
Ⅰ 中期目標の期間
平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日（５年間）

Ⅰ 中期計画の期間
平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日（５年間）

Ⅰ 年度計画の期間
平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日（１年間）

Ⅰ

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、内外の最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普及・提供 （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普及・提供

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。

・ 工業所有権に関する制度改正等に伴う特許電子図書館の機能改善を迅速に
行い、ユーザーの利便性を高める。

・ 特許電子図書館にアクセスしたユーザーを対象にしたアンケート調査を継続
的に実施し、ユーザー要望等の蓄積・分析を行う。

・ ユーザーニーズを把握するため、ＩＰＤＬにアクセスしたユーザーを対象にアンケート調査を実施し、集計結果を情報・研修館ホームページに掲載するとともに、
把握したニーズについて費用対効果を考慮して総合的な判断を行った上で、上記①の機能改善を実施した。

② 中小・ベンチャー企業等を対象に、特許電子図書館の説明会を開催する。 ② 中小・ベンチャー企業等を対象とした特許電子図書館の説明会を全国５箇所
以上で開催する。

② ＩＰＤＬの利用促進を図るため、全国７箇所（計１２回）で初心者向け講習会を実施した。なお、前年度申込みの多かった東京・大阪は３回、名古屋は２回開催とし、
ユーザーの受講機会の拡大を図った。（参加者計３２９名（平成２３年度２４４名））
東京①５月、大阪①６月、名古屋①６月、東京②１０月、大阪②１０月、沖縄１１月、仙台１１月、福岡１２月、広島１月、名古屋②２月、東京③３月、大阪③３月

知的財産権研修（初級/４回）、産業財産権専門官研修、ＷＩＰＯ情報化コース研修においても、ＩＰＤＬの概要及び実習の講義を行った。
（受講者計１８１名）

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

③ 情報・研修館が提供する相談サービス、電子出願支援サービスに関する情報
をユーザーが容易に取得できるように、特許電子図書館のホームページに引
き続きサービスサイトのリンクを設定するとともに、セミナー等のイベント紹介
記事を随時掲載し、特許電子図書館にアクセスしたユーザーに対するサービ
スの向上を行う。

③ ユーザーの要請により的確に対応するため、ＩＰＤＬのトップページに相談事業、人材育成事業等の記事を随時掲載し、情報・研修館が実施する他のサービス事業の周知を図った。

・ 特許電子図書館の利用マニュアル（海外向けのものを含む。）を作成し、知的
財産総合支援窓口等を通じてユーザーに配布する。

・ 特許電子図書館のマニュアル等を作成し、経済産業局特許室、知財総合支援窓口及び当館が出展するイベント等において配布した。
■特許電子図書館サービス利用マニュアル(６,３７５冊）
■特許電子図書館ガイドブック（１８，４３５冊）

さらに、要望があった大学、企業、団体、個人に対しても配付を行った。
■特許電子図書館サービス利用マニュアル(２９０冊）
■特許電子図書館ガイドブック（１，３７３冊）

④ 特許庁が定める方針に基づき、特許庁における審査経過等の工業所有権情
報について全件（未公開情報は除く）を標準的なフォーマットに変換し、外部に
提供する。なお、本業務については、「特許庁業務・システム最適化計画」に
基づく特許庁の新事務処理システム開発の進展及び効果を踏まえて廃止す
る。

④ 特許庁における審査経過等の工業所有権情報について全件（未公開情報は
除く）を標準的なフォーマットに変換し、データ販売事業許可要領に基づいて
外部提供するとともに、制度改正等に伴う仕様変更対応を適切に行う。

④ 特許庁の保有する審査経過等の工業所有権情報について、公開可能な情報全てを整理・標準化データとして収録し、情報サービス事業者に提供した。

・整理標準化データの外部提供件数　 １５，０５４，６１４件　（達成度100％）（平成２３年度１２，８５２，０８６件）

機能改善対応を行い、信頼性のあるデータを提供した。
・申請人登録情報の変換不能データを正しく表示できる対応を行った。
　（特許庁側の申請人登録情報データ（欧文併記の情報）に変換不能の文字に対する対応。
　　特許庁側の申請人登録情報データのみが変更された場合でも、整理標準化データを提供できるように対応をした。）
・意匠参考文献情報が正しく変換されてない不具合を解消した。
　（特許庁側の意匠公報データから蓄積している意匠参考文献情報が正しく変換されていない不具合を解消した。）
・ＰＭＧＳ（パテントマップガイダンス）データにおいて提供対象外となっている一部のデータを提供対象とする変更を行った。
　（特許庁より抽出・蓄積しているＰＭＧＳデータにおいて、ＩＰＤＬ側で提供しているデータと同様のデータを整理標準化側でも提供できるよう変更を行った。）

①① 特許電子図書館について、「特許庁業務・システム最適化計画」の進ちょく
状況も踏まえ、制度改正・国際関係への対応、不具合対応やユーザーニーズ
の中でも真に備えるべき機能等必要不可欠なものについて経費の増大を招
かないよう費用対効果を精査しつつ工業所有権情報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り、毎年度８，０００万
回以上の検索回数を維持する。

年　度　計　画
平成 ２４ 年度

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

特許電子図書館について、「特許庁業務・システム最適化計画」の進ちょく状
況も踏まえ、制度改正・国際関係への対応、不具合対応やユーザーニーズの
中でも真に備えるべき機能等必要不可欠なものについて経費の増大を招かな
いよう費用対効果を精査しつつ、工業所有権情報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サービスの向上を図る（この結果、年間の検
索回数８，０００万回以上を維持する）。その際、ユーザーの要請により的確に
対応するため、閲覧業務及び相談業務との連携を図る。また、特許庁の提供
する一次情報を基に多様な高付加価値サービスの提供を行う特許情報提供
事業者との協力、相互補完関係を構築しつつユーザーにおける工業所有権
情報の効率的な活用に資するため、特許庁における審査経過等の情報を標
準的なフォーマットに変換し、外部に提供する。

制度改正・国際関係、不具合対応等について、費用対効果を精査した上で真に必要なものに限定して改善を実施し、ＩＰＤＬサービスの向上を図った結果、ＩＰＤＬ検索回数
１１１，４９０，４９２回を達成した。（達成度１３９.３％）　（平成２３年度　８７，７６２，３２６回）

【改善項目】
○制度改正・国際関係対応
　特許法改正に伴う条文変更対応及び意匠法改正に伴う届出書類の変更対応、商標検索における商標国際分類10-2013版の追加、
　英語版意匠検索におけるロカルノ分類及び日本意匠分類による検索機能の追加、など。

○不具合対応
　意匠公知資料照会において、米国から提供される登録番号の形式の変更に対応し、照会可能となるように改善、
　整理標準化データ（審判データ）の公開基準の変更に対応し、商標登録出願情報と経過情報検索で表示内容に差異が生じないよう改善　など。

○ユーザーニーズ対応
　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、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。

【特記すべき事項】
○中国文献の提供
　増大する中国知財リスクへの対応として、以下のとおり、企業等が容易に中国文献にアクセスできる環境を整備した。
　公報テキスト検索及び外国公報ＤＢにおいて、中国公開特許和文抄録の提供を開始した（約３万１千件／約２２万２千件）。【新規事項】
　また、平成23年度末から提供を開始した中国実用新案の機械翻訳による和文抄録に加え、今年度から外国公報ＤＢにおいて、中国実用新案の英文抄録の提供
　を開始した（約100万件）。【新規事項】
　
　

平成２４年度実績状況表

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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

他国との工業所有権情報交換のメディアレス化に向け１１月にインターネット回線及び機器を導入した。【新規事項】

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の工業所有権情報を収集・保管・管理し、米国公開公
報、米国特許公報、並びに欧州公開の明細書については年間２６万件以上の
和文抄録を作成するとともに、中国実用新案英文抄録についても日本語翻訳
を作成し、利用者に提供する。また、中国特許文献の日本語抄録の作成及び
他国との工業所有権情報交換のメディアレス化に向けた準備を進める。

① 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を収集するため、他国との最新の合意内容に基づく工業所有権情報（米国公開公報
テキストデータを始めとする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、特許庁が五庁間（日米欧中韓）で進める工業所有権情報交換のメディアレス化を支援
するため、特許庁と連携してメディアレス化の推進に必要なハード機器や回線の整備を図った。

また、収集した情報のうち、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、
特許庁に審査用資料として提供するとともに、特許電子図書館（IPDL）から一般へ提供できるようにした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度
・米国公開特許明細書　２３８，９９９件　　　　　　　　　　　　　　　（２３７，０１６件）
・米国特許明細書　　　　　１４，６０８件　　　　　　　　　　　　　　　（　１４，５４３件）
・欧州公開特許明細書　　１７，２９２件　　　　　　　　　　　　　　　（　１８，３６９件）
　　　　　　計　　　　　　　　２７０，８９９件 （達成度１０４％）　　　　（２６９，９２８件）

平成23年7月に特許庁から発表された「国際知財戦略」における急増する中国出願等による差し迫ったリスクへの対応である、中国公開特許・実用新案和文抄録の提供について、
以下の事業を実施した。
アクセスが困難であり早期対策が求められた中国実用新案について、中国実用新案英文抄録の日本語翻訳（機械翻訳）事業を昨年度から開始（25万件作成）し、平成24年度は約
154万件に上る中国実用新案和文抄録を作成して、IPDL等からの幅広い活用を可能とした。（再掲）

・中国実用新案英文抄録の日本語翻訳　１，５３７，１３５件　（平成２３年度：２５０，０００件）

平成24年度から本格実施とされた中国公開特許の和文抄録作成について、詳細な技術情報の把握が必要であることから、中国公開特許の人手翻訳による和文抄録作成事業を開
始し、約3万件の中国公開特許和文抄録を作成して審査に提供するとともに、IPDLから一般へ提供できるようにした。

・中国公開特許和文抄録　　　　　　　　　　　　　３１，１６７件【新規事項】

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２４年公報発行計画に基づき発行される公開特許公報全件に
ついて、公開特許公報に基づく英文抄録（ＰＡＪ）を作成し、他国の工業所有権
庁に提供するとともに、特許庁が発行する登録実用新案公報について機械翻
訳による英文抄録作成の準備を進める。

② 他国における我が国出願人の権利を的確に保護するため、特許庁が平成24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（達成
度１００％）し、他国の工業所有権庁（87送付先）に提供した。公報発行計画の年度途中（9月）における変更（発行回数増）にも迅速に対応し、事業に遅滞を生じさせることなく全件の
PAJを作成した。

・公開特許英文抄録（ＰＡＪ）の作成件数　　　２５７，４５８件　　（平成２３年度：２５９，７０１件）

また、近年英訳の要望が高まっている我が国実用新案公報について、特許庁と連携し実用新案公報英文抄録データ作成事業を急ぎ、実用新案公報約41万件について機械翻訳に
よる英文抄録を作成し、特許庁を通じて他国へ提供した。【新規事項】

・実用新案公報の英文抄録作成件数　　      ４１３，７１４件【新規事項】

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
報の書誌データを全件整理し、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への貢献を図るため、特許庁が発行した公開特許公報及び特許公報等の全件について公報書誌データ
を抽出・加工し、EPO及び中国国家知識産権局（SIPO）に送付した。

・公報書誌（１０項目）データの抽出・加工件数　５６４，９８８件　(対象となる公報全件について作成。達成度１００％）　（平成２３年度：５５０，２９７件）

・ 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。 ・ 我が国特許文献の検索に有用であるＦタームの解説書を英文に翻訳し、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：　　２７テーマ（平成２３年度：２テーマ）
・英語版Ｆタームリスト： 　　 ２７テーマ（平成２３年度：２テーマ）
・英語版FIデータ：  　　　  　３９件      （平成２３年度：３，１４１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ターム解説等の翻訳品質の維持・向上のため評価調
査を実施するとともに、翻訳事業形態等の変更を踏まえて評価調査の手法等
を検討する。

④ 特許庁に提供している翻訳情報（和文抄録、英文抄録及びＦターム解説書）について、翻訳品質の維持・向上を目的とし、翻訳事業者へのフィードバックを行うため、翻訳品質を評
価する調査を行った。

　文章評価　　　　　２，６８６件
　　　（和文抄録（米国・欧州）９６０件、英文抄録（公開特許）４００件、Ｆターム解説書１，３２６件）　　（平成２３年度：４８０件（和文抄録２８０件、英文抄録２００件））
　○評価について
　和文抄録、英文抄録については、国際特許分類の全８セクションを対象、Ｆターム解説書については４テーマを対象とし、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。

（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継続して行うとともに、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（２４年度末：６１箇国・機関）に「高度産業財産ネットワーク（ＡＩＰ
Ｎ）」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。
各国審査官がAIPNを利用しやすくするため、英訳した日本の翻訳書類等を母国語で閲覧できるようGoogle翻訳機能を追加した。【新規事項】

＊平成２４年度追加提供先：５箇国（マリ、ブータン、ケニア、シンガポール、エチオピア）
＊多国間特許審査ハイウェイに参加している２３の国・機関

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 前年度に引き続いて、翻訳用辞書の語彙数を増加して機械翻訳機能の精度
向上を図りつつ、機械翻訳システムの運用を行う。

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（２４年度末までの追加辞書データ数累計：　約８６，０００語）し、
機械翻訳システムの運用を行った。（平成２３年度：約５，０００語追加）

AIPNを利用した外国特許庁（EPO、USPTO等）の審査官から機械翻訳結果のご約定法に関するフィードバックを受け、辞書データを修正する取組を実施した。

ユーザーニーズに応えるとともに特許庁の審査等に資するため、他国の工業
所有権情報の収集、保管及び管理を行うとともに、ユーザーの要請の強い工
業所有権情報について和文抄録を作成し、一般に提供する。また、他国にお
ける我が国出願人の権利の的確な保護に貢献するため、特許庁が保有する
工業所有権情報の英文抄録を作成し、他国の工業所有権庁に提供する。
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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

① 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。

（これまでに収集し提供している文献数）
・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）

外部倉庫にて保管・整理している紙公報（平成4年以前の電子データがない公報で、永久保管対象の内国公報7,322箱）の一部について、平成24年度から箱の中身を画像データ化
して管理する画像情報システムの運用を開始し、紙公報の出納の効率化を図った。【新規事項】

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。
・公報閲覧室利用者計：　１２，３１８名（平成２３年度：１２，８８３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。
・１１３回（見学者計１，１２６名）　　（平成２３年度：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 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。

