見ますと INPIT にいろいろと特許庁からお願いしていることというのもだ

んだんより高度に、より多岐に、そしてより難しくなってきていると思っております。例

えば、特にこの１年ぐらい、特許庁で大変大きなウエイトを置いて議論しておりますのが、

外国語の対応を特許庁全体が進めていかなければいかん。当然のことながら、英語に対応

した仕事の仕方というのはこれまでもやってまいりましたし、また INPIT にいろいろな対

外的な情報発信というところでお願いしておりましたけれども、これからは中国語の特許

文献がすごく増えているということで、どうやって中国語まで含めた、あるいは韓国語の

特許文献などもエレクトロニクスの分野などで増えておりますので、中国語、韓国語まで

含めた多言語の対応をどうやって進めていくかというようなことで非常に大きな政策対応

が必要になっておりますし、また人材ということに関しましても今年の４月に内閣官房の

知的財産戦略本部で知財人財プランというのができまして、この「人財」というのは材木

の「材」ではございませんで財産の「財」という字をわざわざ当てて、人間こそがすべて

の、そういう意味では知財活動の基本であるということで、改めて人間をどうやってつく

っていくかということで大きな文章がまとめられて、それが閣議レベルで基本的に認めら

れたということになっておりまして、まさに具体的に研修活動、人材育成活動ということ

の中で INPIT にどういう形で仕事をお願いするかという論点もあったりするわけでござい

ます。 

 こういう外国語対応とか人材の育成といったようなことはもとより、従来から INPIT に

いろいろとお願いしております閲覧なり相談なり、あるいは IPDL 等を通じた工業所有権

情報の提供なりといった業務についても、私ども手前味噌でございますけれども、ニーズ

は増えこそすれ減ることはないと思っておりまして、このような政策ニーズの広がりと、

他方で三木理事長をお迎えしまして新しい体制のもとでどのようにより効率的、効果的な
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マネジメントを図っていくかということをどのように両立させていただくかということが、

先生方の御指導を得ながら私どもは対応していくべき課題と認識しております。 

 そういうことで本日は１年ぶりという機会でございますけれども、この１年間の進展も

踏まえつつ、先生方からぜひ忌憚のない御意見を頂戴いたしまして、私ども、この INPIT

と協力しながら知的財産政策の実効があるように努めてまいりますので、ぜひよろしく御

指導賜ればと思います。 

 本日はどうもありがとうございます。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、INPIT の三木理事長から一言御挨拶をお願いいたします。 

〇三木理事長 

 昨年の 10 月に INPIT に着任しました三木でございます。中尾課長が７月に着任されて、

それから３ヵ月遅れということですので、この中では も 近に着任した者ということに

なります。 

 実はここ 近の出来事をみていますと、不確実性というキーワードが大事になってきて

いるように感じています。ただし、実際の世界は、経済等はリアルに動いているわけなの

で、我々は将来における不確実性を見据えながら、しかしリアルな現実に立脚して物事を

進めていく必要があるというふうに思っております。 

 そういえば、INPIT に着任する少し前に、米国のパルミサーノレポートをもう一度ゆっ

くり読ませていただいた上で、日本と米国のこの８年間の違いなどを考えてみました。イ

ノベーションをプロモートする過程では、目標とロードマップ等を明確にし、実際のアク

ションでは“不確実性のマネジメント”が大事になりますが、柔軟なマネジメントを行い

つつも基軸をずらしてはいけない、そんなことを強く感じたしだいです。日本の場合にも

イノベーション促進政策がいろいろな形で展開されています。トータルとして効果的に展

開されているかについていろいろな見方があるようですが、将来ビジョンと現実とのギャ

ップを埋める策をより効果的に展開するマネジメントも大事になっていると感じたしだい

です。 

そういう印象をもって INPIT に着任後、 初に取り掛かったのは、まず職員の方の実態

をよく見ようと。実際に見ていきますと、実に優秀なスタッフがおられるということがわ

かってまいりました。私の役割は、優秀なスタッフの思いと能力をいかに顧客の価値に転
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換していくのかということ、それが私の仕事だと思いました。そういう中で組織運営の方

針を、10 月に着任してしばらくしてからになるのですけれども、職員の皆さん方にお伝

えしました。バランスト・スコアカードの考え方を導入しようと。第１に顧客の視点をし

っかり見据えよう。それから第２の視点は業務プロセス、これを皆が共有できるようにし

て効率化を図る。第３は、職員の学習、成長の視点、この点は INPIT のためだけではなく、

INPIT の職員はまた JPO に戻っていかれる方もいるので、トータルとして JPO と INPIT 全

体の将来のためになります。そして 後に、バランスト・スコアカードの４番目の柱、財

務の視点を重視していこう。私自信はまだ半年しかこの仕事についていないのですが、適

宜、そうした考え方を皆さん方にメッセージ等で伝えてきたところです。 

 ところで、組織の内部だけで議論しているとタコつぼ化しやすい。従来からの考え方に

どうしても引っ張られてしまう。ですから、我々の顧客である企業やイノベーターの皆さ

まの現場からの声を何らかの形で私どもが取り入れて、自分たちを常時変えていかないと

いけないというふうに思っています。今日のこの分科会では、INPIT の活動等を評価して

いただくわけですが、私にとっては評価結果そのものよりも、指摘や御意見のほうが大事

です。それらこそが私どもの組織の学習、成長につながるというふうに思っておりますの

で、ぜひ忌憚のない御意見をいただければと思っております。 

 はなはだ簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、今日の議題に入らせていただきますが、入ります前に資料の確認を事務局か

らお願いいたします。 

〇事務局 

 お手元の資料、配付資料一覧をごらんください。資料の確認をさせていただきます。ま

ず資料１－１、財務諸表、A4 の縦でございます。資料１－２、財務諸表等ということで、

A4 横でございます。次に資料２－１、これも横でございますけれども、業務実績、さら

に資料２－２、これは A3 でございます。その附属資料といたしまして別紙をクリップど

めでつけさせていただいております。別紙１から別紙７までございます。御確認をお願い

いたします。続きまして資料２－３、監査結果の報告、さらに資料２－４、23 年度の業

務実績評価案でございます。続きまして資料３、これは採点の集計表と各委員の皆様の採
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点表でございます。この資料につきましては委員限りということで非公開ということにさ

せていただきたいと思っております。 後に、参考資料ということで４種類つけさせてい

ただいております。参考資料１、独法の業務の実績に関する評価の視点、参考資料２とし

て業務評価の具体的取組について、参考資料３、経産省の評価の基本方針、参考資料４と

して INPIT の評価基準の４種類でございます。 

 以上、過不足、あるいは乱丁、落丁等ありましたら事務局のほうにお伝えください。 

 

議  題 

１．平成 23 年度財務諸表について（審議） 

 

○分科会長 

 それでは、議題の 1.「平成 23 年度財務諸表について」に入ります。INPIT より説明を

お願いいたします。 

 なお、財務諸表の承認につきましては、経済産業省独立行政法人評価委員会運営規程第

７条の規定によりまして、当分科会の議決をもって独立行政法人評価委員会の議決となり

ます。 

 では、よろしくお願いします。 

〇INPIT 

 資料の１－１と１－２がございますが、資料１－２のパワーポイントの横の表を使わせ

ていただいて説明させていただきます。 

 まずめくっていただきまして１ページ目の貸借対照表をごらんください。先ほど御説明

がありましたように中期目標が 22 年度で第２期が終わり、23 年度から第３期が始まると

いうことで不連続になっております。まず貸借対照表については前年度の総資産額が 120

億から 43 億へと約 77 億圧縮されていますが、これは表の右下に見ていただくとわかるの

ですけれども、利益剰余金、74 億 9000 万円ほどございますが、これを昨年の７月に国庫

納付しました。国庫納付した結果として全体が 70 億円強圧縮されたというのが主たる要

因になります。 

 続きまして２ページをごらんください。損益計算書になります。損益計算書につきまし

ても、まず経常費用のところで見ていただくと、23 年度は前年度比で費用が約 30 億減少

して 83 億 8400 万円になっております。これは第２期中期目標の終了に伴う事業の見直し
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の結果としての縮小ですが、この経常費用のところの３番目に書いてある情報流通等業務

