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図表１ IPDL検索メニュー別検索回数の年度推移  

図表２ IPDL初心者向け講習会  

【中期目標・計画の要点】 

【事業実施における留意事項】 

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

2. ユーザーにおける工業所有権情報の効率的な活用に資するため、特許庁における審査経過等の情報を標準的なフォーマットに変換
し、外部に提供する（整理・標準化データ等作成事業）。 

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

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

1-2 行政刷新会議「事業仕分け」（平成22年10月29日）による経費削減 
     ～特許庁新検索システムへの移行にあわせて廃止。それまでは最大限のコスト削減～ 

1. 中期目標・計画及び平成25年度計画に掲げた「ＩＰＤＬの年間検索回数8,000万回」を維持するため、以下の重点取組みを推進し、IPDLの 
  検索回数は目標値を大きく上回る106,538,349回となった。（目標に対する達成率133.2%）（図表１参照） 
 
≪重点取組≫ 
 (1)ユーザーの要望に応え、 IPDLの初心者（中小・ベンチャー企業、弁理士事務所・企業知財部の新人等）向けに実機を使用した講習会を、

全国9か所（東京会場は2回目以降40人→70人に増員）、計12回（年度計画は5か所以上）実施し、IPDLの利用促進を図った。（図表2参照） 
 (2) 平成25年度は、制度改正対応等真に必要なものに限定したシステム改造を行った。 
  ① 制度改正対応：ニース国際分類10-2014版の発効に伴い、商品・サービス国際分類表及び商品・役務名リスト（日・英）に表示する対応を

行った。               
  ② その他の対応：中国特許和文抄録について、IPDL公報テキスト検索においてＦＩ検索が利用できる対応を行った。            
 (3) 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、ユーザーの要望の中から、費用対効果を含む総合的な判断を行った上で

機能の改善（頁単位PDF表示サービス及び経過情報検索におけるロボットアクセス制御）を行った。 
 (4) ＩＰＤＬトップページに講習会やセミナー等の募集に関する記事（３３件）の掲載や、公報閲覧事業、相談事業、人材育成事業等へのリンク

情報を掲載することにより、情報・研修館の提供するサービスの継続的な広報を行った。 
 
2. 中期目標・計画及び平成25年度計画に沿って、公開可能な産業財産権情報を全て「整理・標準化データ」として収録し（件数：15,474,697件) 、

所定の手続きに従って外部に提供し、特許情報データベース検索サービスシステムを展開している民間事業者（約３０社）に活用された。 
 
3.  平成25年3月改定の「特許庁業務・システム最適化計画｣を踏まえ、次期産業財産権情報提供サービス事業を平成27年3月末に提供でき

るよう請負事業者を調達し、開発に当たっては、アンケート調査で把握したニーズに加え、関係機関等からの要望、有識者へのヒアリング
等の結果も反映させながら、（フレーム分割の廃止、Fターム指定による公報テキスト検索等）着実に準備を進めた。 

 

【特筆すべき事項】 

  増大する中国文献への対応として、以下の改善を図り、企業等が容易に検索可能な環境を整備した。（図表3参照） 
 (1) 公報テキスト検索及び外国公報ＤＢにおいて、中国特許和文抄録の蓄積データの拡充を図った。 
 (2) 中国特許和文抄録表示機能の改善（和文抄録と英文抄録の同時表示）、中国特許和文抄録のＦＩ表示及び検索機能の追加を行った。 図表３ 外国公報和文抄録へのアクセス件数  

東京会場の様子 

（万回） 

１．工業所有権情報の提供 
 【工業所有権情報普及業務】 
  （１）ユーザーに対する工業所有権情報の普及・提供 

1 札幌 

2 仙台 

3 東京（3回） 

4 金沢 

5 名古屋 

6 京都 

7 大阪（2回） 

8 高松 

9 福岡 

  計12回 

－１－ 

ロボットアクセス制御
による 



【中期目標・計画の要点】 

1. ユーザーニーズに応えるとともに特許庁の審査等に資するため、他国の工業所有権情報の収集、保管及び管理を行う。 

2. ユーザーの要請の強い工業所有権情報について和文抄録を毎年度２６万件以上作成し、一般に提供する。 

3. 他国における我が国出願人の権利の的確な保護に貢献するため、特許庁が保有する工業所有権情報の英文抄録を作成し、他国の工業所有権庁に
提供する。 

図表３ 翻訳品質の評価調査件数 

４５８件 ４テーマ Ｆターム解説書 

２，１１８件 合計 

４００件 全８セクション 英文抄録 

１，２６０件 全８セクション 和文抄録 

調査件数 調査対象分野 

【用語の解説】 

工業所有権情報交換のメディアレス化 

各国間における工業所有権情報の相互交換を、CD-

ROM等の電子媒体を介さずに、通信回線などにより
直接送受信しようとする国際的な取り組み。 

図表２ 実用新案公報の英文抄録作成 

１．工業所有権情報の提供 
 【工業所有権情報普及業務】 
 （２）他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換及び情報の活用 

【事業実績】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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（米国公開公報テキストデータをはじめとする２２種類    

の工業所有権情報）を収集し、保管・管理するとともに、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への支援として、前年

度に構築したシステム環境を利用し、他国との導通試験を実施のうえ、データの送受信を成功させた。これにより、平成２５年１１月より、特許庁におけるメディ

アレス化の実運用開始に貢献するとともに、当館における他国の工業所有権情報の収集業務の効率化が図られた。 

2.(1) 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３０万８千件の和文抄録（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）から広く一般へ提供した。 

   (2) 急増する中国文献への対応措置として事業化した、中国特許・実用新案和文抄録の作成・提供について、以下の事業を実施した。（図表１参照） 

   ①平成２３年度より開始した、中国実用新案英文抄録の日本語翻訳（機械翻訳）事業について、平成２５年度は約３５万７千件の中国実用新案和文抄録を作

成し、IPDLから広く一般へ提供した。 

   ②平成２４年度より開始した、中国公開特許の人手翻訳による和文抄録作成事業について、平成２５年度においては約１９万件の抄録を作成し、特許庁に審

査用資料として提供するとともに、IPDLから広く一般へ提供した。 

3.(1)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、年度計画に基づき、他国の工業所有権庁に我が国の工業所有権情報を提供する以下の       

事業を実施した。 

   ① 平成２５年発行の公開特許公報について、その全件の英文抄録（PAJ）を作成し、他国の工業所有権庁（８４送付先）に提供した。度々発生した公報発行計

画の変更（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。 

   ②近年の要望の高まりに応え、昨年度から開始した実用新案公報英文抄録データ作成事業について、平成２５年度は平成２５年中に発行された実用新案公

報全件について、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。（図表２参照） 

   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。 

   ④ 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。 

   (2) 和文抄録作成事業、PAJ作成事業、Ｆターム解説書英語版作成事業の成果物に対して行った翻訳品質を評価する調査（平成24年度実施）の結果について、

さらなる翻訳品質の向上に資するため、各事業者へフィードバックを実施した。また、平成２５年度においても引き続き、事業成果物の翻訳品質を評価する調

査を実施した。（図表３参照） 

【特筆すべき事項】 

1. 特許庁が進める工業所有権情報交換のメディアレス化への支援に関し、平成２４年度に構築した環境を用い、特許庁と連携して他国との導通試験を実施し、 

 データの送受信を成功させ、平成２５年１１月よりメディアレスによる各国との工業所有権情報の交換業務の運用開始に貢献した。また、当館における他国の工 

 業所有権情報の収集業務の効率化が図られた。 

2. 平成２５年度に実施した公開特許公報英文抄録作成事業の調達において、これまでのＩＰＣセクション（Ａ～H）別の８事業分割調達から、一本化した１事業とし  

 て調達を実施し、経費の削減及び作業の効率化を図った。 

・中国実用はアクセス困難、対策が早急に必要 ⇒ 機械翻訳 

・中国特許は我が国審査官・企業等が詳細な技術情報を 
 把握する必要があり、和文抄録を作成 ⇒ 人手翻訳 

約１９万件作成 

平成25年度 

☆ 中国公開特許要約等の日本語翻訳作成 

図表１ 中国実用・中国特許日本語翻訳抄録作成 

☆ 中国実用新案英文抄録の日本語翻訳作成 

 ＩＰＤＬを通じ
一般へ提供 

平成25年度 

約３５万７千件作成 

 ＩＰＤＬを通じ
一般へ提供 

特許庁ｼｽﾃﾑ
へ蓄積 

【急増する中国特許・中国実用への喫緊の取組】 

・我が国実用新案公報の英訳提供についての要望の高まり 
   ⇒ 機械翻訳 

☆ 我が国実用新案公報の英文抄録作成 

特許庁から他国へ 

平成24年度から実施 

平成25年度 

（平成25年発行全件分） 
７，３７９件作成 

平成23年度から実施 

平成24年度から実施 

－２－ 



【中期目標・計画の要点】 

【事業実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２ AIPN年度別検索回数  

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

1. 英訳した日本の審査書類等を各国審査官が母国語で閲覧できるよう、Ｇｏｏｇｌｅ翻訳機能 （図表1①参照）を常備した「高度産
業財産ネットワーク（ＡＩＰＮ）」を円滑に運用するため、以下の取り組みを実施した。 

 
 (1) 機械翻訳システムの精度を向上させるため、機械翻訳 
   辞書に約5,000語の辞書データを追加登録した。 
   （平成25年度末で約91,000語の辞書ﾃﾞｰﾀ（図表1②参照） 
 
 (2) AIPNを利用した外国特許庁（EPO、USＰＴO等）の審査官 
   から、機械翻訳結果の誤訳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みを実施した。 
   （図表1③参照） 
 
 (3) 平成25年度は「アフリカ知的財産機関（OAPI）、カンボジア、 
   ミャンマー」を加えた６４カ国・機関に提供を拡大した。 
   AIPNの利用は年々伸びており、特に中国国家知識産権局 
   （ＳＩＰＯ）の利用頻度が増加している。（図表2参照） 

図表１ AIPN事業概念図  

ＡＩＰＮ 
出願書類 

審査書類 

英訳 

Google 
翻訳機能 

各国審査官 

審査情報 

（英語） 
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１．工業所有権情報の提供 
 【工業所有権情報普及業務】 
  （３）審査結果等情報の提供システムの整備・運用 
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【用語の解説】 

高度産業財産ネットワーク（AIPN） 

日本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・機関にインターネットを介し
て提供するシステムである。 

 
日本国特許庁は、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特許審査ハイウェイ（PPH）制度
を推進しており、AIPNの活用は、他国の特許審査官の負担軽減に
資することになる。 



1. 内外国の工業所有権情報・文献を収集・整理するとともに、特許庁庁舎の2階に設置している公報閲覧室において閲覧サービス事業を
行った。 

 
 (1) 国内公報については、CD／DVD-ROM公報及びIPDLデータを活用することにより、公報発行日に即日閲覧に供した。 
   （閲覧室の利用者：10,632名、１か月あたり約886名が利用） 
 
 (2)外部倉庫に保管している紙公報（内国公報：約12万冊、外国公報：約26万冊）及びマイクロフィルムを、ユーザーからの閲覧の事前申込

みに応じて貸し出しを行った。（図表1参照） 
 
  (3)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）のうち、平成24年

度未実施の3,883箱について、箱の中身の画像をデータ化（画像情報システム）を完了し、紙公報の出納の効率化を図った。 
   （図表2参照） 
 
 (4)ユーザーの検索習熟度向上を図るため、公報閲覧室に設置している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