① 情報・研修館の閲覧室に設置した高度な検索が可能な閲覧用機器（特許審査
官端末）を運用して、ユーザーに対する閲覧サービスを引き続き提供する。

① より高度な検索が可能な閲覧機器（特許審査官端末）３４台を情報・研修館の公報閲覧室に設置するとともに、「端末利用マニュアル」を整備し、ユーザに対して的確な工業所有権
情報の提供を行った。

また、ユーザーニーズ及び満足度を把握するため、公報閲覧室利用者に対し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、
分類検索に習熟した検索指導員による検索指導、公報閲覧室内への案内情報の充実など、ユーザーサービスの向上を図った。

・ ユーザーが特許審査官端末を利用して高度な検索が可能となるよう、操作方
法等の講習会を原則月１回開催する。

・ ユーザーの検索習熟度向上を図るため、高度な検索が可能な閲覧用機器の操作方法等の講習会を月１回（計１２回）を開催した。
また、開催希望がある場合は臨時で講習会を開催し(計６回）、受講者から「有意義であった」と高い評価を得た。
受講者数計：　８７名　（２３年度：８４名、計１５回）

・ ユーザーに対して検索指導員による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。

・ 質の高い閲覧サービスを提供するため、検索指導員にＩＰＤＬ講習や相談業務講習等のスキルアップ研修を実施した。
また、ユーザーに対する資料閲覧業務の参考とするため国立国会図書館を視察するとともに国会図書館職員との意見交換を行い、課題の有無を検討した。

② 「特許庁業務・システム最適化計画」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 平成25年度に更新が予定されている特許審査官端末について、閲覧室の利
用状況や「特許庁業務・システム最適化計画」の進ちょく状況等を踏まえつ
つ、次期端末の調達準備を行う。

② 平成25年度に更新予定の閲覧用機器について、利用状況に応じた見直しを踏まえ、適正な台数を整備するため、公正な調達手続を開始した。

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

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。閲覧用機器については、「特許庁業務・システム最適
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。

［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

「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。特に我が国の公報情報につい
ては、公報発行日に即日閲覧に供するものとする。

［工業所有権関係公報等閲覧業務］
中央資料館としての工業所有権情報の提供

［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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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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。

国内外の最新の技術水準を適時に把握できるよう、特許協力条約（PCT）に規定されている国際調査の対象となる最小限の資料（ミニマムドキュメント）や特許公報以外の技術文献
（国内外の図書、雑誌、論文等）に加え、意匠審査に用いる各種カタログ等の最新公知資料を収集・整備した。収集に際しては特許庁と密接な連携を図り、必要な資料については網
羅的に収集する一方、資料の無駄な重複の排除や経済性を追求した調達手法の採用など、精査した収集・調達を行い、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

内外国技術文献の収集に当たっては、必要な資料については網羅的に収集する一方、資料の無駄な重複の排除や経済性を追求した調達手法の採用など、精査した収集・調達を
行い、特許庁へ提供した。

・内国図書：　　　３２８冊（平成２３年度：４５９冊）
・内国雑誌：１０，６０５冊（３９８タイトル）（平成２３年度：９，５５５冊　３９７タイトル）
・外国図書：　　　　３５冊（平成２３年度：７５冊）
・外国雑誌：　４，５４５冊（２６７タイトル）（平成２３年度：５，６６７冊　３６５タイトル）

発行元のWeb版から閲覧可能なミニマムドキュメントや外国雑誌等については、特許庁と協議してWeb版のみとし、紙媒体の購入を取り止めて経費を節減（約△28％）した。
【新規事項】
　　　　　　　　　　　　２３年度　　 ２４年度　　　  差　　減
　　　　ミニドク　　 ３，２０１冊　２，４５０冊　　  △７６０冊
　　　　外国雑誌　５，６６７冊　４，５４５冊　△１，１２２冊

審査・審判の最終処分(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、更新登録により長期保管となっている商標登録小包袋
のうち、経年劣化が心配される包袋約2千件について、前年度に引き続き劣化防止のための措置を講じた。

・受入件数：　　　　　　　　　　　　１４，９０８件（平成２３年度　１５，２１６件）
・出納件数：　　　　　　　　　　　　　４，００７件（平成２３年度　　６，２９３件）
・包袋保管件数：　 　　　　　　　約２，２５３千件（平成２３年度　約２，６７５千件）
・保全措置を講じた包袋数：　　２，１００件（平成２３年度　約１０，０４１千件）

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

① 特許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
に収集するための調達計画を作成し、収集を行う。

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最新情報を入手し、特許庁とともに作成した調達計画に基づいて購入し、審査官
に提供した。また、Web版から閲覧可能なミニマムドキュメントについては、特許庁と協議してWeb版のみとし、紙媒体の購入を取り止めて経費を節減した。（再掲）

２，４５０冊（９１タイトル）（平成２３年度：３，２１０冊　１４４タイトル）
　＊４７タイトルについてWeb版での閲覧に移行

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

② 図書等の選定・収集においては特許庁の審査官等を含めた担当者会議を年４
回以上開催し、技術文献の適正かつ効果的な収集を行う。

② 技術文献の収集に際しては、審査官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。
（５月、７月、１１月、１月の計４回）　　（達成度１００％）

審査・審判資料の選定・収集を一層効率的なものとするため、書店の協力を得て、書籍の出版に関する情報が詳細に検索可能となるWｅｂサイトの提供を受け、審査官等に提供する
とともに、図書選定の一助として、出版社からの技術関係図書等の試読本の提供を積極的に受け、各審査・審判部へ展開し、必要な試読本は購入して審査・審判資料のさらなる充
実を図った。

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

③ 最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）
を継続的に収集する。

③ 的確な意匠審査に資するため、最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：１２，０００件（平成２３年度：１１，９９７件）
・外国カタログ：　３，０００件（平成２３年度：３，００７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 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の利便性向上を図るため、情報・研修館ホームページから収集した技術文献等についての蔵書一覧リスト（データは毎月更新）と検索機能を提供
した。

② 情報・研修館ホームページの「技術情報」リンク先の確認を２ヶ月に１回行う。 ② 技術文献の検索ツールを充実させるため、情報・研修館ホームページに掲載している２１３社、３９４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、最新の技術情
報リンク情報を提供した。

・ 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、閲覧申請日から２営業日で閲覧可能となるよう迅速な対応を行う。

・ 閲覧サービス業務を営業日全日において実施し、ユーザーの閲覧申請を受けた日から２営業日以内で迅速に対応した。

・閲覧者数：　１５８名（平成２３年度：１７０名）
・閲覧件数：　４１８件（平成２３年度：３３６件）

閲覧環境の一層の整備を図るため、収集した技術文献の閲覧リストを毎月更
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。

［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

国内外の最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最新のものを収集
し、提供する。

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。

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

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

［審査・審判関係図書等整備業務］
審査・審判関係資料の充実及び閲覧等サービスの向上
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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、窓口及び電話での相談については直ちに回答し、文書(郵便、ファック
ス）及び電子メールでの相談は１開館日以内に回答する。

① 窓口及び電話相談については、直ちに回答し、文書（ＦＡＸを含む。）及び電子メールによる相談については、原則、１開館日以内の回答を実現した。
電話相談者に「産業財産権相談サイト（よくある質問と回答）」の積極的な活用を推奨したことにより、前年度と比較し電話相談件数が減少した。
　
総計　　　　　：　３２，０１９件（平成２３年度：３５，０７５件）
＜内訳＞
・窓口相談　：  　６，９０７件（平成２３年度：　６，８７２件）
・電話相談　：　２１，８８８件（平成２３年度：２５，０５９件）
・文書相談　：  　　  ５３６件（平成２３年度：　　　４３３件）
・FAX 相談 ：  　　　 ９２６件（平成２３年度：　　　８４７件）
・電子メール：   　１，７６２件（平成２３年度：　１，８６４件）
＊１７時以降の窓口相談件数　：　１７５件（平成２３年度：１７７件）
＊１８時以降の電話相談件数　：　４２９件（平成２３年度：４４６件）
　　　［内訳］
　　　　　１８時～１９時　：　　　２９９件
　　　　　１９時～２０時　：　　　１３０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 全ての相談対応を相談データベースに蓄積し、情報を共有することにより相談
員の知識の向上を図るとともに相談者への適切な応答を行う。

② 平成２１年度より、相談データベースを構築（平成２４年度：約３万２千件蓄積＜蓄積総件数：約１５万８千件(前年度比3万3千件増)＞）し、蓄積した相談情報を相談員が共有して既
存相談回答の有効活用により、お客様へ正確・迅速な回答を行った。

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
回答事例集を適宜整備し、ユーザーに提供する。

③ 産業財産権相談サイトの分類カテゴリーが二つになったことにより、アクセスルートが効率化されたことに加え、相談サイトのメールによる問合わせについて、システム上一往復しか
応答できなかったものを繰り返し応答できるよう機能改善し、ユーザーサービスの向上を図った。【新規事項】

○産業財産権相談サイト
アクセス総数：　３２９，１８９件（平成２３年度：４６５，０９９件）
なお、前年度比でアクセス件数が減少した要因としては、平成２４年度において特許法等の改正が行われず、ユーザーの関心の高い出願書類等の様式が変更されなかったためと
推測する。

＜内訳＞
＜権利の種類ごとに調べる＞
　・特　　　許   ：　３０，４０６件（平成２３年度：　９６，２０４件）
　・実用新案   ：　　８，９１８件（平成２３年度：　２４，９８３件）
　・意　　　匠   ：　　８，５５６件（平成２３年度：　１７，５５５件）
　・商　　　標   ：　４９，０９９件（平成２３年度：１３２，９９３件）
　・制度施策   ：　　　　９７４件（平成２３年度：　　１，８５７件）
　・共　　　通　 ：　１３，３７９件（平成２３年度：　３４，３８３件）
　・その他　　　：　４８，１２５件（平成２３年度：１５７，１２４件）

＜手続の流れで調べる＞
　・特　　　許　　：　３０，４７０件
　・実用新案　　：　１１，３６４件
　・意　　　匠　　：　　５，０８７件
　・商　　　標　　：　４６，４４２件
　・共　　　通　　：　　　　３３９件
　・案内リンク集：　７１，７０９件
　・審判手続　　：　　１，７１６件
  ・その他　　　 ：　　２，６０５件

・ 相談サービスに対する要望等を把握するため定期的なアンケート調査及び必
要に応じたアンケート調査を実施する。

・ 年一回11月に相談サービスに対するアンケート調査（顧客満足度）を実施している。また、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しているため、常に幅広
い意見集約を可能としている。

○相談サービスに対するアンケート調査結果
・配布件数　：　２，０１２件
・回収件数　：　　　６９１件
・回収率　　 ：　　３４．３％

＜分析概要＞
・相談者の職業
　会社員（知財担当者以外）　　　 ４１．０％
　知財担当者　　　　　　　　　　　　 　８．７％
　自営業　　　　　　　　　　　　　　　 ２４．２％
　特許事務所　　　　　　　　　　 　　　３．８％
・相談サイトを利用した事がある　３９．７％
・接客態度　　　　　：良い・普通　　９８．２％　（平成２３年度　９２．２％）
・応答内容満足度 ：良い・普通　　９８．２％　（平成２３年度　９１．１％）
・利用満足度　　　 ：満足した 　 　８９．７％　（平成２３年度　７９．９％）

・ 制度改正等にかかる相談内容の充実を図る。 ・ 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法（アジア拠点化推進法）に基づき、特許料及び審査請求料の軽減に関し、特許庁総務課等と連携し相談内容の
充実を図った。

産業財産権の侵害（平成24年度：314件）及び権利者の精算（倒産・破産）に伴う権利の変動に関する相談が増加傾向にあることを踏まえ、会社法、民事執行法等に関する勉強会を
実施し、相談対応力の強化を図った。

・ 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。
・研究会（勉強会）の開催（含む　相談・応答等の情報の共有化）　（年度累計　１３回）

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

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

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。

・ 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強化する。

・ 相談業務のさらなる連携を図るために、平成２２年度から全国各地の関係機関との意見交換を実施している。平成２４年度は北海道、東北、九州地域の関係機関（発明協会、日本
弁理士会、中小企業基盤整備機構等）及び(公社)著作権情報センター、ＪＥＴＲＯを訪問し、各機関の相談対応の現況確認、役割分担の整理及び相談事案に応じた各機関への紹介
を行う連携について意見交換を行った。
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」「かんたん商標出願講座（ＤＶＤ）」等パンフ
レットを配布し、相談事業の利用者の利便性の向上を図った。
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「ビジネスマッチ東北２０１２」（11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対応
及び意見交換を行った。
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「アグリビジネス創出フェア２０１２」（東京ビッグサイト：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。

○新たな連携事例
・（公社）著作権情報センターと意見交換し、連携促進を図ることを申し合わせた。情報・研修館に対し著作権に関する問合わせがあった際には、（公社）著作権情報センターの相談
窓口を紹介することによって、ユーザーの利便性向上を図った（平成２４年度８４件）。【新規事項】

○パンフレットの配布
・「産業財産権の相談」（３，３００部）
・「商標出願の書き方ガイド」（１２，９２０部）
・「かんたん商標出願講座（ＤＶＤ）」（２，２９０部）
○相談ブースの出展
・ビジネスマッチ東北２０１２（１１月８日）
・アグリビジネス創出フェア２０１２（１１月１４日～１６日）
○関係機関との意見交換
・特許庁普及支援課（４月１６日）
・（公社）著作権情報センター（６月２９日）
・日本弁理士会（７月１３日）
・日本弁理士会北海道支部、（一社）北海道発明協会、中小企業基盤整備機構北海道支部（９月１０日～１１日）
・（一社）岩手県発明協会、日本弁理士会東北支部、（一社）宮城県発明協会、（独）中小企業基盤整備機構東北支部（９月２０日～２１日）
・（一社）熊本県工業連合会、（財）福岡県中小企業振興センター、日本弁理士会九州支部、（独）中小企業基盤整備機構九州本部（１月３１日～２月１日）
・（独）日本貿易振興機構（２月１４日）
・特許庁商標課（３月１３日）

・ 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、情報共有を進める。 ・ 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。
 （１０７件（平成２３年度：１６５件））

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。

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

最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３大都市で実施し、３大都市以
外の地域では地域からの要請に基づいて講師派遣を行う。
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・団体の新入職員等を対象とした電子出願説明会を３大都市で開催した。

(電子出願説明会）
東京①９８名、大阪①５９名、愛知３２名、東京②８９名、大阪②３８名　（計３１６名）　　（平成２３年度：１１回開催　計４４４名）

(ユーザーへの情報提供）
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、ＰＣＴ関連手数料改定のお知らせ、講習会開催等の情報を提供
した。
（２４年度配信数　計７回）

