
経済産業省独立行政法人評価委員会 

第28回工業所有権情報・研修館分科会 議事録 

 

日  時  平成25年７月５日（金）14：00～16：00 

場  所  特許庁庁議室（特許庁９階） 

議  題 

（１）平成24年度財務諸表について 

（２）平成24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） 堂ノ上総務課長、田中情報・研修館室長、松本総務課長補佐 

（ＩＮＰＩＴ）三木理事長、小林理事、原田監事、田中監事、日下人材開発統括監、 

田口総務部長 

 

議事内容 

○分科会長 

 それでは、定刻となりましたので、これから独立行政法人評価委員会第 28 回工業所有

権情報・研修館分科会を開催させていただきます。生方委員が、少し遅れられるというこ

とですが、先に始めさせていただきたいと思います。すぐにおいでになると思います。 

 本日は、お忙しい中をお集まりいただきまして、どうも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、第１、平成 24 年度財務諸表

について、第２、平成 24 年度業務実績報告及び業務実績評価についてとなっております。

本日は、16 時ぐらいまで御審議をいただく予定にしております。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、あらかじめ御

承知おきください。 

 また、事務局に堂ノ上武夫総務課長が新たに着任されておりますので、御紹介させてい

ただきます。よろしければ、一言挨拶をお願いできますでしょうか。 

○堂ノ上総務課長 

 堂ノ上でございます。まだ着任したばかりで、特許庁には 21 年ぶりに戻ってまいりま
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して、あの当時、ＩＮＰＩＴというのはまだなくて、今回、こうやって御一緒させていた

だくわけでございます。どうぞよろしくお願いします。 

 そもそも、まだ日本に帰ってきてから 10 日ぐらいしかたっておりませんで、北京に、

合計 11 年ですけれども、今回も４年ぐらいおりまして、向こうで最後に外交部と挨拶を

した際も、ちょうど私の特許庁配属の連絡がございまして、特許庁に行くのだと言ったら、

当時の資料館、まさにＩＮＰＩＴでございますが、一緒に文献の翻訳について仕事をした

ことがあって、大変関係があるのだと言って喜んでくれておりました。そういう意味で、

改めてどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は皆様、お忙しい中、評価委員会のためにお集まりいただきまして、大変ありがと

うございます。ほぼ１年前に開催をいただいたと聞いております。独法の改革では、政権

交代もございましてさまざまな動きがあったということでございますけれども、ＩＮＰＩ

Ｔは、これまでの業務運営の実績が認められて、成果目標達成法人として、引き続き中期

的な目標管理制度の中で、効率的・効果的な業務運営をしていくというふうにされていた

のですけれども、その扱いは一旦白紙となって、改めて今回、選挙の後に独法見直しの議

論がされると聞いております。 

 一方、知財分野に関する追い風としましては、つい先日、知的財産政策に関する基本方

針の閣議決定がございまして、その中でグローバルな知財人材の育成確保に当たって、Ｉ

ＮＰＩＴの活用が盛り込まれているということで、私も中国から帰ってきて、本当に知財

がアジアを中心に国外での展開が必要だと思っておりますけれども、その中でＩＮＰＩＴ

が、より重要な役割が果たされることを期待しております。 

 本日は、24 年度の業務評価でございますけれども、皆様、御多忙な中で大変な作業をい

ただいたとお聞きしております。24 年度は、三木理事長のリーダーシップをいただきまし

て、まさに中国の出願件数が急増しているという状況も踏まえまして、特に中国対応の取

り組みをしていただいたというふうに戻ってきて伺いました。 

 皆様、本日は、こうした作業を踏まえまして、ぜひ忌憚のない御意見を頂戴いたしまし

て、これを受けとめて、さらに充実したＩＮＰＩＴになるように見直しにつなげていくと

いうふうにしていきたいと思います。本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、次にＩＮＰＩＴの三木理事長から一言お願

いいたします。 
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○三木理事長 

 三木でございます。１年ぶりになりますが、よろしくお願いいたします。 

 本日は、情報・研修館の評価のために貴重なお時間をいただきましてありがとうござい

ます。 

 思い返すと、平成 23 年 10 月１日にＩＮＰＩＴに着任いたしました。ということですの

で、平成 24 年度が、初めて年間を通じてＩＮＰＩＴの指揮をさせていただいたことにな

ります。そういうことで、本日はこの１年間、いろいろ私どもとしても努力はしたつもり

ですけれども、やはり足りないところはいろいろあると考えておりますので、御指摘、御

意見を賜ればありがたく思います。 

 先ほど来、総務課長のほうからも話がありましたけれども、私自身は、知財をめぐるキ

ーワードというのは３つだと考えております。第１はグローバル、先ほどの中国の話もま

さにそうです。それから、第２は日本の強みを活かすということだと思っております。本

日、これは新聞報道なのでどこまで真偽が確かかはわかりませんけれども、産業革新機構

さんのほうで知的財産をファンド活用するということ。これは、実は日本の未利用特許、

非常な強みがあるわけですけれども、それが活かされていないというところがあるのだろ

うと思っております。それから、第３は知財人材の活躍だと思っております。この３つの

柱を、私どもとしては非常に重視して昨年度も活動を進めてきた次第です。 

 ことしは６月７日に、既に御存じのように、知財戦略本部において、今後 10 年を見据

えた知財政策ビジョンが決定されたということがございます。ここでは、産業競争力強化

のためのグローバル知財システムの構築、中小ベンチャー企業の知財マインド強化支援、

デジタルネットワーク社会に対応した環境整備、コンテンツを中心としたソフトパワーの

強化といった項目があるだろうと。こうした政策ビジョンを我々としてはバックキャスト

して、我々の持ち場で、私どものお客様に満足いただけるような事業を、今の事業をさら

に進化させるというふうに考えております。 

 お客様ということになりましても、私どものお客さんというのはそもそも誰なんだとい

うことですけれども、１つは、やはり現に知的財産で価値創造している大企業、中小企業、

ベンチャー企業、今、日本では若干弱いものがありますが、そういう実業の方々、これが、

まず第１です。それから、それに関係する、産学連携等でも関係いたしますけれども、ア

カデミアの方、研究機関の方、こういった方々が、まず第１のお客さんのグループだろう

と思っております。 

 - 3 -  



 第２のお客さんは我々にとっては誰か。これは特許庁、民間の文献サーチ機関、弁理士

の方々、そういった、いわゆる知財の専門組織、それから専門人材の皆様だというふうに

考えております。こういった方々、特に特許庁では知財制度の安定化、それからＦＡ11 の

達成もほぼ目前ということになっておりますが、権利の迅速化、しかも、その後の権利自

体の安定化、さらに国際的な制度といったことで、皆様のほうでは、いろいろ中核的な役

割が果たされるかな。そういった方々も、我々にとっては非常に重要なお客様であるとい

うふうに認識しております。 

 そして第３のお客様ですけれども、これは、今はまだ価値創造を現実に行っている主体

的な担い手ではない。でも、近未来には知的財産価値創造に参画していくであろう明日の

産業人材、若い学生さん、そういった層が私どものもう一つの大きなお客様だというふう

に考えております。 

 こうした３つのグループでグルーピングできるお客様に対して我々が価値創造するとい

うときには、やはりまず一番大事なのは、お客様の状況を把握しておくということが非常

に大事です。それから、現場の空気感を知っておくということも非常に大事だと思ってお

ります。 

 そういう中で、私自身も職員と一緒にいろいろ事業をやっておりますけれども、現場に

あちこち、九州は鹿児島のほうとかに足を運びましていろいろな御意見をお伺いする、そ

れとざっくばらんな意見交換をさせていただく、こういったことを昨年度続けてきました。

実は先週の週末、ちょうど金曜日ですから先週のきょうに当たりますけれども、今、デザ

イン系の大学の広域ネットワークをつくって、我々はそこに支援をさせていただいている。

これは過去、大学では、特許関係は非常に文部科学省の事業等で整備されてきたわけです

けれども、意匠権、著作権といったところはまだまだと。片一方では、先ほどの政策ビジ

ョンの中でコンテンツという言葉が出ているようですけれども、非常に大事な分野ですが、

ここで大学の力がまだ発揮できていない。そういったことから、デザイン系のところを選

択しまして私はサイドビジネスをさせていただいたわけですけれども、そういったような

意見交換をさせていただくということをやっております。 

 こういうふうにして、我々自身が、まずタコツボ化を防がないといけない。それから将

来の姿をしっかり描いて、それに向かって自分たち自身を進化させるようにしたい、そう

いうふうに考えております。 

 とはいいながら、我々、現場の意見をいろいろお伺いしたり、動いておりますけれども、
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やはり十分にはいろいろな御意見を把握し切れていないと思っております。そういう中で

我々の活動を多面的に評価いただきまして、御指摘、御意見等を本日はぜひいただければ

ありがたいと思っております。 

 昨年、私どもも業務改善ヒアリングというものを夏と冬、ＩＮＰＩＴ全体を挙げてやり

まして、少しずつ改善は進めているところですけれども、まだまだと思っていますので、

本日の委員の皆様の御意見は非常に我々にとっては今後の指針になると思っています。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議題に入らせていただきますが、議事に入ります前に資料の確認をお