（年12回）開催した。また、ユーザーからの開催希望に対して臨時講習会をすみやかに開催(１回）した。受講者からは「非常に有意義で
あった」「有意義であった」が100％となる高い評価を得た。（講習会開催数：13回（受講者51名）） （図表3参照） 

 
 (5)質の高い閲覧サービスを提供するため、新規採用の検索指導員者に対してスキルアップ研修を実施した。 
 
 (6) 特許庁及び企業等からの要請に基づき、情報・研修館の広報サービスの一環として、公報閲覧室において、企業・団体等の知財担当

者、学生・生徒等の見学者を受け入れ、工業所有権情報提供の概要説明及び検索デモンストレーションを行った。（見学者計1,223名） 
 
2. 工業所有権情報・文献の管理・提供体制について、以下のとおり改善及び効率化を図った。 

 

 (1) 高度な検索が可能な閲覧用機器について、近年のユーザーの利用状況をもとに費用対効果を勘案して適切な台数（34台）を設置し、 
「端末利用マニュアル」も整備し、効率的な工業所有権情報の提供を行った。 

 
 (2)公衆閲覧室において、分類検索に習熟した検索指導員による適切な検索指導も行うとともに、ユーザーニーズ及び満足度を把握するた

め、利用者に対してアンケート調査を実施し（集計結果はＨＰで公表）、要望のあった公報閲覧室内の案内情報の充実などの改善を実施
した。  

  
 (3)保管規程に基づき、外部保管・管理している外国紙公報のうち、代替閲覧がインターネット等で可能なものの廃棄を開始した。 
      平成25年度は全体の9.8%にあたる3,727箱を廃棄することで、保管に係る費用の軽減を図った。  

【中期目標・計画の要点】 

【事業実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. ユーザーにとって高度な検索が可能な閲覧用機器を整備し、サービスの充実を図る。 

閲覧室利用風景 

INPIT 外部借室 

画像情報 

システム 

検索 

公報の 

特定 

貸出 

請求 

運搬 

箱の抽出 

 

 
閲覧 

在庫 

確認 

図表２ 画像情報システムを活用した紙公報の出納フロー 

図表３ 25年度閲覧用機器操作講習会アンケート結果より 

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

図表１ 所蔵公報数 
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【中期目標・計画の要点】 

 

【事業実績】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 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、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。 

1. (１) 特許審査に用いるミニマムドキュメントや技術文献、意匠審査に用いる各種カタログ等の最新公知資料の収集に際しては特許庁と密 

    接な連携を図るとともに、以下の手順で収集を行い、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。（図表１、図表２参照） 

①網羅的に収集する必要があるミニマムドキュメントについては、収集すべき対象について特許庁から最新情報を入手し、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。  

 

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。 

 

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。  

2. 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。 

2. 収集した技術文献や公知資料の一般への閲覧サービス向上を図るため、以下の取り組みを行った。 

  

   (１)閲覧サービスを利用するユーザー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)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。 

図表２ 平成２５年度図書等の収集件数 
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図表１ 図書等の収集の方針 

外国雑誌については、より安価な  

購入のため、雑誌毎の入札を実施 

内国雑誌については、より安価な  

購入のため、割引率の入札を実施 

入手困難図書については、取扱書店 

を探し出すまで、地道な調査を実施  

特許庁の要望に真摯に対応、経済性も追求 

１．工業所有権情報の提供 
 【審査・審判関係図書等整備事業】 
 （１）審査審判に関する技術文献等の充実  （２）閲覧等サービスの向上 

図表３ 包袋の劣化防止措置の状況 

(２) 審査・審判の最終処分（特許／拒絶査定等）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・出納する業務を確実に実施した。 

  また、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、経年による劣化がみられる包袋約１万件について、前年度に引き続き

劣化防止のための保全措置を講じた。（図表３参照） 
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【中期目標・計画の要点】 

【事業実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の課題】 

図表２ 顧客満足度（25年度アンケート調査） 

図表１ 相談件数とサイト利用件数の推移  
 

図表３ 英語ページ 

１．工業所有権の窓口及び電話相談については、原則、直ちに回答し、文書及び電子メール相談については、１開館日以内に回答する。 
２．相談データベースに蓄積した情報を相談員で共有し、お客様に正確・迅速な回答を提供する。 
３．相談データベースに蓄積された情報を基に、『産業財産権相談サイト（よくある質問と回答）』の回答事例集を整備し、ユーザーに提供する。 

1. 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開館日以内に回答し
た。＜平成25年度相談件数：29,294件＞（図表１） 

≪相談対応能力の向上≫ 

 (１)産業競争力強化法の施行にともない拡充される特許料等の減免制度、PCT出願手続の留意点、信託登録制度など、産業財産権に関す
る幅広いテーマについての勉強会（年度累計14回）を実施し、相談員の知識を向上し、相談対応力の強化を図った。 

 (２)産業構造審議会知的財産分科会の傍聴や、特許庁方式担当部署が開催する勉強会に参加し、制度改正の動向や業務運用方法につい
て情報収集を行い、相談員で共有した。 

 (３)特に相談の多い商標出願の申請手続については、事前調査に関しては公衆閲覧室、商品役務名の判断については商標課国際分類室と
密接に連携し、相談者を支援した。 

  (４)平成26年4月から開始される「中小、ベンチャー小規模企業への減免制度の拡大」について、特許庁関連部署と連携し相談者への適切な
対応を図った。      

2.  平成２１年度より、相談データベースを構築し、蓄積した相談に関する情報を相談員で共有、有効活用にすることにより、お客様へ正確・
迅速な回答を行った。 （平成25年度：約2万9千件蓄積＜蓄積総件数：約18万8千件（H21～H25年度）＞） 

≪顧客満足度≫ 

     毎年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。 

    （なお、産業財産権相談サイトでは通年、意見を収集できるシステムを活用し、常に幅広い意見集約を可能としている。） 

     ・調査対象者：１１月の窓口相談者、7～9月の窓口相談者のうち相談申込書に住所等を記載していただいた方及び4～11月のWeb  

               メール相談者 

     ・配布件数：1,737件   回収件数：626件  回収率：36.0％ 

     ・分   析：利用満足度については、満足したとの回答が90.6％となり、平成24年度調査結果の89.7％を0.9ポイント上回った。          

     ・反映状況：意見・要望があった事項は相談員に周知して相談業務の改善を図った。 

             （例えば、「専門的で高度な質問に的確に答えてもらえる相談員にしてほしい」という意見に関しては、それぞれの質問内     

              容に精通した相談員が対応し、対応状況を相談員全員に周知することとした） 

      また特許行政に関する意見・要望に関しては、相談業務を通じて得たものも含め特許庁に情報提供（年度累計185件）を行った。 

3. 『産業財産権相談サイト（よくある質問と回答）』において、アクセス件数が多い商標出願講座の動画表示箇所を見やすく変更しアクセス
の利便性を高めた。 

    また、我が国において出願や権利化を希望する外国人のために、英語ページの追加を行った。 

    ＜平成25年度相談サイトアクセス件数：306,151件＞ （図表３） 

1. 『産業財産権相談サイト（よくある質問と回答）』の回答事例の充実、改善を図ることで、電話対応時間外でもユーザーの利便性を高める。 

2.  ユーザー視点を強くもった接客力の向上を図るとともに、産業財産権に加え、著作権や営業秘密などについての知識の習得、向上を図り、
更なるユーザーサービスの向上を図る。 

１．工業所有権情報の提供 
 【工業所有権相談等業務】 
 （１）相談への迅速な対応 
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【中期目標・計画の要点】 

【事業実施における留意事項】 

 

１．独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日閣議決定） 

  特許庁のほか、地方経済産業局や民間法人においても各種相談業務が実施されていることから、相談業務を含め、役割分担の 

  整理および連携強化を行い、効率的に業務を実施する。 

【事業実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の課題】 

図表２ 各機関の相談業務役割 

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

１．(１) 各関係機関と相談業務に関する役割分担を整備するため、平成２２年度から各地の関係機関との意見交換を実施。平成25

年度は四国、中国、関東地域の関係機関（知財総合支援窓口、日本弁理士会、中小企業基盤整備機構）及び（公社）著作権情
報センターなどを訪問し、各機関の相談対応の現況の把握、役割分担の整理及び相談事案に応じた各機関へ紹介を行う連携に
ついて意見交換を行い、効率的な連携を可能とした。 

    各機関が有する専門の分野については、関連機関を紹介したことにより、工業所有権全般に渡り効率的な相談体制が整備され、
相談サービスの充実が図れた。（図表１、図表２参照） 

 

 ≪具体例≫ 

    ①知財総合支援窓口  ・対面相談が適切な地方在住者の相談は知財総合支援窓口を紹介し、相談部から知財総合支援 

                    窓口を紹介 

                    ・商標分類の検索等、情報・研修館が専門的知見を有する分野については、知財総合支援窓口から 

                    情報・研修館情報提供部を紹介 

                    ・情報・研修館相談部から各地域の知財総合支援窓口への紹介実績は平成25年度2,132件 

    ②日本弁理士会     ・情報・研修館相談部から日本弁理士会（無料相談）への紹介実績は平成25年度135件 

    ③著作権情報センター ・著作権について検討が必要な相談については、著作権情報センターを紹介し、産業財産権に関す 

                         る検討が必要な相談については著作権情報センターから情報・研修館相談部を紹介 

                    ・情報・研修館相談部から著作権情報センターへの紹介実績は平成２５年度146件 

                                

（２） 相談者向けに、各都道府県に設置されている知財総合支援窓口及び地域経済産業局特許室を通じて「産業財産権の相談」「商
標出願の書き方ガイド」等パンフレットを配布した。各関係機関には相談ノウハウやポイントを提供し、各関係機関窓口における
効率的な相談事業をサポートし、利用者の利便性の向上を図った。 

  各関係機関と相談業務の役割分担及び相談ノウハウの提供等の連携体制を確立するための取り組みを引き続き進める。    

１．工業所有権情報の提供 
 【工業所有権相談等業務】 
 （２）他機関との連携 

図表１ 相談業務の連携 

中小企業基
盤整備機構 

日本貿易 
 振興機構
（ ＪＥＴＲＯ） 

情報・
研修館  

知財総合 
支援窓口 

発明推進
協会 

著作権情報
センター 日本弁理士会 

相談業務機関との連携 

運営組織 相談部署 相談内容 

（独）工業所有権情
報・研修館 

相談部 
産業財産権の出願から登録に至る手続
に関する相談 

情報提供部 
ＩＰＤＬや電子出願ソフトを活用した工
業所有権情報の提供 

活用促進部 
海外知的財産プロデューサーによる
企業の海外進出支援 

各都道府県 
知財総合支援窓口 

知財総合支援窓口 
アイデア段階から事業展開までの知的財
産に関する相談 

（独）中小企業 
 基盤整備機構 

経営窓口相談 経営相談と関連した知的財産権全般 

日本弁理士会 特許無料相談会 知的財産権全般 

（一社） 
 発明推進協会 

ＡＰＩＣ外国相談室 権利侵害・外国の制度に関する相談 

（公社）著作権 
 情報センター 

著作権相談室 
著作権制度全般・著作物の利用に関す
る相談 

（独）日本貿易振興 
 機構（JETRO） 

模倣品・海賊版 
被害相談窓口 

海外における模倣品・海賊版対策支援 
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【中期目標・計画の要点】 