を廃止して新たに権利化推進事業を興す、それから IPDL その他の情報関連の経費につい

て若干圧縮した結果として 83 億 8400 万円になっております。それから右の欄をごらんく

ださい。経常収益が 105 億円ほど減っておりますが、これは先ほどの事業規模が 30 億圧

縮された結果としての運営費交付金の収益化が減っている部分と、あと先ほど１ページ目

で御案内したところの、 終年度の 22 年度に運営費交付金債務を収益化して、それを交

付金収益として 75 億円弱立てたことによる反動減で約 105 億の減収が発生しております。

また、23 年度につきましては 400 万円の欠損金が単年度で発生しております。これは過

去に運営費交付金で取得したと特定されなかった資産の減価償却費を費用計上したことに

よる会計上のテクニカルな損失でございます。 

 次に３ページをごらんください。キャッシュフロー計算書になります。これは一番下の

前年度との対比で見ていただくとわかりますように、これも 79 億ほど減っておりますが、

このキャッシュの減少のほとんどは先ほどお話ししたところの 74 億 9000 万円ほどを国庫

納付したことによるのが主たる変動要因になっております。 

 続きまして、４ページをごらんください。４ページは行政サービス実施コスト計算書に

なります。これは庁舎を無償で借りているという機会費用も込みにしたトータルのコスト

の計算書になりますが、事業費が減っておりますので、それが主たる要因として減少して、

23 年度における実施コストは 82 億 6000 万円となっております。 

 めくりまして、５ページをごらんください。損失の処理に関する書類ということで、先

ほど運営費交付金を財源として取得したとみなされなかった資産の減価償却額相当分が費

用計上される、それ以外の部分は費用進行基準にしておりますのでプラスマイナスで本来

損失が出ないのですけれども、そういうテクニカルな関係で発生した 400 万円の欠損金を

通則法第 44 条第２項の規定に基づいて次期欠損金として処理させていただきたいという

内容になっております。 

 次に、６ページ目に決算報告書になります。決算報告書は財務諸表の添付書類ですけれ

ども、年度計画に定めた予算に対する決算金額が示されております。収入のところを見て

いただくと予算額の 97 億 3700 万円に対して決算金額は 97 億 2500 万で、1100 万円の減

収になっております。それから支出のほうを見ていただくと、下に合計がございますけれ

ども、97 億 3700 万の予算に対して 85 億 4400 万で、差し引き 11 億 9300 万の執行残が生

じております。 
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 これの原因を若干簡単に御説明したのが次のページをめくっていただいて予算決算差額

内訳になりますが、大きく分けて３点ございます。１つは競争入札による単価の減少及び

出願件数が全体として減っている関係で英訳件数が予定数を下回ったなどの要因で４億

6000 万の残が生じていること。あと計画変更等により節減に努めたものとして、３億

1000 万ほどの執行残が生じております。そのほか委託費における確定減や人件費、光熱

費での残などを含めて３億 1000 万の執行残が出ているというのが前のページの主たる執

行残の要因になっております。 

 以上、簡単でございますけれども、財務諸表の説明にかえさせていただきます。 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、監事の御意見を御紹介いただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

〇原田監事 

 監事の原田でございます。財務監査の結果について御報告いたします。 

 私と田中監事は独立行政法人通則法第 19 条第４項の規定に基づいて財務監査を実施し

ました。お手元の資料１－１、財務諸表の 29 ページをごらんください。ここに監事の意

見書がありますけれども、これを読まさせていただき、監事の意見とさせていただきます。 

監事の意見書 

  私ども監事は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の平成 23 事業年度（平成 23 年 

 ４月１日から平成 24 年３月 31 日までの）財務諸表及び決算報告書について監査を行い 

 ました。 

  独立行政法人通則法第 38 条第２項の規定による監事の意見は、次のとおりです。 

  上記の財務諸表及び決算報告書は妥当なものと認めます。 

 平成 24 年５月 29 日 

                    独立行政法人工業所有権情報・研修館 

                    監事 田中昌利 

                    監事 原田忠昭 

 以上です。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 
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 平成 23 年度におきましては当期純損失として 400 万円計上されておりますけれども、

その要因は減価償却費の影響によるものであるという御説明をいただいたかと思います。

これは独立行政法人の会計基準にのっとって適切に会計処理を行った結果でありまして、

法人の業務運営に問題があるものではないというふうに理解いたしました。この点も含め

まして、財務諸表の御説明に関しまして、御意見、御質問がありまたらお願いいたします。

いかがでしょうか。 

〇委員 

 異議ございません。 

〇委員 

 特にございません。 

〇委員 

 特にございません。 

○分科会長 

 ちょっと１つだけ私のほうから質問させていただきたいのですけれども、平成 23 年度

は運営費交付金債務が約 12 億円計上されておりますけれども、これについては今後、御

活用の予定等ございますでしょうか。 

〇INPIT 

 それにつきましては財務諸表の附属書、資料１－１の 18 ページにも書いておりますけ

れども、翌年度の事業において収益化で活用させていただくという予定にいたしておりま

す。 

○分科会長 

 活用の予定がございますのですね。 

〇INPIT 

 はい。 

○分科会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、資金の有効活用を図るべく、ぜひとも法人において有効活用を御検討いただ

ければと思います。 

 ほかになければよろしいでしょうか。 

 それでは、採決に移りたいと思います。 
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 それでは、平成 23 年度財務諸表承認の決を採りたいと思います。INPIT の平成 23 年度

財務諸表につきまして、御承認いただけますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの議決によりまして、当分科会は平成 23 年度財務諸表を承認いた

しました。 

 

２．平成 23 年度業務実績報告及び業務実績評価について（審議） 

 

○分科会長 

 続きまして、議題 2.「平成 23 年度業務実績報告及び業務実績評価」に入りたいと思い

ます。 

 本日御審議いただきます「平成 23 年度業務実績評価」は７月 26 日に開催予定の経済産

業省独立行政法人評価委員会に報告いたしまして、同評価委員会の審議を経て決定される

ことになります。 

 それでは、審議に入ります前に確認の意味も含めまして、評価方法等につきまして、事

務局から簡単に御説明をお願いしたいと思います。 

〇事務局 

 はい、ありがとうございます。 

 参考資料４をごらんいただきたいと思います。 

 INPIT の業務の実績の評価基準でございます。これにつきましては、事前評価の過程で

御説明を差し上げておりますので、昨年からの変更点につきましてのみ御紹介させていた

だきたいと思います。 

 昨年からの変更点は 2.の評価項目について変更してございます。ここにつきましては、

一番後ろのページ、６ページなのですけれども、評価ウエイトを見ていただきたいと思い

ます。昨年のこの分科会において INPIT の有用性を認識した上で評価しているのだけれど

も、中庸な評価にとどまる、そういった疑問がありますというようなことで御意見をいた

だきました。こういった点も踏まえて事務局のほうで評価のウエイト、項目について再考

させていただいて、委員の皆さんの御意見を伺いつつ変更させていただきました。具体的
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には、ここの表にありますように１から５までの項目がありますけれども、ここに昨年は

その他という項目がございました。これはユーザーフレンドリーな事業展開、それから特

許庁との連携といった部分を評価する項目でございました。この点は引き続き重要なので

すが、サービスの質の向上という観点で、表の１から３とあわせて評価したほうが適切で

はないかといった観点で見直しを行っております。したがって、昨年、その他の項目で評

価ウエイトは 10％ございましたけれども、その 10％をサービスの質の向上の項目に移し

まして、50％から 60％にしております。さらに、サービスの質の向上の項目の中の３項

目ですけれども、ここにつきましては、事業部の数などを参考にしつつ、工業所有権情報

の提供については 25％、知的財産情報の高度活用による権利化の推進につきましては

15％、知的財産人材の育成については 20％というふうに変更してございます。さらに細

かい項目につきましては昨年と同じ予算と人員による配分ということで変わってございま

せん。それから 4.5.に関する事項についても 20％ということで変更はございません。 

 評価基準については以上でございます。 

 それから、参考資料２をごらんいただきたいと思います。「平成 23 年度業務実績評価の

具体的取組について」、これは総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会から示された

内容でございます。これについて 23 年度における新たな点について御紹介させていただ

きます。 

 平成 23 年度における独立行政法人の業務の実績に関する二次評価については、参考資

料１、「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」に沿って行うということになっ

ているのですけれども、具体的取組に当たって 23 年度において特に留意すべき事項、統

一すべき事項等について示されております。新たな視点では、「第１ 基本的な視点」の関

係の一番 後の５つ目の黒丸でございます。被災者支援及び復旧・復興対応に関する取組

と法人のミッションとの関係、法人の業務低下等と震災との関係を精査した厳格な評価、

それから「第２ 各法人に共通する個別的な視点」の関係、これでは２－１の一番下の部

分ですけれども、４つ目の黒丸です。公益法人等に対する会費の支出について、「独立行

政法人が支出する会費の見直しについて」、これは 24 年３月 23 日に行政改革実行本部で

決定したものですけれども、そこで示された観点を踏まえた見直しを促すアプローチ、そ

れから下の方に行きまして、「６ 内部統制」について、２－６、内部統制の充実・強化に

向けた法人の長の取組に留意するとともに、監事の監査結果を踏まえた評価を行っている

かについて特に留意する。それから、一番下の９です。「業務改善のための役職員のイニ
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シアティブ等についての評価」について、自然災害等に関係するリスクへの対応について、