願いいたします。 

○事務局 

 それでは、お手元の配付資料一覧をごらんいただきながら資料の確認をさせていただき

ます。 

 まず議題１の関係でございますけれども、資料１－１ということで財務諸表の冊子の部

分、資料１－２ということで財務諸表の 23・24 年度対比表、資料１－３ということで財

務監査結果の報告。 

 それから、議題２の関係でございますけれども、資料２－１、ＩＮＰＩＴの業務実績の

パワーポイントの表、資料２－２としまして実績状況表のＡ３横のものに、あと別紙が後

ろについております。それから、資料２－３としまして業務監査結果の報告、資料２－４、

ＩＮＰＩＴの 24 年度業務実績評価案。 

 それから資料３－１としまして、これは委員限りとさせていただいておりますけれども、

採点集計表、資料３－２で各委員の採点表となっております。この３－１、３－２につい

ては非公開とさせていただいております。 

 あと参考資料ということで４つついておりますけれども、１つは独法の業務実績に関す

る評価の視点、参考資料２としまして、平成 24 年度業務実績評価の具体的取り組みにつ

いて、参考資料３としまして、経産省所管の法人の評価の基本方針、参考資料４としまし

てＩＮＰＩＴの評価基準。 

 不足の資料等ございましたらお申しつけいただければと思います。よろしいでしょうか。 
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議  題 

１．平成 24 年度財務諸表について（審議） 

 

○分科会長 

 それでは、第１の議題に入ります。平成 24 年度財務諸表についてです。まず、情報・

研修館より御説明をお願いします。 

 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。 

○ＩＮＰＩＴ 

 それでは、財務諸表に関する資料ということで資料１－１、冊子のものと資料１－２が

ございますが、本日の説明は資料１－２のパワーポイントの横の表で御説明をさせていた

だきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、１枚めくっていただきまして、１ページの貸借対照表をごらんいただきたい

と思います。 

 ごらんのとおり、流動資産は、主に現金預金が 14 億円余り増加して 42 億 8300 万円、

固定資産は、主にソフトウェアや投資のその他の資産として、移転に伴う敷金・保証金に

より４億 5000 万円余り増加して 19 億 6100 万円となり、全体の資産としては 62 億円にな

っております。 

 流動負債のほうは、運営交付金債務が 10 億円余り増加して 21 億 8300 万円、未払金が

４億 8000 万円余り増加して 21 億 3100 万円となっております。固定負債は、運営費交付

金により取得しました見返負債が４億 6000 万円余り増加して 19 億 4600 万円となってお

ります。 

 資産と負債の差額が純資産となりますが、今年度も 1,700 万円の損失を計上することに

なります。繰越欠損金として処理する予定でございます。 

 続きまして、２ページの損益計算書について御説明させていただきます。 

 経常費用は、前年比２億 7000 万円減の 81 億 1100 万円余りとなります。これは、業務

内容の精査、競争入札等による業務経費などが減少したことによるものでございます。 

 経常利益の合計は 81 億 700 万円で、前年比２億 7300 万円減少しております。これは運

営費交付金の収益化額が減少したことなどによるものでございます。 
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 この結果、当期も費用が収益を上回ることになり、400 万円の損失を計上することにな

ります。加えて、経産省別館からの移転に伴い臨時損失として固定資産の除却損 900 万円

を控除したことから、当期損失の 1,300 万円を計上することになります。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして３ページのキャッシュ・フローの計算書につ

いて説明させていただきます。 

 業務活動キャッシュ・フローが 20 億 7800 万円の資金増加となりまして、投資活動費分

を合わせて期首の資金残高を差し引きますと、資金期末残高は 42 億 7200 万円となります。

これがキャッシュ・フローの計算書となります。 

 続きまして、下の段の４ページでございますが、行政サービス実施コスト計算書につい

て説明させていただきます。 

 業務費用は 80 億 700 万円で、この資料の２ページ、先ほど申し上げた損益計算書の経

常費用と臨時損益・損失を合計した 81 億 2000 万円から自己収入の１億 1300 万円を差し

引いたものでございます。この業務費用に、仮定計算によって算出した引当外賞与見積額

と引当外退職給付増加見込額、及び今回、国の庁舎を無償で使用している部分の賃料相当

額となる機会費用を加えた 82 億 400 万円が、平成 24 年度の１年間の行政サービスを実施

するためのコストになります。 

 なお、行政サービス実施コストについては、昨年に比べて 6,000 万円ほど減少しており

ます。ですから、昨年並みということになります。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして５ページの損失処理に関する書類についての

御説明でございます。ごらんのように、平成 24 年度は 1,300 万円の損失を計上すること

になります。前期の繰越欠損金 400 万円を加えた 1,700 万円の損失について、独立行政法

人通則法及び独立行政法人会計基準に基づきまして、次期繰越欠損金として整理させてい

ただきたいと考えております。 

 それから、最後になりますけれども、６ページの決算報告書について説明させていただ

きます。これは財務諸表の添付書類でございまして、年度計画に定めた予算額に対する決

算額の状況を記載しております。 

 収入は、予算額 96 億 3800 万円に対して、運営交付金の交付額の減少により決算額 95

億 7600 万円となり、6,200 万円の減額となっております。 

 支出の決算額は 85 億 7400 万円で、差額として記載されている執行残高は 10 億 6400 万

円となっております。なお、この予算執行額割合は、今年度については 89％で、昨年度よ
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りも 1.3％増加しております。 

 業務経費で約 10 億円の執行残が出ていますが、主な要因は次のページに書いてある３

点がございます。１つに競争入札効果と出願件数の変動が５億 7000 万円、それから、計

画変更等による節減に努めたものが２億 2000 万円、確定減等によります削減が２億 6000

万円ということになっております。余らせたからといって、当初予定した業務はすべて実

施済みでございます。 

 以上、簡単ですけれども、平成 24 年度事業年度財務諸表について説明を終わらせてい

ただきます。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。 

 続きまして、財務諸表に関する情報・研修館監事の御意見につきまして、原田監事から

よろしくお願いいたします。 

○原田監事 

 それでは、平成 24 年度財務監査の対応と、その結果の報告を御説明申し上げます。 

 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。 

 それでは、資料１－３をごらんいただきたいと思います。 

 まず、①予算、収支計画及び資金計画の執行状況についてですけれども、運営会議（年

間 10 回）に出席し、資金の収支状況の報告を受け、報告事項の妥当性を確認いたしまし

た。また、予算統制、執行と内部牽制、資金管理、収支計画書の作成及び予算管理の適時

性を確認いたしました。また予算管理の準拠性と実効性について検討し、意見交換をいた

しました。さらに平成 25 年度の年度計画、特に予算について説明を聴取し、意見交換を

実施しました。 

 次に、財務諸表及び決算報告書についてですが、第 11 期の事業計画、財務諸表、決算

報告書等の妥当性及び開示の適正性等を確認いたしました。次に、第 12 期における前期

繰越残高の妥当性及び月次取引記録の妥当性を確認いたしました。 

 また資金の運用状況についてですけれども、第 11 期の現金預金期末残高の実在性を確

認しました。 

 以上の監査結果としましては、特に問題点として指摘した事項はありません。なお、監

査の過程において担当者と協議・検討すべきと思われる事項については、その都度、意見
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交換を実施しました。 

 次に、お手元の資料１－１、財務諸表の 27 ページをごらんください。 

 

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 24 事業年度（平成 24

年４月１日から平成 25 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 25 年５月 28 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。 

 平成 24 年度におきましては、当期純損失として 1,300 万円計上されておりますけれど

も、その要因は、昨年度と同様に減価償却費の影響によるものとして 400 万円、それから、

経済産業省別館からの移転に伴う固定資産除却による損失として 900 万円ということだっ

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

結果でございまして、法人の業務運営に問題があるものではないと理解いたしました。 

 この点も含めました財務諸表の御説明に関しまして、御意見、御質問がありましたら、

委員の方々、お願いいたします。いかがでしょうか。 

 私のほうから１つだけ質問させていただきたいと思いますけれども、平成 24 年度も運

営費交付金債務が約 10 億円ほど新たに積み上がっておりますが、これについては今後、

何か活用していくという予定はございますでしょうか。 

○ＩＮＰＩＴ 

 資料１－１、平成 24 年度財務諸表の 18 ページにも記載させていただきましたけれども、
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翌年度の事業において収益化させていただき、活用させていただく予定になっております。 

○分科会長 

 ありがとうございました。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

て有効活用の可能性を検討していただきたいと思います。 

○ＩＮＰＩＴ 

 かしこまりました。 

○分科会長 

 それでは、平成 24 年度財務諸表の承認の決をとりたいと思います。情報・研修館の平

成 24 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

24 年度財務諸表を承認いたします。 

 

２．平成 24 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 

 続きまして第２の議題、平成 24 年度業務実績評価についてでございます。本日御審議

いただきます平成 24 年度業務実績評価は、７月 25 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、評価委員会の審議を経て決定されることになります。 

 審議に入ります前に、24 年度評価に当たっての留意事項等について、事務局から簡単に

御説明をいただきます。 

○事務局 

 それでは、お手元の資料、一番最後の参考資料１から４までに基づきまして、私のほう

から２点、総務省の二次評価の視点とＩＮＰＩＴの評価基準の見直しについて簡単に御説

明させていただきたいと思います。 

 まず、１点目の二次評価の視点でございますけれども、参考資料１をごらんいただきた

いと思います。これは政策評価・独立行政法人評価委員会、いわゆる政独委から出ている

平成 21 年のペーパーでございますけれども、各独法の視点に基づいてチェックをしてい

くということになっております。 
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 第１の基本的な視点のところに３点ほど書いておりますけれども、これは業務的に見て