・ 電子出願ソフトの操作方法等に関するユーザーからの相談には、電子出願ソ
フトサポートセンターにおいて、引き続き対応する。

・ 電子出願サポートセンターを通じ、電子出願ソフトの操作方法等の支援（相談対応件数：９，５２１件（前年度比１．３％減、23年度は東日本大震災の影響により相談件数は急増）を
行った。また、同センターへの相談内容については、担当者から毎月報告を受けた。　（平成２３年度：９，６４７件）

また、ユーザーニーズを把握するため、平成24年9月24日及び平成25年2月6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。

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・システム最適化計
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
操作性等を含めた利便性向上を図る。

② 情報通信技術の進ちょく及び制度改正等に伴なって、電子出願ソフトを迅速に
改善・整備し、ユーザーの利便性向上を図る。

② 電子出願サポートセンターに集積するユーザーニーズの月次報告、ユーザー連絡会で収集した要望等を要望を受けて、特許庁と密接な連携を図りつつ費用対効果を精査し、ユー
ザーの利便性向上のために必要不可欠と判断した電子出願ソフトの機能改善を以下のとおり実施し、電子出願ソフトサポートサイトを通じてユーザーへの周知した。
（主な対応）
・平成２３年度意匠法改正に伴う「意匠法第９条第５項に基づく結果届」の名称変更の対応。
・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）と
　インターネット出願ソフトとの整合性（国名・機関名等）向上と、新料金改定の対応。
・請求関係書類の料金チェック、商標関係書類の分類入力チェックの機能改善対応。
・申請書類の書き方ガイドの拡充及びひな形の最新化の対応。

（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・システム最適化計画」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、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。

・特許法第３９条第６項、実用新案法第７条第６項、意匠法第９条第４項の改正に伴う協議に関する規定の掲載記事の修正対応のための改造。
・特許庁で提供しているインターネット公報に係る電子署名検証プログラムの動作検証の改造。
・審決公報発行候補案件の機械チェック処理を追加することの機能改善の対応。
・商標出願人識別番号からの公開商標公報への住所等の掲載処理を追加することの機能改善。

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（包袋管理システム）の整備・管理を行うとともに、特許庁の
ホスト更改に対応した新包袋管理システムの構築に着手する。

② 特許庁の出願書類（包袋）等の出納・保管業務を的確に行い、包袋借用依頼等にも迅速に対応するため、出願書類管理システム（包袋管理システム）をシステム作業日を除く営業
日全日において安定的に運用した。

・また、平成27年1月に予定されている特許庁のホスト更改に対応した新包袋管理システムの構築に向けて、特許庁と密接に連携を図りながらソフトウエア調達仕様書案を作成し、
仕様書案に対する外部からの意見を招請した。さらに平成25年度に予定されている「特許庁ＰＣ更改｣に対応するため、現行システムについて所要の改造を行った。

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」と「電子手続対象外となっている無効審判請求等のマスターデータ構築」を確実に行うため、出願マスタデータの追記・修正データ等
を6,531件作成した。

・データ作成件数　６，５３１件（平成２３年度：５，１５９件）
（内訳）
受付中間　 　 １，１７０件　　　類担当票  １，２３４件
審判請求書　 １，６２３件 　異議申立書 　   ３９０件
修正追記(英) ２，０２６件 　修正追記(漢)      ８８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４,５００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 特許審査に必要な国内外のDNA配列データを網羅的に収集するため、以下の事業を実施し審査用DNA検索システムへ蓄積した。
DNA関連出願書類からDNA配列データを年度目標を上回る４，９１８件（年度目標４，５００件以上）抽出し、検索用データへ加工した。

・公開前DNAデータ加工　　　　　　　　　　 　４，９１８件（年度目標４，５００件　達成度１０９％）　（平成２３年度：５，０６１件）

また、民間事業者から有償で提供されているDNA配列データ（GENESEQデータ）を年度目標を上回る２７回（年度目標は２４回以上）購入した。

・GENESEQデータ収集(２７回/年)　２８，９５４，５０８件　（平成２３年度：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原則３営業日以内に行う。

② 特許庁の要請に基づき、審査において必要となる非特許文献に関する各種データを作成し、データベースサーバへ蓄積した。

・イメージデータ作成　 ９１，５２２件（７３２，６８７頁）　（平成２３年度：９４，０８７件（７５０，４２９頁））
〈内訳〉
　調査員抽出審査有用論文　　　 　４５８件（　　３，３３８頁）
　無効審判請求書引用文献　　１，３８８件（　１５，７７２頁）
　国際調査報告書引用文献　１７，０２１件（１５６，７０３頁）
　拒絶理由通知書引用文献）７２，６５５件（５５６，８７４頁）

・書誌データ作成　 １９，９４８件（平成２３年度：１９，６７５件）
〈内訳〉
　無効審判請求書引用文献　　１，３８８件
　国際調査報告書引用文献　１７，０２１件
　実用新案技術評価書　　　　　１，５３９件

また、そのうち特許庁の審査・審判官が拒絶理由通知書に引用し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、作成依頼日から3日以内で
作成した。

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ために必要な、以下の資料・データの作成・収集した。
特許文献の効率的な検索に必要なFターム解説書１３テーマを電子データ化した。
　　（参考）作成テーマ　：　LED素子、液晶、パワーステアリング機構、デジタル計算機のユーザインターフェイス、空調制御装置　外８テーマ

特許審査で使用する検索キーワード（パトリス・フリーキーワード）を新たに313,767件購入し、特実検索システムへ蓄積した。
　〈内訳〉　　　　　　　　　　２４年度　　　　　　　２３年度
　　特許　                ３０５，６３７件　　　３００，９５７件
　　実用新案                ８，１３０件　　　　　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

［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

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・システム最適化計画」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。

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。
電子出願ソフトについては、「特許庁業務・システム最適化計画」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を図る。

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
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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 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。

① 研究の初期段階より研究成果の活用を見据えた戦略の策定を知的財産の視
点から支援するため、国内外の知的財産情報の収集・分析や高度な活用に
関する知的財産マネジメントの専門人材を１８箇所以上の研究開発機関等に
派遣する。また、事業効果の向上に資するために進捗状況等を把握し、必要
に応じて派遣先研究開発機関等の実地調査を行う。

① ○知的財産プロデューサー
・派遣人数　１８名　（平成２３年度：１７名）
・派遣機関等　延べ２１箇所　（派遣先選定・評価委員会における審議により１箇所については２４年度中に派遣中止）　（平成２３年度：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。

平成２４年度の新たな取り組みは以下のとおり。【新規事項】
・知的財産プロデューサーの派遣にあたっては、公的研究資金投入前の産学官連携プロジェクトに対して、プロジェクト企画段階から知財管理ルールと体制作りの支援を試行的に
実施した。
・上記プロジェクト企画段階支援を拡大するために、JSTやNEDOなどの公的研究開発資金配分機関との意見交換 （計８回）を実施した。
・事業化を目指す研究開発を実施している産業技術総合研究所と連携協力協定を締結し、公的研究資金投入前のプロジェクト情報を収集する体制を構築した。
・本事業の支援先であるBEANSプロジェクトでは、知的財産プロデューサーの支援により、プロジェクト終了後も知的財産を一元管理する仕組みを構築し、事業化の可能性を拡大し
た。

知的財産プロデューサーの派遣効果向上のための取組は以下のとおり。
・情報・研修館に統括知的財産プロデューサーを配置（１名）し、月次報告書のチェックや派遣先の状況視察及び派遣先幹部との意見交換（３１回）を実施した。
・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（２回）、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（５回）を
実施した。
・プロジェクトでの活動報告などを行う連絡会議（５回）を開催し、知的財産プロデューサー間で取り組みに必要な情報交換を行った。
・知的財産プロデューサーによる活動上の課題を解決するためのワーキンググループを設置し、各プロジェクトにおける効果的な知財マネジメント推進のための共通課題の整理・検
討（２５回）を行った。

事業を効果的に行うための広報活動は以下のとおり。
・本事業の趣旨目的を記載したパンフレットを主たる研究開発機関や公的研究開発資金配分機関（NEDO、JST、産総研、大学協会、 各省庁、各経済産業局等）へ配布した。
・ 情報・研修館主催のシンポジウム「日本産業を元気にするための産学官連携プロジェクト～課題と将来展望」を開催し、知財マネジメントの現状･課題等について多方面の有識者
による討議を行い、産業界、政府関係者、研究開発機関等の関係者に対して情報発信を行った。【新規事項】

② 中小企業等の海外事業展開で必要とされる戦略策定において、知的財産の
視点から支援するために、知的財産マネジメントの専門人材を情報・研修館に
６名以上配置し、延べ１８０箇所以上の企業等からの相談に応じて支援を行
う。

② ○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直接支援を実施　１９１箇所（うち重点支援企業として２６箇所については複数回派遣）　（平成２３年度：１１２箇所）

　　海外知的財産プロデューサー活動状況（別紙２）

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）の派遣等を行い、各企
業の事業内容、技術力、経営戦略、社内体制などの事情に応じて、知的財産に関連するリスク低減をはじめ、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＞
・海外進出の目的や進出形態（輸出・生産拠点設立・合弁設立等）に応じた権利化戦略
・外国における商標出願のための事前調査等を含む留意点のアドバイス
・技術流出や冒認出願等の懸念を踏まえた、外国展示会出展、サンプル・図面提供やライセンス契約の方向性等の提案
・海外知財リスクを十分に理解し得る意識の啓発活動
・海外知的財産事情を踏まえた事業展開に即した知財戦略のプロデュース   等

中小企業等の海外展開支援機関と新たに連携し又は連携を拡大・強化することにより、潜在的に課題を抱えている企業の掘り起こし体制を強化した。
その結果、他機関からの支援依頼が大幅に増加した。
＜具体的な連携先＞
・地方自治体支援機関（熊本県八代市工業振興協議会など全国１１機関）
・都道府県の商工会・商工会議所（佐賀県商工会議所連合会、名古屋商工会議所）
・金融機関（北海道の北洋銀行などの地銀・信金、郵政公社、日本政策金融公庫など、全国１１機関）
・政府関係機関（中小企業基盤整備機構、ＪＥＴＲＯ、知財総合支援窓口、各経済産業局等特許室　等）

重点支援企業である株式会社ナベルが、海外的財産プロデューサーの支援を受けて海外現地法人とロイヤリティ契約を締結し、日本にロイヤリティを還元するシステムを構築した
等の理由で知財功労賞を受賞した。

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。

③ 事業の効率化及び透明性の確保のため、上記①においては、外部有識者に
より構成される委員会を設置して支援先の選定・評価を行う。また、上記②に
おいては支援を行った企業に対する満足度調査等を行う。

③ 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（２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。

・第１回委員会（平成２４年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１７機関に加えて新たに４
機関に対して追加派遣を実施し、派遣効果等を考慮して１機関の派遣中止を決定した。
・併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、１名を選定した。
・派遣機関等への継続派遣について、派遣先の状況視察等を踏まえて事業評価を行い、第２回委員会（平成２５年３月）にて審議した結果、派遣中の２０機関中、１８機関に対して継
続派遣を決定し、派遣効果等を考慮して２機関の派遣中止を決定した。
・２５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、６機関に対して新規派遣を決定した。
・併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名を選定した。

・海外知的財産プロデューサー事業の支援状況について、事業開始～２４年度直接支援を行った企業に対しての支援満足度調査（アンケート）を実施。
　支援が有益だった（「非常に有益」・「有益」）との回答割合は８９％。
・「海外知的財産活用講座」に参加した企業に対して、講義の有益性等についてアンケートを実施。【新規事項】
　講義が有益だった（「非常に有益」・「有益」）との回答割合は９０％。

［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

［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。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。

［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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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

（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、事業効果の向上に資するために進捗状況等を把握し、必要に応じて派
遣先大学等の実地調査を行う。

○広域大学知的財産アドバイザー
・派遣人数　８名　　　　（平成２３年度：７名）
・派遣大学等　９箇所　（平成２３年度：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（3～10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）の検討、最終的には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年度はステップⅠの支援を中心に、１箇所についてステップⅡの支援を実施）

平成２４年度の活動内容は以下のとおり。
・広域ネットワーク９箇所中、事業開始２年目となる７箇所の広域ネットワークについては、「情報共有・共通課題の検討」 （ステップⅡ）を中心に実施し、ネットワークの自立化を促進
した。
・事業開始２年目となる１箇所の広域ネットワーク「医学系大学産学連携ネットワーク（IP-med）」については、「産学官連携プロジェクトの創出」 （ステップⅢ）を念頭においた支援を実
施し、ネットワークの自立化の加速を図った。
・平成２４年度新規に支援を開始した「美術・デザイン系ネットワーク」について、大学の知的財産管理体制の構築」（ステップⅠ）のために、「知的財産ポリシー」、「社会連携活動ポリ
シー」、「利益相反マネジメントポリシー」の策定等を支援した。
・全９ネットワーク（全７４大学）の中で、「知的財産ポリシー」、「産学連携ポリシー」等のポリシー類、「発明に係る規程」、「共同・受託研究に係る規程」等の規程類を新たに３４件を策
定した。
・本事業の趣旨目的を記載したパンフレットを作成し、大学関係者に配布した。
・広報活動、活動成果事例、各大学で作成されたポリシー・規程類等のアウトプットの作成・発信により、ネットワークに参加する大学が６０大学（平成２３年度）から７４大学に拡大し
た。

広域大学知的財産アドバイザーの派遣効果向上のための取組は以下のとおり。
・情報・研修館に統括広域大学知的財産アドバイザー（１名）を配置し、月次報告書のチェックや派遣先の状況視察及び幹事校幹部との意見交換（２７回）を実施した。
・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（１回）、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（５回）を実施した。（平成２３年度：計５回実施）
・ネットワークでの活動報告などを行う連絡会議（５回）を開催し、広域大学知的財産アドバイザー間で取り組みに必要な情報交換を行った。
・広域大学知的財産アドバイザーによるワーキンググループを設置し、全ネットワークでの共通課題を整理・検討（８回）を行った。

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。

・派遣機関等への継続派遣について、派遣先の状況視察等を踏まえて事業評価を行い、第２回委員会（平成２５年３月）にて審議した結果、派遣中９箇所中、７箇所に対して継続派
遣を決定し、派遣効果等を考慮して２機関の派遣中止を決定した。
・２５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、１箇所に対して新規派遣を決定した。
・併せて広域大学知的財産アドバイザーの公募を実施し、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