法令や国等からの指示・要請に基づくもののほか、法人独自の取組を注視する、こういっ

た視点が示されております。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、INPIT から平成 23 年度の業務実績について御説明をお願いいたします。 

〇INPIT 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、資料２－１のペーパーを使いまして御説明をさせていただきます。こちらは

資料２－２のエクセルの表に従いまして各項目ごとに抜粋した業務内容を説明させていた

だいている資料でございますが、資料２－１、パワーポイントの資料でございますけれど

も、よろしゅうございますでしょうか。 

 こちらの資料につきましても、一度委員の先生方には御説明させていただいてございま

すので、本日は評価の御参考としていただけるようなポイントのみを御説明させていただ

きます。 

 では、済みません、数ページめくっていただきまして１ページ目をお開きいただきたい

と思います。こちらの工業所有権情報普及業務ということで、各ユーザーに対する工業所

有権情報の普及・提供、いわゆる IPDL と整理標準化の事業でございます。こちらのほう

は先ほど御案内しましたエクセル資料に基づきまして構成されておりますので、中期目標、

計画の要点、それから内容によっては政府のほうの独法見直し等の事業仕分けとかさまざ

まな留意事項がある点につきましてはこの項目を設けさせていただいております。次に事

業実績、さらにその事業実績の中にも特筆すべき事項がある場合は別の項目で御案内させ

ていただいています。さらに、この 23 年度事業を通じて各事業で今後の課題というもの

がある程度浮き彫りになってきたものにつきましてはこのペーパーで御紹介させていただ

いてございます。 

 それでは、事業実績を中心に御説明をさせていただきます。まずこの 4.でございます

が、IPDL の検索回数、これは年度計画を上回る、8700 万回を上回るアクセス数を達成い

たしまして、達成率 109％となってございます。また 6.の整理・標準化データも公開可能

な情報をすべてデータとして収録いたしまして、情報サービス事業者に提供させていただ
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いております。特筆すべき事項で御紹介させていただいております IPDL のほうでござい

ますが、こちら、21 年度にも一時期大変ロボットアクセスが多く発生したわけでござい

ますが、23 年度も、昨年の秋以降から、特に英語版の中国経由と思われるアクセスが非

常に多くございまして、それの対策を至急対応させていただきました。アクセス数の上限

値を下げるなど、同一のアドレスからのアクセスをある程度制限するような改造をさせて

いただきまして、ユーザーの利便性を担保させていただいたということを御報告させてい

ただきます。それから、冒頭、総務課長の御報告にもありましたように、昨今の情勢に鑑

みまして、中国の実用新案の和文抄録の検索サービスを開始させていただきました。23

年度、実際には１月、２月、３月の期間でございましたので、この時点では５万件のリリ

ースのみでしたけれども、現在は 25 万件、この IPDL で検索できるようになっております

し、４月、５月、それぞれ毎月 20 万件ずつ納品がございますので、これも順次 IPDL のほ

うで公開させていただくよう鋭意努力しているところでございます。今後の課題といたし

ましては、やはり中国の特許文献、こちらのほうの提供が非常にユーザーからの御要望も

多くございますので、早急に対応したいと考えてございます。 

 ２ページ目に移らせていただきます。こちら、先ほど御紹介しました工業所有権情報の

交換、活用の事業でございますけれども、3.と特筆すべき事項にも書かせていただいてお

ります。先ほど御紹介いたしました中国の実用新案の和文抄録、これを審査資料として蓄

積し、さらに IPDL を通じて広く御利用いただけるような環境を整備したということで 23

年度では 25 万件、また本年度に入りまして先ほど御紹介したようにすでに 40 万件が納品

されている状況でございます。そのほか、図表３にございますように、当初計画どおりの

PAJ 等の作成につきましてはそれぞれ 100％の達成率を示しているところでございます。 

 引き続きまして、４ページに移らせていただきたいと思います。よろしゅうございます

でしょうか。こちらのほうは中央資料館としての確実な情報提供、閲覧サービスの向上と

いう事業でございますけれども、今回御紹介したいのは 6.でございます。こちらで実は

閲覧室のアンケート調査というのを毎年実施してございますけれども、23 年度もこのア

ンケートの結果から、端末の利用マニュアルの見直し、それから閲覧室内の案内表示等の

情報をさらに見直してサービスの向上を図ったところでございます。 

 それから 7.でございます。過去の旧実用新案の公開公報をマイクロフィルムで保管し

ていたわけでございますが、この劣化が発見されまして、いわゆるビネガーシンドローム

という、当時は 100 年もつと言われていたマイクロフィルムでしたが、さまざまな状況の
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もとに少し劣化が確認されましたので、この媒体、約１万 4000 巻につきまして、劣化に

強い素材を用いた複製作業ということを実施させていただきました。 

 引き続きまして、６ページに飛ばさせていただきます。こちらは工業所有権相談業務、

相談への迅速な対応でございます。こちらも事業実績の 2.で御紹介させていただきまし

たように、１開館日以内への回答というのを徹底させていただきました。相談件数そのも

のは若干減ってございますけれども、4.で御紹介させていただきます産業財産権相談サイ

ト、これは平成 21 年度より相談部で受けた相談内容をデータベース化しまして、お客様

にはよくある質問、いわゆる FAQ として提供させていただいてございます。23 年度にお

きましてはこの FAQ の内容の見直しをさせていただきまして、さらに右下の図表３のとこ

ろにちょっとわかりづらいのですが、この相談サイトのフロントページですけれども、従

来の権利の種類で調べるものと、それから手続の流れで調べるという２つの項目で御紹介

するようにさせていただきました。さらにソフトのバージョンアップを行いまして利便性

の向上に努力したわけでございますけれども、右の図表１にありますように全体的にはこ

のサイトの利用が増えてございまして、効率的な相談業務を展開させていただいていると

いう状況を御報告させていただきます。 

 さらに、特筆すべき事項で御案内させていただきます。東日本大震災で影響を受けた出

願人等の方から、書類の期間の延長等に関する相談、これは昨年の３月でございましたの

で、特に一昨年度の状況等にかぶるところがございますけれども、相談部と、それからそ

の後、特許庁で設置していただきました特別相談窓口との連携を図りまして速やかな迅速

な対応を図らせていただき、お客様の相談に対応させていただいた点を御報告させていた

だきます。 

 引き続きまして、８ページでございます。こちらは情報システム業務ということで、い

わゆる電子出願ソフトの整備等でございます。こちらにつきましても、23 年度、制度改

正等の影響を受けました内容を反映した新しいバージョンをリリースさせていただきまし

た。またさらに 2.で御紹介させていただきましたように、ユーザーに対するメルマガで

バージョンアップのお知らせとか、さまざまな内容の情報を計９回発信させていただきま

した。さらに特筆すべき事項で御紹介させていただきますが、こちらのほうでも東日本大

震災の支援周知の手段の１つとして、この電子出願ソフトユーザーに、ソフト起動時にポ

ップアップしてさまざまなお知らせをお伝えするという、今後の緊急時にも対応できるよ

うなソフトの改造をさせていただきまして、ユーザーの皆様に迅速な情報をお伝えできる
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ような手段を改良させていただいたところを御紹介させていただきます。 

 10 ページに移らせていただきます。こちらは情報システム業務でございます。23 年度

の事業、特に数値目標はほぼ達成しているところでございますけれども、こちらの 4.に

御紹介してございます検索キーのデータ、こちらの蓄積に関しましては目標の 93％とい

うことでございます。これは冒頭にもちょっと御紹介させていただきましたが、いわゆる

出願件数の減少に伴う公報の発行件数が減少したことに伴って目標を達成できておりませ

んが、整備をしなければならないデータについては全て整備させていただいたということ

を御報告させていただきます。 

 引き続きまして 11 ページでございます。こちらから、平成 23 年度から新たに実施させ

ていただきました知財情報等の高度活用による権利化の促進事業でございます。 

11 ページはそのうちの知的財産プロデューサー事業でございます。こちらは年度計画ど

おり 1.に書いてございますが、18 ヵ所の研究機関等に 17 名の知財プロデューサーを派遣

いたしまして、右、図表 1.にございますように各プロジェクトの段階ごとにその必要な

支援をさせていただいたところでございます。初期段階、推進期、終期、それぞれのプロ

ジェクトで抱える課題につきまして的確な御支援をさせていただいたというところを御報

告させていただきます。なお、2.で御紹介させていただきますように、こちらのほうの選

定先につきましては、外部有識者で構成される選定評価委員会で派遣先等を決定させてい

ただいた点を併せて御報告させていただきます。 

 次のページ、12 ページでございます。こちらも同様に知的財産プロデューサーでござ

いますが、こちらは知的財産推進計画でも御紹介させていただいております中小企業のグ

ローバル展開を支援するという海外知財プロデューサー事業でございます。こちらも 23

年度ではトータル 112 ヵ所の企業等に海外知財プロデューサーを派遣しまして、そのうち

14 ヵ所につきましては継続的な支援をさせていただきました。そしてこの事業実績の 5.