いくところということでございまして、１つは業務に係る政策目的を踏まえて業績評価を

していること、２番目としまして、常に効率性・生産性等の向上による業績の増進、国民

に対するサービスの質の向上を志向していること、３点目に、業務の内容、業績、それに

基づく評価、課題、展望を国民にわかりやすく説明していること、こういう３点について

見ていくということになっております。 

 それから、第２の各法人に共通する個別的な視点ということで、次のページになります

けれども、１つ目は、政府方針や政独委の通知に基づいて独法が取り組むこととされてい

る事項についての評価が的確に行われているかという点を見ることになります。 

 以降、ＩＮＰＩＴの関係で言いますと、２の財務状況の（３）運営費交付金債務、こち

らは交付金が未執行となっている理由が明らかにされているのか、あと交付金債務と業務

運営との関係について分析を行った上で実績評価を適切に行われているかという観点。 

 それから次の４ページ目、４の人件費管理の給与水準であるとか、５ページ目の５の契

約、こちらの規程類、体制、随意契約見直し計画、６の内部統制についての取り組み、そ

れから６ページの９の業務改善のための役職員のイニシアティブ、こういうものを把握・

分析して評価をしているか、各独法、これに基づいて評価をしていくということになって

おります。 

 それから、参考資料２でございますけれども、基本的には、先ほどの参考資料１のとこ

ろの視点で見ていくということになりますが、本年５月に出されたペーパーでございまし

て、24 年度につきましては、重点事項を定めて、これをチェックしていくということにな

っております。 

 １．（１）の対象のところにも書いてございますけれども、従来は二次評価で、法人管

理運営に関する事項について重点化を図っていくということで、法人の各業務については

網羅的にチェックをしてきた、そういうような位置づけになっておりますけれども、今回

の二次評価におきましては、次の業務に係る一次評価結果について重点的にチェックする

ということで、今回は各業務について重点的にチェックをしていくという方針が打ち出さ

れております。 

 どこを見ていくかということで①と②がありますけれども、①の業務類型関係で言いま

すと、１つは人材育成業務、検査・試験・評価等の業務、②としまして、管理運営等に関

するところでは内部統制、保有資産ということで、ＩＮＰＩＴに関係あるところは、人材
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育成業務のところの研修、それから、内部統制のところのリスクの把握と対応状況、こう

いうところで二次評価で見ていかれるということです。 

 次のページを見ていただきたいのですが、（２）の具体的な観点ということで、①のと

ころのどういう点で見ていくかということで、人材育成業務のところに４つほど書かれて

おります。１つは受講者等のニーズの変化を踏まえた具体的な取り組み状況を明らかにし

た上で評価をしているかどうか、２つ目は、資格取得割合、修了後の活動状況等、業務の

成果・効果についてあらわす指標とか、対応した実績を明らかにした上で評価をしている

かどうか。３点目が、業務の効率化についての取り組み状況を明らかにした上で評価を行

っているのか、４点目として、受益者負担の妥当性・合理性について明らかにした上で評

価をしているか、こういう観点で人材育成のところを見ていくということです。 

 それから、一つ飛んで内部統制のところですけれども、こちらは法人のミッション達成

を阻害する課題（リスク）のうち、優先的に対応すべき重要な課題が何であるかを明らか

にした上で、その対応状況の評価を行っているところが見られるということです。 

 あとは、３ページ目の②のところに実績の把握・分析状況に係る観点ということで、幾

つかありますけれども、やはり具体的な内容とか効果を明らかにした上で評価をしている

かどうかという観点、それから設定された指標の達成状況、これは法人の取り組みによる

ものなのか、外部要因によるものなのか、そういうものを明らかにした上で評価を行って

いるか、こういうような観点で見ていくことになっております。 

 それから、１枚めくっていただきまして別紙１というところに表が出ておりますけれど

も、左側が 24 年度の業務実績評価について対象とする業務ということで、右側に出てい

るものにつきましては 25 年度以降、この中から２～３程度業務を選定しまして、重点化

しながら見ていくという形になっております。これをローテーションで組んでいくという

ことになっております。 

 それから、１枚めくっていただきまして別紙２のところで人材育成業務に関連する独法

の一覧が出ておりますけれども、７ページの真ん中ぐらい、経済産業省のところにＩＮＰ

ＩＴが載っているということです。全体 101 の独法の中で、約６割ぐらいが対象になって

いるというような形になっております。今回、初めてこういう視点で見ていくということ

になっておりますので、ちょっと動向はわからないのですけれども、こういう形でやって

いくということになっております。 

 それから、もう１点目の評価基準の見直しの点でございますけれども、参考資料３をご
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らんいただきたいのですが、これは経済産業省所管の独法の業務実績評価の基本方針とい

うことで、ことし２月 20 日に改正をされております。 

 改正部分だけ説明させていただきたいのですが、次のページの（ハ）のところでござい

ますけれども、５段階評価ということで、こちらＡＡであれば、質・量の両面において、

極めてすぐれたパフォーマンスを実現したもの、Ａにつきましては、質・量のどちらか一

方においてすぐれたパフォーマンスを実現した。Ｂのところは、質・量の両面において計

画を達成したものという扱いになっておりましたけれども、文言の表現が、改正前は「両

面において、概ね中期計画を達成」という表現になっておりまして、「概ね」ということ

であれば、一部達成していないものとか、一部瑕疵があるものについても達成できている

という読まれ方をするという、これは表現上のことでございますけれども、そこで「概

ね」を削って「中期計画を着実に」ということを入れて、着実に達成という改正をしてお

ります。 

 それからもう１点、（ニ）のところでございますけれども、評価比率の配分でございま

す。そこの②と③、業務運営の効率化と財務内容の改善につきまして、これまで、いずれ

も 20％の比率でございましたけれども、この基準をつくったのが平成 19 年度ということ

で、それから相当程度たっておりまして、業務運営の効率化、財務内容の改善というのは、

その取り組みは相当程度進んでいるのではないかという意見がございまして、こちらは、

いずれも５％下げて 15％ずつにする。引き下げた 10％分を①のサービス、業務の質の向

上のところに振り分けるということで、従前は 50～60％でしたが、ここは 60～70％にし

ているということでございます。 

 これに伴いまして、ＩＮＰＩＴの評価基準を見直すということで、参考資料４のところ

でございますけれども、こちら、各委員の皆様に御了承をいただきまして６月 14 日に改

訂ということになっております。 

 こちらも改訂部分だけ御説明させていただきますけれども、２ページ目の５段階評価の

Ｂのところ、経済産業省とあわせて「概ね」を削って｢着実に｣というところを入れており

ます。 

 それから、最後のページでございますが、評価のウェイトということで、４番目、５番

目のところが 20％から 15％になっている。その 10％を１から３のところに振り分けてい

るということでございまして、業務部の数等を考慮しまして、１番目の情報提供のところ

は 25％から 30％になります。２の権利化の推進につきましては 15％のところを 17％、３
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の人材育成のところは 20％から 23％に上げた、こういう配分にさせていただいたという

改正でございます。 

 ちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。 

○分科会長 

 ありがとうございました。今の点、よろしゅうございますか。 

 それでは、情報・研修館より、平成 24 年度の業務実績について御説明をお願いいたし

ます。 

○ＩＮＰＩＴ 

 資料２－１に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず１ページでございますが、ＩＰＤＬ関係でございます。ＩＰＤＬにつきましては、

中ほど、事業実績の１にございますように、平成 24 年度につきましては１億回を超える

検索回数を達成いたしております。目標が年間検索回数 8,000 万回でございますので、一

番冒頭にございますように、工業所有権情報の基礎的インフラとしての役割は十分果たし

たのではないかと考えております。 

 特筆すべき事項でございますが、右側のグラフがあるところの一番右下をごらんいただ

きたいと思いますが、こちらで外国公報和文抄録へのアクセス件数を表示いたしておりま

す。これを見ていただきますとわかるように、蓄積件数は必ずしも中国の文献が多いわけ

ではございませんが、実際のアクセス件数を見ますと、中国実用、それから提供を開始し

たばかりの中国特許、こういった中国関係の数字が非常に高い比率を占めているというこ

とがおわかりいただけるかと思います。 

 特筆すべき事項にございますように、こうした中国に対する関心の高さを反映いたしま

して、ＩＰＤＬにおきましては、（１）にございますように、平成 25 年３月から中国特許

の和文抄録の提供を開始したところでございます。また（２）にございますように、従来

の中国実用新案の機械翻訳による和文抄録に加えまして、平成 24 年 10 月からは実用新案

の英文抄録の提供も併せて開始しているところでございます。なお、ＩＰＤＬにつきまし

ては、上から２つめの囲いの中にございますように、事業実施の留意事項といたしまして、

特許庁新検索システムの本格運用にあわせまして、平成 26 年度中にＩＮＰＩＴの事業と

しては廃止予定ということが基本方針として閣議決定されているわけでございますが、そ

の間最大限経費の増大を招かないということで、重点取組のところにございますようにユ

ーザーの要望については中ほどにあるような改造計画決定プロセスを経て、また制度改正
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に必要なものに限定をした上でシステム改造を行っていきたいところでございます。 