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。

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 知的財産活用に係る環境整備の一環として、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。また、知的財産活用を支
援する専門人材による情報交換・共有を図るためのネットワーク形成等の機
会を提供する。

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１０４機関訪問し、また、データベースに関する問
い合わせにも積極的に対応すると共に、新規登録についても促進を行った。その結果、開放特許情報データベースについて新規登録は３，０８４件（平成２３年度：５，５７７件）、リ
サーチツール特許データベースについて３件（平成２３年度：２３件）が新規で登録された。
・開放特許情報データベース：　総登録件数　４０，４０５件（平成２３年度末：４２，６４９件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アクセス件数　３０３，４８５件（平成２３年度：２６５，１７８件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ライセンス情報」検索回数　８０，９０３件（平成２３年度：７９，６１２件）
・リサーチツール特許データベース：　総登録件数　６６２件（平成２３年度：７１７件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクセス件数　１０，５３８件（平成２３年度：５，２６３件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検索回数　３，９１４件（平成２３年度：３，０５４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７，０００部ずつ作成し、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。

北海道、青森県で開催されたマッチングフェア等に出展し、開放特許情報データベースの周知活動を行うとともに、Google Adwordsへの登録やTwitterによる情報発信等を行った。

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の開催及
びＩＮＰＩＴシンポジウムを開催し高評価（国際知財活用フォーラム９３．５％、ＩＮＰＩＴシンポジウム７８．８％）を得た。

　　「国際知的財産活用フォーラム２０１３　～グローバル市場の獲得と知財を活かした事業展開～」開催概要
　　　　平成２５年１月２８日（月）　品川プリンスホテル（港区高輪）　参加者数８５９名　（平成２３年度：８１６名）

　　　　　○特別講演：「ものづくり再考と日本企業の今後の方向性」
　　　　　○基調講演：「新興国における日本企業の市場獲得と現地化」
　　　　　○パネルディスカッション
　　　　　　　　海外事業展開に向けた課題（知財等）
　　　　　　　　海外事業の成功に向けた戦略
　　　　　　　　オープンイノベーションに資する国際的産学官連携
　　　　　　　　海外ビジネスと人材育成

　　 「ＩＮＰＩＴシンポジウム」開催概要
　　　　平成２４年１２月７日（金）　ホテルグランドアーク半蔵門　参加者数２１９名
　　　○座談会：「日本を元気にするには」
　　　○第1部「産学官連携プロジェクトの知財マネージメント：現状と課題」
　　　○第2部「イノベーション創出に資する知財マネージメント：今後のあり方」

自治体特許流通コーディネーター等のネットワーク形成
・自治体が配置してい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のネットワーク形成の場として連絡会議を開催した。

　　「自治体特許流通コーディネーター連絡会議」開催
　　　　平成２４年１１月２９日（木）～３０日（金）　ＴＫＰ赤坂ツインタワーカンファレンスセンター
　　　　参加者数５４名（自治体特許流通コーディネーター３８名、自治体担当者１６名）

③ 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の一環として
海外知的財産活用講座を２０回以上実施する。

③ 海外知的財産プロデューサーを講師として、海外事業展開における知的財産活用についてセミナーを全国８６箇所で実施した（情報・研修館主催３０箇所、情報・研修館・（独）中小
企業基盤整備機構共催２箇所、講師派遣５４箇所）。

情報・研修館主催セミナーとして、「海外知的財産活用講座」（３０箇所）を開催した。　（平成２３年度：５箇所、２０１名）

中小企業等の海外展開支援機関と新たに連携し又は連携を拡大・強化することにより、潜在的に課題を抱えている企業の掘り起こし体制を強化した。（再掲）
 ・（独）中小企業基盤整備機構との連携として、情報・研修館と（独）中小企業基盤整備機構の共催で「海外ビジネス展開セミナー」（２箇所）開催した。
 ・各経済産業局（１９会場）や地域の支援機関・団体等（３５会場）が開催するセミナーに海外知的財産プロデューサーを派遣した。
＜具体的な連携先＞
・地方自治体支援機関（熊本県八代市工業振興協議会など全国１１機関）
・都道府県の商工会・商工会議所（佐賀県商工会議所連合会、名古屋商工会議所）
・金融機関（北海道の北洋銀行などの地銀・信金、郵政公社、日本政策金融公庫など、全国１１機関）
・政府関係機関（中小企業基盤整備機構、ＪＥＴＲＯ、知財総合支援窓口、各経済産業局等特許室　等）
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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２４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２４年度研修計画(特許庁）に基づき、特許庁職員５，９０２名に対し研修を実施した。
審査・審判系研修においては、審査迅速化の取り組みに配慮し、効果的かつ効率的な研修の実施に努めた。また、比較的軽微な業務となっている研修テキストの印刷業務は、
引き続き外注化を行った。コピー、仕分け等の事務作業の負担軽減を図り、研修の実施運営業務により力点を置くよう対応した。
特許庁審査官等の育成を継続的に実施した結果、「2013年には審査順番待ち期間について11ヶ月（FA11）を達成」という特許庁の政策目標が平成25年度には達成できる見込み
となっている。

●必修研修
　・審査系職員研修　 ５０１名
　・審判系職員研修 　１３４名
　・事務系職員研修 　　９３名   　 計　７２８名
●任意研修
　・管理者研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １４４名
　・メンタルヘルス、ライフプラン等に関する研修　　　　  ３３９名
　・国際化への対応能力向上のための研修               ３６２名
　・情報化への対応能力強化のための研修　             １３３名
　・法的専門能力向上のための研修　                      　８４名
　・行政ニーズ変化への感応度向上のための研修　  ４,１１２名　　  　計　５,１７４名
●審査・審判系研修の実施状況
　　　①「米国審査実務」、「米国特許実務の実際」、「中国商標制度の概要」など諸外国の制度についての研修を実施。
　　　②諸外国の知財制度に関するセミナーへの積極的な参加を促し、８テーマ（米中の知財制度関連に加え欧州、ブラジルの知財制度についてなど）
　　　③中国語技術文献に対応する人材を育成するため中国語リーディングコースを新規に実施。【新規事項】

・ 知的財産戦略本部がとりまとめた「知財人財育成プラン」において今後求めら
れる人材を育成するため、特許庁職員の外国語研修及び法律研修の充実を
図る。

「知財人材育成プラン」で求められている人材像に対応した各種研修を充実させ、特許庁職員の一層の能力向上を図った。
　１．グローバル・ネットワーク時代に対応する体制の構築
　　①　多言語に対応できる人財の育成
　　　　　英語、第二外国語（仏、中、韓）の語学研修を実施。中国語については急増する中国出願へ対応するため中国語技術文献の読解力を高める研修「中国語
　　　　　リーディングコース」を新設。受講者数は対前年度41名増（302名→343名）。
　　②　国際議論をリードする人財の育成
　　　　　従来の語学研修に加え、特許審査実務や審査基準において、国際会議等で議論や交渉ができる人財を育成する第一歩として「英語プレゼンテーションコース」
　　　　　研修を新設した。【新規事項】
　２．審査・審判の品質向上を図る研修の充実
　　①　法律的専門性の高い審査官、事務官の育成のための研修
　　　　　法律研修（民法、民事訴訟法、不正競争防止法、独占禁止法）の他、東京大学法学部へ学部聴講生として6名（審査官5名、事務官1名）を派遣した。
　　　　　また、「実践著作権法」（25名）、「改正米国特許法実務の概要と最近の状況」（77名）など、一歩踏み込んだ内容の研修を実施。
　  ②　審理の質を維持・向上するための審判官の法律的専門性の向上
　　  　　従来からの「審判官法律研修」「要件事実の基礎」に加え「無効審判における事実認定」（23名）、「最近の審決取消訴訟について」（98名）の審判官
　　　　　を対象とした一歩踏み込んだ内容の研修を新規に実施。
　　③　事業起点型の知財戦略に対応した権利取得を支援する特許審査官の育成
　　　　　「企業の事業戦略と知財戦略」（83名）、「企業のイノベーションを進めるためのモデル」（36名）「企業におけるブランディング戦略」（32名）など、新たな
　　　　　切り口からの研修を新規に実施。【新規事項】
　　④　技術対応幅の広い特許審査官（審判官）の育成
　　　　　技術対応幅の広い審査官及び審判官を育成するため、技術基礎習得の研修としての「庁内講座」を新たに4テーマ追加し、全10テーマについて実施。
        また、技術研修を新たに9テーマ、先端技術研修を新たに4テーマ、特殊技術修得研修を新たに6テーマ（全8テーマ）実施するとともに、最新の技術動向
        等を把握するため、国内学会等に審査官を707名派遣。

・ 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。 「審査官補コース研修」「審査官コース（前期・後期）研修」「審判官コース研修」「審判書記官研修」等の研修において、審査実務、審判実務等に関する事例研究、演習、討論の科
目をより多く取り入れることで、特許庁職員の実践的な能力の強化を図った。また、新たに実施した「審査系マネジメント能力研修」においても演習の時間を多く取り入れることで実
践的な能力の強化に努めた。
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　4H　(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　16H
４．審査官コース後期研修
　(1)審査実務　4H　　(2）討論　3H　　(3)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」　1日間
９．「ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ｽｷﾙ研修」「審査系ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修」「総合ﾌﾟﾛｾｽ管理研修」において講師との綿密な打合せを重ね、実習を効果的に取り入れるよう準備を行った。

・ 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。

ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロジー・材料分野等の重点分野に関する先端技術研修のうち、「糖鎖の基礎と産業応用」、「経口投与製剤の製品価
値を最大化する製剤技術」、「多様な微粒子でつくる機能材料」の新たな3テーマについて弁理士の参加を促すことにより、審査官が最先端技術を習得するとともに、最先端技術
に対応した弁理士の育成にも努めた。
当事者系審判に特有な手続、審理を円滑に進めるための「当事者系審判研修」に弁理士の参加を促すことにより、口頭審理を指揮する審判長とともに、代理人たる弁理士につい
ても、口頭審理の手続等を最大限活用できるよう実務能力の向上に努めた。
審査系職員を対象とした「審査官補コース研修」「審査官コース後期研修」及び「審査応用能力研修２」の事例研究等の実務研修について、弁理士及び民間企業の知的財産部員
等を参加させることにより、多面的な議論を行い討論の質の向上を図ることで、知的財産関係者及び特許庁職員相互の研修効果を高めた。
・審査官補コース研修　　海外知財庁審査官3名
・審査応用能力研修2　　弁理士43名、企業関係者28名
・当事者系審判研修　　　弁理士20名
・先端技術研修（3ﾃｰﾏ）　弁理士49名

・ 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して研修を充実す
る。

講師をさらに充実させるため、受講者の意見及び研修実施時の状況等を踏まえ、「審査官コース前期研修」「審査応用能力１」において講師を変更し、研修を実施した。また、新た
に実施した「管理職服務規律研修」及び「審査系マネジメント能力研修」の講師を厳選して依頼するとともに、特許庁の研修企画担当の意向を十分に把握した上で講師と綿密な打
ち合わせを行ったことで、講師の質、研修の効果について高い評価が得られた。
長期的な審査系・事務系職員研修については、より効果的な研修となるよう研修科目の順序・組み合わせ等を十分考慮した研修カリキュラムの策定に努めた。特に「方式審査専
門官研修」や「審判書記官研修」の受講者からは、「研修効果を高めるために最適な研修カリキュラム」であったとの高評価を得た。
「審査官補コース研修」及び「事務系初任者研修」の新規採用者研修において、同一内容の研修科目については合同で実施するとともに、「産業財産権専門官研修」「審判書記官
研修」の法律系科目等については、「法律研修（著作権法、民事訴訟法、不正競争防止法）」と合同研修とすることで研修実施の効率化を図った。
◆研修講師の変更
　・審査官コース前期研修　　1名
　・審査応用能力１ 　　　　　  2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
　・「産業財産権専門官研修」において著作権法、不正競争防止法を合同科目として実施
　・「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

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。

［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

6,418名

5,580名

838名

23年度

6,017名

5,102名

915名

22年度

5,919名

4,860名

1,059名

21年度

6,110名

5,094名

1,016名

20年度

5,902名合　計

5,174名任意研修

728名必修研修

24年度

（参考）特許庁職員研修参加人数
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

・ 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。

実施した全ての研修について、研修生への研修受講後アンケートを実施するとともに、講師所感等を通じて研修に対する要望等を把握し、研修内容に反映しているところ。今年度
は研修生のニーズをより的確に把握するため、階層別研修等を対象にこれまで実施していなかった受講生ヒアリングを9回（延べ132人）実施。ヒアリング結果を踏まえ、研修効果
を高めるための研修テキストの作成、受講しやすい研修日程の設定、研修カリキュラムの改善、研修受講環境の向上等、短期的な課題には迅速に対応し、研修の品質向上に努
めた。また、講義内容や研修時間の見直し等、次年度の研修に反映させる事項を整理。
これまで一部の研修で実施していた研修実施前アンケートの対象を拡大し、「パソコン研修」「審査系マネジメント能力研修」「管理職服務規律研修」「インストラクション・スキル研
修」「審査応用能力研修」等で受講前に研修生アンケートを実施し、意見・要望等を事前に把握し講義に反映させたことで、講義内容の充実及び効果的な研修を実施。
特許庁職員の学習意欲を一層高めるために、研修の目的やねらい、修得すべき知識と能力等を明確にした「科目別講義概要」（シラバス）を作成し、研修生への配布を開始。
◆研修時間の変更
　・審査官補コース研修　　　3科目
◆ 受講前アンケートの実施
　　「パソコン研修」「特実審査マネジメント能力研修」「管理職服務規律研修」「インストラクション・スキル研修」で受講前にアンケートを行い意見・要望を講義に反映させた。
◆受講生からのヒアリング結果から研修開始時のオリエンテーションの内容を強化するなど、短期的な課題には迅速に対応し、研修の品質向上に努めた。

・ ｅラーニングによる学習教材を積極的に活用すること。 ・ ｅラーニングによる学習教材を積極的に活用する。 「審査官補コース研修」及び「審査官コース前期研修」において、ｅラーニング学習教材を活用し効率的に研修を実施（合計23科目）。
eラーニングによる事前学習を推奨することで研修の理解度を高めるとともに、研修後の視聴も積極的に行われており、研修効果の定着に貢献。
◆eラーニング受講科目
　(1)審査官補コース研修 　　 12科目
　(2）審査官コース前期研修   11科目