で御紹介させていただきましたように、どの権利をどの地域で取得したらいいとかいうい

わゆる知財取得戦略、それからその④でございますが、進出先の合弁先との契約書に関す

る留意事項等、こういったアドバイスをさせていただきまして、トータル 112 ヵ所の企業

等に御支援をさせていただきました。そのほかに 3.で御紹介させていただきましたよう

にセミナー等を開催させていただきました。これは INPIT 主催で５会場、それから各経済

産業局の開催セミナーということで 10 会場、その他の各地域の団体等から御依頼いただ

きました５会場、合わせて 20 会場におきまして合計約 900 名の参加者に対してこのプロ
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デューサーの支援をさせていただいた、御説明をさせていただいたというところでござい

ます。 

 引き続きまして 13 ページに移ります。こちら、広域大学知的財産アドバイザー事業で

ございます。こちらは８ヵ所の広域ネットワーク、延べ 60 大学等に７名のアドバイザー

を派遣いたしまして、右、図表 1.にございますようにステップⅠ、Ⅱ、Ⅲの段階的な支

援をさせていただいたわけでございますけれども、特に 23 年度は８ヶ所中７ヶ所はステ

ップⅠの大学知財管理体制の確立といったところを中心にご支援させていただきまして、

１ヵ所につきましてはステップⅡの支援をさせていただいたところでございます。内容的

には図表の 2.で御紹介させていただきます。３つのポリシー、それから 24 件の規定等を

整備させていただいて、各大学等を御支援させていただきました。 

 14 ページに移らせていただきます。こちらはさまざまな情報活用のための環境整備と

いうことでございますけれども、国際知的財産活用フォーラム、これを国内で１回、それ

からバンコック、北京と海外で２回、計３回を開催させていただきました。特に 2.の(2)

で御紹介させていただきますが、北京・バンコックにおきましては現地の日本企業の抱え

る課題を現地政府機関との共有、議論をすることで相互理解を図って今後の企業等の支援

をさらに深めていこうということで大変多くの参加者にご参加いただき、そして高い評価

を得たところを御報告させていただきます。 

 引き続きまして 15 ページに移らせていただきます。こちらからは人材育成の業務です。

特に 15 ページは特許庁職員に対する研修でございます。特許庁職員延べ 6418 名と、23

年度におきましては前年度より 400 名を上回る研修生に研修を実施させていただきました。

また、この研修内容も 3.で御紹介させていただきますが、海外知財庁の審査官との合同

研修の機会を設けたり、従来、講習後に行っていたアンケートを講習前に行ったりいたし

まして、さまざまな工夫をさせていただいた結果、大変高い評価を研修生からいただいて

おるところでございます。 

 次、16 ページでございます。こちらは調査業務実施者の育成研修、いわゆるサーチャ

ー研修でございます。こちらは法定研修ということで毎年実施させていただいているとこ

ろでございますけれども、特に昨今、このサーチャー研修に対する御要望が大変多ござい

まして、年度計画３回で企画してございましたけれども、プラス１回、合計４回実施させ

ていただきました。またその４回目に関しましては、2.で御紹介させていただきますよう

に実習科目というカリキュラムを２科目ほど増やしまして充実させていただいたところ、
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受講者から大変高い評価を得ましたことを御報告させていただきます。さらに 3.で御紹

介させていただきますサーチャー指導者向けのスキルアップ研修、これも２回ほど実施し

まして、これは調査機関への事前のヒアリングに基づきまして中身のカリキュラムを検討

した結果、高い評価を得たところでございます。 

 17 ページでございます。こちらは行政機関・民間等への人材育成でございますが、こ

ちらも事業実績の 2.で御紹介させていただいていますように民間企業等の検索実務者を

対象としたエキスパート研修というものを合計８回開催させていただきまして、大変評価

を得ているところでございます。それから 4.で御紹介させていただきます行政機関や独

法の職員、研究員を対象とした知財研修を５回実施させていただきまして、知的財産制度

を支える行政人材を育成させていただきました。 

 次に 18 ページに移らせていただきます。こちらは(4)情報通信技術を活用した学習機会

の提供でございます。こちらが数値目標を達成できなかった項目でございます。こちらは

中期計画では５年間で 15 科目、23 年度では４コンテンツの開発をするという予定でござ

いましたけれども、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

業負担が大変多く、１コンテンツしか作成できなかった点を御報告させていただきます。

この取り返しは本年度、それから来年度に向けて目標どおりに達成するべき努力をしたい

と考えてございます。それから(5)の人材育成に資する情報提供と実践的な能力構築の支

援でございます。こちらは今年度から、事業実績の 1.のところから御紹介させていただ

きますが、「知的財産に関する想像力・実践力開発事業」として実施させていただきまし

た。専門高校等 77 校を中心に“ものづくり体験”を中心とした知的財産制度の理解促進

を図ったわけでございますけれども、ここも特筆すべき事項で御紹介させていただきます。

東日本大震災で校舎、それから実習棟、畑等を流された学校が本事業を通じましてさまざ

まな取組をしていただきまして、それこそ何もない中で紙と鉛筆とはさみで授業はできる

のだということを実践したということを報告されました。こういったことで現地の若者に

この知財教育を支援するということで、大きな勇気を与えたということで大変高い評価を

得たということを御報告させていただきます。 

 次に 19 ページでございます。海外の知的財産機関との連携でございますが、こちらも

特筆すべき事項で御紹介させていただいております。中国の審査実務、それから韓国語特

許文献サーチ検索によるセミナーというものを開催させていただきまして、大変多くの皆

様に御参加いただき、高い評価を得ているところでございます。 
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 それでは、20 ページに移らせていただきます。業務運営の効率化に関する事項でござ

います。こちらは事業実績の 1.で御紹介させていただきます。業務の効率的実施、特に

(1)の機動的な人員配置でございますけれども、特筆すべき事項の 1.で御案内させていた

だきました、これは新たな事業を 23 年度に立ち上げたということもございまして、削減

困難な管理部門の要員を削減いたしまして、新事業の立ち上げ、その他、ほかの事業の支

援をさせていただいたということで、管理部門、職員数は現在の５分の３程度の、設立時

の 16 名より少ない人数で間接部門を運営し、さらに 3.の(2)で御紹介させていただきま

した契約の適正化、透明化に対しましても随意契約の一者応札の削減等を実施しまして、

法人の効率的な運営に努力してまいったところを御紹介させていただきます。競争性のな

い随意契約につきましては、図表２をごらんいただきますとわかりますように、平成 23

年度は３件とさせていただいております。 

 続きまして、21 ページでございます。給与水準の適正化等でございますが、平成 23 年

度におきましても 4.の①で御紹介させていただきましたように、23 年度における対国家

公務員給与指数等、適正な給与水準を維持させていただきました。それから 5.の内部統

制の充実強化でございます。こちらは毎月運営される運営会議等を確実に実施いたしまし

て、理事長等から必要な指示を行っていただいたところでございますけれども、②以降、

御紹介させていただきます。昨年、10 月に三木理事長をお迎えいたしましたけれども、

三木理事長は現場職員とのコミュニケーションを非常に密にとっていただきまして、正職

員のみならず、契約職員との連携も含めまして法人ミッションの徹底をしていただいたと

ころでございます。さらに、右の図表３でも御紹介させていただいておりますけれども、

全職員に対する訓示、メッセージ等を発信いたしまして、さらに新規採用職員に対しまし

てはその業務説明を通じまして法人の担う責任、それから我々の果たすべき役割等を徹底

していただいたところでございます。さらに④で御紹介させていただきましたが、今年度

初めてですけれども、次年度に向けた課題の洗い出しという事業成果ヒアリング、これを

昨年 12 月に実施させていただきまして、各部の平成 24 年度の年度計画、予算策定につい

て理事長主導による策定を実施したところでございます。 

 22 ページでございます。入札等の適正化でございますけれども、4.で御紹介させてい

ただきましたように、契約の適正化に向けた審査体制の整備と競争性、透明性確保に向け

た取組を確実に実施させていただきました。特筆すべき事項で御紹介させていただきまし

たように、分割発注、複数年契約の活用によりまして平成 23 年度は 10 件の１者応札案件
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を解消し、大幅な経費削減を実現させていただきました。ここで今後の課題で御紹介させ