 

【今後の課題】 

図表２．  出願ソフト改善要望（平成24年度） 

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

2. 「特許庁業務・システム最適化計画」の進捗状況を踏まえ、制度改正等の必要不可欠なものを除き経費の増大を招かないよう、費用対効
果を精査しつつ、機能向上などの利便性向上を図る。 

 

【事業実績】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   

1. 電子出願ソフトのユーザーに対して、普及活動、操作方法等に関する支援を以下のとおり実施した。 
  なお、電子出願を利用したオンライン率は毎年着実に増加している。（図表１） 
 (1) 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等の電子出願に関する情報を提供した。 
 (2) 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：9,584件（前年度比0.6％増）を行った。 
    また、同センターへの相談内容については、サポートサイトに反映するなどの情報提供を行った。 
 (3) 電子出願の普及を図るため、中小・ベンチャー企業、企業・弁理士事務所の新人職員等を対象とした 
   電子出願説明会を３大都市で開催（参加者：計338名）した。 
   また、特許庁職員(35名）及びWIPO途上国研修生(16名）に対しても電子出願ソフトの概要の 
   説明及び実習を行った。 
 (4) ユーザーニーズを把握するため、平成25年6月17日及び11月13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、開発ベンダー)を開催した。 
 
２. 電子出願サポートセンターに寄せられたユーザーニーズや、ユーザー連絡会で収集した要望等を整理した上で、特許庁と密接な連携を図り 

  つつ費用対効果を精査し、必要不可欠と判断した項目について、電子出願ソフトウェアの改造を行うとともに、電子出願サポートサイトを通じ  

  て周知を図った。（図表２参照） 

  また、併せて、制度改正等に伴い必要不可欠なソフト改造等の整備も実施した。 

 (1) Wordで作成した書類をＨＴＭＬ形式で保存した場合に文章中の半角空白が改行コードに変換されて不要な途中改行が起きないように 
    改善した。 
 (2)検索・削除方法を変更し、大量に文章入力する場合の印刷処理速度が向上するよう改善した。 
 (3)代理人による外国人の申請人情報変更時の郵便番号の入力チェックを解除する対応を行った。 
 (4)日本国特許庁と台湾経済部智慧財産局（ＴＩＰＯ）が優先権にかかる書類の電子的交換を平成２５年１２月２日から開始したことに伴い、電 
   子出願ソフトでも優先権主張チェックを可能とする改造を行った。 
 (5)電子出願ソフトのサポートOSであるWindows XPについて、企業がサポートを終了することから最新バージョン（Ｗｉｎｄｏｗｓ 8.1）へ迅速に 
   対応する改造を行った。また、Linuxについては、利用者が少ないため、サポート対象から外すこととした。 
 

 国際出願手続に関する電子出願ソフトの機能拡充（英語による出願、料金の国庫納付、中間手続書類の電子化等）について、特許庁と連携
のもとに開発等の準備を進めることが課題となっている。 
 

図表１．オンライン率 

１．工業所有権情報の提供 
 【情報システム業務】 

 （１）電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進  

28% 

9% 

11% 
5% 

42% 

5% 
書式チェック 

証明書 

データ管理 

通信関係 

他機能 

国際出願 

○書式チェックについて 

 ・Ｗｏｒｄで作成した書類をHTML保存したときに不要な 

  改行が起きないようにして欲しい。【25年度に対応】 

 

 ・大量に文書入力した場合に処理時間が長くなるのを 

  改善して欲しい。【25年度に対応】 

  

○証明書について 

 ・外国人の申請人の住所変更時に郵便番号を省略して 

  欲しい。【25年度に対応】 

  

○他機能について 

 ・手続書類の日付表示を西暦併記にして欲しい。 

  【施行規則改正等が必要なため、特許庁と協議の上 

   見送り】 

 

○国際出願について 

 ・料金改定を自動的に反映して欲しい。 

  【費用対効果の観点から見送り】 

平成24年度における主な改善要望 

98.2% 

92.5% 

82.4% 

99.4% 

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

特許・実用 意匠 商標 審判 

２０１０年 

２０１１年 

２０１３年 
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特許庁普及支援
課 

機械処理依頼 

編成指示 

情報・研修館 

公報システム： 
公報データの加工･編集 

特許庁 

意匠マスタ 

商標マスタ 

Fタームマスタ 

審判マスタ 

登録マスタ 

出願マスタ 

公報マスタ用
DVD-R, 

CD-ROM作成 

XML特許・実用系 

公報DVD-R 

SGML意匠・商標・審判系 

公報CD-R 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公報 

ﾃﾞｰﾀ取得 

④ 公報の発行 

図表１ 公報ｼｽﾃﾑによる公報発行フロー 

① 

② ③ 

【中期目標・計画の要点】 

 

【事業実績】 

【今後の課題】 

 

1.（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（図表1参照）を適切に行うとともに、制度改正等必要不可欠なものに限定して
公報システムの改造を行った。 

   
  ① 特許庁ホスト更改に対応するため、業務アプリケーションの移植及び新規インターフェースの整備等についてのシステム開発を開始し

た。 （H27.1リリース予定） 
   
  ② 商標法改正に伴い、新しいタイプの商標（音や色彩等）に、商標公報、公開国際商標公報、国際商標公報、審判公報が対応できるよう

にシステム開発を開始した。  (H27.1リリース予定） 
   
  ③ 特許付与後レビュー制度に対応するため、特許部分確定決定公報及び特許決定公報の発行ができるようシステム開発を開始した。 

(H27.1リリース予定） 
  
  ④ ハーグ協定ジュネーブアクト加盟に向けて、意匠公報、審決公報が対応できるようシステム開発を開始した。 
 
 （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）を安定的に運用するとともに、今後のシステム改変に備え、以下の事業を実施した。（図表2参照） 
  ① 包袋管理システムを安定的に稼働し、出願書類等の受入、出納及び保管業務を確実に実施した。 
  ② 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、ソフトウェア開発事業者を適切に

選定のうえ開発に着手するとともに、ハードウェア導入事業者についても適切に選定した。 
  
 （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を管理するマスターデータの構築」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5,170件作成した。 
 
2.    上記事業を実施するにあたり、真に必要不可欠なものであるかについて精査し、経費の増大が生じないようにした。 

1. ユーザーの利便性向上を図るため、公報システム、出願書類管理システム及び出願マスタデータの整備・管理を行う。 

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

  平成27年1月の新包袋管理システム稼働開始に向け、ソフトウェア開発事業者及びハードウェア導入事業者と連携を密にし、進捗状況を 

 的確に把握のうえ、新システムへの移行が円滑に実施されるよう厳格に進行管理する必要がある。 

1.最終処分済み 
  包袋受入業務 

2.審判請求有り 

  包袋返還業務 

4.包袋借用依頼 

 貸出返却業務 

3.保管期間経過 
 包袋廃棄業務 

5.管理情報照会・ 

 統計作成業務 

主な業務機能 

図表２ 包袋管理システム業務概念図 

1.包袋最終 

   処分情報 

2.返還対象 

   包袋情報 

4.包袋借用 

   依頼情報 

3.廃棄処分 

   包袋情報 

包袋の 
受入・ 
保管 

包袋の 
庁への 
返還 

包袋の
貸出し 

廃棄対象
包袋の引
渡し 

特許庁各原課・各システム 特許庁職員 

情報・研修館 

包袋管理システム 

１．工業所有権情報の提供 
 【情報システム業務】 
 （２）公報システム等の整備・管理 
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【中期目標・計画の要点】 

 

【事業実績】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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特許庁の審査用ＤＮＡ検索システムへ蓄積し

た。 （図表１参照） 

 (１) ＤＮＡ関連出願書類からＤＮＡ配列データを年度目標を上回る４，９０３件（年度目標は４，５００件以上）抽出し、検索用データへ加工した。 

 (２) 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２６回（年度目標は２４回以上）購入した。 

 

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。（図表２参照） 

   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ために必要な、以下の資料・データを作成・収集した。 

 (１) 特許文献の効率的な検索に必要なFターム解説書１１テーマを電子データ化した。 

     （参考） 作成テーマ ：光学フィルタ、風車、核医学、ダイシング 外７テーマ 

 (２) 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２９０，６１０件購入し、特実検索システムへ蓄積した。              

1.  特許（ＤＮＡ関連）出願書類から、ＤＮＡ配列に関する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。 

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。 

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。 

290,610 313,767 308,500 351,834 372,306 フリーキーワード購入件数 

平成２５年度 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 平成２１年度 事業年度 

迅速かつ的確な審査のため、審査・審判に必要な資料等の電子データの作成等を行い、データベースを構築する。 

【用語の解説】 

図表２  平成２５年度非特許文献データ作成件数 

図表１ DNA配列データの作成・蓄積等 

◎ ＧＥＮＥＳＥＱデータ 

トムソン・ロイター社が提供する世界の特許
発行機関が発行する特許情報から、核酸・ア
ミノ酸に関する配列情報を包括的に収録した
データベースの情報 

◎ パトリス・フリーキーワード 

株式会社パトリスが公開特許公報から技術分
類体系にとらわれずに、種々の分野に共通す
る一般技術用語を抽出し、同義語のグルーピ
ングなど用語の統制処理をして作成した検索
用キーワード 

－ 23 実用新案技術評価書 

11,876 

－ 

9,921 

1,932 

－ 

書誌ﾃﾞｰﾀ 

81,270 合   計 

68,163 拒絶理由通知書引用文献 

9,921 国際調査報告書引用文献 

1,932 無効審判請求書引用文献 

1,254 調査員抽出審査有用論文 

ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀ 入力対象文献名 

DNA関連特許出願 

DNA配列検索用 

データ作成 

民間事業者提供 

有償DNA配列データ 

（GENESEQデータ） 

公開前DB 公共DB 
（特許審査） 

DNA検索ｼｽﾃﾑ 

有償DB 

データ蓄積 

検索 

１．工業所有権情報の提供 
 【情報システム業務】 
 （３）審査・審判に必要な資料等の電子データの整備 
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＜知的財産プロデューサー＞  

【２４年度の課題】 

【事業実績】 

【中期目標・計画の要点】  

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

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

プロジェクト企画段階への派遣を本格実施するため、派遣先選定基準を明確化し、必要な要件を検討していく必要がある。 

２．知的財産情報の高度活用による権利化の推進 
 【知的財産情報の高度活用による権利化の推進業務】 
                 （１）－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 

 

 平成２５年度は公的研究資金が投入されている２７箇所の研究開発機関等に、計２０名の知的財産プロ
デューサー（うち１１名は複数箇所を兼任）を派遣し、各プロジェクトの研究開発成果の事業化に向けた知的財
産戦略の策定等を支援した。 （図表１参照）   

≪課題への対応≫ 

外部有識者から構成される委員会において、支援スキーム（図表２参照）と派遣先選定基準を検討・明確化し
た上で、公的研究資金投入前のプロジェクトを選定し、企画段階における知財管理ルールと体制作りを支援し
た。  