しかしながら今後の課題にございますように、特許庁業務・システム最適化計画につきま

しては本年３月に改訂をされておりますので、これを踏まえまして先ほど申しましたよう

な基礎的インフラとしての役割を引き続き果たすべく、インターネットを利用した新たな

工業所有権情報提供サービスの準備を進めることが私どもとしての課題となっております。 

 ２ページをごらんいただきたいと思います。こちらにつきましては、まず事業実績１に

ございますように日米欧中韓の五庁間におきまして必要な工業所有権情報のメディアレス

化、メディアレス化というのは右下にございますように従来ＣＤ－ＲＯＭ等の電子媒体を

通じての交換であったものをそういった媒体を通さずに直接交換するという仕組みでござ

いますが、これについて着実な進展を図っております。また事業実績２にございますよう

に、先ほどのＩＰＤＬのもとになるところでございますけれども、欧州米国の特許につい

ての和文抄録の蓄積を行っております。また（２）にございますが、右側のほうを見てい

ただきますと、先ほども御紹介いたしましたように中国実用につきましては機械翻訳によ

る抄録作成、それから特許につきましては人手翻訳による抄録の作成を行っております。

事業実績３でございますけれども、こちらは我が国の工業所有権情報につきまして英訳す

ることによって海外に情報発信をしていくというほうでございますけど、①にございます

ように我が国の公開特許公報につきましては全件遅滞なく英文抄録を完成しております。

また、②にございます、それから特筆すべき事項の①にございますように実用新案の英文

抄録作成につきましても非常にニーズが高まっているということでございまして、年度計

画を前倒しいたしまして年度内に作成を開始したところでございます。また特筆すべき事

項２でございますけれども、今申し上げた英文抄録あるいは我が国の文献の英文訳につき

ましては、やはり質の向上が重要ということで翻訳品質に関する評価を行っております。

この報告書、私も拝見いたしましたがかなり細かい点についてまで各業者が行っているこ

とについてチェックを行っているということでございます。これにつきましては、今後の

課題の２にございますように、この翻訳の評価結果を今年度各事業者にフィードバックを

行いまして、翻訳品質の更なる向上を図っていきたいというように考えております。 

３ページになります。３ページはＡＩＰＮというものでございます。馴染みがないかも

しれませんが、右下にございますように、日本特許庁の審査結果あるいは出願関係の情報

をインターネットを介しまして各国の審査官等に提供するという業務でございます。しか

しながらこの業務につきましては、特許庁が進めておりますＰＰＨ、つまり日本の特許審
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査の結果を海外の早期審査に活用していただくということにおいて活用していただくとい

うことでございますので、結果的にはこのシステムが活用されますと日本の出願人の利益

に帰するということでございます。これにつきまして、右上にございますように誤訳情報

のフィードバック等を含めまして性能の向上を図っていくところでございます。 

続きまして４ページにまいります。４ページは公衆閲覧等の業務でございます。事業実

績１にございます(１)でございますが、公報発行につきましてはＣＤ－ＲＯＭ等の公報に

つきましては即日閲覧を供しておりまして、1 ヶ月あたり約 1,000 名が利用しているとい

う状況でございます。また(２)の紙公報等の貸出につきましても円滑な実施を図っており

ます。２．でございますが、これは私どもの所におきましては審査官が利用しております

機器と同じような機能をもつ高度な閲覧用機器を設置して提供しているわけでございます

が、これにつきましても操作方法の講習会など開催いたしまして、利用を促進していると

ころでございます。この講習会には私も参加してみましたけれども、検索式自体をたてる

ことは私には素養がないのでできないのでございますが、機器の習熟につきましてはこの

講習を受けるだけで相当程度の成果が得られるというふうに考えております。 

５ページにまいります。審査審判に必要な基礎的な資料の収集でございますが、事業実

績１にございますように特許審査に用いるミニマムドキュメント、あるいは意匠審査に必

要な意匠の公知資料、これは世の中にいろんな製品が出されているわけですけど、こうい

った物のデザインの収集ということでございますけれど、こういった収集を着実に行い、

審査官に提供したということでございます。それの際におきましては、右側の上にござい

ますように特許庁の要望に真摯に対応するとともに経済性も追求したところでございまし

て、特筆すべき事項にございますようにＷｅｂ版から閲覧可能なミニマムドキュメントや

外国雑誌につきましては、特許庁と協議の上Ｗｅｂ版のみの購入ということで紙媒体の購

入を取り止めております。これに伴って経費の削減の実現もしております。また、２．に

ございますように、これも昨年御紹介したかと思いますが、商標の場合には更新によりま

してかなり長期間権利が保有されるわけでございまして、その間必要となります包袋につ

きまして劣化が心配されるところでございまして、右下の写真にありますようにこういっ

たものには劣化防止措置を講じたということでございます。(２)のところにございますよ

うに、こうして収集したデータにつきましては、データの一覧あるいは検索機能を加えた

上で、一般の利用者にも提供しているというところでございます。 

 ６ページにまいります。相談業務に関することになります。相談業務につきましては、
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事業実績１にございますように、窓口・電話につきましては原則１開館日以内の回答をす

るということでそれを実現いたしました。昨今のように知的財産権を巡る動きが非常に目

まぐるしいわけでございますので、それに適切に対応するという観点からは相談対応能力

の向上が望まれるわけでございますが、①にございますように最近ふえている侵害あるい

は権利者の清算に関する相談ということを踏まえまして、相談部内で会社法、民事執行法

に関する勉強会を開催する、あるいは新聞等で制度改正の動きが報道されますとそれに対

する質問や相談がくるということもございまして、③のような制度改正についての動向の

情報収集ということにも努めております。２でございますが、そうした相談につきまして

は、相談データベースを構築し、相談員の間で共有を図っているところでございます。３

にございますように、そういった窓口・電話相談に加えまして、産業財産権相談サイト、

Ｗｅｂ上でよくある質問と回答を提供いたしまして、御質問等受けているところでござい

ます。これにつきましては昨年度、使用ソフトのバージョンアップをいたしまして、双方

向の対応ができるような改善をしたところでございます。こういった取り組みを行った結

果、右側の表の真ん中にございますように、顧客満足度調査では平成 24 年度では９割近

くの方が満足という御回答を得ているところでございます。引き続き今後の課題１にござ

いますように、こういったよくある質問と回答につきましては内容の充実を図っていきた

いというように考えております。 

７ページにまいります。他機関との連携でございますけれども、これは右の図にござい

ますように、相談業務関係、他機関にもいろいろあるわけでございまして、こういった機

関の連携を図っていくということが留意事項にもございますように、求められているとこ

ろでございます。こういった状況を踏まえまして、当館では事業実績１にございますよう

に平成 22 年度から各地の関係機関との意見交換を実施してきているところでございまし

て、24 年度につきましても、各地の知財総合支援窓口あるいはＪＥＴＲＯあるいは著作権

情報センター、こういったところと意見交換を重ねてきているところでございます。この

結果、連携例の１にございますように侵害案件でありますとか、あるいは自分の知財をど

うやって活用したらいいかという相談につきましては、各県の知財総合支援窓口を当方か

ら紹介し、あるいは商標分類これはどれに該当するだろうというような特許庁の視点が活

用できるような事案については逆に総合支援窓口から当館に回してもらうというような形

で連携を進めております。各相談窓口への紹介件数につきましては資料に数字をあげさせ

ていただいております。著作権につきましても、最近ではやはり著作権、意匠権との関係
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その他、非常に関連が深くなってきておりますので、当方から著作権情報センターに出向