ていただいておりますが、実はこの分割契約の結果といたしまして、不具合の発生時の作

業負担、これが担当事業部に大幅な負担増が発生したということで報告を受けてございま

す。結果として外注メリットを減殺するような要因になり始めているということが確認さ

れましたので、今後は総合的な業務コスト削減効果の観点からさまざまな契約のあり方を

考える、検討する必要があるというふうに考えてございます。 

 次の財務の内容につきましては先ほどの御報告にかえさせていただきまして、 終ペー

ジ、24 ページのところでございます。ユーザーフレンドリーな事業展開ということでご

ざいますが、こちらも何度も御紹介させていただいてございますが、昨年の 10 月に三木

理事長をお迎えいたしましてすでに９ヵ月に至っておるところでございます。着任早々か

ら常に現場主義をモットーにされておりまして、職員とのコミュニケーションをとりなが

ら、大変私が申し上げるのも失礼なのですが、大学の先生というよりも企業の経営者とし

て、リーダーシップを精力的に発揮していただきまして、職員の指導に当たっているとこ

ろでございます。我々のほうもその顧客の視点で物を見ましょうということを言葉では言

うのですが、なかなか実践するには難しい、まだまだ乗り越えなければいけない課題は多

ございますけれども、三木理事長の御指導のもとに第一歩を踏み出したかなということを

痛感しているところでございます。 

 以上、雑ぱくな説明で恐縮でございますが、業務説明にかえさせていただきます。どう

もありがとうございました。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして原田監事から監事監査の結果について御紹介をお願いいたします。 

〇原田監事 

 それでは、業務監査結果について御説明申し上げます。お手元の資料２－３の「平成

23 年度監事監査結果の報告」に基づいて説明いたします。 

 私と田中監事は独立行政法人通則法第 19 条第４項の規定に基づいて、情報・研修館の

平成 23 事業年度の業務に関する監査を当情報・研修館の監事監査要綱と同実施基準にの

っとって実施いたしました。 

 監査はお手元の資料に記載されておりますように、業務面については業務運営に関する

計画の実施状況、関係法令等の実施状況、事務能率及び経営の合理化の状況について監査
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を実施しました。会計面については予算、収支及び資金計画の執行状況、資金の運用状況

を監査しました。これらの監査は主に各担当部署に要請して提示された資料を検証すると

いうような方法により行われております。 

 監査の結果、平成 23 事業年度の情報・研修館の業務運営及び年度計画の達成状況等に

ついて、特に問題点として指摘すべき事項はありませんでした。 

 以上です。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、今回の評価に当たりましては、委員の皆様から事前に業務実績に関するコメ

ントをいただいておりますので、事務局からかいつまんで御紹介をいただけますでしょう

か。 

〇事務局 

 はい。それでは、事前コメントにつきまして御紹介させていただきます。 

 資料２－４をごらんいただきたいと思います。この資料は親委員会での審議の資料とい

うことになってございます。 

 それでは、サービスの質の向上の情報提供のところから、３ページ目でございます。1.

工業所有権情報普及業務、この事前評価コメントの欄でございますけれども、上から５つ

目の白丸、「中国における知財リスクは「にせものリスク」から「訴訟リスク」さらに

「戦略リスク」へと進展している中で、中国実用新案の和文抄録検索サービスは重要かつ

効果のある施策であり、膨大な量の中国実用新案について日本語訳文の提供をタイムリー

に提供できたことはユーザーのニーズに迅速・的確に呼応したものとして高く評価でき

る。」それからもう一つ上の白丸の２行目にただし書きがありますけれども、「英文データ

を機械翻訳していることから、所望の文献が的確に検索できるかなど効率及び精度に関す

る評価を今後の検討課題としたい。」ということで、今後の課題についてもコメントいた

だいております。 

 それから次のページ、４ページ目でございます。１つ目の丸です。「高度産業財産権ネ

ットワークに基づく情報提供の充実は、特許審査ハイウェイの促進ひいてはユーザーの利

便性向上に寄与する重要な取組であると評価できる。」 

 次に、めくっていただきまして９ページ目、4.工業所有権相談等業務でございます。１

つ目の丸でございます。「産業財産権相談サイトの格段の充実、東日本大震災関連の特別
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相談窓口への案内など、ユーザーの立場に立った相談業務の実施は高く評価できる。」そ

れから、４つ目の丸の２行目です。「FAQ の質が高くなければ実現し得ないことであり、

今後もより質の高い FAQ を構築し、ユーザーの利便性と業務遂行の効率化の両立を目指し

てほしい。」それから、その下の丸ですね。「相談業務の役割分担に関し、発明協会、日本

弁理士会等関連機関の実態を把握して補完的連携を図るなど情報・研修館が中心となって

なすべき業務が遂行されている。」 

 それから、11 ページ目、5.情報システム業務、これの事前コメントの２つ目の丸でご

ざいます。「東日本大震災を契機に、災害時等においてユーザーが知りたい情報を起動時

画面に表示する改良を電子出願ソフトに施した点は、実効性の高い改良点として評価した

い。」 

 それから、次に 13 ページ目、2-2.サービスの質の向上（高度活用）でございます。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、これは１枚めくっ

ていただきまして 14 ページ目の上から３つ目の丸でございます。「プロデューサー事業は

社会的ニーズのある分野であって、それに対応するにふさわしい人材・ノウハウ等を有す

る情報・研修館が着手したことは評価に値する。」それから、その下の丸です。「大学等へ

の知財プロデューサーの派遣事業は、近年の研究開発事業の複雑化に伴う知財マネジメン

トの複雑化に解を見出し提供するという意味で重要な取組である。また、企業への海外知

的財産プロデューサーによる支援も、企業単独では対応できかねる点を重点的に支援する

意味で重要な取組である。今後は質的な評価をどのように行うか、より踏み込んだ成果評

価軸が必要ではないか。」といった御指摘も 後にいただいてございます。 

 それから、次に 16 ページ目の 3.知的財産情報活用のための環境整備、これの 17 ペー

ジ目、一番上の丸ですけれども、「リサーチツール DB 登録の件数が増加しており評価でき

る。今後は移転件数や学術・産業への寄与、あるいは他国機関との間での移転の増加が実

現しているかを把握・評価する必要があるのではないか。」といった課題もいただいてご

ざいます。 

 それから、次に 18 ページ目、2-3.サービスの質の向上（人材育成）でございます。1.

特許庁職員に対する研修、これの事前コメントの３つ目の丸、「審査・審判関連の職員研

修において、知財関係者との合同研修は特許庁の審査審判ノウハウのスピルオーバー効果

や庁外からの審査審判に関連するニーズを的確に把握する意味でも重要な取組である。」 

 次に、めくっていただきまして 20 ページ目、2.調査業務実施者の育成研修でございま
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す。１つ目の丸、「絶えず創意工夫を重ねることで研修の質の向上に努める点が高く評価

できる。」それからその下、「人材・ノウハウを生かした研修は質及び量ともに充実してお

り、受講者の評価も高いことから審査の質及び審査処理効率の向上に貢献していると考え

られる。」 

 次に 26 ページ目、5.の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、こ

の事前コメントの欄でございます。「工業高校など 77 校を対象として実施した「知的財産

に関する想像力・実践力開発事業」は、特に東日本大震災を経験した生徒たちへの取組を

も実現したことも含めて、若い世代への知財認識を高めるための有益な試みとして評価し

たい。」 

 次にめくっていただきまして 29 ページ目、大きな 3.の業務運営の効率化の項目です。

さらにめくっていただきまして 30 ページ目、4.の内部統制でございます。事前コメント

の２つ目の白丸でございます。「内部統制に関して、監事による財務及び事業に関する監

査機能の強化を図った上で、「理事長の指揮・マネジメントに関して問題になる点はな

い」との監査報告が得られている点、理事長以下全役員及び部長以上が出席する運営会議、

現場職員や知的財産プロデューサー等の契約職員との意見交換、全職員を対象とする訓示

などを通じて事業実施に係る統御機能が確実に働くよう理事長を中心として努力がなされ

ている点を評価したい。」 

 それから、さらに２枚ほどめくっていただいて 34 ページ目、入札・契約の適正化、２

つ目の丸でございます。「分割発注、複数年契約の活用、仕様書の要件の緩和など適切な

対応をすることにより入札・契約の適正化が格段に進んだものと評価できる。」 

 それから、次に少しさらにめくっていただきまして 後のところです。46 ページ目、4.