（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

「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。

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
研修を毎年度２回以上実施する。

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回以上実施する。

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）を育成する調査業務実施者育成研修を実施
した。

a.　過去最多の受講者への対応
　特許庁のサーチ外注施策の推進に伴い受講希望者が急増しているところ、本年度も日程的に上限となる年4回の研修を実施した上（1回の研修期間は約2ヶ月間）、部が保有する
端末台数（84台）や教室数を超えて受講者を受け入れられるよう、受講者を２班に分け端末を使用する演習科目を互い違いに実施するなどの研修実施体制を変更し、外部教室の
借用や講師の増員などの対策を施した結果、定員（計360名）を大幅に超える受講希望者計696名（平成23年度：469名　前年度比1.5倍増、過去最高）全員の受講を可能とした。
 
b.　カリキュラム等の改善による質の向上
　受講者がより実践的なサーチ能力を身につけられるよう年間をつうじてカリキュラムを変更した。具体的には、内容が一部重複する座学科目を統合し、より実践的な調査手法を学
べる科目として「検索実務(検索の基礎)」を新設し、第4回研修より実施した。この新設科目については、特許審査経験を有する部内職員が自らの審査経験とサーチスキルを活かし
てテキストを作成して講師を担当した。その結果、研修生からは、検索手法や検索式の立て方がよく理解できた、サーチ能力が向上した等の意見が寄せられ、好評を得た。

c.　過去最多の合格者の輩出と満足度の向上
　・研修の合格者は過去最多の486名に達し（平成23年度比1.6倍増）、新たに登録調査機関が1機関増えて計10機関になるなど、 特許庁のサーチ外注施策の推進に向けた民間基
盤を大幅に拡充することができた。
　・カリキュラムの改訂や質の高い講師の選定に努めた結果、第4回研修の合格率は年間最高の75%に達し、年間の平均合格率も70%に向上して過去3年間で最高となった（平成22
年度、平成23年度の合格率は、それぞれ62%、67%）。また、受講者の満足度も極めて高かった。

d.　業務の一部外注化による効率的な運営
　・研修テキストの印刷業務は平成２４年度から外注化し、コピー・仕分け等の事務作業を大きく軽減した。
　・面接評価第一・第二の実施に際しては、受講者が多いことから使用する教室が多く（６～８教室）、複数日要するところ（２～３日間）、受付業務・教室案内・進行管理などの事務作
業を外部業者に委託することにより、事務作業の軽減と効率的な運営が図られている。
　・端末を使用する最初の研修科目「端末操作演習」は、ログイン方法、ＦＩ・Ｆターム等の検索キーの入力方法、スクリーニング機能の紹介など、定型的・一般的な端末使用方法を学
習する科目のため、講師とテキストの作成は検索システムの開発業者に外注し、効率的な業務運営を行った。

ｅ.　研修施設の稼働率
　研修施設（教室）の稼働率（情報・研修館が保有する全ての教室に対して、人材育成部・研修部を含め情報・研修館の研修で使用している率）は年間平均73%に達しており、特に、5
月、10月、11月、1月、2月の稼働率は80%以上と高くなている（最高は2月の93%）。グループ討論研修などの教室を多数必要とする科目については、一時的に教室が不足するケース
が発生しており、その場合には、当該科目につき外部教室を借りて実施した。

f.　研修受講料の妥当性（平成24年度実績）
　本研修の受講料は実費を勘案し、21万3千円（新規の場合）に設定されているところ、平成24年度の年間受講料収入は受講者の急増に伴い約1億316万円に増加し、一方、端末
リース料・講師謝金・会場借料等を含む研修実施コストは約1億376万円であり、ほぼ収支のバランスが取れている状況であった（約60万円の赤字）。

g.　研修による人材育成効果
　本研修は、登録調査機関の調査業務実施者を育成するための法定研修であって、研修修了者は登録調査機関の調査業務実施者として登録され特許庁のサーチ外注業務に従
事しており、特許庁の外注施策に貢献している。平成24年度には新たに登録調査機関が1機関増えて計10機関になるなど特許庁のサーチ外注施策の推進に向けた民間基盤の大
幅な拡充に貢献し、「2013年には審査順番待ち期間について11ヶ月（FA11）を達成」という特許庁の政策目標が平成25年度には達成できる見込みとなっている。

【受講者・合格者】
　・第1回 [4/3-6/5]         受講者（申請）：152名（合格者：105名）
　・第2回 [7/3-8/27]       受講者（申請）：157名（合格者：108名）
　・第3回 [10/2-12/10]    受講者（申請）：208名（合格者：140名）
　・第4回 [1/9-3/6]         受講者（申請）：179名（合格者：133名）
  　       年度累計            受講者（申請）：696名（合格者：486名）
  　 （平成23年度累計      受講者（申請）：469名（合格者：306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。

・ 受講者数が多いことが見込まれていたものの、第2回研修において科目聴講生の募集を実施し、聴講希望者4名を受け付けた。

・ 特許庁の業務の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
在り方を検討し、改善を図る。

・ a.　カリキュラムの改訂について(再掲)
　受講者が実践的な調査能力をより効率的に身につけられるよう、特許庁と連携してカリキュラムの変更を検討し、内容が一部重複する座学科目を統合するとともに、より実践的な
調査手法を学べる科目として「検索実務(検索の基礎)」を新設し、第4回研修より実施した。この新設科目については、審査官経験を有する部内職員が自らの審査実務経験とサーチ
ノウハウを活かして、テキストを作成し講師を担当した結果、研修生からは検索手法がよく理解できた、サーチ能力が向上したなどの意見が寄せられ、好評を得た。

b.　評価方法の在り方について
　研修の合否に大きな影響を及ぼす面接評価に際しては、可能な限り部内職員が面接評価に同席して受講生の質疑応答レベルの把握に努めるとともに、面接官の合否判断の理
由が不明確な場合には改めて面接官に問い合わせその理由を明らかにするなど、面接評価の適正な実施に努めた。また、不合格となった場合には、その理由を的確に当該受講
者が所属する調査機関に伝えることにより、受講者側からみた評価に対する信頼性の向上が図られた。

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実施した。また、実施時
期については、特許庁の要望を踏まえ、1月に開催される平成25年度のサーチ外注の特許庁選定会議に間に合うように12月に開催した。
特に、審査官による講師負担を軽減し審査迅速化に寄与できるよう、本研修に用いるテキストの作成や講師は、審査官経験者である部内職員３名が担当した。

・スキルアップ研修[12/19-12/20］　受講者：10名　（平成23年度　受講者：14名）

・ 研修の質の向上等を図るため、研修生の所属する登録調査機関へ事後ヒア
リングを行い、登録調査機関のニーズを把握するとともに、研修の効果を検証
する。

・ 　昨年度の調査業務実施者スキルアップ研修の受講者及び講師にヒアリングを実施し、本年度のカリキュラムやテキスト内容の改善を図ったところ、参加者全員が「非常に参考に
なった」又は「参考になった」と回答し、顧客満足度と研修効果の向上が認められた。

単位：千円

研修名 収入 支出 収入－支出

調査業務実施者育成研修
（スキルアップ研修を含む） 103,158 103,760 -602
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

（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、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。

政府が推進する知的財産関連人材の育成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こととし、特許庁及び情報・研修館が
有する知識・経験及びノウハウの提供を活用して、以下の必要性が高い研修
を実施する。

政府が推進する知的財産関連人材の育成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
育成を推進することとし、特許庁及び情報・研修館が有する知識・経験及びノウハウの提供を活用して、以下の必要性が高い研修を実施した。

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 特許庁の業務の迅速化等に資することを目的として、弁理士、民間企業の知
財部員等の知的財産専門人材の特許要件の判断等に係る実務能力を向上さ
せるため、審査基準等をテーマとした研修を４回以上実施する。

① 弁理士、民間企業の知財部員等の知的財産専門人材の特許要件の判断等に係る実務能力を向上させるため、下記のとおり弁理士や民間企業の知財部員向けの研修を計５回実
施し、審査基準の適切な考え方や拒絶理由に対する適切な応答方法を民間に提供した。

　いずれの研修においても、講師として審査官経験者を招き、民間企業等で出願・権利化業務を担う受講者が特許庁の審査実務に対応した知識やノウハウが習得できるように努め
た。
　また、科目についても座学の講義に加え、グループ討論形式の演習科目を盛り込むことにより、受講者が単なる知識の習得だけではなく、効率的で有効な権利を取得するために
必要となる実務能力を習得できるように努めた。
　これらの結果、受講者の満足度も極めて高いものとなった(何れの研修においても「非常に有意義だった」又は「有意義だった」と回答が92%～100%に達した)。

・特許審査基準討論研修を実施した。
　・第1回 [ 9/14 大阪]              受講者：15名
　・第2回(化学) ［10/18 東京]   受講者：22名
　・第3回 [ 1/28 東京]              受講者：32名
・意匠審査基準討論研修を実施した。
　　　　　　 [2/15 東京]              受講者：12名
・意匠拒絶理由通知応答研修を実施した。
　　　　　　 ［11/20 東京］           受講者：28名
                  年度累計           　受講者：109名  （平成23年度累計　5回開催　受講者：138名）

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 特許庁の業務の迅速化等に資することを目的として、出願の厳選等を促進す
るため、民間企業等の検索業務者の特許情報等に係る調査・検索能力向上
のための研修を実施する。

② 特許庁の業務の迅速化等に資することを目的として、出願の厳選等を促進するため、民間企業等の検索業務者の特許情報等に係る調査・検索能力向上のための研修を実施した。

・ 特許情報検索に関する実践的かつ専門的な研修を年６回以上実施する。 ・ 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研修を下記の
とおり計６回実施し、好評を得た。

　いずれの研修においても、講師として審査官経験者を招いて端末演習を行うことにより、審査官が有する検索ノウハウを伝授し、受講生の実践的な検索能力の向上を図った。
　また、様々な民間企業から参加している受講生同士でのグループ討論を実施することにより、多様な検索スキルを共有するとともに検索業務に対する意識の向上を図った。また、
「上級」では特許庁の審査官端末と同等の機能を有する高度な検索端末を用いて、ハイレベルな検索演習を実施した。
　中国韓国を含め外国の特許文献の比率が増す中、民間の検索業務者にも外国文献の検索能力の向上が求められることから、今年度試行的に外国特許文献検索の講習会を
行った。

・検索エキスパート研修を実施した。
　・上級第1回 [6/26～6/29]       受講者：55名
　・上級第2回 [9/18～9/21]       受講者：23名
　・上級第3回 中止（調査業務実施者育成研修の長期化のため）
　・上級第4回 [3/12～3/15]       受講者：31名
　・意匠　　　　 [9/3～9/5]    　    受講者：18名
・特許調査実践研修（大工大連携）を実施した。
　                    [9/10～9/12]     受講者：24名
・外国特許文献検索のための講習会を実施した。
　                   [3/18]                受講者：27名
　　　　　　　　　 年度累計    　    　受講者：178名　（平成23年度累計　9回開催　受講者：216名）

・ 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。

・ 　特許検索競技大会2012並びにフィードバックセミナー2012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。

a.　検索従事者に求められる広汎な知識や検索スキルをより客観的かつ的確に評価するとともに評価項目の普遍性を高め、将来的に本協議大会を検索従事者の資格検定に発展
させることを目的として、今年度の競技大会から出題方針を変更した。具体的には、問題内容を、民間企業の知財部門や特許調査会社で業務として実施されている検索実務の実
態に沿った内容に改め、また、従来の法律的知識や検索能力を問う問題に加え、新たに侵害防止調査に関する問題を追加することにより、参加者がより実務的な観点から自らの
能力評価が行え、かつ、社会が期待する検索従事者の能力を適正に評価し得る問題内容に変更した。
 この結果、参加者のうち63％の者から「過去の問題に比べ特許検索従事者の能力を評価する方向になっていると思う」の回答を得て、見直し方針が的確だったことが裏付けられた
（その他の回答として「わからない」25%など）。また、分野間の問題の難易度の偏りを少なくするように配慮して公平性を担保し（電気・機械・化学の平均得点の差は２点以下）、難易
度自体も「ちょうど良かった」との回答が71%に達した。

b.　また、参加者に対する成績通知も、従来の合計得点と平均点のみの通知だけでなく、各問題毎に得点と平均点を通知する形式に改め、参加者が自分の能力の分析ができるよう
にして参加者から好評を得た。

c.　本協議大会に参加してより良い成績を取りたいとの要望に応えるため、今年度から新たに過去の競技大会の出題内容をまとめた過去問集を発行し（監修：競技大会実行委員会
と情報・研修館、発行：JAPIO）、参加者のインセンティブと能力の向上を図った。

上記a.～c.の改善を実施し、今後の検索競技大会の在り方に道筋を付けつつ、本協議大会の運営を情報・研修館から民間部門に移管できるか否かを検証するため、検索競技大会
実行委員会に（一財）工業所有権協力センター（IPCC）から委員、事務局員としての参画を促し、競技大会の企画、運営に関する実務やノウハウを情報・研修館からIPCCに円滑に
移行した結果、来年度の競技大会の主催は情報・研修館からIPCCに移管することが実現した（情報・研修館は後援）。

・検索競技大会[10/29]　参加者：162名（東京 111名、大阪 51名）                                                      (平成23年度  参加者：148名)
・フィードバックセミナー　参加者：198名（東京 [2/15] 参加者:145名、大阪 [2/22] 参加者:53名）        (平成23年度  参加者：283名)

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 特許庁の業務の迅速化等に資することを目的として、中小・ベンチャー企業に
よる円滑な出願手続の促進や審判請求の厳選等のため、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
研修を、４回以上実施する。

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および特許情報の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
４回実施した。
　活用に関する研修では、特別講師として知財を経営資源として活用しビジネスとして成功している中小企業の社長を招き、自身の会社の活きた知財戦略や成功事例を紹介しても
らうことにより、中小・ベンチャー企業から参加している受講生が、より身近に知財の重要性を認識してもらうとともに、知財活用に関する知見を深めることに努めた。
　検索に関する研修では、講師として審査官経験者を招き、特許電子図書館（IPDL）を使った検索演習、検索結果を用いたグループ討論を実施することにより、検索経験の浅い受
講生に対しても判りやすく、かつ実践的な検索スキルの習得を図った。

・知的財産活用研修[活用検討コース]を実施した。
　・第1回 ［11/12 東京］              受講者：18名
　・第2回 [2/5 大阪]                   受講者：11名
・知的財産活用研修[検索コース]を実施した。
　・第1回 ［12/11-12/13 東京］     受講者：32名
　・第2回 [2/18-2/20 名古屋]      受講者：10名
                      　  年度累計　      受講者：71名  （平成23年度累計　6回開催　受講者：96名）