図表２ 支援スキーム 

支援スキーム ～手続の流れ～ 

派
遣
先
機
関 

知
財
Ｐ
Ｄ 

I

N

P

I

T 

準備支援派遣申請 

申請書提出 

診断派遣 準備支援派遣 通常支援派遣 フォローアップ支援派遣 

診断書作成 

準備支援派遣決定 準備支援派遣について選定・
評価委員会による事後承認 

選定・評価委員会による選定 

→ 通常支援派遣決定 

選定・評価委員会による選定 

→フォローアップ支援派遣決定 

公募 

公募書類提出 

フォローアップ支援派遣申請 

申請書提出 

知財ＰＤによる診断 

派遣適格
を判断 

選定・評価委員会により１年
ごとに継続派遣承認 
（派遣期間は３年程度を目処） 

プロジェクト終了後又は通常
支援派遣期間終了後も、派
遣先機関の要請及び選定・
評価委員会の承認により継
続派遣可能 

派遣の種類 知財プロデューサーの想定業務 

診断派遣 
各プロジェクトについて、知財ＰＤ派遣機関として適正なものか（事業化
への取組の意欲、プロジェクトリーダーの知財に対する理解等）を診断 

準備支援 

派遣A 
公的資金投入決定前のプロジェクトについて、研究成果の事業化に向
けた知財ポリシーの策定、知財管理体制の検討等の支援 

準備支援 

派遣B 
公的資金投入決定後のプロジェクトについて、知財ＰＤ事業への公募
までの間に、知財戦略の策定等の支援 

通常支援 

派遣 

公的研究資金が投入された研究開発コンソーシアム等における研究
成果を事業化・産業化に繋げるために、知的財産の視点から研究開発
成果の出口・活用を見据えた知的財産戦略の策定等の支援 

フォローアッ
プ支援派遣 

通常支援派遣が終了した後、継続して支援派遣をすることが研究開発
成果の事業化に特に有益と認められる場合に支援 

≪派遣効果向上のための取組と外部有識者から構成される委員会による評価≫ 

  （１）INPIT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、派遣先の視察（２６回）により知的財産プロデューサーの活動状況を  

     把握し、PDCAマネジメントを推進した。 

  （２）知的財産プロデューサーによるタスクフォースを設置し、プロジェクトにおける知的財産面からの課題について検討（３５回）を行い、各派遣先におけ 

     る知的財産プロデューサーの活動で役立つ知識等を取りまとめ、実地活動で起こりうる課題に対応できるようにした。  

  （３）各プロジェクトにおける優れた知財戦略や取組みに関する事例集を取りまとめ、主たる研究開発機関や公的研究開発資金配分機関（ＮＥＤＯ、ＪＳＴ 

     、ＡＩＳＴ、大学協会、各省庁、各経済産業局等）へ配布し本事業の周知を行った。その結果、新規プロジェクトの応募増に繋がった。（図表１参照） 

  （４）外部有識者により構成される「派遣先選定・評価委員会」の開催回数を２回から５回に増やし、知的財産プロデューサーの派遣決定と派遣停止の 

     判断基準等を明確化するとともに、本事業の中間評価を行った。 

  （５）本事業の有効性について中間評価を実施し、派遣先選定・評価委員会より、「事業の初期段階としては、概ね順調な立ち上がりがなされた」との評
価を得た。 
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図表１ 派遣先の推移 

≪他省庁等との連携－プロジェクト企画段階での支援強化等≫ 

  （１）経済産業省担当課と新規プロジェクトに関する意見交換を行った上で、企画段階のプロジェクトを委員会で審 

     議・選定（４箇所）し、うち２箇所については準備支援派遣を行った後、通常支援派遣に移行した。 

  （２）産業技術総合研究所（ＡＩＳＴ）との連携協議会（計３回）を通じて、派遣効果が高いと思われるプロジェクトを 

      選抜した後、委員会において審議・選定（２箇所）し、半年間の準備支援派遣を行った後、通常支援派遣に 

     移行した。 

  （３）科学技術振興機構（ＪＳＴ）や新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）などの研究開発資金配分機関 

     との意見交換（計７回）を実施し、派遣効果が高いと思われるプロジェクトを選抜した後、委員会における審 

     議・選定により、６プロジェクトを次年度の支援先として決定した。 

  （４）ＡＩＳＴの研究者や知的財産部員を対象にした知財研修（計８回）を実施し、技術研究組合での知財の考え方 

     や秘密情報の取り扱いなどの内容で延べ約３５０名が聴講し、高い評価を得た。 

≪活動事例≫ 
    本事業の支援先である「糖鎖機能活用技術開発プロジェクト（支援期間：平成２１年～平成２５年）」では、知的財産プロデューサーの支援により、特

許群管理を念頭においた特許活用リストを作成し、出願案件の重要度判断や容易に権利活用できる仕組みを構築した。 （図表３参照） 

   そうした取組の結果、世界初の糖鎖マーカーを用いた肝臓の線維化検査用試薬の実用化という成果が生まれた。 

糖鎖遺伝子ライブラリー
の開発（2001-2004） 

糖鎖構造解析技術の開
発（2003-2006） 

糖鎖機能活用技術開発
（2006-2011） 

糖鎖関連プロジェクト全
体の特許（約１２０件） 

■特許出願リスト 

■特許活用リスト 

図表３.糖鎖プロジェクト終了後の知財活用． 

・活用情報 

 の追加 

・リスト化で 

一元管理 

出願番号、書誌
事項等を管理 

メリット 

 ・共願者や研究者へのヒ   

  アリング結果から知財   

  活用状況を把握可能 

 ・出願案件の重要度判断  

  も容易 

 ・特許の維持要否判断に 

  も活用可能 

■以下の項目を整理・追加 

 ・プロジェクト研究開発項目 

 ・技術分類 

 ・共願人アンケート 

 ・研究者インタビュー 

 ・活用の動き 
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【中期目標・計画の要点】 

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。 

【事業実績】 
１．海外知的財産プロデューサー（以下、「海外ＰＤ」という）を６名配置し、海外事業展開を目指す中堅・中小企業等に対し、 
  以下に示す３つの項目について支援を行った。 
 ≪中堅・中小企業等の個別支援≫ 
   海外での事業展開が期待される全国の中堅・中小企業等２３３社（図表１参照）に対し、知財リスク低減、権利保護・活 
  用に関する個別企業支援を実施した。さらに、各地域の知財総合支援窓口や中小企業支援機関等との連携を強化する 
  ことによって、地域の企業ニーズを的確に把握しながら、ハンズオン支援を拡大し、以下のような成果事例を生み出した。 
   【事例１】 宮崎県企業Ａ社に対して、知財総合支援窓口と連携しながら、海外ＰＤを派遣して知財リスクを踏まえたビジネス 
         スキームや契約条件の相談に応じ、知財総合支援窓口の専門家（弁護士）も活用しながら契約書を作成するところ 
         まで支援を進め、Ａ社の北米企業への技術ライセンス契約締結の実現に貢献した。 
   【事例２】 あいち産業振興機構での外国出願補助金の募集時に、海外ＰＤによる海外ビジネスと知財リスクに関する講演及び 
         相談会を実施。相談会に参加した企業Ｂ社の国内外への出願と海外事業展開における戦略策定を支援し、外国出願 
         補助金（特許庁による）を活用したＰＣＴ出願を行ったほか、中東進出に向けた代理店契約に関する支援でも貢献した。 
   【事例３】 近畿経済産業局主催の「海外展開指南塾」に参加し、「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」にも採択された企業Ｃ社に対し、海外ＰＤを 

         派遣し、東南アジアにおける事業展開戦略に基づいて、出願する技術とノウハウとして秘匿する技術を選別させる等の具体支援を行った。その結果、Ｃ社は 

         保有技術の一部についてＰＣＴ出願による権利化を進める等、同社が狙う東南アジアでの事業展開における知財リスクの低減に貢献した。 

   【事例４】 ひろしま産業振興機構の支援する医療機器メーカーＤ社に対して、国内外のグループ会社間で保有する知財の社内管理に関するアドバイスを実施し、グループ 
         会社間における知財権の取得、使用（利用）、譲渡・移転、管理等に関する規定等の策定支援を行った。これにより、国内外の知財管理体制が構築され、Ｄ社の 
         海外事業の拡大基盤の強化に寄与した。 

 ≪海外事業展開における知的財産マネジメントの重要性に関する普及・啓発≫ 
   海外ＰＤが講師を務める講座・セミナーを全国各地で開催し、普及・啓発に努めるとともに、中小企業人材、中小企業支援人材の育成も図った。（図表２参照） 
 ≪海外進出日系企業ヒアリング調査≫ 
   最新の海外事情を把握する一環として、台湾進出企業６社、現地法律事務所２箇所、および台湾交流協会を訪問し、 
  台湾に進出している日系企業の現地特有の事業環境と知財リスク等に関するヒアリング調査を実施した。こうした 
  調査結果は海外ＰＤの支援活動の水準向上に活用されている。 
 
２．以下に示す「企業支援満足度調査」、「専門家ヒアリング調査」等を行い、事業の改善・強化すべき点の検討を行った。 
 ≪企業支援満足度調査（アンケート調査）≫ 
  （１）個別支援企業を対象にアンケートを実施した結果、「海外進出にあたり知財面での基本的な考え方が整理できた」 
    「実務に役立つ具体的な情報を得ることが出来た」等の声が寄せられた。（図表４参照） また、海外ＰＤによる継続 
    支援を希望する企業は９２％であった。（図表５参照） 
  （２）「海外知的財産活用講座」の参加者からは、回答者の約９１％が「非常に有益」「有益」との回答を得られ、「企業内 
    の知財活動のヒントが得られた」、「海外に進出する企業さんに伝えたい」との声が寄せられた。 
 ≪外部組織へのヒアリング調査≫ 
    派遣支援効果について、４つの機関の専門家に対してヒアリングを実施したところ、「海外ＰＤの事業戦略視点からの 
   幅広い知的財産活用支援が極めて有用である」、「知財面の支援が必要な企業は潜在的に多数存在する」等の意見が 
   寄せられ、本事業への期待が予想以上に高いことが分かった。 
 
３．海外ＰＤ事業の必要性の認識度向上に伴う今後の支援体制強化に係る検討 
   本事業の必要性と有効性が関係機関や企業等からからも認識され、さらに企業からの支援要請も増えてきたことを踏まえ、本事業の抜本的な強化を図るため 
  の方策を検討した。その結果、平成２６年度より「海外PD」の活動を補佐する「海外知的財産アドバイザー」をおくこととし、その制度設計を行った。 

図表３ 海外知的財産活用ポータルサイトでの情報発信 

 