財務内容でございます。ここは評価のポイントの欄でございます。一番上の白丸、「業務

効率化やコスト削減努力が決算数値にもあらわれている。削減分をより有効性の高い新事

業に振り向けるなど活動を今後も期待したい。」それから一番下の丸では、「健全で問題の

ない財務内容である。」 

 時間の関係ですべて紹介できませんでしたが、事前コメントにつきましては以上でござ

います。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、評価の審議に入りますが、評価審議に入りますと INPIT の方々には御退室い
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ただきますので、その前に御質問等がございましたらお願いいたします。 

〇委員 

 ちょっと踏み込んだ質問かもしれないのですが、説明資料の 11 ページの知財プロデュ

ーサーに関するところなのですけれども、これは私、高く評価して、今後に大いに期待を

したいと思っているところです。まとめていただいている事業実績の一番 後、3.の④の

部分なのですけれども、ほかのファンディングエージェンシーとの意見交換というのは極

めて重要だと思っております。計 11 回実施されたということなのですけれども、具体的

にはどういう議論をここでされていらっしゃるのかというのをもし可能であればかいつま

んででも教えていただければと思います。 

〇INPIT 

 それでは、私のほうからお答えします。具体的にはプロジェクトが動いた後では、いろ

いろな産学連携でプロジェクトを組んでいる場合には実は知財のルールをある程度骨格を

決めている場合が多いのですね。その時点から中に入っていきますと、指導できる範囲が

非常に限られてしまう。まだ NEDO とか JST でファンディングが決まっていない段階、そ

の段階から知財の戦略について相談を始めることが極めて大事である、今回、18 ヵ所に

入って、そういう認識を持っております。それに基づきまして、具体的に現在、NEDO の

ほうとも、JST もそうなのですけれども、幾つかのプロジェクトに関してプロジェクト、

まだファンディングは実際には決まってないのですけれども、その段階から知財のルール

づくりについての相談を少し始めていく、そういう形で NEDO、JST と協議をしている、そ

ういうことでございます。 

〇委員 

 ありがとうございます。それと、連絡会議をそのプロデューサー間で実施しておられる、

このノウハウの共有は極めて重要だと思います。質問ではなくて意見なのですけれども、

共有を進めていただくとともに、プロジェクトごとの守秘義務はあるかとは思いますが、

知財のルールのつくり方ですとか実際にできたテンプレートのようなものはぜひ広く公開

していただける部分は公開いただいて、さらにより広い範囲で情報が共有、ノウハウが共

有できるというようなことになると、特に大学とか研究機関という知財のマネジメントの

面ではまだまだ経験と人材が足りないというところに対してはそこの効果も大きいかと思

いますし、プロジェクトはどんどん複雑化していますので、それにどうやってリアルタイ

ムで対応していくかということも含めてとても大きな意味を持つのではないかと思います
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ので、ぜひそこは私も期待しています。 

〇INPIT 

 御意見ということで、質問ではないということでしたけれども、私どものほうでも、プ

ロジェクトの性格によってかなり差があるのですが、共通因子も幾つかある。共通する部

分はもちろんのこと、差のある部分についてもプロジェクトの性格に応じた形でいずれ取

りまとめをしていく必要があるというふうに考えております。 

 ただし、一番難しいのは委員御指摘のとおり、秘匿すべき情報がかなり入っております

ので、そのあたりのところも含めてしっかりと検討した上で開示できる段階になった時点

で皆様方の役に立つような形で開示をしたいと思います。 

○分科会長 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

〇委員 

 これは、 初は御質問というよりは御意見に近いかと思うのですけれども、民間に対す

る研修事業ですね。これは民間に任せるべきであるという意見があって縮小方向にあると

いうふうに聞いているのですけれども、ただこれまでかなり蓄積してきたもの、あるいは

人材もございますので、何らかの形で、例えば研修の企画とか、こういった研修にはこう

いった人材、講師を派遣できますといった形で、継続的に何かかかわりを持っていったほ

うがよろしいのではないかというふうに私、考えています。 

 それから今の民間に対する研修事業が仮に縮小されるとすると、ここからは御質問にな

るのですけれども、例えば知財関連人材の育成という部分の事業がございますね。この中

に先ほど出ました明日の産業人材を育成するというようなことで知財に関する創造力、実

践力、開発事業を実施したということでございますが、こういった事業との関連性といい

ますか、こういったものもある意味では民間に対する働きかけみたいなことになりますの

で、その辺の棲み分けといいますか、それをどのように考えていらっしゃるのか、ちょっ

とお伺いしたいのですけれども。 

〇INPIT 

 まず、民間に人材育成は任せていくということが１つ大きな方向では示されています。

この点についてですが、民間のほうでビジネスモデルが成り立つものに関しては民間に任

せる、または積極的に民間に移行していく、そういうふうに考えています。一方では、民

間で実施するにはまだビジネスモデルが十分に成立しないもの、これに関しては私どもが
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積極的にコミットする必要があろうと考えています。例えば、民間のビジネスモデルが成

立しそうな可能性があるものとして、サーチャーの方々のコンテスト、検索競技大会とい

うものがあるのですけれども、これに関しましては資格試験などもセットできればいずれ

民間で実施できるであろうというふうに考えています。こういったものにつきましてはす

でに民間の団体のほうに、今年度は私どももかなりコミットさせていただくのですけれど

も、来年度ぐらいから民間のほうに徐々に移していただこうとしています。この例のよう

に、民間機関ともビジネスモデルが成立するかどうかということを検討した上で民間のほ

うに移管するという考え方をとっております。 

 それから御質問のほうですけれども、知財関連人材で特に明日の産業人材を育成すると

いうことで、学校関係の方、社会に出られる直前の高校生などが主な対象なのですけれど

も、この人材育成に関しては INPIT も長年にわたり中長期的な視点でやってきたわけでご

ざいます。これにつきましては、未来永劫、INPIT がやるのかというと必ずしもそうでは

ないだろうと思います。実際に現在、育成されているいろいろな高校生、そういった方が

特許も出願し、一部では事業化地域でされているものもございます。そういったことも踏

まえていきますと、今後非常に大事な点は、地域の産業界のサポートを得られるような仕

組みをどう構築していくか、それができればいずれ民間のほうでも財政的な支援をいただ

けるだろう。ただし人材育成のノウハウはやはり INPIT、それから高校で指導される先生

方に蓄積しています。それらをどういう形で幅広に共有し、将来に向けてどのような事業

形態で事業展開ができるか、関係機関とも検討しつつ、これまでの成果が生きるような方

向で考えていきたい。とは言え、当面は INPIT の役割はまだ大きい。ですから、私どもと

しては本当にやらねばならない点に限っては、それをしっかりとサポート・提供していく。

明日の知財イノベーション人材を育成する事業、これは非常に重要な事業だと考えており

ます。簡単に民間等で代替してやっていただくことが難しい面もある。その中では私ども

INPIT が果たすべき役割を果たしつつ、現場が混乱せず発展が可能な新たな姿についても

検討したい、そういうふうに考えております。 

〇委員 

 大変よくわかりました。ありがとうございます。 

○分科会長 

 委員、どうぞ。 

〇委員 
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 質問というよりも意見ですが、今、理事長が言われたとおりでございまして、大学とか