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。
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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し、知的財産に係る業務遂行能
力を向上させるため、知的財産権制度の概要や実務上必要な諸制度に関す
る研修を４回以上実施する。

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。
　特に、「初級」については、知的財産推進計画2012で要請されている我が国の技術の国際標準化を担う人材の育成に資するため、新たに「知的財産と標準化」の科目を追加し、グ
ローバル競争の中で勝ち抜くための知財の標準化戦略の講義を行い、我が国の産業行政を担う行政機関や研究開発を担う独法の受講者に対して、技術標準化の重要性、戦略に
関する理解を深めた。いずれの研修に対しても、受講者全員が「非常に有意義だった」又は「有意義だった」と回答した。

・知的財産権研修（初級）を実施した。
　・初級第1回 [6/5～6/8]         受講者：19名
　・初級第2回 [7/10-7/13]       受講者：47名
　・初級第3回 [10/30-11/2］     受講者：69名
　・初級第4回 [11/26-11/28］    受講者：21名
・知的財産権研修（産学官連携）を実施した。
                     [1/30-2/1]        受講者：35名
                        年度累計        受講者：191名　（平成23年度累計：5回開催　受講者：160名）

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を１回以上実施する。

⑤ 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（２回）、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（５回）を実
施した。（再掲）

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。

⑥ 上記の研修について、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、民間等において対応が容易であり、特許
庁の業務の迅速化等に寄与しない民間企業等の人材に対する研修の実施に
ついては、民間の判断に任せることとする。さらに、研修の実施にあたっては、
特許庁の業務の迅速化等により寄与できるものとなるように研修内容・講師
等の質的向上を図る。

⑥

・ 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。

・ 講師の充実及び研修内容の質的向上を図ること。

・ 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こ
と。

・ 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。

e. 研修の質的向上
　・各研修について、より実践的な能力の習得を図るための科目の見直し、討論形式の科目の導入、アンケート結果に基づく講師の選定等、審査官経験を有する者の積極的な講師
任用等の質的向上を図り、受講生の満足度の向上に努めた。
　・特に、知的財産推進計画2012を始め政府施策において、我が国技術の標準化を担う人材の育成が求められているところ、知的財産研修（初級）のカリキュラムに新たに「知的財
産と標準化」の科目を追加し、グローバル競争の中で勝ち抜くための知財の標準化戦略の講義を行い、我が国の産業行政を担う行政機関や研究開発を担う独法の受講者に対し
て、技術標準化の重要性、戦略に関する理解を深めた。

f.　研修施設の稼働率
　研修施設（教室）の稼働率（情報・研修館が保有する全ての教室に対して、人材育成部・研修部を含め情報・研修館の研修で使用している率）は、年間平均73％に達している。ま
た、一時的に教室が不足するケースが発生しており、その場合には当該科目について外部教室を利用している。

g.　各研修受講料の妥当性（平成24年度実績）
　各研修の受講料は、情報・研修館実施細則に基づき、研修の日数・科目、受講対象者（民間 or 行政機関）等を勘案して実費相当額が定められている。ただし、中小・ベンチャー企
業に所属する受講者は政策的に無料としている等の要因から、各研修の年間受講料収入額は研修実施コストを下回っている。

h.　研修による人材育成効果
　各研修の受講者は、募集の段階で民間・行政機関において工業所有権業務に従事している者に限られており、各研修で習得した知識や実務能力は、受講生の所属機関における
知財関連業務で活かされており、研修効果として出願の厳選等の行動につながり、結果として特許審査の迅速化に貢献している。
　また、平成25年度より、審査基準討論研修は弁理士の継続研修に認定されることとなり、本研修受講による弁理士の実務能力の向上が期待される。

⑦ 知的財産人材育成推進協議会に参加して他の機関との連携を強化しつつ、
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。

⑦ a.　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」の事務局として、民間機関の有識者を講師として招いて「オープンセミナー｣を3回開催した。
　特に、平成24年1月に内閣知的財産戦略本部で取りまとめられた「知財人材育成プラン」において、知財活用・マネジメント人財の育成、グローバル人財の育成が重要施策として
提言されていることを踏まえ、今年度のセミナーの共通テーマを「グローバルな知財活用人財の育成」とし、政府の施策と社会ニーズに応えた各セミナーを開催したところ、参加者の
満足度は極めて高いものとなった（アンケート結果では、97%の参加者が「非常に参考になった」「参考になった」と回答）。
　※セミナー実施経費は協議会参加各機関の分担金による。　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：「知財から経営へのアプローチ」［10/9］                                  参加者：115名
　・第2回：「富士フイルムのグローバル経営と知財マネジメント」［11/6］      参加者：135名
　・第3回：「技術分野の違いと知財活用モデルの差異」［12/11］               参加者：115名
　　     年度累計　　参加者：365名　（平成23年度累計　　参加者：450名）

b.　協議会および作業部会を下記のとおり計4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45回 [5/7]、第46回 [8/1]
　・協議会：第13回 [7/5]、第14回 [3/22]

c.　知的財産推進計画2013に協議会として政策提言を行うため、内閣知的財産戦略本部「知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会」の議論動向を踏まえつつ、事務局
として政策提言の素案を作成し、協議会の各参画機関から意見募集を行った上で提言をとりまとめ、知的財産推進計画2013のパブリックコメント募集に対応して協議会としての政策
提言を行った。

各研修について、情報・研修館による実施の必要性、事業の効率化等を検討し、一部の研修については民間に移管することとし、情報・研修館で実施する研修については、研修科
目の見直しを含め、質の向上に努めている。

a.　特許検索競技大会の民間移管
　使用するデータベースが民間商用データベースであり、大会運営の主催者を情報・研修館から民間に移管できるか否かを検証するため、検索競技大会実行委員会に（一財）工業
所有権協力センター（IPCC）から委員、事務局員としての参画を促し、競技大会の企画、運営に関する実務やノウハウを情報・研修館からIPCCに円滑に移行した結果、来年度の競
技大会の主催は情報・研修館からIPCCに移管することが実現した（情報・研修館は後援）。（再掲）

b.　 中小・ベンチャー企業向け研修の一部民間移管
　「特許侵害警告模擬研修」については、権利化後の侵害に関する研修であり、発明協会や知財協などの民間団体でも類似の研修を実施していることから、情報・研修館での実施
を取り止め民間の判断に任せることとした。
　一方、審査の迅速化に資するものであり、かつ、IPDLの活用や権利化など、情報・研修館の有する情報・ノウハウを活かしたものであって民間による実施が難しい「知的財産活用
研修」については、地方で開催する等、中小・ベンチャー企業が参加しやすい形態で実施した。

c.　民間との連携による研修実施体制の構築
　・特許調査実践研修（大工大連携）については、情報・研修館と大工大の共催で実施しており、民間教育機関のノウハウを活かした効率的な研修実施体制を構築している。
　・審査基準討論研修は、平成25年度から弁理士継続研修として認定を受けることになっており、継続研修を受講する弁理士が参加することにより、受講者の増加、進歩性グループ
討論の充実に伴う研修効果の向上、弁理士の実務能力の維持・向上という継続研修趣旨への貢献など、様々な副次的効果が期待される。

d.　業務の一部外注化による効率的な運営
　・各研修で用いるテキストの印刷業務は平成24年度から一括して外注化し、コピー・仕分け等の事務作業を大きく軽減した。
　　また、小規模ながら多種にわたる各研修の運営業務の適切な外注・内製の在り方について、業務全体の効率化の観点から検討しているところであり、「知財活用研修」の運営外
注を試行的に実施。【新規事項】

単位：千円

研修名 収入 支出 収入－支出 収支マイナスの原因

①審査基準等の研修 888 1,381 -493

②検索能力向上のための研修 4,812 7,981 -3,169 研修の実施回数が3回と例年より1回少なかったこともあり、受講者数が減少したため。

③中小・ベンチャー企業向けの研修 701 3,849 -3,148 中小・ベンチャー企業に所属する受講者は受講料を無料としているため。

④行政機関向けの研修 1,663 2,974 -1,311
中央省庁・自治体・独法等の行政機関向けの研修であり、４日間の研修の受講料を9千円と安く設定して
いるため。

合計 8,064 16,185 -8,121
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

⑧ 人材育成事業の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 高校等で知的財産の指導を行っている現役の教員を委員として招へいし、「知的財産に関する学習用資料の作成に関する調査研究」を実施し、人材育成事業に用いる学習用資料
についての調査・研究を行った。本調査・研究において、知的財産を初めて学ぶ初心者であっても、知的財産に対する興味がわき、知的財産の重要性や制度の概要を判りやすく理
解できる新たな人材育成用資料「知的創造活動と知的財産」を作成した。

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、１
００％を目指すこととする。

上記（１）から（３）の研修を通じ、研修生に対するアンケート調査において、「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、１
００％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　　97.8％
　３．事務系職員研修　　100％
  ４．管理者研修　　　  　97.9％
  ５．メンタルヘルス、服務規律、倫理、ライフプラン等に関する研修     91.9％
  ６．国際化への対応能力向上のための研修　 　　　　　 　 96.6％
  ７．情報化への対応能力強化のための研修　 　        　  100％
　８．法的専門能力向上のための研修　　　　　　　　　　 　　 98.8％
  ９．行政ニーズ変化への感応度向上のための研修　       98.3％　　全体評価　98.0％

（２）
①調査業務実施者育成研修　　　　　　　第1回：99%　　 第2回：100%　　第3回：99%　　第4回：99%
②調査業務実施者スキルアップ研修　　100%

（３）
①特許審査基準討論研修　　   　　　　　第1回：100%　　第2回：100%　　第3回：92%
　意匠拒絶理由通知応答研修　　　　　　93%
　意匠審査基準討論研修　　　　　　　　　100%
②検索エキスパート研修（上級）　　　　 第1回：100%　   第2回：100%　　 第4回：100%
　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）　　　95%
③知的財産活用検討研修（活用検討コース）　　           第1回：88%　　  第2回：100%
　知的財産活用検討研修（検索コース）　　　　  　          第1回：100%　　第2回：100%
④知的財産権研修（初級）　　              第1回：100%　　 第2回：100%　　 第3回：100%　　第4回：100%
　知的財産権研修（産学官連携）　　    100%

アンケート等を参考にして、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。

（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を引き続き開発し提供する。 ① ｅラーニングによる学習教材を引き続き開発し提供した。

・ 開発済みの学習教材を特許庁及び情報・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（53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。

・ 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（40コンテンツ）について、外部の知的財産関連人材へ提供した。

・ 社会ニーズに応じて利用性の向上を図ると共に、学習教材を改訂分を含め２
コンテンツ以上開発する。

・ a.　新たに下記の7コンテンツを開発したことにより、平成23年度以降の開発累計は8コンテンツとなり、中期計画を達成するために当初予定していた累計6コンテンツを上回った。
　特に、新たなコンテンツとして、産業財産権制度の所管官庁である特許庁と情報・研修館の強みを活かし、制度や基準の運用に関するコンテンツであって、出願・権利化業務を担
当する民間の知財担当者にとって極めて関心度の高い「特許・実用新案審査基準の概要１、２」を開発し、質の高い出願や有効な権利化に繋がる自己研鑽の機会を提供した。
　また、中国に対する特許出願が急増するなど中国の特許制度に対する関心が高まっていることを踏まえ、中国の知財人材育成機関と協力し、中国の専利法に関するコンテンツを
新たに掲載した。
　さらに、国家公務員の庁職員のコンプライアンス意識の向上が求められているところ、国家公務員倫理週間が実施された12月にあわせて「事例で学ぶ倫理法・倫理規程＜vol．7
＞」を新たに掲載した。

【開発した7コンテンツ】
　「特許・実用新案審査基準の概要１」改訂版、「特許・実用新案審査基準の概要２」改訂版、「産業財産権の現状と課題」、「事例で学ぶ倫理法・倫理規程＜vol．7＞」、
「Compendium of the Patent Law and Utility Model Law for the Examination -1」、「Compendium of the Patent Law and Utility Model Law for the Examination -2」及び「An
Introduction to the Chinese Patent Law and Patent System」。

b.　ユーザにとってより視聴しやすい環境を提供するため、平成23年度のシステム更新時に、ログインせずに体験視聴が可能となる機能を導入したところ、年間視聴回数が8,246回
に達し（平成23年度は7,817回）、ユーザーから好評を得ている。

② 開発したｅラーニングコンテンツを五大特許庁に引き続き提供する ② 開発したｅラーニングコンテンツを五大特許庁に引き続き提供した。

・ 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。

② ③ 研修で使用したテキスト等の外部への提供を進める。 ③ 研修で使用したテキスト等の外部への提供を進めた。

・ 公開可能な研修教材をホームページで公開し、利用者の利便性を図る。 ・ 調査業務実施者育成研修、検索エキスパート研修［上級］、知的財産活用研修（検索コース）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）について情報・研修館
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54号」発行(9月30日)、「特許研究55号」発行（3月29日）
◆国内外の関係機関へ600部配布
◆英語による抄録版をバックナンバーを含め全て情報・研修館ホームページに公開した。

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

特許庁職員を含む知的財産関連人材全般の学習機会を拡大し、かつ、ニー
ズに応じた多様な学習教材を提供するため、特許庁の有する知識・経験及び
ノウハウに基づいたｅラーニングによる学習教材を改訂版を含め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。

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。

９０７１１０６－－－－－－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

１，３４５３２１，２２９３６１，１４１３０１，２３８３２９６０３３合　　　計

８１４１０６４７９４８５４８０４審査基準討論研修（特許）（意匠）

－－７２４１１３５１００５１３３６特許侵害警告模擬研修

１０１１４１－－－－－－調査業務実施者スキルアップ研修

３５１３６１３０１２１１１０２知的財産政策研修（産学官連携）

１５６４１３２５１４２５１４４５１１９６知的財産権研修（初級）

４２２－－－－－－－－知的財産権活用研修（検索コース）

２９２２４２５１２１５１－－知的財産権活用研修（活用検討コー

２８１３２１２２１２９１３２１拒絶理由通知応答研修

２７１－－－－－－－－外国文献サーチ講習会

２４１１２１２０１１９１４０２特許調査実践研修

１２７４２０４６２７９６２４２７２２６７検索エキスパート研修

６９６４４６９４３９１４４７７４２８２４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

24年度23年度22年度21年度20年度

（参考）特許庁職員以外の者に対する研修の参加人数
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

（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 人材育成に資する資料等の整備・提供を引き続き行う。 ① 人材育成に資する資料等の整備・提供を引き続き行った。