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

 ＜海外知的財産プロデューサー＞ （１）−２ 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 

図表４ 企業支援満足度調査結果 

ＩＮＰＩＴ主催セミ
ナー 
 
 「海外知的財産
活用講座」 

特に、大都市以外の地方集
積都市（精密部品産業の長
野県諏訪市等）での、海外
知財リスク対策と活用の講
座を開催。 

全国１５
箇所 
 

中小機構との共
催セミナー 
  
「中小企業のた
めの海外展開セ
ミナー」 

知的財産面について海外Ｐ
Ｄ、経営面について中小機
構のプロジェクトマネー
ジャーが講師を担当し、セミ
ナーを開催。 

全国５箇
所 

地方自治体等
主催各種セミ
ナーにおける  
出前講座 

地方自治体、工業界、商工
会・商工会議所、金融機関、
政府関係機関等が実施す
るセミナー・講演会等へ、海
外ＰＤを講師として派遣。 

全国延べ
６４箇所 

ウェブ （平成25
年度に大幅に情
報追加） 
 「海外知的財産
活用ポータルサ
イト」 

海外進出に役立つ有用情
報（「海外進出と知財活動
（業務）確認シート」「中堅・
中小企業のための海外知
的財産マネジメントＦＡＱ」）
を新たに提供 

（図表３
参照） 
 

マスメディア 
（平成25年度新
規取組） 
 
新広島テレビ
「情熱企業」 

新広島テレビ番組「情熱企
業」内において、海外ＰＤに
よる中小企業の海外進出時
の知財活用アドバイスをテ
レビ放映 

図表５ 継続的な支援希望の企業 

出所：Google map 

図表１ 支援企業（２３３社）の分布 

図表２ 海外展開における知的財産の普及啓発の取組 
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【事業実績】 
  全国８箇所の広域大学ネットワークに、８名の広域大学知的財産アドバイザーを派遣し、広域大学 

 ネットワークの幹事校にアドバイザーが常駐、 加入校へは出張等により支援を行った。以下の平成 

 25年度事業の主な取組と成果を示す。 

 （１） 事業開始３年目となる６箇所の広域大学ネットワークに対しては、 「産学官連携プロジェクトの 

    創出」 （ステップⅢ）に関する支援を重点的に実施した。 （図表１参照）  

 （２） 上記の支援により、以下のような連携プロジェクトが新たに創出された。 

    ✫ 看護系大学とデザイナーとの共同研究による子供向け呼吸訓練装置の製品化 

    ✫ iPadにつなぐ理科の実験用のセンサーユニットを開発し技術供与契約を締結 

    ✫ 注射訓練プレートを企業と共同開発し、医学部の授業で採用 

 

 ≪平成24年度の課題への対応≫ 

 （１） ネットワークの特性を踏まえた広報活動、活動成果事例等の作成・発信により、広域大学ネット 

    ワーク参加大学が、平成25年度当初は延べ89大学（12ネットワーク）で あったが、平成25年度 

    末には延べ121大学（14ネットワーク）へと拡大した。 （図表２-１、２-２参照） 

 （２） ステップⅢの取組について議論する「公開成果発表会」を開催し、取組事例等を発表してネット 

    ワーク参加大学と情報共有を図った。こうした取組により、他のネットワークへの波及が期待 

    される状況が生まれてきた。 

 

 ≪派遣効果向上のための取組と外部有識から構成される委員会による評価≫ 

 （１） INPITに統括広域大学知的財産アドバイザーを配置（1名）し、月次報告書のチェック、派遣先の 

    状況視察（年度に35回）により広域大学知的財産アドバイザーの活動状況を把握し、PDCA 

    マネジメントを推進した。 

 （２） 広域大学知的財産アドバイザーから成るワーキンググループを設置し、全ての広域大学ネット 

    ワークに跨がる共通課題、「大学の知的財産活用促進策 」及び「大学における知的財産実務上 

          の個別事例対応集」等について検討（年度に14回）し、取り纏めた。今後、加入校にフィードバック 

          することで知的財産実務の向上を図る予定。 

 （３） 外部有識者により構成される「派遣先選定・評価委員会」の開催回数を、年度２回から５回に 

     増やし、支援スキーム等を明確化するとともに、広域大学知的財産アドバイザーの派遣決定と 

     派遣停止の判断基準等も明確にして、選定・評価を実施した。 （図表３参照） 

 （４） 「派遣先選定・評価委員会」において、評価基準に基づいて、本事業の有効性の中間評価を実施し 

    た。その結果、 「広域大学ネットワークの加入校における知的財産管理基盤の整備や共通課題の 

    検討、連携プロジェクトの創出等 において、概ね事業は順調に推進され一定の成果が上げられて 

    いる」との評価結果となった。   

       

 

 

【中期目標・計画の要点】 

【２４年度の課題】 

１．  大学知財管理体制構築のすそ野拡大の観点から、新たにネットワークに参加する大学の発掘・拡大を図る必要がある。 

２． 大学知財管理体制構築後の知財活用に繋げる支援の仕組みを検討する必要がある。 

図表２-１. 広域大学ネットワーク参加校数(累計) 

ネットワーク 重点的に取りくんだ課題と支援内容 

北海道地域中
小規模大学NW 

・加入校保有特許の技術分野分析 

・知財活用等ワーキンググループで医工情連携や食農
畜工情連携など異分野連携テーマを抽出・検討 

異分野融合デ
ザインNW 

・看護系大学とデザイナーとの共同研究による子供向
け呼吸訓練装置の製品化 

・デザイン系大学と薬学系大学との共同研究契約締結 

・看護系大学と高専とで「パーキンソ病に対する筋固縮
定量測装置と振動治療の開発」を共同研究 

医学系大学産
学連携NW（IP-

med） 

・BIO JAPAN2013で加入校シーズを共同出展 

・６テーマ（①医系審査基準、②研究マテリアル取扱い、
③大学発ベンチャー支援④バイオ系企業に対する共同
シーズ発表⑤利益相反対応⑥医療政策提言）で医系
特有の課題検討を実施 

近畿地域広域
大学知財NW 

・大阪・神戸商工会議所と関西私立大学知的財産連絡
協議会と定期的な会合を設け、連携ＮＷ構築及びシー
ズ発表を検討 

近畿・中部医系
知財管理NW 

・企業との共同研究による医療機器の商品化 

・昨年度に引き続きJST新技術説明会の開催により聴
講者と面談まで進展 

西日本教員養
成大学知財NW 

・iPadにつなぐ理科の実験用のセンサーユニットを開発
し、技術供与契約を締結 

・Eラーニング関連の特許を出願し、ソフトメーカーと実
施許諾契約を締結するなどの事業化を推進 

・地元の伝統産業企業とのコラボレーションで大学独自
の知財出願（特・意・商）するなど社会連携を推進 

図表１. ステップⅢによる取組成果     

図表３.支援スキームの見直し 

派遣の種類 アドバイザーの想定業務 派遣先選定基準 

準備支援派遣 

（Ｈ２５新設） 

新たに広域大学ネットワークの
構築を検討している大学に対
して、ネットワーク形成のため
の支援及び特性を踏まえた目
標の設定等を支援 

ネットワークの取り組
むべき目的が明確で
あり、活動を通じて社
会貢献に資する成果
が見込めること 等 

フォローアップ
支援派遣 

（Ｈ２５新設） 

研究成果の社会還元や地域
貢献に資する広域大学ネット
ワーク等の取組計画 

支援を継続することで
研究成果の社会還元
や地域貢献に特に有
益であること 等 

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

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

 
＜広域大学知的財産アドバイザー＞   

図表２-２. 広域大学ネットワーク数 
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ステップⅠ 
ステップⅡ ステップⅢ 

１年目の支援 ２年目の支援 ３年目の支援 

【支援のステップアップ】 

ステップⅠ ステップⅡ ステップⅢ 

H２３ 

事業開始 

H２４ 

事業開始 
デザインNW 

北海道等 

6NW 

生活科学ＮＷ H２５ 

事業開始 

Ｈ２３ 【８箇所支援】 
・ステップⅠ：７箇所 
・ステップⅡ：１箇所 
 

 Ｈ２４ 【９箇所支援】 
 ・ステップⅠ：１箇所 
 ・ステップⅡ：７箇所 
 ・ステップⅢ：１箇所 

Ｈ２５ 【１２箇所支援】 
  ・ステップⅠ：１箇所 
  ・ステップⅡ：１箇所 
  ・ステップⅢ：６箇所 
 
 ・準備支援派遣：３箇所 
 ・フォローアップ支援 
  派遣：１箇所 

 ※２箇所はH24末で派遣中止 

H26は新規の
2ネットワーク

がステップⅢ
からスタート 

－１３－ 

１．大学等における知的財産管理体制の構築等を支援するため、大学等から創出される産業界に有用な技術を確実に把握・選別し、知的財産 

  情報を活用することにより適切な権利保護・活用を行える仕組みづくり等に関する知的財産マネジメントの専門人材を毎年度７箇所以上の大 

  学等に派遣する。 

 



【事業実績】 

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（以下、これらを合わせて「開放特許情報データベース等」という）の提供 

 （１）開放特許情報データベース等への登録促進                                            

 各地の企業、公的研究機関及び大学･TLO等101機関 （うち23機関は関東圏外）を訪問して、両データベースへの 

     新規登録促進活動を進め、平成25年度は2,753件の新規登録を行った。 

 （２）開放特許情報データベース周知・利用促進 
 開放特許情報データベースの登録者や利用者メリット等を掲載したパンフレットを8,000部作成し、 

  各都道府県の知財総合支援窓口等関係機関へ配布周知活動を行った。 （図表１参照）      

 より多くの利用者に利用してもらうため、Twitterを利用してデータベースの更新情等を配信した。 

 Google AdWordsを利用した広告を掲載することにより、ライセンス情報へのアクセス件数が増加した。 （図表２参照）                             

 （３）開放特許情報データベースの利用促進等の課題の検討                                                                 

 利用促進策を検討するため、知的財産ビジネスを行う企業（取引業者）13者へ訪問し意見を聴取した。また、自治体特許流通コーディネーター及び、開放特許
情報データベース利用者のアンケート等を行い202者の回答を得た。「全国からアクセスできるので有用」といった意見の他、「本データベースの認知度がまだ
低い」との声も多く寄せられ、広報活動の強化が今後の課題であることが明らかとなった。 

 「知的財産推進計画2013」に掲げられた、「開放特許情報データベースの多言語化」について、  「海外からの積極的な投資を呼び込むという視点から」の検
討を実施するため、知的財産権取引業者13者、自治体特許コーディネーター29名、開放特許情報データベースの上位登録者、および大学TLO等に対してヒ
ヤリングを行った。その結果、 「パテントトロール（NPE）の活動を助長するリスクには注意が必要」等の意見もあり、引き続き、データ提供者等の意見を蓄積し
ていくことが必要と判断した。 

 

２．国際知的財産活用フォーラム等の開催とネットワーク形成 

（１）国際知的財産活用フォーラムの開催  
 本年度は、後援機関を12機関から30機関に増やすとともに、広報活動を強化した結果、昨年度を越える参加者（平成25年度937名、平成24年度859名）を得

て、我が国の大企業、中小企業、ベンチャー企業における知的財産戦略、およびグローバル知的財産人材の育成課題についてパネル討議を行い、知財関係
者のネットワーク形成の機会を提供した。（図表３参照） 

 参加者アンケートの結果、「実務的、現状の課題について非常にホットな話で参考になった。」、「知財経営戦略を考える上で大変参考になった。」、「社の方針
が一貫し分かりやすい点に感銘を受けた。」等の声があった。特別講演や各トラックで取り上げたテーマについても「興味深いテーマと思い聴講した」が80.1％
と、参加者の期待に応えたものとなった。 

 内容についても「有意義な考え方や情報が多く得られた」、「有意義な考え方や情報がある程度あった」の合計が93.7％となり、高評価を得た。（図表４参照） 

（２）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  
 自治体特許流通コーディネーター及び自治体担当者間のネットワーク形成の場として、連絡会議を2回（計4日間）開催し延べ63名の参加があった。参加者に