きましてお互いの間の業務の紹介につきまして意見交換をしてきたところでございます。

引き続きこういった各機関の役割分担あるいはノウハウの提供については取組を進めてい

きたいというように考えております。 

引き続きまして８ページでございます。電子出願ソフトの整備等でございます。電子出

願ソフトも工業所有権制度の基礎的インフラというふうに考えられますので、事業実績１

－１にありますように、あるいは１－２にございますようにユーザーに対する普及あるい

は支援活動を行うとともに、事業実績２にございますように、必要最低限なソフトの改良

改善を図ってきたところでございます。 

９ページにまいります。公報システムの関係ございます。公報これも申し上げるまでも

なく基礎的なインフラということでございますので、事業実績１－１にございますように、

この間の制度改正等に対応いたしまして、きちんと公報システムの改造を行ったところで

ございます。また１－２にございますように、最終処分の確定した紙の包袋の管理を行い

ます出願書類管理システムにつきましては、平成 27 年１月から新しいシステムの稼働が

予定されております。今後の課題にございますこの稼働開始に向けて現在準備を進めてい

るところでございます。 

10 ページにまいります。審査・審判に必要な資料等の電子データの整備でございます。

まず第１点目はＤＮＡ配列データの収集でございます。ついこの間アメリカで乳がん等の

リスクを高める遺伝子の特許について無効とする判決がなされたところでございますが、

このようにＤＮＡ関連の特許関連の関わりというのは非常に深いわけでございますが、こ

ういったＤＮＡ関連の検索用データを出願書類あるいは民間事業者から提供されているデ

ータを購入するという形で整備をさせていただいております。また、特許庁の要請に基づ

きまして、事業実績２にあるように、各種必要な非特許文献につきまして、イメージデー

タ化を図っております。また３にございますように、パトリス・フリーキーワードの購入

を着実に進めてございます。以上、情報関係でございます。 

11 ページ以降、権利化の推進ということで、11 ページはいわゆる知財プロデューサー

の件でございます。昨年度の課題といたしまして、プロジェクト企画段階から参画すると

いうことの検討が求められたところでございますが、事業実績１(１)にございますように、

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てきており

ます。そのため、(２)(３)にありますようにＪＳＴやＮＥＤＯなどの公的資金を配分する

 - 18 -  



機関との意見交換、あるいは実際に事業化を目指す研究開発をしている産総研との意見交

換等を通じましてプロジェクトの発掘に努めてきたところでございます。またこれらの業

務の実施につきましては、事業実績２にございますように、外部有識者からなる派遣先選

定・評価委員会を設置いたしまして、適切な運営に努めてきたところでございます。こう

いったこともありまして、特筆すべき事項にございますように、本事業の支援先であるＢ

ＥＡＮＳプロジェクトにおきましては、右側の一番下の絵にございますように、プロジェ

クトが終了した後もプロジェクト参加メンバーの保有する特許につきまして管理をする機

関、真ん中にございますマイクロマシンセンターでございますが、ここを使いましてプロ

ジェクト終了後も知的財産を一元管理という仕組みを構築するという成果をあげていると

ころでございます。なおこの仕組みにつきましては、今後産学官連携プロジェクトを進め

ていく上では非常に大きなフットプラクティスではないかということで、広報(２)にござ

いますように、当館主催の「日本を元気にする産学官連携プロジェクト」というシンポジ

ウムにおきまして情報発信し、関係者の理解を深めたところでございます。 

12 ページにまいります。海外知的財産プロデューサーでございます。この海外知財プロ

デューサーにつきましては、昨年度の課題といたしまして、潜在的に課題を抱えている企

業を掘り起こす体制を強化する必要があるという課題をいただきました。このことにつき

まして、事業実績(３)にございますように、地方自治体、金融機関あるいは中小企業基盤

整備機構、ＪＥＴＲＯ等の政府関係機関と連携をいたしまして、発掘につとめたところ、

右側の図表１あるいは図表２にございますように、企業支援依頼あるいは他機関開催セミ

ナーへの講師派遣というのは飛躍的に伸びているという状況にございます。私もこういっ

たプロデューサーの相談に中小企業基盤整備機構から紹介いただいた件に同行させていた

だいたのでございますが、その企業は非常にユニークな商品開発をしているということで

雑誌あるいはマスコミ等に幅広く取り上げられておりまして、その結果として海外からの

引き合いもあるというような状況でございました。いろいろお話も伺ってみますと、さす

がに商品開発あるいは事業展開につきましては非常に特許も含め十分工夫がなされている

のですが、こと、知財につきまして特に海外の知財展開につきましては非常にナイーブと

申しますか、悪く言えば人任せ、あるいは相手任せというところがございまして、こうい

った点につきましてはやはり中小企業中心に支援をしていく必要性がまだ残されているの

ではないかというふうに感じたところでございます。この海外知財プロデューサーにつき

まして、特筆すべき事項といたしましては、ここにございますように株式会社ナベル様が、
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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まして、日本に

ロイヤリティを還元するシステムを構築したという理由で知財功労賞を受賞したことでご

ざいます。 

13 ページにまいります。広域大学知的財産アドバイザーでございます。この事業につき

ましては資料中ほどの、支援のステップアップというところにありますように、３段階の

事業を実施する予定でございます。第１段階が大学の知財管理体制の確立ということで、

まず自分のところの足下を固めましょうということでございます。第２ステップとしまし

て、情報共有共通課題の検討ということでそれぞれの共通課題を整理して解決の方策を探

りましょうということでございます。そして第３段階としまして、そうしたネットワーク

の中あるいはネットワークの外、産学官含めまして連携プロジェクトを創出していくと、

こういう３段階のステップを想定して準備を進めていくところでございます。先ほど理事

長がサイトを訪問したということで御紹介がありました美術・デザイン系大学につきまし

ては右側の表の一番下のところ黄色くなってございますが、ちょうど 24 年度からの支援

を開始したネットワークでございます。先ほど理事長からも御紹介ございましたように、

最近デザインの重要性が高まるにつれて各企業からこういった大学に対しましてデザイン

の関係でもいろんなプロジェクトが持ち込まれてきているところでございますが、そうい

ったものについては、例えば教員が受けてそれを学生が手伝うという形、あるいは教員と

学生が研究室一体として協力する形、あるいは学生さん個人が協力する形、いろんな形が

あるわけでございますが、こういったところについて必ずしも十分な交通整理が行われて

いないということがございまして、こういったことについてきちんと交通整理をした上あ

るいは体制を整備するということを通じまして、創作者の権利保護とそれからプロジェク

ト自身を円滑に進めていくと、そういう形での貢献ができるのではないかというように考

えております。 

14 ページにまいります。知財情報活用のための環境整備でございます。まず事業実績１．

でございますが、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でござ

います。これらにつきましては未利用特許の活用を図っていくということで、データベー

スを作成しているところでございますけれども、先ほど御紹介のありました知財ビジョン

におきましても、こういった未利用特許、特許流通を進めていくということは非常に重要

だというふうに指摘がされているところでございます。そういったような時代背景もある

かと思いますけども、上のほうの表にございますように、こういったアクセス件数につい
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て見てみますと、開放特許情報あるいはリサーチツールとも平成 23 年と平成 24 年を比べ

てみますと大幅にアクセス件数がふえているという結果になってございます。２．でござ

いますが、国際知的財産活用フォーラムの開催をいたしまして、知財情報の共有、知財関

係者のネットワーク形成に寄与したところでございます。また(３)にございますように、

自治体においてこういった特許流通をコーディネートしているコーディーネーターの研修

事業等も実施しているところでございます。 

15 ページ以降、人材育成ということでございます。 

まず 15 ページは特許庁職員に対する研修でございます。特許庁職員に対する研修につき

ましては、事業実績(１)にございますように、特許庁が策定した研修計画に定められた研

修を当然のことでございますがすべて着実に実施いたしました。この間先ほど来御紹介が

ありました経済産業省別館からの移転ということがあったわけでございますが、研修につ

いては支障のないように計画的に進めたところでございます。内容面につきましては知財

推進計画 2011 を受けまして、2012 年１月に知財人財育成プランというものがまとめられ

ておりまして、この内容を踏まえた、そこで求められている人材像に対応した各種研修を

充実させたところでございます。一つはグローバルネットワーク時代に対応する研修の充

実ということで、特許庁の場合はただ喋れるということだけで足りませんので、きちんと

文献が読める中国語リーディングコースというものを新設いたしております。また(２)に

ございますように、審査・審判の品質向上を図る研修の充実ということにおきましては、

法律的知識の高度化を図らなければならないということで、通常のメニューに加えまして、

実践著作権法でありますとか、あるいは無効審判における事実認定というような一歩踏み

込んだ内容の研修に取り組んでおります。 

 なお、審判官研修等につきましては、現役の裁判官の方にも講師として講義をしていた

だいているところでございます。 

 また③にございますように、事業環境の変化に対応できるような権利取得ということで、

ある意味、ビジネスマインドを醸成するような企業におけるブランディング戦略といった

新たな切り口からの研修も新規に実施したところでございます。 

 以上が内容面でございますが、特筆すべき事項の２．と３．にございますように、運営

面につきましては、これまで行ってこなかった受講者ヒアリングというものを実施しまし

て、オリエンテーションの内容を強化するなど短期的に対応できる課題につきましては、

すぐに対応いたしました。また、ある意味当然のことではございますが、３．にございま
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すように、シラバスの作成をいたしまして研修効果の向上を図ったところでございます。 

 16 ページにまいります。いわゆるサーチャー研修でございます。サーチャー研修につき

ましては事業実績１．にございますように、特許庁の政策課題でございます審査迅速化に

資するため、最大限の実施者の育成を図ったところでございまして、増加する受講希望者

を受け入れた結果、年間の受講者・合格者の合計は過去最多ということでございます。こ

れに伴いましていろいろな工夫が必要になるわけでございますが、対応といたしましては、

右側の上から２つ目の図を見ていただくとわかるように、端末の数等は限られております

ので、研修のカリキュラムを複線化することによって人員増に対応した、あるいは外部教

室の借用、講師の増員などにも努めたところでございます。 

 また、あわせて事業実績１．（２）にございますように、質の向上にも努めたところで

ございまして、検索実務（検索の基礎）の科目を新設するというようなことをいたしたと

ころでございます。 

 この結果として、特筆すべき事項にございますように、過去最多の合格者を輩出すると

ともに、質の面におきましても合格率は過去最高ということでございます。また受講者数

がふえたので、研修日程あるいは研修環境というのは悪化が懸念されたところではござい

ますが、受講者の満足度も非常に高かったという報告がされております。 

 今後の課題といたしましては、特許庁におかれまして、平成 25 年度から外国文献のサ

ーチ外注を実施するということでございますので、これにもきちんと対応していくことが

求められるかと思います。 

 17 ページ、行政機関・民間企業等の人材に対する研修でございます。これにつきまして

は、特許庁が有する実務的な知見を特許庁の業務の迅速化に資するような形で提供をして

いくということが求められているところでございますけれども、事業実績にございますよ

うに、審査基準に関する研修、あるいは検索の方法に関する研修、行政機関に対する研修

というものを着実に実施したところでございます。 

 またもう一つ、中小・ベンチャー企業に対する研修を参加しやすい形で実施するという

ことが求められているところでございますが、ここにつきましては受講料を無料にすると

ともに、中小企業が参加しやすい地方開催を含め４回実施したところでございます。 

 また、こういった民間企業等に対する研修につきましては民間活力の活用ということが

求められているところでございまして、３にございますように、特許検索競技大会につき

ましては、18 ページにまいりまして、特筆すべき事項の１．にございますように、ここに
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掲げているような所要の準備を行った上で民間への移行を図っております。 