・ 人材育成に資する資料を作成・編集し、ホームページでの公開を含めた効率
的な提供方法を検討し、準備の整ったものから順次提供していく。

・ 高校等で知的財産の指導を行っている現役の教員を委員として招へいし、「知的財産に関する学習用資料の作成に関する調査研究」を実施した。
　本調査研究の成果として、知的財産を初めて学ぶ初心者であっても、知的財産に対する興味がわき、知的財産の重要性や制度の概要を判りやすく理解できる新たな人材育成用
資料「知的創造活動と知的財産」を作成した。また、教員など、本ブックレットを活用して知財の指導をする者向けに、本ブックレットの内容を解説した「活用の手引き」も作成した。
　作成したブックレットの「本編」と「活用の手引き」は、初心者向けあり学校や企業を問わず広く普及し利用されることが期待される一方、普及に要するコストの削減を図るため、冊
子配布はせず情報・研修館ホームページに公開し、いつでも自由にダウンロードして利用できるようにした。

② 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。

② 情報・研修館が収集・整備する各種情報や資料を利活用して、明日の産業人
材を主対象として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実
施する。

② 情報・研修館が収集・整備する各種情報や資料を利活用して、明日の産業人材を主対象として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実施した。

・ 明日の産業人材である専門高校及び高等専門学校において知的財産に関す
る創造力・実践力・活用力の開発を推進する事業を実施し、将来の制度ユー
ザーの拡大を図る。

・ 「明日の産業人材を育成する｣という目的に沿って、「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業｣を実施した。事業参加校100校（工業・商業・農業・水産高校、高専）におけ
る、“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などの取組を支援した。一部の学校では、地域経済界と連携した活動等の先進的な取組
が行われ、明日の産業人材の育成が促進された。
　また、参加校の実践的な取組の成果をPRするとともに、参加校のモチベーションの向上と人材育成効果を期して、先進的な取組を実施している一部の学校は「さんフェア岡山」に
出展し発表を行った。
　また、事業の実施に際しては、下記の各会議開催に要する業務の効率化を図るため、民間事業者を活用した。
　
　・事業説明会を開催した。 [4/25]
　・地域別研究会を開催した。 [7/23,7/24,7/27,7/30,8/1,8/2,8/6,8/8]
　・中間報告会を開催した。 工業高校[8/20-8/21]、商業高校[8/23-8/24]、農林・水産高校[8/27-8/28]、高専[9/3-9/4]
　・さんフェア岡山2012内において、成果展示・発表会を開催した。 [11/10-11/11]
　・年次報告会を開催した。 工業高校[1/21]、農林・水産高校[1/25]、商業高校[1/30]、高専[2/4]

・ 明日の産業人材である高校、高等専門学校、大学等の学生及び生徒を対象
に、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。

・ a.　文部科学省、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、過去最高の680件の応募を受け
付け（昨年度比1.3倍増）、優れた創作物として51件を表彰し、出願支援対象案件とした。（平成23年度：応募件数　512件　出願支援対象件数：50件）

b.　出願支援対象受賞者を表彰する表彰式は、情報・研修館で実施した「国際知的財産活用フォーラム」と同時開催とし（品川プリンスホテル）、過去の表彰者を招いて権利化された
発明内容のプレゼンを行うなど、当コンテストの応募者やその関係者だけではなく、フォーラムの参加者等、企業や大学等の知財関係者に学生の優れた発明・創作物をPRした。

c.　新たに「選考委員長特別賞」（独創性や技術的に優れた作品が対象、なお、選考委員長は日本科学未来館館長　毛利衛氏）、「特許庁長官賞」（過去に表彰されて既に特許・意
匠登録された作品のうち、社会で活用されている作品が対象）を設け、コンテスト応募者の栄誉を褒め称え知財の活用を見据えた更なる活躍を期すとともに、コンテストや知的財産
権活用に関する社会的注目度を高めた。

（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

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。

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、ＷＩＰ
Ｏ・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。

・ 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（ＩＩ
ＰＴＩ）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、知的財産人材育成に関する情報交換及び相互協力を推進
する。

・ 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を行うとともに、協力を進めた。

a.　第6回日中人材育成機関間連携会合（平成24年9月5日：中国）に参加し、今後の協力事項についての討議を行うとともに、互いの有するｅラーニング教材の交換を行った。受け
取った中国の特許法を説明する教材については、情報・研修館のe-ラーニングシステムを通じ、特許庁、情報・研修館職員、及び外部の知的財産関連人材へ提供した（平成25年3
月リリース：アクセス件数7件）。

b.　第3回日中韓人材育成機関長会合（平成24年9月4日：中国）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の討議を行い、機関長会
合にあわせた共同セミナーの実施や、研修テキストやｅラーニング教材の交換を進めること等を合意した。

・ 協力覚書に基づき、中国、韓国とそれぞれ共同研修の開催を行う。 ・ 中国、韓国の人材育成機関との具体的な協力事項として、下記のセミナーを実施した。

a.　中国にて「三機関の有するｅラーニングシステムについて」をテーマに第1回日中韓連携セミナーを開催し、我が方からは情報・研修館のeラーニングシステムを紹介し、そのメリッ
トをPRした。[9/5]

b.　中国にて「平成23年度特許法改正について」をテーマに第2回日中連携セミナーを開催し、我が国の最新の特許法に関する中国の実務者の理解を促進した。[9/6]

・ ＷＩＰＯ・ＧＮＩＰＡの会合を日本で開催し、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。

・ WIPOとの連絡調整の結果、WIPO・GNIPA会合を平成25年5月に開催することとし、会合の運営支援業務についての入札手続き等、会合の準備を進めた。

・ ASEAN特許庁の審査官向けワークショップを開催する。 ・ 事業実施の効率性の観点から特許庁と調整した結果、本事業については特許庁が実施することとなった。

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。

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。
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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

これまで情報・研修館が提供してきた国民向けサービスの維持・向上を図りつ
つ、さらなる業務運営の効率化に努める。

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最大限に活かし、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。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。

独立行政法人の特長を最大限に活かし、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。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。

（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） 人材の的確な配置と柔軟な組織運営
①業務の変動に応じた人員配置等の見直し
　新たな政策課題等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、人員配置の見直しを的確に行った。具体的には、特許庁業務システム最適化計画の改
定に関する動向を踏まえ、情報･研修館において新たに整備することが求められた「新包袋管理システムの構築」及び「諸外国特許庁との特許情報の交換に係るメディアレス化」に
対応する必要が生じた情報管理部の人員を補強した。

②柔軟な組織運営
　業務の効果的な実施の観点から、これまで異なる部において別々に開催されてきた「国際知財活用フォーラム」と「パテントコンテスト/デザインパテントコンテストの表彰式」の運営
方法を見直し同時併催とすることで、フォーラムに参加する産業界の方々に対し、明日の知財を担う産業人材たる学生・生徒の取組に直接触れる場を提供した。

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

（２） 民間事業者等の能力の効果的活用
①民間事業者等との協力・連携、外部人材の活用
　海外知的財産プロデューサー事業において、日本弁理士会と連携し、同会が推薦する弁理士（１名）を受入れ、海外知的財産プロデューサーの活動に係る支援業務に従事させ
た。これにより、当該事業への外部人材の活用と同時に弁理士の能力向上も試みた。

②民間能力を活用した主催事業の移管
　平成２４年度まで情報・研修館が民間団体等の協力を得て主催してきた、特許情報検索に携わる者（サーチャー）の能力評価とインセンティブ向上を目的とした「特許検索競技大
会」について、その運営ノウハウを民間団体等に伝授し、次年度以降は民間団体等が主催する運営方式に転換し、情報・研修館の関与と負担を最小限にした形で、その目的達成を
可能とする体制を構築した。

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・システム最適化実現方策」（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・システム最適化計画」（平成１６年１０月５日
策定、平成２１年１０月３０日改定）と連動しつつ、業務・システムの最適化を推
進し、業務運営の合理化を図る。
また、「特許庁業務・システム最適化計画」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。

業務運営の合理化を図るため、「独立行政法人等の業務・システム最適化実
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・システム最適化計画」（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・システムの最適化を推進する。
また、「特許庁業務・システム最適化計画」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。

業務運営の合理化に向け、「特許庁業務・システム最適化計画」見直しの動向
を踏まえつつ、当館システムへの影響について検証を行うとともに所要の調整
を図る。

特許庁業務・システム最適化計画が平成２５年３月１５日に改定されたことを踏まえ、情報・研修館の業務・システムの見直しの検討に着手し、一部その方向性を次年度計画に反映
させた。

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

（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予算比１２％程度の削減、業務経費につい
て前年度予算比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）の削減を行う。

（１） 第３期中期目標の２年目にあたる平成２４年度においては、一般管理費について前年度の進捗状況も踏まえ、一般管理費削減目標(目標期間終了までに初年度比15％程度の効率
化)を前倒し、予算ベースで対前年度比△１２．３％（人件費分を除くと△２６.0％）と大幅な効率化を図った。また、業務経費については対前年度比△０．６％（特許庁新システムの稼
働に伴い廃止となる事業は、経費の増大を招かないよう費用対効果を精査しつつ事業を実施した結果、△２％）の削減に抑制した。

（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について、平成24年7月には「公益法人に対する支出の点検・見直し」を行うために開
催、また平成25年3月には「随意契約案件の妥当性、一者応札・応募案件等について点検等」を行うために開催した。それぞれ点検内容等についてご審議をいただいたが、委員か
らの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） 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、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。また、平成24年度から
一定の関係を有する法人との契約に関する情報（平成24年度は2案件）、公益法人に対する支出に関する情報開示を開始するなど、引き続き契約の透明性の向上に努力した。

（４） 保管公報の必要性を精査し、不要公報については移管・廃棄等を行うことによ
り、公報保管スペースの見直し及び公報閲覧業務の効率化を推進する。

（４） 外部倉庫にて保管・管理している紙公報（平成4年以前の電子データがない公報で、永久保管対象の内国公報7,322箱）の一部について、平成24年度から箱の中身を画像データ化
して管理する画像情報システムの運用を開始し、紙公報の出納の効率化を図った。

（５） 他国の工業所有権庁から収集した工業所有権情報格納の電子記録媒体のう
ち、特許庁内システムへ蓄積済のものについて整理し、計画的な廃棄処分を
行うことで保管スペースの削減を実現する。

（５） 工業所有権情報の保管期間に関する規定を制定し、定められた保管期間を経過している既蓄積済電子記録媒体約2万4千本を廃棄し、保管スペースの大幅な削減を図った。
　廃棄媒体数
　　　CMT　　　２０，５８８本
　　　ＤＬＴ　　　　３，３７６本

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

給与水準については、平成２１年度における対国家公務員の地域勘案指数
（９９．１）に鑑み、第３期中期計画期間中においても引き続き、国家公務員に
準じた給与改定を行い給与水準の適正化に取り組むとともに、その検証結
果、取組状況を公表する。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。

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１１
２．５、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。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。

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
院勧告及び国家公務員の給与減額支給措置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。

平成２４年度は政府からの要請を受けた上で、国家公務員と同程度の給与水準を維持すべく、自律的・自主的労使関係の中で組合と精力的に交渉し、その関係を損ねることなく比
較的少ないタイムラグで、国家公務員と同水準の給与改定を行った。
具体的には、
①「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の成立を踏まえ平成２４年３月９日付けで必要な措置を講ずるよう要請のあった役職員の給与見直しについては、国に準
じた削減を役員については平成２４年４月１日から、職員については同５月１日から実施した。
②「国家公務員退職手当法等の一部改正法」の成立を踏まえ平成２４年１２月１３日付けで必要な措置を講ずるよう要請のあった役職員の退職手当の見直しについては、国に準じ
た調整率（調整率を段階的に87/100まで引き下げ）を役職員ともに平成２５年３月１日から適用開始した。
　このほか、平成２４年度人事院勧告に伴う人事院規則改正を踏まえ、５０台後半層の給与水準上昇抑制措置（高位号俸から昇格した場合の俸給月額増加額の縮減措置）も平成２
５年２月１日から実施している。

この結果、２４年度における対国家公務員給与指数は地域勘案で９９．５、地域学歴勘案で１０３となり、適正な水準を維持できた。

（別紙４－１）
　・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４－２）
　・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、情報・研修館ホームページにおいて公表している。

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までに中期目
標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。
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。

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までに中期目
標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。
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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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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。
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。

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。
あわせて、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。

（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つ
つ、内部統制の充実・強化を図る。また、新たな独立行政法人制度において
求められる内部統制システム構築の義務化に向けて所要の検討を開始する。

（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事業進捗を阻害する要因を洗い出し速やかに対応す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上記の日常的な活動に加え、平成24年度は７月（業務改善課題の抽出と対応策の検討）、１月（各部の成果と中期的な業務展望・課題の把握）、３月（最適化計画改定を踏まえた次年度
計画の方針調整）の計３回異なる視点から理事長ヒアリングを実施し、内部統制がより有効に機能するよう努めた。
③特許庁からの要請により年度途中に急遽決定した経済産業省別館からの移転に際しては、理事長自らが移転候補物件に足を運びその環境と作業動線等を確認するなど速やかな行動
と陣頭指揮によって、正式要請が10月と極めて差し迫ったものであったにもかかわらず、３月末までに無事移転を完了できた。また、この移転により、特許特会全体として費用の削減、組織
配置の更なる集約化、執務スペースを圧縮する中での職場環境を改善の３点も同時に達成することができた。
④引き続き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(年頭)、文書による理事長メッセージの全職員への発出(4/2平成24年度計画の着実な遂行と目標達
成に向けて、4/10人事評価における組織目標・個人目標と年度計画とのリンケージ、9/4業務改善ヒアリングを踏まえた下期の活動に関する指示)、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、問題意識共有化のための職員とのコミュニケーション強化に努めている。
　また、コンパクトな組織である情報・研修館の特性を踏まえ、引き続きあらゆる機会を活用して個々の現場職員とのコミュニケーションに努めるとともに、平成24年度は２回に分けて女性職
員との懇談の機会を設定し、「女性と男性がともに活躍する活力ある職場」づくりについて意見交換を行った。
⑤平成24年度は、監事監査の機会を活用し、監事の指導・助言(7月、9月、11月の計３回)を仰ぎながら、法人リスクの洗い出しとその対応策を検討。法人の特性を踏まえ、リスクの定義に
「知的財産権の保護」を法令遵守の具体的事例として明示的に規定するとともに、重大な事象発生時の監事への報告義務を明確化、リスク管理関連文書(情報セキュリティポリシー、
防災対応等)との階層整除を図ったほか、リスク管理基本方針自体を規程中に盛り込んだ。
　また、情報・研修館業務の重要な柱である特許電子図書館（IPDL）業務の災害レベルごとに想定される災害発生から復旧までの所用期間と作業内容を調査・整理した。
　さらに、ソーシャルメディアの利用が拡大する中で、その私的な利用が情報・研修館の業務や役職員個々人に予期せざるリスクをもたらすことを未然に防止するため、
「情報・研修館ソーシャルメディアガイドライン」を新たに作成し、役職員に利用に際しての注意喚起を行った。
　以上のほか、情報セキュリティーポリシーに則り内部監査を行い、その監査結果を情報セキュリティ委員会で検討した。
⑥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。
　監事監査報告書については、起案の上全部署に供覧し、館内周知を図っている。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。
　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。
⑦以上のほか、引き続き外部委員を主体とした契約監視委員会を必要に応じて開催し(平成24年度は、7/27（公益法人に対する支出の点検・見直し）、3/26（随意契約・
一者応札案件の点検・見直し等）の計２回)、契約の競争性、透明性の確保に努めた。