研究機関においてはやはり特許というのは研究の成果という形ですが、企業の特許という

ものは戦争の道具ですから、これは JST の委員をやらせていただいているときも同じよう

なことを言いました。やはり、いわゆる死の谷、研究化と事業化とのギャップというのを

大きく感じています。私は名古屋工業大学の経営委員もやらせていただいておりますが、

特許数、出願数というのは相当、ここ２年にめまぐるしく大きく成長しております。しか

しながら、やはりキーワードは事業化でございまして、片や職員の給与というのは頭ごな

しに 7.8％のカットであるとか、まあ私のおやじも大学の先生でございましたが、企業と

比べるということ自体がナンセンスな状況の中で、政治劣国の悲しさか、消費税の議論と

よく似ておりますが、頭ごなしにそうやられていきますが、しかしながら大学としても収

益を上げなくちゃいけない。それを実数にしなければいけない。だから、アドバイザーの

この活動というのもものすごく意味のあることで、これからもいろいろな多面で活動でき

る、そういうものが活用できる、流通できるというところへ行って初めて、特許は取って

意味のあるものではなく、初めて使うもの、しかも大学は社会貢献ということであるので

あれば、それを証明するべく一番大事な基本でございます。しかしながら、中小企業の立

場から言わせていただきますと、今一番大きな日本の問題というのは、跡継ぎが見つから

ない、少子化だとか、そういう企業の厳しさだとかというところで、いいアイデアを持っ

ても、まあ今自社を整理しておけば老人ホームにでも行けるという端的な考えの中で、約

７万人という経営者が事業から離れていっておるというところでございます。これはやは

り特許技術、匠の技と言われる江戸職人、物をつくれるというものに尊敬を抱き、中小企

業を初めて、裾野産業とはよく言ったもので、そういった高度技術を支える裾野、裾野な

くして高い山立たずといったところで、そういった大企業に対してでも 近、中小企業の

匠の技術に裏付ける知財、持つ、持たないという、そういう期限が切れた、だからもう事

業もやめる、後継者もいないという悪いサイクルが今一番、これからの工業立国を目指し

てそれが知財立国という形で物づくり、国を立てる方法というのは資源を売るか農業か、

この技術しかありませんから、我々は加工貿易という教科書にあった言葉を大事にし、付

加価値をつけ続けていくことには相当大きなそういった死の谷があってはいかんと思うの

ですね。そこを埋めるべく、大きな仕事というのがやはり INPIT の皆さんが多面的に考え

る、要するに社会の現象に応じてグローバル化といいますが、これはもう激戦ですよ。そ

ういう中においてつくる国、考えてみれば世界で一番高い土地で一番高い人を使って、電



- 27 - 

気代が 16％上がれば韓国の４倍ですよ。法人税は見送るという中で、そういう特許とい

うものを通じてひとつ中小企業も資金、そして事業化というところへつなぐやはりプロセ

スというものが一番重要だと思うのです。ファイナル製品がこの国でつくられなくなった

から、自動車はかろうじてそうですが、今言った一番大きな家電の白物と言われる洗濯機

も冷蔵庫もエアコンもそうですよ。東芝、日立、三菱、サンヨー、松下、ダイキン、三菱

重工、富士通ゼネラル、どこもつぶれてませんが、心臓部であるコンプレッサーは残念な

がら今年 50 万台を切りました。中国での生産可能台数は１億 3000 万台です。これが現状

なのですね。ですから、大企業、大きいところ、シャープにしろソニーにしろ、あわせて

１兆 5000 億の赤字というのは、これは現実のあれとして中小も上を、そういう形でもの

づくりというところで見ております。そういうところに、下のほうから大学、そして社会

のニーズに応じての企業化、事業化というところのプロセス、これが INPIT として指導し

ていただく一番重要な点だということを意見として申し上げたいと思います。三木理事長

におかれましては、先ほど述べられました教授よりも企業の経営者というようなところで、

私ども委員としては大変大きな期待をしたいと思っております。 

〇INPIT 

 ありがとうございます。 

○分科会長 

 ほかに何か。 

質問は、とりあえずないということですので、今から評価の審議を行いたいと思います。 

 では、INPIT の方、退室をお願いします。 

〔INPIT 退室〕 

○分科会長 

 それでは、これから業務実績に対する評価を行いたいと思いますけれども、特に今年度

のポイントとなる点、あるいは委員間において評点に開きのある点、それから総務省の二

次評価で議論になりそうな点などを中心に各評価事項ごとにお伺いすることとしたいと思

います。 

ご議論を踏まえ、事前にいただいたコメントの修正や変更等を行っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、まず(1)の「サービスの質の向上（情報提供）」でございます。この点については

いかがでございましょうか。 
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先ほど INPIT からの御説明がありましたけれども、平成 23 年度の実績といたしまして

は、特に「中国実用新案文献の翻訳」というのが１つのポイントかと思います。それから、

「工業所有権情報普及業務」の一番上の欄の①と②というのが該当する業務になるかと思

いますけれども、皆様の評価はお手元に一覧表があるかと思いますけれども、②について

若干開きがあるようでもございますので、この点も含めまして適宜御意見等ございました

ら伺えればと思います。御自由にお願いいたします。 

〇委員 

 １点だけちょっと確認なのですが。 

○分科会長 

 はい。 

〇委員 

 ②の点に若干の開きがあるというところですが、私の理解では、ここの②に該当すると

ころで書いてある事業実績の中国の実用新案の日本語訳の提供は、これは実はその前ペー

ジ、①のほうですでに記載されていることなので、私はそれは①のほうで評価をしており

ます。 

○分科会長 

 ①のほうで評価されたのですね。 

〇委員 

 はい、①のほうで評価をして、②のほうは、再掲といいますか、再度記載してあるとい

うような理解をしていたのですが。 

○分科会長 

 なるほど。 

〇委員 

 その理解は誤りなのでしょうか。 

〇事務局 

 若干補足させていただきますと、②のほうで翻訳を実施している事業をしています。そ

の翻訳を実施した事業を①の IPDL の事業で世の中に提供しているということで、そこは

密接に関係しているということでございます。 

〇委員 

 翻訳自体もワークロードがあって、それをタイムリーに出していくというところの①も
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両方重要であるということなのですね、わかりました。 

○分科会長 

 両方に関係するということですね。 

〇事務局 

 ええ、両方に関係します。 

〇委員 

 そうですか、なるほど、わかりました。 

○分科会長 

 ほかにありますでしょうか。 

〇委員 

 そうですね。2001 年以降委員をやらせていただいて、私は特許、要するに知的財産戦

略イコール中国対策だということを当初から申し上げておりまして、そういう中で今の中

国における知財のリスクというのはまだまだどんどん増えている。特に、実用新案も含め

た特許が意匠で 250 万件を超える予測で、日本の約５倍に激増しているという現状、さら

に知財訴訟件数は日本で年間 500 件に達しておる。中国では５万件でその 100 倍である。

近は中国における不条理な知財、要するに外国の企業が膨大な損害賠償を要求されてい

る。さらに、 新技術の分野、例えば次世代の携帯電話の LTE、これはもう特許権では日

本は中国に完全に負けておるような現状で、逆に中国に使用料を払わなければいけないよ

うな立場に至っているということを問題視しています。中国における知財リストは偽物リ

スクから訴訟リスク、さらには今我々が戦略、彼らの戦略として訴訟を受けるような、そ

ういうところへ進展をしている中で知財立国を目指していた日本の地盤沈下、これは目を

覆うもので、その横を中国は爆走している、そういう図式であるというちょっと大げさな

言い方をさせていただきました。そういう中で、今の尖閣諸島に見るように知財の分野も

国益をかけた戦いの場であるということで、単に特許権を取得することで勝つということ

はできないという現状の中、中小企業も要するにそういった訴訟リスクだとか戦略リスク

に対応していかなければいけない。グローバル化する中小企業にとって避けては通れない

道である。そういう中でこの INPIT の中国実用の和文だとかそういうサービスですね、全

般、重要かつ効果のある施策だというふうに評価できると、これは我々の部隊が実際に飛

び込んで見させていただいた感想でございます。中国における、ただ知財リスクに関する

さまざまなサポートは全体として不十分でまだ世界の激変に日本政府は追従できていない
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というのが私どもの評価ですが、しかしながら、中国における知財獲得、訴訟戦略といっ

た幅広い分野での中小企業のサポートが必要だ。INPIT においても今、国内の知財件数、

このサポートが主ではあるが、予算や人材の配分、逆に中国における知財リスク対応に重

点をかけるぐらいの英断が今ここでは必要である。膨大な量の中国の実用新案に対して訳

文の提供、タイムリーに提供できたということは質と量とともに評価できるというふうに

考えをまとめさせていただきまして、ここはぜひ頑張っていただきたい、期待度も含めて

評価させていただきました。 

○分科会長 

 どうも詳しい御説明をありがとうございました。 

〇委員 

 いえ、とんでもございません。説明が長くて申しわけございません。 

○分科会長 

 ほかに何かございますでしょうか。 

〇委員 

 採点に関することで、今、委員長のほうから点数に開きがあるというコメントをいただ

いたのですが、これは、私の考えですが、例えば２点から４点という形で開いているとち

ょっとあれかな、問題あるのかなと思ったのですが、こういうふうに３点という標準的な

点数の上のほうで４点、５点がついているというのは別に、特に質の面と量の面で、両方

で見るべき部分があれば５点になるわけですよね。 

 そうすると、その質の部分というのは割に主観的な評価になりがちな部分ですので、そ

ういう形でのばらつきは、私はあってもいいのではないかと思っているのですが。 

○分科会長 

 もちろん、おっしゃるとおりだと思います。ですから、一応開いていることを御指摘し

て、もし何かお考えがあればという、それだけのことです。 

〇委員 

 ああ、なるほど。 

○分科会長 

 開いたままでもちろん結構でございます。 

〇委員 

 私は先ほどの御説明をお聞きして、実はここの部分は中国の翻訳を提供するということ
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を、１つは先ほど委員がおっしゃった点はポジティブに評価できる大変重要なポイントだ

ということと、もう一点、私が評価しているのは、他の事業で、例えば、今まで冊子をつ

くっていたものをダウンロードできるように電子化することでコスト削減をし、コスト削

減した分をこういうところに的確に、要は必要なところに回しているというような工夫を

しておられるというところを、要は事業として、経営体としての、こちらで絞った分をこ

っちの重要なところに振り分けておられるということを、非常に適確にやっておられる顕

著な例だと思います。 

○分科会長 

 はい、ありがとうございます。 

 ほかに何かこの(1)のところでございますでしょうか。 

 もし何かございましたらまた後で戻っていただくことにして、(2)の「サービスの質の

向上（高度活用）」のほうでございますが、これについてはいかがでございましょうか。

これは初年度ということもあって大きな成果ではありませんけれども、先ほど御紹介があ

りましたように成果が少しずつ出ておりまして、事前コメントを拝見するとややコメント

が少ないところもあるかなという感じがいたしますけれども、それもそれで結構なのです

けれども、何かございましたら。 

〇委員 

 ということは、コメント説明をしたほうがいいのですか。 

○分科会長 

 それはとりあえず結構です。何か特に言っておきたいことがあれば、御説明いただきた

いと思います。 

〇委員 

 事前評価コメントに書いたとおりでございます。 

○分科会長 

 よろしいですか。 

 また必要であれば戻っていただくことにして、(3)の「サービスの質の向上」の人材育

成のところでございますけれども、こちらはいかがでしょうか。点の開きはもちろんその

まま結構なのですが、一応は開いているところを見ると①とか②あたりが少し開いている

かなという感じではございます。この研修の評価というのはなかなか、どの方向から見る

かによって随分違うかなとは思いますね。何か御意見がございましたらお願いします。 
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 もしよろしければ、(4)の「業務運営の効率化」のほうですが、こちらにつきましては