アンケート（第1回）を行ったところ、「非常に役に立つ」、「役に立つ」の合計が80.1％となり、高評価を得た。 

                                 

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

 （３）知的財産情報活用のための環境整備 

【中期目標・計画の要点】 

登録件数 

(Ｈ25新規分) 

開放特許情報 
３６,６４８件 

(２,７５２件) 

リサーチツール 
６０５件 

(１件) 

1. 開放特許（権利譲渡又は実施許諾の用意のある特許）やリサーチツール特許に関する情報についてのデータベースを提供する。 

2. 国内外における知的財産情報の共有、知的財産活用に関する取組の情報交換、知的財産活用に関わる者のネットワーク形成等を行う機
会としてのセミナーを毎年度1回以上実施する。 

【図表４】 国際知的財産活用 

フォーラム２０１４アンケート結果 

【図表２】 開放特許情報DB個別ライセンス情報表示件数 

       

【図表１】 開放特許情報DB利用のメリット 

【図表３】 国際知的財産活用フォーラム2014概要 

【検索利用者メリット】 

・ライセンス可能な特許情報に、誰もが
無料でアクセス 

・ライセンスパッケージ情報により、関連
する技術を一括に活用 

・ライセンスにより、研究開発期間短縮、
コスト削減や自社の製品に付加価値 

【登録者メリット】 

・提供を希望する特許情報を誰もが無
料で登録 

・事業のビジネスパートナー探しに活用 

開放特許DB

利用のメリット 

 「国際知的財産活用フォーラム２０１４開催概要用戦略を考える～」開催概要
　～グローバル化する世界経済において、「日本の強みを生かし・創り、機会を活かす」立場で、知的財産の活用戦略を考える～

　平成２６年１月２７日（月）　セルリアンタワー東急ホテル　参加者数９３７名　（平成２４年度：８５９名）
　○特別講演：「Hondaのグローバル経営と知財－グローバル事業展開で知財の果たした役割」 
　　山本　芳春 氏（本田技研工業株式会社 取締役 専務執行役員、株式会社本田技術研究所 代表取締役 社長執行役員）
　○特別講演：「知財マネジメントが主役になる時代の登場＝オープン＆クローズの知財思想が必要となった＝」
　　小川　紘一 氏（工学博士、東京大学 政策ビジョン研究センター シニア・リサーチャー）
　○パネルディスカッション
　　「企業におけるグローバルビジネスの展開及び知的財産戦略」
　　　　モデレーター：渡部　俊也 氏（東京大学 政策ビジョン研究センター 教授）外パネリスト４名
　　「グローバル知財マネジメント人財像を考える」
　　　　モデレーター：石井　正 氏（大阪工業大学 名誉教授、深見特許事務所 副会長・弁理士）外パネリスト５名
　　「知的財産を活かしてグローバルに展開する中小企業の成長戦略」
　　　　モデレーター：土生　哲也 氏（土生特許事務所 所長 弁理士）外パネリスト４名 
　　「グローバル展開を実践する大学発ベンチャーの知財戦略」
　　　　モデレーター：松田　修一 氏（早稲田大学 名誉教授）外パネリスト５名
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スキルアップ研修テーマ 研修内容
効果的な知財マッチングマート事業に関する調査研究について
　　　～平成25年度調査事業から紹介～
自治体における知財マッチングの取り組みについて 　　グループ討議 川崎モデルの知財マッチングの特徴
大企業による知財マッチングの取り組みについて　   　 グループ討議 大企業の技術を中小企業にライセンスするための出口戦略等（富士通(株)）
知財マッチングにおける金融機関の役割について　 自治体特許コーディネーターの金融機関と中小企業知財をつなぐ役割

全国の知財マッチングの現状、特許庁におけるマッチング事業の実施状況等

スキルアップ研修テーマ 研修内容
自治体における知財マッチングへの実施状況について　 パネルディスカッション 各自治体における知財マッチングの事例（成功･失敗）について討論（モデレーター　弁理士 土生　哲也）

自治体における知財マッチングの取り組みについて 　　グループ討議 さいたまモデルの知財マッチングの紹介
大企業による知財マッチングの取り組みについて　   　 グループ討議 テクノロジービジネスと日産自動車の取組みについて事例紹介
近畿知財マッチング事業の取り組みについて 知財ビジネスマッチング事業の紹介、中小企業の新事業展開の事例紹介

「知財マッチングの効果的な実施について考える～平成２５年度調査事業から～」 中小企業への大企業等保有特許移転に関する調査研究の事業報告及び発表

【第1回 自治体特許コーディネーター連絡会議《スキルアップ研修》】 【第2回 自治体特許コーディネーター連絡会議《スキルアップ研修》】 

－１４－ 



【中期目標・中期計画の要点】  

 特許庁の業務を円滑に遂行するため、知的財産政策を取り巻く環境の変化に対応しつつ、特許庁職員の育成研修を着実に実施する。 
      

図表１ 平成25年度受講者数実績等 

コース別内訳 

図表２ コース別語学研修実績及び効果 

【事業実績】 

≪着実な実施 ≫ 

 1.特許庁が策定した「平成２５年度研修計画」に定められた研修をすべて着実に実施した。（全体研修参加者は、7,014名。２４年度は、5,902名） 

  【受講者数内訳は図表１参照】     

 2.研修生全員に対するアンケート調査において、目標である８５%を上回る９８％（２４年度は９８％）の者から「有意義だった」との評価を得た。 

≪政策課題への対応≫ 

 「知的財産推進計画2011」を受けて取りまとめられた「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研修について以下のとおり充実を図った。 

 

 1.グローバル時代に対応する研修の充実   

  (１) 「多言語に対応できる人財の育成」のための研修の実施  英語、第二外国語（仏、独、中、韓）の語学研修を実施。今年度コース別語学研修  

     は、382名の受講（24年度は、343名、11%増）。 

     特に、中国語については、71名（24年度は、57名、25%増）と増加。 【コース別語学研修実績及び効果は図表２参照】  【継続・充実】  

  (２)  「ハーグ協定」に対応した英語研修の実施  意匠の国際条約であるハーグ協定施行に向けて、英文による拒絶理由通知書等の作成能力向上   

     を図るため、今年度より実施。（5名） 【新規】  

 2.審査・審判の品質向上を図る研修の充実    

  (１) 「審査の品質管理」に関する研修 「知財推進計画2013」の提言等を踏まえ、新たに「審査官後期研修」「審査系マネジメント能力研修」において特   

     許系審査官に対して、審査の質の維持・向上に関するマネジメント及び施策を理解し、質の高い審査の重要性について修得する研修を実施。【新規】   

   (２)「期間徒過後の手続への対応」のための研修 平成２４年度より新たに「回復理由書」に対応する業務が発生したため、改正法の趣旨を理解し、 

          手続の知識を習得して、的確な処理ができるよう、「方式審査専門官研修」及び「専門研修」で新たに実施。 【新規】  

   (３)「技術研修」等の専門研修及び派遣研修の増加 「３Ｄプリンタの現状と課題」「ビッグデータ解析技術動向」等最新の技術動向の知識修得のため、  

       専門研修コース数及び受講生の増加を図るとともに、学会、セミナーへの参加等の派遣研修増加に対応した事務処理を着実に実施。 

    (専門研修24年度65コース→25年度93コース)  【継続・充実】  

≪研修効果を高めるための工夫≫ 

   特許庁職員の学習意欲と研修効果を高めるために、研修の目的やねらい、講義内容及び修得すべき知識と能力などを明確にした「科目別講義概   

  要（シラバス）」を２４年度から作成し、２５年度はすべての必修研修において、事前に研修生に配布を実施。 【継続・充実】  

 

 【特筆すべき事項】 

１．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てきた結果、「平成２５年度末までに一時審査通 

  知期間を11ヶ月以内（FA11）」とする特許庁の政策目標の達成に貢献できた。 

２．研修生のニーズを的確に把握するため、受講者ヒアリングを修了式が実施される事務系、審査系のすべての研修で実施した。 

  （24年度延べ132人→25年度延べ199人） 

  前年度（24年度）に出された意見を踏まえ、一部研修のカリキュラムの変更等に反映するとともに、２５年度に出された意見についても、次年度の研修 

  カリキュラムや科目変更等の検討に資するため、特許庁に情報提供を行った。 

  

 

            

言語別内訳 

【 今後の課題】 

１．語学研修等の受講者増や新たな科目追加等、社会経済のニーズの変化に対応した審査官の育成のため、さらなる研修の充実が必要である。 

 

２．受講者ヒアリングに加え、講師からもヒアリングを行うなど、さらに研修効果の向上を図る工夫を行うことが必要である。 

３．知的財産関連人材の育成 
 【人材育成業務】 
 （１）特許庁職員に対する研修 

名 
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[注]２５ｆｙ英語研修受講者２９６名中、受講前、受講後ともＴＯＥＩＣを受講
していた277名のスコアの推移（平均点受講前671点→受講後704点） 

英語研修受講前受講後ＴＯＥＩＣスコア 

コース数 25fy受講者数 24fy受講者数

9 438 501

3 99 134
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22 25 133

6 77 84

①専門研修 93 3,516 2,412

②派遣研修 － 1,189 904

③現場実習 － 722 802
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７．電子計算機研修

８．法律研修
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【中期目標・計画の要点】 
 

【事業実績】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【特筆すべき事項】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今後の課題】 

図表４ サーチャー研修 「修了率の推移」 

1. 「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に基づく登録調査機関の調査業務実施者を育成するための研修（サーチャー研修）を着
実に実施する。 

2. 登録調査機関の調査能力を高めるための研修（調査業務実施者スキルアップ研修）を実施する。 

１．調査業務実施者を育成する研修（サーチャー研修）を計４回実施した。計４回の研修で、研修生591名を受け入れ、修了生417名を輩出した。 
（１）研修生の増加に対応するための研修設備の充実化 

      ①前年度の課題（情報・研修館が保有する「サーチ用高度検索端末」の台数を研修生数が大幅に超えたことが原因で研修日程が延長された  

          こと）を解決するため、「サーチ用高度検索端末」のリプレースに伴って台数を増設した（84台→118台）。（図表１参照） 

   ②年４回の全ての研修日程（１回あたり約２か月）を延長することなく研修を行った。 

   ③ディスプレイは格納式を採用し、端末を使用しない他の研修にもＶＤＴ教室を活用できるようにした。（図表２参照） 
   ④端末台数を増加したものの、一般競争入札の効果もあって、端末リース料は昨年度比で約５００万円減少した。 
 

（２）サーチャー研修のカリキュラム改善による質の向上 

    ①外国特許文献の検索能力を育成・担保するために、「外国特許文献検索」の科目を第２回研修から新設し、特許庁における運用を見極め 

    ながら当該科目に関する筆記試験を第４回研修から導入する等、特許庁の審査業務の効率化に貢献する取組を行った。（図表３参照） 

   ②面接における質疑方法の充実化や、面接官（面接評価第二）の要件変更（管理職が行う）など、面接の運用を強化した。（図表３参照） 
   ③研修生からは、「外国文献のサーチおよび報告書の記入方法が明解になり有意義でした」、「外国特許文献検索の意義と具体的な検索方 