（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った。

※ 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、「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・研修館ホームページで公表している。

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情報・研修館ホームページ上で期限内に
公表した。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も情報・研修館ホームページ上で公表した。

３．関連法人等との契約情報の提供に係る政府要請への対応
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
該情報を情報・研修館ホームページ上で提供してた。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、平成24年度については、一般競争入札を実施した結果、一般財団法人日本特許情報機構が落札した2案件について情報・研修館ホー
ムページ上で公表した。なお、当該入札には、一般財団法人日本特許情報機構の他に2者が参加した。

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13回(契約件数30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20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年度は2回開催。全
ての契約の妥当性を検証してもらったところ、追加指摘事項はなかった。また、公益法人に対する支出についても新たに契約監視委員会の審議事項となり、対象となる案件につい
て妥当性を検証いただき問題ない旨のコメントをいただいた。なお、契約監視委員会の資料、議事概要は情報・研修館ホームページで公表している。

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24年度の「競争性のない随意契約｣は計11件となり、前年度実績より8件増加した。増加の理由としては、経済産業省別館から執務室が民間ビルに移転することになり、執務室
の賃貸借契約等、移転に係るやむを得ない随意契約が発生したためであり、移転関連契約を除けば4件のみである。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
性について点検済を行ったが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
独法最終職名、当該独法との取引高、独法との取引高が占める割合、一者応札・応募の場合その旨

1002,073100661007,46610066合 計

61.81,28117.7117.95874.53競争性のない
随意契約

38.279282.35192.16,87895.563競争性のある
契約（小計）

6.914324.2150.97019.713企画競争・公募

31.365058.13691.26,80875.850競争入札

割合金額割合件数割合金額割合件数

24年度23年度

単位：百万円、％
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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24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5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。なお、すべて複数応札・応募の結果の落札である。
また関連法人(関係公益法人等)との契約は5件のうち3件となっている。

７．一者応札・応募の改善に向けた取組
平成24年度の一者応札・応募件数は1件で、前年度比で2件減少、金額ベースでも1,027百万円から187百万円へと840百万円減少した。
なお、一者応札となった要因としては、一般競争入札（総合評価方式）で調達を行ったところ、2者から応札があったが、うち1者が当館の要求事項を満たさなかったため失格になった
ためである。

８．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が発生し、以下のとおり前年度比で受注額は減少してきている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　  　平成24年度　   増▲減率
関連法人への支出総額(a)　　5,094百万円  　4,292百万円　　 ▲15.7％
情報・研修館支出総額(b)      8,544百万円  　8,574百万円   　 　   0.4％
集中度(a/b)               　　　　　　  　59.6%   　　　　　 50.1%        ▲9.5％

９．契約監視委員会の開催状況について
「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について、平成24年7月には「公益法人に対する支出の点検・見直し」を行うために開
催、また平成25年3月には「随意契約案件の妥当性、一者応札・応募案件等について点検等」を行うために開催した。それぞれ点検内容等についてご審議をいただいたが、委員か
らの指摘事項はなかった。（再掲）

100792100631006,87810063合 計

23.71872.0114.91,0274.83一者応札・応募

76.360598.05085.15,85195.260複数応札・応募

割合金額割合件数割合金額割合件数

24年度23年度

単位：百万円、％
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

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、外部コンサルタントを必要に応じて活用する。

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

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

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。

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
て作成した別紙２の平成２４年度予算に基づき、効率的な運営を行う。

理事長直々の３度にわたるヒアリングを通じた各事業部門の執行状況の的確な把握(再掲)、総務部と各事業部門との予算執行に係るすり合わせ、さらには監事を加えた全役員と
部長級以上の職員出席により原則毎月開催される情報・研修館運営会議を通じ、事業の進捗及び予算の執行状況を管理し、効率的な予算執行に努めた。

平成24年度予算額と決算額の差額は約10億6千万円となっている。その主な発生要因は次の表のとおり。

なお、翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定となっている。

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は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。特に平成24年度は世代交代の急速な進展により、研修ニーズが急拡大した調査業務実施者研修について、研修期間を調整し受け入れ能力を限界まで拡大し研修を実施
したことが大きく寄与し、研修受講料収入は過去最大の111,222千円となった。これにより自己収入総額は前年度比26.9％増の112,699千円となった。

※欠損金、剰余金の適正化
当期純損失として、13百万円を計上（平成23年度　△4百万円）。
取得済みの固定資産に係る減価償却費の影響（△4百万円）及び執務室の移転に伴う固定資産の除却損（△9百万円）の要因によるものであり、業務運営上に問題が生じているも
のではない。次年度以降は、減価償却費の影響が引き続き発生する見込み。
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置 Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置 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） 非公務員型の職員で構成される情報・研修館の特長を活かし、弾力的な勤務
形態の導入などを通じてユーザーサービスの一層の向上を図る。

（１） 独法の機動性を活かし、
○前年度の中国実用新案の機械翻訳による和文抄録提供に引き続き、平成24年度は新たに中国公開特許の和文抄録の提供を開始した。(再掲)
○世代交代の急速な進展により研修ニーズが急拡大した調査業務実施者育成研修について、研修スケジュールの調整（延長）等により受入れ能力を限界にまで拡大しユーザー
ニーズを充足。また研修受講者数が過去最大の696名となる中で、合格率も約70％と高水準を維持。(再掲)
○「特許庁業務・システム最適化計画」の改定を踏まえ、ユーザーにインターネットを利用して工業所有権情報を切れ目なく提供するための新たなサービス提供の検討に着手した。
(再掲)
○ユーザーからの要請に弾力的に対応し、閲覧用機器の操作方法等の講習会を臨時開催を含め計18回開催。(再掲)

（２） ユーザーニーズを的確に捉えつつ、職員等から広く業務改善等に関する提案
を募るなど、業務改善に向けた活動を強化し、ユーザーフレンドリーな事業展
開を図る。

（２） ○相談サイトのメールによる問い合わせについて、システム上一往復しか応答できなかったものを繰り返し応答できるよう機能改善しユーザーサービスの向上を図った。(再掲)
○階層別研修を対象にこれまで行っていなかった受講生ヒアリングを実施するなど、受講生のニーズを把握するための機会を新に設け、また、講師からの評価を分析し、研修を実
施する立場から特許庁担当部署と調整し、新規科目の追加や研修時間の変更を行った。（再掲）
○海外知財プロデューサー事業について、中小企業等の多様な海外展開支援ニーズに応えるため、新たに中小機構との共催による海外ビジネス展開セミナーを開始した。(再掲)
○ユーザーアンケート結果を踏まえ、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。（再掲）

（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） ○理事長による業務改善ヒアリング（7/12-13）を実施し（再掲）、上記(1)、(2)に示されたようなユーザー志向の業務展開を図った。
○活用促進部と人材育成部の連携により、「国際知財活用フォーラム」と「パテントコンテスト/デザインパテントコンテストの表彰式」を併催(再掲)し、組織横断的な事業展開の取組を
開始。

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

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、最新の制度・運用に関する知識を活用
した業務の実施に努める。

（１） 特許庁との密接な人事交流及び業務連携を進め、特許庁が蓄積している情
報やノウハウ等を活用して、知的財産の総合支援機関として信頼性の高い
サービスを確実かつ継続的に提供する。

（１） 特許庁との連携
①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。
②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、最新の制度及び制度運用に
関する情報等を用いて業務を的確に実施する。

（２） ①特許庁の今後の施策展開の方向性を検討段階から的確に把握するため、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出席している。また庁
議の概要については各部長以上が参加する定例会議で報告し、組織全体として情報共有化に努めている。

（３） 平成２４年１０月１日付け文書をもって特許庁会計課長から協力要請のあった
経済産業省別館スペースの返還について、「特別会計改革の基本方針（平成
２４年１月２４日閣議決定）」に基づき特許庁が庁舎経費の削減等を目的として
実施する執務スペース移転の一層の効率化及び特許特別会計全体としての
合理化に資するよう、特許庁と密接に連携して情報・研修館の執務等スペー
スの移転・集約化を図る。

（３） 法人単体では明らかにコスト増要因ではあるが、特許特会全体としての経費の合理化と現在JTビル内にある審判部の経済産業省別館への移転がよりまとまって行われるよう協力
すべきとの理事長の判断で移転を承諾。移転に際しては、特許特会全体としての経費の合理化を大前提に、特許庁２階にある本部スペースの思い切ったレイアウト変更も併せて行
うことで、移転先で必要となる借室スペースの圧縮に努めるとともに、本部と新たな借室が有機的に連携できるような移転先の選定にも努めた。この移転に関連し特筆すべき成果は
次のとおり。
①正式要請があった平成２４年１０月１日からわずか半年間で、移転先の選定、本部及び移転先での間仕切り工事とネットワーク環境整備、移転作業をすべて完了させ、予定どおり
新年度から審判部が経済産業省別館への移転に着手できるようにした（迅速な移転作業）。
②JTビルとの比較で、移転先（虎ノ門三井ビル※）の賃料単価を坪月当たり１万円強圧縮した（借室単価の大幅圧縮努力）。
　※平成２４年１０月当時、特許庁近傍で別館執務スペースと同程度の空きスペースが確保可能なビル（３棟）のうち最も安い物件として選択。
③経済産業省別館で執務スペースを1614㎡返還し、他方新たな借室スペースは1347㎡と267㎡（約1/6）圧縮した（執務スペースの合理化努力）。
④通常の民間ビル内に設置し特許庁のネットワークと接続させようとした場合特別な工事費用が発生する調査業務実施者育成研修用のPCについて、当該工事費用発生を回避し
費用を節約するため、当該環境が既に整っている特許庁２階北側にPCを移転させることとし、本部内でも思い切ったレイアウト変更を行った（特殊工事費用発生回避による経費節
減努力）。
⑤移転先と本部との距離が結果として経済産業省別館当時よりも近くなり、有機的連携が取りやすい位置関係になったことから、特に特許庁職員研修において移動時の機会費用
（マンアワーのロス）が来年度からかなり圧縮できると見込みとなった（人の移動に伴う機会費用の削減）。なお、この集約化なくしては、④の選択は困難となりさらに多くの費用が発
生した可能性もある（各々の執務スペースのレイアウト上の制約により同研修の座学は虎の門三井ビル、検索研修は特許庁２階北側で実施している）。

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。

情報・研修館が実施する事業・サービス内容を迅速かつ正確に知らせる広報
活動を継続的に強化する。特に、ホームページ等による情報発信の充実及び
提供する情報の品質向上を図る。

（１）情報・研修館ホームページ及び各サイトの充実
ホームページを通じた情報発信の充実に向け、ホームページトップに「海外知的財産活用ポータルサイト」のバナーを追加したのをはじめ、バナーを機動的、弾力的に追加・変更し、
情報・研修館として特に発信したい情報をプレイアップしたほか、「広域大学知的財産アドバイザー派遣事業」「知的財産プロデューサー派遣事業」をはじめ事業内容を紹介するコン
テンツの充実、英語サイトの充実に努めた。
　この結果、トップページのアクセス件数が前年度 680,416件から 770,698件と約9万件、13.3％増加。

（２）新聞、書籍による広告・広報
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の支援内容を掲載した。

（３）イベント出典による広報活動
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全国各地で開催された技術・交流イベント９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。「国際フロンティア産業メッセ」
においては出展者プレゼンテーションを、「ＴＥＣＨ　Ｂｉｚ　ＥＸＰＯ」ではセミナーを出展と併せて実施し、海外知的財産プロデューサー派遣事業の紹介を行った。
③情報・研修館主催の「特許電子図書館(IPDL)初心者向け講習会（全国６箇所８回）」、「電子出願説明会（全国３箇所５回）」、「特許審査官端末講習会（公報閲覧室１２回）」を開催
した。（再掲）

（４）パンフレット類、パネルの作成
情報・研修館の外部向け事業を紹介した展示用パネル７枚を新規に作成し、閲覧室に展示して来館者へ情報・研修館の事業を周知するとともに、各イベントブースでの展示及びパ
ンフレット類を配布することにより来場者へ周知した。

（５）知財関連機関との相互連携
①知財関連機関（科学技術振興機構、各地域知的財産戦略本部、特許庁）ホームページおよ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１００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・意匠検索体験）

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。

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。
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年　度　計　画
平成 ２４ 年度

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

平成２４年度実績

Ⅹ その他業務運営に関する事項 Ⅹ その他業務運営に関する事項 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． 施設・設備に関する計画
なし(情報・研修館は、宿舎及び職員の福利厚生を目的とした施設を保有していない。)

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。
　　　　　　　　　（H24.4現在）　　 （H25.3現在）
　　　　　　　　　　　  ８８名    　　　　８７名
・人材開発統括監： 　１名  　  　　　　１名
・総　　　務　　　部：１５名（17％）　 １５名（17％）
・情 報 提 供 部　： １７名　  　　　　１７名
・活 用 促 進 部：    ８名　  　　　　　８名
・情 報 管 理 部　： １７名　  　　　　１９名
・相 　   談　  　部： 　９名　　  　　　　８名
・研 　   修　  　部： 　９名　 　 　　　　８名
・人 材 育 成 部  ： １２名　    　　 　１１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２４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について、年度当初と同割合を維持することがで
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。
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