 また 18 ページ（４）でございますが、ｅラーニング等を含めた学習機会の提供でござ

いますが、これにつきましても、中期計画で求められていた６コンテンツを上回る７コン

テンツを開発したところでございます。 

 変わったところといたしましては、先ほど来話題になっております中国の専利法に関す

るコンテンツも新たに掲載したところでございます。 

 19 ページにまいります。明日の産業人材育成のための事業、先ほど理事長から話があり

ました３番目の顧客に対するサービスでございますが、１つは知的財産に関する創造力・

実践力・活用力開発事業でございます。これは専門高校・高専などに対して、知財の理解

促進、取得と活用を図っていただくということを応援するものでございますが、どうして

もこういうものは一過性になりがちというところもございますけれども、右側の一番上に

ございますように、指宿商業高校のケースでありますと、株式会社を設立して継続的に事

業を行うとともに、左側にございますように、地元の経済界と協力をいたしまして地域の

活性化にも貢献しているということでございます。 

 （２）パテントコンテスト／デザインパテントコンテストにつきましては、特筆すべき

事項の②にございますように、今回から「選考委員長特別賞」、選考委員には毛利さんを

お招きいたしております。また「特許庁長官賞」、これは過去に表彰されたもののうち、

現実に社会で活用されているものについて表彰するというようなことをいたしまして、コ

ンテストとしての魅力を高めております。 

 また事業実績の（３）にございますように、従来、標準テキストというものがあったわ

けですが、これに加えてブックレット「知的創造活動と知的財産」というものを作成いた

しまして、右下にございますように、指導者に対するガイドも含めまして一般に公開して

いるところでございます。 

 20 ページにまいります。これは人材育成機関についての海外協力でございます。事業実

績１－１．（１）にございますように、日中韓の枠組みで、こういったものについて協力

を進めております。主な成果といたしまして、①で各機関が保有する研修教材、ｅラーニ

ング教材の交換等を進めることを合意したということでございまして、これに基づいて中

国側から提供されたのが、右側の真ん中の図表２のｅラーニングの学習画面でございます

が、これは中国の専利法のｅラーニング資料でございまして、全編４時間で勉強できると

いう内容でございますが、これについては提供を受けた上で、先ほど御紹介したように、
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ＩＮＰＩＴのホームページで公開をしております。 

 １－２にございますように、ＷＩＰＯをはじめとした国際機関間のシンポジウムが、昨

年開催される予定であったのですが、これにつきましてはＷＩＰＯ側の意向で１年延期と

いうふうになりまして、実はことしの５月に無事開催が終わっております。 

 続きまして、業務運営の効率化に関する事項でございます。 

 21 ページです。業務の効果的実施につきましては、人材の的確な配置と柔軟な組織運営

に努めたところでございます。また民間事業者の活用につきましては、先ほどの特許検索

競技大会を民間団体に移管するということのほか、弁理士さんをインターンシップとして

海外知財プロデューサーに受け入れるなどの措置を講じております。 

 業務運営の効率化につきましては、先ほどの特許庁の最適化計画の改定を踏まえまして、

業務・システムの見直しの検討に着手しまして、一部は今年度の計画に反映いたしており

ます。 

 業務の適正化につきましては、先ほど御紹介もありましたように、予算の削減に努めて

いるところでございます。また、（２）の契約の適正化・透明化につきましては、移転と

いう特殊要因もございましたので、競争性のない随意契約が若干ふえておりますが、一者

応札・応募案件につきましては、前年度から２件減少の１件ということでございます。 

 22 ページにまいります。給与水準の適正化でございますが、事業実績４．①にございま

すように、国家公務員の給与削減に伴います役員・職員の給与の削減につきましては、特

筆すべき事項の１．にございますように、不利益変更でございますけれども、組合と誠実

な話し合いを重ね、比較的速やかに実現をいたしました。 

 その結果として、②でございますが、給与の指数につきましても、地域勘案で 99.5、地

域学歴勘案で 103 と適正な水準が維持されているのではないかと考えております。 

 ５．内部統制の強化でございますけれども、①、②、③につきましては、先ほど理事長

から御挨拶の中にも御紹介がありましたとおり、理事長が率先して内部の統制あるいは業

務改善に取り組んでいただいたところでございます。 

 ④で、リスク管理についても充実を図っております。特に、冒頭に申し上げましたＩＰ

ＤＬにつきましては、知財の重要な基礎的なインフラだということもございまして、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要期間と作業内容を調査・整理すると

いうようなことも行っております。また、昨今何かと話題になっておりますソーシャルメ

ディアにつきましてはソーシャルメディアガイドラインを作成し、役職員の利用に際して
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の注意喚起を行っております。 

 23 ページ、財務の内容につきましては、先ほど御紹介がありましたので省略をさせてい

ただきたいと思います。 

 最後 24 ページ、ユーザーフレンドリーな事業展開につきましては、先ほど来、御紹介

しているようなことの再掲でございますが、常にユーザーからの意見を聴取し、それに対

応できるものについては、誠実に、迅速に対応を図ってきているところでございます。 

 また、２．特許庁との連携につきましては、とりわけ移転の問題につきまして迅速な移

転対応、あるいはそれに伴う経費の削減努力、そういったものに十分意を用いたところで

ございます。 

 ３．広報・普及活動の強化につきましては、ホームページの充実等に努めた結果、アク

セス件数につきましては、68 万人から 77 万人へ増加するというような成果を得たところ

でございます。 

 少し長くなってしまいましたが、以上で御説明を終わります。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして田中監事から、監査の結果について御紹介をいただきます。 

○田中監事 それでは、監事の田中から、業務に関する監査結果について御報告を申し上

げます。資料は２－３でございます。そちらにまとめておりますが、平成 24 年度業務監

査結果の報告をさせていただきます。 

 我々監事２名は、独立行政法人通則法第 19 条４項の規定に基づきまして、情報・研修

館の平成 24 事業年度における業務に関する監査を、工業所有権情報・研修館監事監査要

綱及び同実施基準にのっとりまして実施いたしました。 

 主な監査事項でございますが、資料２－３の下側の枠の中に記載しております。 

 まず、第１としまして業務運営に関する計画の実施状況についてでございますが、年 10

回行われます運営会議に出席いたしまして、各部の業務の実施状況等について報告を受け

まして、それらの妥当性を確認しております。次に、第 11 期の事業計画の達成状況及び

第 12 期の運営方針及び重点施策につきまして確認いたしております。 

 次に、関係法令等の実施状況あるいは遵守状況についてでございますが、まず事業実施

リスクの洗い出しと今後の対応方針につきまして報告を受けまして、それらの妥当性を確

認いたしております。次に、情報セキュリティポリシーに基づく監査及び個人情報保護規
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程に基づきます管理状況の点検・監査を実施いたしました。そして、公益法人等への会費

支出につきまして報告を受けまして、その妥当性について確認しております。 

 事業能率及び経営合理化の状況につきましても、まず事業達成状況と契約の実施状況を

確認いたしまして、それらの妥当性及び成果について確認をいたしました。さらに、役職

員等の給与水準の妥当性についても確認いたしております。 

 これらの監査の結果、平成 24 事業年度における工業所有権情報・研修館の業務運営及

び年度計画の達成状況等につきまして、特に問題点として指摘すべき事項はございません

でした。 

 以上でございます。 

○分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、今回の評価に当たりまして、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、それを簡単に事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 

 それでは、私のほうから資料２－４に基づきまして、事前にいただきました評価コメン

トを紹介させていただきたいと思います。 

 こちらは 24 年度業務実績評価の案でございますけれども、これは親委員会での審議の

資料になるということの位置づけでございます。 

 それでは、早速でございますが３ページ目、こちらはサービスの質の向上のうちの情報

提供のところでございますけれども、１つ目の工業所有権情報普及業務ということでＩＰ

ＤＬのものでございます。事前評価コメントの４つ目でございますけれども、中国の産業

財産権情報について情報提供のニーズが増大している中で、154 万件の実用新案について

翻訳情報を作成し、ユーザーに対してＩＰＤＬを通じて検索サービスを提供することに加

えて、新たに公開特許の翻訳情報の作成・提供を開始した点は年度計画を超える取り組み

であり、格段の進展が見られたと評価するということをいただいおります。 

 それから、戻りまして丸の２番目、３番目のところでございますけれども、こちらは費

用対効果を十分に考慮しながら機能改善がされているという評価をいただいております。

その結果でございますけれども、丸の１番目でございますが、ＩＰＤＬについて、これら

のユーザーの要望に的確にこたえて改善を重ねた結果、前年度実績及び中期計画を大きく

上回る検索回数を達成したと評価をいただいております。 
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 それから、少し飛ばさせていただきまして、10 ページ目の４．相談業務のところでござ

いますけれども、丸の１つ目、相談への迅速な対応を確実に実施し、利用者アンケートに

よる満足度も約 90％という高率を達成したことは、日ごろの着実な改善活動の結果であり、

相談業務の質的向上の成果として高く評価する。 

 それから３つ目でございますが、相談業務に関する他機関との連携も強化している。産

業財産権以外の分野である著作権情報センターとの連携を新たに開始したことは、中期計

画を超える取り組みであり、ワンストップサービスとしての機能改善として評価するとい

うことをいただいております。 

 それから、また飛びますが 15 ページ目、こちらのサービスの質の向上のうちの権利化

推進の部分でございますけれども、こちらは知財プロデューサーと海外知財プロデューサ

ーのところでございますが、コメントの１点目、支援先の一つである「ＢＥＡＮＳ」では、

プロジェクト終了後も知財管理を可能とする仕組みが構築されている極めて重要な事例と

言える。今後も、このような事例増加とそのための知的財産プロデューサーの活動の充実

を期待したいという意見です。 

 ２つ目、前年度課題への対応として、知的財産プロデューサーをプロジェクト企画段階

から参画させる取り組みを効果的な実施に向けた質的な向上として評価をする。今後は、

企画段階から参画したことによる具体的な利点の分析やフィードバックが必要となるので

はないかという指摘をいただいております。 

 次の 16 ページのところですけれども、海外知的財産プロデューサーにつきましては、

多角的な手法を用いて需要の把握や掘り起こしをはじめ、極めて積極的な展開をし、支援

箇所数については前年度から大きく増加し、年度計画を超える実績を上げている。また、

支援先企業が知財功労賞を受賞するなど、昨年度になかった成果が上がっている点を高く

評価する。 

 それから、次の丸の最後のほうですけれども、中小企業を支援する活動はますます重要

であり、国の支援充実が不可欠である。海外知財プロデューサーの絶対数の確保が今後の

課題になるのではないかという御意見をいただいております。 

 また飛んでいただきまして 22 ページ目、こちらはサービスの質の向上のうちの人材育

成の部分でございますけれども、１．特許庁職員に対する研修でございます。丸の４つ目

でございますけれども、特許庁職員に対する研修は毎年 6,000 名前後を対象に、時代の要

請等を踏まえた内容により効果的かつ効率的に実施してきている。絶えざる工夫を重ねつ
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つ継続的に特許庁職員の育成をした結果、ＦＡ11 という特許庁の政策目標を達成できる見