          法について理解できた」等の意見が寄せられ、カリキュラムの改善効果が確認された。（次ページ図表１参照） 
 

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、各登録調査機関が配置している
「サーチャー指導者」向けのスキルアップ研修を実施した。（受講者1４名） 

 (１) 一部の研修科目の講師を現役の経験豊富な審査官に変更するなどの改善を行った。  

 (２) 「ベテラン審査官が議論をリードし、また解説を加えたり、コメントを貰ったりと充実していた」、「審査官の意見や考え方、アドバイスや解説  
    を聞けたので、非常に良かったです」等の反応があり、改善効果が確認された。 

1. 世界最速・最高品質の特許審査を実現するうえで調査業務実施者の高度な調査能力獲得が重要であることに鑑み、平成25年度に追加

した外国特許文献サーチに関する科目に面接評価を導入する等、さらなる研修カリキュラムの充実を図る。 

３．知的財産関連人材の育成 
 【人材育成業務】 

 （２）調査業務実施者の育成研修 

１．特許庁の中長期政策課題である特許審査迅速化への貢献 

 (１) 「サーチ用高度検索端末」を増設するなど研修設備を充実させて研修を実施し、年間４回の全ての研修において日程を延長することなく
修了生417名を輩出した。その結果、これまでの修了者と合わせて、特許庁の政策課題である特許審査迅速化（2013年度末までに審査順
番待ち期間を11ヶ月とする）の達成に大きく貢献した。 

 (２) 質の高い講師の選定に努めており、年度平均の修了率は71%に達し、過去４年間で最高の修了率となった。（平成22年度、23年度、24年
度の修了率は、それぞれ62%、67%、70%）。（図表４参照） 

 (３) 外国特許文献検索の重要性が高まる中、サーチャー研修のカリキュラムを改善したことに加えて、調査業務実施者向けに開催された特
許庁主催の「外国特許文献検索説明会」に際して、募集案内、とりまとめ、会場提供等の協力を行った。 
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研修期間は約２ヶ月間 

講義と実習 
演習 

改善① 
外国特許文献検
索の講義を導入 

改善② 
外国特許文献検
索の問題を導入 

改善③ 
評価がより適切に行わ

れるよう運用を強化 

図表３ サーチャー研修の流れと主な改善点 

図表２ ディスプレイは格納式を採用し、端末を使用しな
い他の研修にもＶＤＴ教室を有効活用できる 

図表１ リプレースに伴いサーチ用高度検索端末 
を増設したＶＤＴ教室 
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【中期目標・計画の要点】 

【事業実施における留意事項】 

【事業実績】 

 

図表２ 各研修のアンケート結果（コメント例） 

１． 行政機関や民間企業等において知的財産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率的に 
   実施し、特許庁の有する知識・経験及びノウハウの提供等を行う。 
２． 中小・ベンチャー企業に対してはより参加しやすい形態での研修を実施する。 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」 （平成22年12月7日閣議決定） 
 特許庁職員向け研修を除く研修の実施については、民間の判断に任せる。ただし、特許庁の業務の迅速化等に資する研修については、 
 必要に応じて、民間に対する補助の導入等、適切な業務実施の在り方について検討を行う。 

１．特許庁が有する知識・経験を活かした研修の実施（図表２、図表４参照） 

   以下の研修を着実に実施し、受講生の高い満足度を得た。 

（１）審査基準等に関する研修 （計5回、受講者計131名） 

    特許庁の審査に的確に対応して権利取得を担う専門人材の育成を目的として、弁理士 

   や民間企業の知財部員等を対象に、審査基準の適切な理解や拒絶理由への的確な応答 

   などの実務能力を向上させる研修を年度計画の計4回を上回って計5回実施した。  
 

（２）先行技術文献の検索に関する研修の実施 

     検索エキスパート研修等 （計5回実施、受講者計155名） 

   民間企業等における先行技術調査の能力不足や理解不足を補い、無駄のない効率的な 

   出願行動を促すため、民間企業等の検索業務者を対象とし、特許調査・検索能力の向上の 

   ための研修を計5回実施した。 

   

（３）行政機関向けの研修  （計4回実施、受講者計162名） 

       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的財産権研修［初級］ 

    を計4回実施した。     

 

２．中小・ベンチャー企業向けの研修 （計4回実施、受講者計116名） 

    中小・ベンチャー企業経営者や知財部員に対して知的財産の保護・活用に関する研修の受講料を無料として、中小・ベンチャー企業の受講

ハードルを低減させ、地方開催分を含め計4回実施した。 

    特に、知的財産の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貰うことにより、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るなど、研修内容の改善を図った。 

                                                                              
                                                                                                                                                                         【次ページに続く】 

３．知的財産関連人材の育成 
 【人材育成業務】 

 （３）行政機関・民間企業等の人材に対する研修 

図表３ 知財人材育成推進協議会を構成する団体  

工業所有権情報 

・研修館 

知的財産 

教育協会 

日本知財 

学会 

日本知的 

財産協会 

日本弁護士 

連合会 

日本弁理士会 

発明推進 

協会 

知的財産 

研究所 

図表４：行政機関・民間企業等の人材に対する研修一覧 

・審査官、審判官の経験のある講師が、審査・審判業務を進める
上で考えることを交えてお話いただき、有意義でした。 

                    （検索エキスパート研修［上級］） 

 

・様々な機関から講師を招いているおかげで、それぞれの視点か
ら現状や課題などを学ぶことができました。 

                    （知的財産権研修［産学官連携］） 

 

・科目の内容、資料、講師の方々が幅広く準備されており、非常に
充実した４日間でした。また他の県の方々と情報交換できる貴重
な機会になりました。                              

                       （知的財産権研修［初級］） 

 

・事前に研修資料、課題が配付されていたので研修前に検討する
ことができ、グループ討論でも有意義な議論をすることができた。               

                       （特許審査基準討論研修） 

 

・事前の案内も含め、とても丁寧、親切でした。講義も充実してい
て、とても勉強になりました。 

                       （意匠審査基準討論研修） 
 

図表１ サーチャー研修「アンケート結果（年度累計）」 

H24FY H25FY 

特許審査基準討論研修
意匠審査基準討論研修
意匠拒絶理由通知応答研修
検索エキスパート研修［上級］
検索エキスパート研修［意匠］
特許調査実践研修［大工大連携］

行政機関向け 知的財産権研修［初級］
知的財産活用研修［検索コース］
知的財産活用研修［活用検討コース］
知的財産権研修［産学官連携］

審査基準系

検索系

中小・ベンチャー
企業向け
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３．知的財産関連人材の育成 
 【人材育成業務】 

 （３）行政機関・民間企業等の人材に対する研修（続き）、  （４）情報通信技術を活用した学習機会の提供 

図表３ ｅラーニングにおける学習画面  

 （４）情報通信技術を活用した学習機会の提供 

【中期目標・計画の要点】 

 

【事業実績】 

 

 

特許庁職員を含む知財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、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。 

１．平成25年度は新たに4コンテンツを開発し、平成23年度以降の開発累計は12コンテンツとなり、当初計画を上回るペースで開発を進めた。 

  （図表３参照） 

2.民間の知財担当者等の関心度が高い「特許・実用新案審査基準の概要３」を、昨年度作成した「特許・実用新案審査基準の概要１，２」に引き  

   続き開発し、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。 スライド 
（板書も再現） 

講師映像 

ポイント・ 
補足情報 

（【事業実績】（前ページからの続き）） 

 （２）知財人材育成推進協議会の事務局としての活動 （前ページの図表３参照） 

  ①オープンセミナーの開催  （全3回、参加者計403名）（前年度比：38名増）（図表１、２、４参照） 

   「知的財産推進計画2013」及び知財関連の8団体からなる知財人材育成推進協議会の方針に基づいて、“グローバル事業戦略に貢献する知
財マネジメント人財”を焦点にした「オープンセミナー｣を3回開催し、参加者から好評を得た。 

（96%の参加者が「非常に参考になった」又は「参考になった」と回答） 
    ≪各セミナーのテーマ≫ 

     （第1回） 「キヤノンのグローバル事業戦略に貢献する知財マネジメント」 

     （第2回） 「林原のグローバル事業戦略に貢献する知財マネジメント」 

     （第3回） 「日本の産業競争力を高める知財マネジメント人財」 

    

 

  ②「知的財産推進計画2014」への政策提言の取りまとめ 

   民間の知財人材育成関連機関をメンバーとする協議会の事務局として、各メンバーの意見を取りまとめ、我が国の知財政策に関するパブリッ
ク・コメントの機会を活用して、提言等をとりまとめた。 

 

【特筆すべき事項】 
 

  １． 閣議決定（平成22年12月）を踏まえて策定された中期計画の一環として、審査基準等に関する研修（「特許審査基準討論研修」、「意匠審査 
基準討論研修」、「意匠拒絶理由通知応答研修」）を将来的に移管することを視野に入れつつ、民間団体の意向も確認しながら民間団体との
共催開催について検討し、次年度からこれらの研修を民間団体と共催する方向が定まった。 

   

 ２． 「知的財産推進計画２０１３」、「知的財産政策に関する基本方針」（平成25年6月 閣議決定）及び「知的財産政策ビジョン」において、知財マ
ネジメントを担う人材の育成が求められていることを踏まえ、以下を実施した。 

   ・「知的財産権研修［産学官連携］」のカリキュラムに、グローバル競争の中で勝ち抜くための権利化戦略に関するコンテンツを新たに加えた。 

   ・オープンセミナーにおいて“グローバル事業戦略に貢献する知財マネジメント人財”をテーマとした。 

 

図表１ 知的財産人材育成推進協議会主催  
「オープンセミナー」 

図表２ 「オープンセミナー」 
参加者アンケート結果 

・トップランナーの戦略を直接聞けて参考になった。 

・企業での知財活動および知財人材のあり方として非常に有意義なセミナーでした。 

・国の知財戦略への考え方が聞ける非常に良い機会となりました。 

・官、企業、大学と、複数の立場から、知財について学ぶことができて、非常に興味深かった。 

図表４：オープンセミナーの参加者アンケート結果（一部） 
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【中期目標・計画の要点】 

【事業実績】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【特筆すべき事項】 

図表１ 知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業 
における実践事例（宮城県農業高等学校） 

図表３ パテントコンテストの応募件数の推移 

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

1. 明日の産業人材育成のための事業 

（１）知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業 

 ① 専門高校・高専113校（平成24年度は100校）を対象として、知的財産権制度の理解促進、権利の取得と活用の実践体験を支援した。 

   ＜実践事例：宮城県農業高等学校＞東日本大震災により大きな打撃を受けた県内の伝統野菜を再生させるため、生徒達と産学官民が連
携し栽培から商品開発等までを行い、地域を活性化する取組を実施。また取組成果を各種コンテストにも応募。（図表１参照） 

  ②先進的な取組を実施している18校については「さんフェア愛知」に出展・発表の場を提供し、本事業の成果を産業界を含めて広くPRするととも
に、参加校の取組の更なる進展と人材育成に貢献した。また、特に優れた創造力、実践力、活用力を発揮した成果に対しては表彰を行い、
事業参加校のモチベーションの向上を促した。 

 ③情報・研修館の幹部（理事長、理事、人材開発統括監等）が、本事業の今後の在り方を有識者を交えて検討することを指示し、産学官の外部
有識者から構成される調査委員会を立ち上げ、これまでの取組状況や成果等を検証するとともに課題等を抽出・整理し、将来ビジョンの明
確化を図った。 