いかがでしょうか。先ほど事務局からも御説明がございましたけれども、特に⑤の内部統

制ですが、これについては総務省における今年度の二次評価の重点事項ということになっ

ております。評価も少し分かれておりますので、もし何か御意見等がございましたらお願

いします。それから③も少し分かれていますね。 

〇委員 

 (4)の全般については経費削減の前倒しというものに対しては高く評価したいというこ

とが１点です。それから、⑤番の内部統制については、コミュニケーションの充実により

ミッションの浸透、これに努力した点が見受けられて、その部分というのは評価に値する

のではないかということをコメントさせていただきます。 

○分科会長 

 今度の理事長さんが、そういう意味では非常に頑張っておられる感じがいたしますね。 

〇委員  

 だと思いますね。 

○分科会長 

 ないようでしたら次へ参りまして、 後の(5)「財務内容の改善」でございますが、こ

ちらはいかがでしょうか。先ほど出ましたけれども、今期は 400 万円の損失を計上する一

方で、運営費交付金債務は約 12 億円計上したのですけれども、損失のほうにつきまして

は会計処理を行った結果で業務上、運営上、問題があるわけではないという御説明がござ

いまして、それから交付金債務についても、事業がおくれているというよりはむしろ節約

効果といいますか、いろいろ競争的契約とかその他で努力した結果であるということでご

ざいますので、業務運営の効率化に向けた取組の成果と言うことができるかと思いますの

で、いずれも問題があるわけではないというふうに思いますが、それらの点も含めまして、

何か御意見がございましたらお願いいたします。 

〇委員 

 ございません。 

○分科会長 

 全体についてもし何かございますでしょうか。 

 もしないようでしたら、御自身の採点表についてもし訂正とかコメントの追加とかござ

いましたら書いていただいて事務局にお出しいただきまして、それで少し休憩ということ
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にしたいと思います。 

〇事務局 

 10 分ぐらいでよろしいでしょうか。 

○分科会長 

 15 時 50 分再開でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

〔暫時休憩〕 

〇事務局 

 お手元に配付いたしましたとおり、今日の分科会の事業実績報告を含めて、改めて事前

評価から変更されて、結果ということでございます。「サービスの質の向上（情報提供）」

につきましてはＡ評価、それから「サービスの質の向上（高度活用）」につきましてもＡ

評価、それから「サービスの質の向上（人材育成）」につきましてＢ評価、それから(4)

「業務運営の効率化」につきましてＡ評価、それから(5)「財務内容の改善」につきまし

てＢ評価ということで、これを総合評価いたしますと、総合評価の点数の合計が 3.6 でＡ

評価ということでございます。 

○分科会長 

 それでは、総合評価を決定したいと思いますけれども、今、お手元にございます集計表

ですけれども、全体で、(4)のところが変わったこともありまして、3.6 のＡ評価という

ことでございますけれども、それでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、当分科会の INPIT 平成 23 年度業務実績の総合評価はＡと決定いたします。 

 それから、経済産業省独立行政法人評価委員会への報告は資料２－４のいわゆる評価シ

ートを用いて行いますけれども、本日頂戴いたしました御意見等を踏まえまして事務局に

て修正いたしまして、再度皆様に御確認いただいた後、提出するということにしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、分科会としての評価は決定いたしましたので INPIT に入っていただいてよろ

しいでしょうか。 

〔INPIT 入室〕 

○分科会長 
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 それでは、INPIT の皆様に御入室いただきましたので、先ほど決定いたしました評価結

果について御報告申し上げます。 

 まず項目別に申し上げますと、サービスの質の向上のうちの①情報提供がＡ、それから

②の高度活用がＡ、それから③の人材育成がＢ、それから業務運営の効率化がＡ、そして

財務内容がＢということでございまして、これらの結果を総合いたしまして、23 年度の

総合評価の結果はＡということになりました。 

 先ほど各委員からいろいろ御意見をいただいたところでございます。ごく簡単に一言申

し上げますと、今回、人材育成のところはＢになりましたけれども、それも含めまして全

体について大変着実に業務をなすっているということで、その点は高く評価されてしかる

べきだというふうに考えております。特に、新理事長のもと、内部統制、それから業務の

効率的な実施について大変目覚ましい業績が見られるということでございます。それから、

中国関係の対応につきましても迅速、的確な対応がなされていて、大変高く評価できると

いうことでございます。そのほか各委員が先ほど個別に詳しく申し上げましたけれども、

大変いい実績を積んでくださっていて、今後は大変期待できるという気持ちでおります。 

 簡単ですけれども、以上で御報告を終わらさせていただきます。 

 それでは、何か一言ございましたら、理事長、お願いいたします。 

〇三木理事長 

 本日は様々な御意見をいただき、本当にありがとうございました。 

 私ども、内部で自己評価してみたところ、いろいろな点でまだまだ不足している点があ

ると思っています。そういう認識があればまた前進できる、そういうふうに考えておりま

す。先ほど理事長の云々ということを言われましたけれども、私の存在が見えるようじゃ

本当はよくなくて、私が影のように消えていくような形で組織が動くというのが私にとっ

ては一番の理想です。それは組織の内部の個々の職員が自分で目標をしっかり持って、そ

してそれが１つの係であったり部であったり、そういう中でベクトルを合わせて結果を出

していく。どこかでナビゲートが必要なときに中間管理職の方、それから私など役員が手

助けする、そういう組織になることが理想だと思っています。 

 もう一つ大事な点は、冒頭にパルミサーノレポートの話も少しさせていただきましたけ

れども、日本においても個別施策ではいろいろな形で展開され、イノベーションエコシス

テムを形成していくための政策は各省庁で展開されようとしておりますけれども、私ども

は知財面でイノベーションエコシステムをどういうふうに構築していくのか、ここにも大
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きな役割があると思っています。当然特許庁での権利化の迅速化に寄与すること、これは

もう当然のことです。それと同時に私は基本的にプロイノベーションの立場ですので、プ

ロパテントを絶対視しているわけではありません。場合によってはパテント以外の形態で

競争力を確保することもあっていい。INPIT としてはもちろんパテントを中心に商標、意

匠も含め、私どもはサポートしてまいりますけれども、もう一つ大きな点は不正競争防止

法、秘密をいかに保持していくのか、これも大事です。パテントにしないものをブラック

ボックス化していくということも非常に大事な点だと思っております。そういったことも

含めて、職員の方ともいろいろ日々、いろいろな人をひっつかまえては意見交換をしたり

などしているのですけれども、引き続き委員の先生方のところにも御訪問させていただき、

御意見をお伺いすることもあろうと思います。その節は、今日お話しいただけなかったこ

とも含め、ぜひお聞かせいただけるとありがたいと思っております。 後になりましたが、

この委員会でいろいろ大変な作業をしていただきましたことを厚く御礼申し上げます。 

 以上でもって私の御挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、時間でもございますので、きょうはこのあたりで終了したいと思います。

後に事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。 

〇事務局 

 本日は 23 年度の業務評価につきまして、大変活発な御審議をいただきまして、まこと

にありがとうございました。御礼申し上げます。 

 一言だけ、INPIT の方々が御退室していただいている間に、特に中国との関係でしっか

り日本の企業が競争に負けていくことがないようにインフラを整えよという御激励を本日

出席の委員の方々から強く言われました。その点だけ申し添えておきます。これは INPIT

に対する激励であると同時に、我が特許庁に対する大変力強いある種、リクエストである

というふうに受け止めまして、私どもとしても政策する側からぜひしっかり受け止めてま

いりたいと思っております。 

 本日の評価結果につきましては早川分科会長からも御説明がございましたとおり、経済

産業省本省の独立行政法人評価委員会というところで 終的に確定するということになっ

てございますので、それが決まりましたところで委員の皆様方には改めて事務局より御連

絡申し上げます。 



- 36 - 

 本日はどうもありがとうございました。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、経済産業省独立行政法人評価委員会第 27 回の工業所有

権情報・研修館分科会を閉会させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 

閉      会 

 

 

【問い合わせ先】 

特許庁総務部総務課独立行政法人工業所有権情報・研修館室 

ＴＥＬ：０３－３５８１－１１０１（内線２１４０） 

ＦＡＸ：０３－３５９３－０４３６ 