込みとなっていることからも具体的な成果が上がっているものと評価できるというところ

と、あと丸の１つ目、２つ目のところでございますけれども、「知財人財育成プラン」の

指摘に対して、そういう取り組みも迅速に対応しているという評価をいただいております。 

 それから、また飛んでいただいて 26 ページ目、２．調査業務実施者の育成研修のとこ

ろでございますけれども、１つ目、調査業務実施者の育成は、特許庁及び登録調査機関の

ニーズに即応し、前年度比で 1.6 倍もの需要に対して適切に対応し、民間基盤の拡充に貢

献しているというところと、あと３つ目にも関係があるかもしれませんけれども、カリキ

ュラムの見直しとか科目変更を実施するなど、特許庁や受講者のニーズを踏まえた改善が

行われている。そういうこともありまして、合格率や合格者数が向上している点は研修業

務及び研修内容の質的向上の成果として評価できるということで、その結果、ＦＡ11 が達

成できる見込みとなっていることは、本研修の具体的な成果として高く評価するというこ

とを２つ目のコメントでいただいております。 

 それから、１枚めくっていただいて 29 ページ目、民間企業向けの人材育成研修ですが、

丸の一番最後でございますけれども、特許検索競技大会の民間機関への移管は、業務効率

化とともに情報・研修館に蓄積されたノウハウの民間移転という２つの重要な意味を持つ

ため、今後も積極的に取り組んでいただきたいという御意見をいただいております。 

 それから、また少し飛ばさせていただきまして 36 ページ目、５．の「明日の産業人材

育成」というところでございますけれども、１つ目、高校・高専での知財人材育成は、極

めて重要な取り組みである。指宿商業高校の事例は、知財が地域経済の活性化に寄与し得

ることを示す事例であり、このような取り組みの増加を期待したいという意見をいただい

ております。 

 それから、39 ページ目、業務運営の効率化のところでございますけれども、事前コメン

トの１つ目、異なる事業部のイベントの同時併催や民間事業者の活用など業務の効果的実

施に工夫があった点は中期計画を上回る取り組みとして高く評価する。 

 ２つ目の海外知的財産プロデューサーについて、インターンシップ形式で弁理士を受け

入れたということについて高い評価をいただいております。 

 それから、41 ページ目、４．内部統制のところでございますけれども、こちらの１つ目、

監事監査の機会に法人リスクの洗い出しが行われ、具体的な課題の特定とその対策が検討

されているということと、２つ目のところは、ＢＣＰという観点からＩＰＤＬ業務につい
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て災害から復旧までの所要時間と作業内容の調査・整理した点は評価できる。 

 ３つ目のところでは、ソーシャルメディアガイドラインの作成を含む法人リスク対策へ

の取り組みをタイムリーに行うなど、理事長を中心とした内部統制の充実強化が図られて

いるということでございます。 

 それから、また少し飛んでいただきまして 44 ページ、入札・契約の適正化のところで

ございますけれども、こちらの随意契約件数が増加しているが、これは移転要請への対応

という特殊事情が認められ、特段に問題視する必要はないと考える。ただし、前年度と比

較して数値が悪化し、随意契約等の見直し計画に対して未達成となっているため、計画達

成に向けた今後のさらなる取り組みが期待されるという指摘をいただいております。 

 あと、最後から２枚目まで飛ばさせていただきまして 59 ページでございます。そちら

の２．欠損金のところでございますけれども、当期純損失が、前年度マイナス 400 万円か

らマイナス 1,300 万円と増加しているが、これは特殊事情によって生じた固定資産の除却

によるもので特段の問題とは認められない、 

 それから、３番目の運営費交付金債務残高の適正化というところで、予算決算の差額と

して約 10 億円が生じており、主な要因として節減に日常的に取り組まれていることは高

く評価できる。一方、予算決算で乖離が生じた部分については、不安定要因はぬぐえない

ものの、ある程度現実的な予算作成が必要ではないかという指摘をいただいております。 

 時間の関係で、かなりピックアップした形で御紹介させていただきましたけれども、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、実績評価の審議に入りますが、入りますと、情報・研修館の方々につきまし

ては御退室いただきますので、その前に何か御質問がありましたら、まず、ここの段階で

お願いいたしますが、いかがでしょうか。 

○委員 

 １点よろしいでしょうか。先ほど早川分科会長のほうから御質問があったことに関連し

て、10 億円の予算執行残があって、それは翌年度に繰り越されるということで有効に活用

されるという先ほどの御回答だったのですが、それに伴って、例えば運営費交付金が、従

来であれば措置されたであろう運営費交付金は、今回、翌年に積み残した分だけ減額され

るような措置、つまり総額としてはＩＮＰＩＴが、当初、中期計画の中で想定している金
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額におおむね沿った予算規模になるのか、それとも、今回積み残した 10 億円がアドオン

された事業規模になるのかということに関してはいかがでしょうか。 

○事務局 

 ＩＮＰＩＴの交付金につきましては、中期計画に基づいて、５年間の間に計算式に基づ

いて算定していきますということでやっておりますので、基本的には、各年度のものは、

その算定式に基づいてやっていくということになります。ですので、10 億円が減るとか、

そういうことはないですけれども、場合によっては、その 10 億円を国庫のほうに返せと

いう議論はあるのかもしれませんけれども、ほかの部分で使う予定があるものであれば繰

り越していく必要があると思います。 

○委員 

 わかりました。では、ぜひそれは有効に活用していただければと思います。 

○ＩＮＰＩＴ 

 今の件にちょっと関連してですけれども、先ほどの事業実績のところで言いますと１ペ

ージ目の今後の課題というところで、特許庁業務・システム最適化計画、これは本年３月

に改定されたものですが、それを踏まえて、インターネットを利用した新たな工業所有権

情報提供サービスの準備を進めると。今年度は準備ですけれども、来年度は、そのシステ

ムの開発を進める必要があるだろうというふうに考えられますが、既存のＩＰＤＬ事業は

廃止ということになっておりますので、その辺でかなりの予算を必要とするであろう、そ

ういったところで有効に使いたいと考えております。 

○分科会長 

 ほかに、何か御質問はありますか。 

○委員 

 ２点ばかり、資料２－１の３ページ、ＡＩＰＮの年度別検索回数を御説明いただきまし

たけれども、これは私、評価コメントの中で、中国、韓国等に比べて欧米からのアクセス

が少ないのではないかというふうにちょっとコメントしてしまったのですが、棒グラフの

青い部分というのは、中国、韓国、その他とありまして、欧米以外の全部がこっちに含ま

れているということですね。そうすると検索回数としては、比率としては妥当な範囲なの

でしょうか。特に欧米からのは少ないとかそういうことではなくて、その辺の分析という

のはされているのでしょうか。 

○分科会長 
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 いかがですか。 

○ＩＮＰＩＴ 

 すみません。詳細な数字が手元にないものですから、後ほどまた御報告させていただき

たいと思います。 

○委員 

 これは、例えば東南アジアなんかですと、先進国の特許審査結果をそのまま使うという

ようなところもありますので、何か、そういう構造的な問題も関係してこういう結果にな

っているのか、それとも単純に出願件数で見ていくと平均して検索されているということ

なのか、その辺が、関係してくると思ったものですから、よろしくお願いします。 

 それから２点目ですが、10 ページです。特許文献のデータベース化ですけれども、イメ

ージデータ化です。これは私、ちょっと記憶があいまいだったのですけれども、これは従

前からに比べて、特に効率的にイメージデータ化を進めたということでしょうか。それと

も前年度から比べて特に大きく進捗したということではない、どういうふうに読んだらよ

ろしいのでしょうか。 

○ＩＮＰＩＴ 

 まず、作業依頼日から３日ということは守っているということですが、それが過去との

比較でどうかという御質問ですか。 

○委員 

 そうですね。 

○ＩＮＰＩＴ 

 基本的には、来た案件については３日以内ですべて処理するということで、処理件数が、

現在ふえておりますので、相対的には件数が前よりはふえてきてはおります。 

○委員 

 従来から３日でしたか。 

○ＩＮＰＩＴ 

 件数がふえたにもかかわらず３日は守っているということです。 

○委員 

 なるほど。わかりました。ありがとうございます。 

○分科会長 

 それでは、第１の点は後で。 
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 ほかに、何か御質問がございましたら。よろしいですか。 

 それでは、とりあえず質問がないようですので、今から評価の審議を行いたいと思いま

すので、情報・研修館の方々は御退室をお願いいたします。 

〔情報・研修館 退室〕 

○分科会長 

 それでは、これから平成 24 年度における業務実績に対する評価を行いますが、特に今

年度のポイントとなる点や、委員間において評点に開きのある点、総務省の二次評価で議

論となりそうな点などを中心に、各評価項目毎にお伺いすることとしたいと思います。御

議論を踏まえ、事前に頂いたコメントの修正や追加を行って頂きたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 まず、サービスの質の向上の情報提供については、いかがでしょうか。着実に業務を実

施する中で、昨年に引き続き「中国文献への対応」がポイントにあげられると思います。

23 年度の取組と 24 年度の取組を比較した時に、文献の種類と文献数が増加している点は

量的な取組として評価すべき点であり、また、その結果として特許電子図書館の利用も大

きく増加しており、この２点に関しては皆さんの評価も高いところです。 

 今後の課題なども含め、事前に頂いたコメントの他に御意見がありましたら御質問、御

審議等をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。一応項目ごとにやります

けれども、また最後に戻って全体もいたしますので、もしなければ先へ行ってということ

でも結構です。 

○委員 

 私は、特にありません。 

○委員 

 私も書かせていただいたとおりでございます。 

○委員 

 私は、ちょっとコメントに関して、先ほどのＡＩＰＮについての御質問の結果次第です

けれども、コメントを一部削らないといけないかなと思って……。 

○分科会長 

 わかりました。それは返事がありましてから、ちょっとお考えいただくということで。 

○委員 

 評価は変わらないんですけれども、検討課題になるのではないかという部分を、ちょっ
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と削る必要があるのではないかと思います。 

○分科会長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、何かありましたら、また後で戻っていただくことにして、次のサービスの質

の向上の権利化推進のところについてはいかがでございましょうか。ここは、大分いろい

ろ高い成果も出てきたということで、皆さんの評価もほぼ一致しているかなということで

すが。コメントがほかになければ……。 

○委員 

 はい。ございません。 

○委員 

 私は、ここで特に中小企業の支援が大幅に強化されておるというところを評価させてい

ただきました。 

○分科会長 

 そうでしたね。確かに大事なところです。 

○委員 

 大幅に伸びていると思いますので、その部分を強調させていただきます。 

○分科会長 

 おっしゃるとおりです。 

 次のサービスの質の向上のうちの人材育成のところですね。これは何か、今度の評価の

目玉のところになるようですが。先ほど説明がありましたけれども、二次評価で人材育成

業務がポイントの一つだということですので、分科会としては、いろいろ積極的にコメン

トする必要があるかなとは思っておりますが、皆さんから随分詳しいコメントもいただい

ているかと思いますので、もし何か、それに加えてございましたらお願いします。 

○委員 

 ここは、やはり増員の必要性というところですね。海外との動きの評価と比較をしても、

日本は相当頑張っておられますが、ここへ来て、やはりそういうところがマックスのとこ

ろへ来ているのではないかな、国益を守るためにも増員をする必要があるということを指

摘させていただきました。 

○分科会長 

 今後の課題の一つの重要なところということですね。わかりました。 
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 では、次の業務運営の効率化のところですけれども、こちらのほうではいかがでしょう

か。 

○委員 

 私がつけた２が、少し目立つんですけれども、それは読んでいただいたとおりです。 

○分科会長 

 しかし、数としてはあれですね。少し……。 

○委員 

 やはり移転、いろいろな特殊事情があっても随意契約が増加したというところを評価さ

せていただきました。業務運営上の問題はございませんが、２点というところをつけさせ

ていただきました。 

○分科会長 

 内部統制については、二次評価の重点事項になっているということでありまして、皆様

からいろいろコメントをしていただきましたけれども他にいかがでしょうか。 

○委員 

 事前にもコメントさせていただいたのですけれども、特に最近のサイバーテロといった

ものに対しての対応というのが、中小企業はどこまで検討したらいいのか非常に難しい問

題で悩ましいのですけれども、ＢＣＰという観点からは取り組む必要があり、災害から復

旧までの所定時間、作業内容調査・整理した点というものを評価させていただきました。

首都直下地震、富士山噴火、原発事故、三連動地震、サイバーテロ、国家財政破綻、いろ

いろな問題が、言い出せばきりがない中で、その部分、現代社会、そういった以外にも検

討リスクにさらされておるということ自身は、中小企業である我々も、ある意味認識をし

ていかなくてはいけないと思っております。 

○分科会長 

 ほかになければ、最後の財務内容の改善ですが、これについては、先ほど運営交付金の

話もございましたし、1,300 万円の話もありましたが、いずれも大きな問題ではないとい

うことで一致しているかと思います。 

 ただ今後の、特に 10 億円の使い道というか、先ほどお話がありましたけれども、ぜひ、

うまく活用していただきたいと思います。 

 それでは戻って、どこについてでも何かございましたら御自由にお願いいたします。 

 もしないようでしたら、一応、審議としてはこれで終わらせていただきます。 
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 委員、先ほどのコメントはどうしましょうか。 

○委員 

 ちょっと評点も修正したい部分がございまして、今やりましょうか。 

 業務運営の効率化のところで、当初、私は内部統制が５、給与水準が３という形だった

のですが、給与水準のほうを上げて、これは成果として捉えて、内部統制を下げるという

つもりでいたのですが、５のままになっていますので、これを４にしたいと思います。 

○分科会長 

 ここは変えていただいたものを出していただいて、それで最終結果ということで結構か

と思います。 

○委員 

 ＡＩＰＮに関しては、特に評価のほうは変わらないですね。検討課題について指摘した

だけですので、そこはコメントの変更だけですので。 

○分科会長 

 そうですね。わかりました。 

 では、どうしましょうか。コメントについては後ほどの修正でよろしいですか。 

○事務局 

 はい。 

○分科会長 

 正式にやるのは点数だけということですので、コメントは後で返事を受けてからという

ことにいたします。 

 それでは、各委員の方々、もし変えるところがあれば変えていただいて、そうでなけれ

ばそのままで結構ですので出していただいて、時間をいただいて最終集計をさせていただ

きたいと思いますが、10 分ぐらいかかりますでしょうか。 

○事務局 

 はい。 

○分科会長 

 それでは、10 分ほど休憩をさせていただきたいと思います。 

〔暫時休憩〕 

○分科会長 

 それでは、集計結果の御説明をお願いいたします。 
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○事務局 

 ありがとうございました。業務運営の効率化の内部統制のところで、一部分直しがあり

ましたが具体的な評価のところには影響がないということで、業務運営の効率化はＢのま

まということにさせていただきます。 

 サービスの質の向上と財務内容につきましてはＡという評価をいただきまして、全体的

には 3.7 ということで総合評価がＡということでございます。 

○分科会長 

 それでは、今御説明いただきましたように、総合評定をこれから決定したいと思います

けれども、今の表にありますように、総合評定集計結果どおり、Ａ評価ということにした

いと思いますが、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、当分科会の情報・研修館平成 24 年度業務実績の

総合評価はＡとさせていただきます。 

 なお、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、本日頂戴した御意見を踏まえて事務局にて修正して、再度皆様に御確認いただいた

後に提出する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。 

〔情報・研修館入室〕 

○分科会長 

 大変お待たせいたしました。情報・研修館の皆様にも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けれども、サービスの質の向上の１番目、情報提供はＡ評価、

同じくサービスの質の向上の権利化推進はＡ評価、サービスの質の向上の３番目の人材育

成の点もＡ評価、それから、業務運営の効率化の点はＢ評価、財務内容の改善のところは

Ｂ評価ということでございます。 

 それで、平成 24 年度の総合評価の結果でございますけれども、Ａ評価ということにさ

せていただきます。 

 先ほど御説明いただいた点に基づきまして、委員でいろいろ審議をいたしました。その

結果、今申し上げたような評価になりました。時間の関係もございますので、その評価の

背景等については、ごく簡単にだけ申し上げておきますけれども、総合的な点に関して言
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いますと、業務の遂行に当たりまして、大きく変動する環境に迅速に対応して、柔軟な発

想に基づいて創意工夫を重ねておられる点、特に情報提供業務及び権利化推進業務におい

て重要性を増しつつある、中国をはじめとするアジアの知財リスクに対応した施策に非常

に積極的に取り組んでおられ、具体的な成果が見られる点、高く評価されたというふうに

考えております。 

 またＦＡ11、2013 年に審査順番待ち期間、11 カ月というのを達成という特許庁の政策

目標が 2013 年度には達成できる見込みとなっておりますけれども、その点に関しまして、

ＩＮＰＩＴの人材育成面からの寄与というのは非常に大きいという点が高く評価されたと

いうことでございます。 

 そのほか、各項目についていろいろ高い評価が得られておりますけれども、時間の関係

がございますので省略させていただきます。 

 では、恐縮ですが、理事長から、何か一言ございましたらお願いいたします。 

○三木理事長 ただいま評価の結果を聞きましたが、私としましては、評価コメントの中

に入っておりましたいろいろな期待感とか、御指摘、御意見を、ぜひ今後の活動に活かし

たいと思っております。 

 本日は、お忙しいところを評価していただきまして、まことにありがとうございました。

厚く御礼申し上げます。 

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日はここで終了したいと思いますが、最後に事務局から連絡事項等がござ

いましたらお願いいたします。 

○事務局 

 それでは、一言。本日は、業績評価につきまして、各委員におかれましては活発な御審

議をいただきまして、また今、理事長からお話がございましたように、ＩＮＰＩＴに対す

る期待及びその期待を踏まえた前向きなさまざまなコメントをいただきましたこと、心か

ら御礼を申し上げます。 

 先ほど、分科会長から御説明がござましたけれども、本日の評価結果につきましては、

経済産業省の独立行政法人評価委員会におきまして最終的に決定されることになります。

これにつきましては、委員の皆様に対しまして、改めて事務局から御連絡申し上げます。 

 本当にありがとうございました。 
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○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 28 回工業所有権情

報・研修館分科会を閉会させていただきます。 

 本日は、本当に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 

 