   その結果、平成２６年度からは「導入・定着型」と「展開型」の２つのカテゴリーで公募することとなり、「導入・定着型」（取組期間は１年で、最
高５０万円の活動費支援）は新規に知財学習に取り組む学校及びその定着を図ろうとする学校の取組を対象とし、「展開型」（取組期間は最
長３年間で、最高１００万円までの活動費支援）は他校が参考となる学校の先進的な取組を対象とすることとした。 

 

（２）「パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト」の実施  （図表２、３、４参照） 

   情報・研修館が実施事務局となって、文科省、特許庁、弁理士会との共催で、「パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト｣を継続開催
した。過去最多の777件の応募を受け付け（昨年度比97件増）、優れた作品として60件を表彰し、出願支援対象案件とした。 

３．知的財産関連人材の育成 

 【人材育成業務】  

 （５）人材育成に資する情報の提供と実践的な能力構築の支援 

１．「パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト｣の発展 

（１）新たに「文部科学省 科学技術・学術政策局長賞」（コンテストに際し積極的な活動を行った 

   学校が対象）を設け、コンテストとしての魅力を高めた。 

（２）昨年度に引き続き、表彰式を「国際知的財産活用フォーラム」と同時開催とし（セルリアン 

   タワー東急ホテル）、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、 

   学生・生徒の知財創造活動の成果を企業関係者等にも知ってもらう機会を提供した。 

   産業界の参加者アンケートでは、「若い人たちのアイディアをコンテストの形で吸い上げ 

   評価する本件は、大変有意義と考えます」、「未来を担う若い世代に対し、関心を向けて 

   くださるところが共感できます」等の声があった。 
0

200

400

600

800

デザインパテコン パテコン 

図表２ 過去（平成２４年度）の出願支援対象作品 

「ご当地！絶品うまいもん甲子園」
で優勝し農林水産大臣賞を受賞
した「伊達なハイカラぎょーざ」 

先端部を半円形とした「糸
通し器」（特許権取得済み） 

買い物袋を腕に掛けるための
「腕バンド」（意匠権取得済み） 

図表４ 受賞者一同での記念写真 

日本・韓国総領事館、味の素株
式会社等との連携による「仙台
白菜のキムチ」作り。 

県内の大学での伝統野菜
スイーツの販売。 

開発した商品を「JAPAN  
FOOD  FESTA 2013」で販売。 
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【中期目標・計画の要点】 
 

【事業実績】 

図表２ 「第５回 ＧＮＩＰＡシンポジウム」＠東京 

１．特許審査ハイウエイ、ＰＣＴ等各国特許庁の国際分業が進み、人材育成の一層の国際協力の必要性が高まっていることにかんがみ、海外の
知的財産人材育成機関との連携・協力を推進する。 

１．産業財産権の出願規模が大きくなっている中国、韓国で知的財産人材育成に注力され始めている状況を踏まえ、両国の知的財産人材育成
機関である、中国特許庁（ＳＩＰＯ）に属する「知識産権トレーニングセンター（ＣＩＰＴＣ）」及び韓国特許庁（ＫＩＰＯ）に属する「国際知識財産研修
院（ＩＩＰＴＩ）」との会合を行い、両機関との相互協力協定のもとに下記の連携事業を行った。（図表１参照） 

 （１）第４回日中韓人材育成機関長会合（平成２５年９月３日：韓国ソウルにおいて開催） 

   今後の協力事項について協議し、以下の成果を得た。 

 今後開催する「共同セミナー」の講演資料を、日中韓の各機関における「ｅラーニングコンテンツ」として共有することに合意した。 

 （２）第２回日中韓連携セミナー（平成２５年９月４日：韓国ソウルにおいて開催） 

   特許権侵害訴訟をテーマとして開催され、情報・研修館からは日本における特許権侵害訴訟の制度や動向等を紹介した。 

 （３）第７回日中人材育成機関間連携会合（平成２５年１０月２９日：東京において開催） 

   今後の協力事項について協議し、以下の成果を得た。 

 今後開催する「共同セミナー」の講演資料を、「ｅラーニングコンテンツ」として共有できるように相互協力することに合意した。 

２．第１０回上海国際知財フォーラムにおいて、情報・研修館の人材開発統括監が講演を行い、上海の企業・大学・行政機関等および海外の知
的財産人材育成機関に対し、情報・研修館が実施している研修、ｅラーニング等、日本における知財人材育成手法について紹介した。また、
フォーラムに参加した各国の知的財産人材育成機関における最新動向についても情報を収集した。 

【特筆すべき事項】 

１． 世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization: WIPO）との協力のもと、第５回“Global Network of IP Academy (GNIPA)” 

    シンポジウムを、情報・研修館がホスト機関となって日本で初めて開催した。（図表２参照） 

    ＜参加国・機関＞ブラジル、インドネシア、メキシコ、中国、韓国、ＥＰＯなど７か国及び２機関 

    ＜内容＞各国・各機関が相互に情報交換する場を提供するとともに、情報・研修館の人材育成に関する取組として、ＩＰ・ｅラーニングの紹 

          介、パテントコンテスト等の取組など２つのプレゼンテーションを、人材開発統括監や人材育成部長が行った。 

２． 第３回日中連携セミナー（平成２５年１０月３０日：東京において開催）（図表３参照） 

    ＜講演者＞中国国家知識産権局（SIPO）の指南処処長（日本国特許庁の審査基準室長に相当する重要ポストに就く者） 

    ＜テーマ／参加者＞“中国における実体審査実務”／日本企業の経営層・知財部員を中心とする約３３０名 

         ＜内容＞中国における権利取得のために有用な情報である実体審査実務を学ぶ機会を提供した。講演後には我が国の参加者から中国 

          における審判や裁判に関する実務的な質問が多数出されるなど、活発な質疑応答が交わされた。 

３．知的財産関連人材の育成 

 【人材育成業務】  

 （６）海外の知的財産人材育成機関との連携・協力の推進 

図表１ 日中韓人材育成機関の連携・協力 

【今後の課題】 
１． 経済のグローバル化が進んで生産拠点が変化する中、従来から進めてきた日中韓３か国の知的財産人材育成機関間の協力・連携に加

え、アセアン諸国等の知的財産人材育成機関との情報交換及び相互協力を進め、ネットワーク構築を目指すことが課題となっている。 

日本 

ＪＰＯ 

韓国 

 

国際知識財産研修院 

（ＩＩＰＴＩ） 

中国 

 

知識産権トレーニングセンター 

（CIPTC） 

ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

中国、韓国の人材育成機関 

との間でそれぞれ協力覚書を締結 

連携セミナーの実施 

機関長会合の開催 

図表３ 「第３回 日中連携セミナー」＠東京 

工業所有権情報・研修館 

（ＩＮＰＩＴ） 
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Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項 



１．業務運営の効果的な実施  ２．業務運営の合理化    

【中期目標・計画の要点】 

１．(1)目標達成に適応した人材の的確な配置や柔軟な組織運営を行い、業務の効果的な実施を図る。 
  (2)業務内容に応じた民間事業者等の能力の効果的活用を推進する。 
２．「特許庁業務・システム最適化計画」等と連動した業務・システム最適化の推進、同システム稼動に向けた組織・体制の計画的縮小。 
 

【今後の課題】 

 改定された「特許庁業務・システム最適化計画｣等に的確に対応するため、情報・研修館の組織・体制をさらに整備するとともに、外部専門人材の一層の活用について検討を進めることが課題となっている。ま
た、特許庁において策定している「業務運営計画」におけるINPITの将来業務を踏まえ、業務・組織・運営のあり方等について早期に検討体制等を整備することも大きな課題である。 

【事業実施における留意事項】 

 改定された「特許庁業務・システム最適化計画」の段階的な刷新の進捗状況を的確に把握しつつ、情報・研修館の業務・システムも段階的に見直し。 

【事業実績】 
１．業務の効果的実施 

（１）人材の的確な配置と外部専門人材の活用 

理事長及び理事の主導によって、人材の配置と外部専門人材の活用（図表１参照）を進め、特に 

以下の２点については、効果的な取組が展開された。  

  ①情報システム関連業務の的確な遂行を目的とした外部専門人材（２名）の採用・配置 

 理事（Chief Information Officer: CIO）の下で進められている、新たな「産業財産権報提供サー  

 ビス」（仮称）のシステム開発を円滑に遂行するため、外部専門人材を採用・配置した。 

 その結果、種々のプロセスで発生するリスクに対して迅速な対応が可能となり、開発の遅延等 

 を回避できた。 
  ②外部機関の活用 

 海外ＰＤ事業における中小企業等に対する知的財産の活用支援やセミナー等の業務が増加して 
 いることを踏まえ、外部機関を活用して業務の効率化を図る体制について、制度設計を行った。 
 

（２）民間事業者等の活用 
  事業の効果的実施のために民間事業者との連携を強め、下記に示す効果的な取組が実施された。 

①「民間で実施可能な研修は民間で行う」という閣議決定の方針に基づき、審査基準等に関する 
 研修（「特許審査基準討論研修」、「意匠審査基準討論研修」、「意匠拒絶理由応答研修」） 
 を将来的に移管することを視野に民間団体との共催開催の可能性を追求し、次年度から民間 
 団体との共催とする方向が定まった。（再掲） 
②海外ＰＤ事業において、知財総合支援窓口や中小企業等の海外事業展開を 
 支援する機関との連携を強化（ネットワーク化等）したことにより、中小企業に内在していた 
 潜在的な課題を発掘・顕在化する機会が増え、セミナーの開催や中小企業への支援が大幅に 
 増加した。（再掲） 

 
２．業務運営の合理化 
  「特許庁業務・システム最適化計画（平成２５年３月１５日改訂）」の改定を踏まえ、Ⅰ期に実施 

する「受付システムの二重化」等は「電子出願ソフトウェア開発事業」等に大きな影響を及ぼすこと
を踏まえ、特許庁と連携を強めて新規調達の仕様書等を行うなどの業務合理化を図った。 
 また、「産業財産権情報提供サービス事業（仮称）」においても、調達仕様書の作成作業において
特許庁との連携を密にし、情報・研修館のスタッフの業務を軽減し、業務合理化を図った。  

 
図表１ 人材配置と民間事業者の活用 

項目 平成２５年度の措置            効    果 

人材の的確な配置    

職員の配置 

業務遂行の困難性を解消するための常勤職員の増 
研修部に1名補充 
 

職員の増加により業務の均等化と効率化の実
現。 

増加する業務、臨時業務に対応するための非常勤職員の雇用・配置 
２名を研修部に増員 
２名を人材育成部に増員 
１名を活用促進部に増員 等 

業務の増加に伴い職員の業務過負荷の解消と
効率化の実現。 

外部の専門
人材の活用 

情報システム専門人材の採用（H25年度は新たに２名採用） 
H25年度に採用した1名は、総務部に配置し、館内の重点業務を支援。 
H25年度に登用を決定した2名は、情報提供部に配置し、大規模な特許等情
報システムの開発業務を支援（採用は２６年４月）。 
H25年度に採用した1名は、情報管理部に配置し、データ加工等の調達支援、
成果物（加工データ）の検収システム開発等に従事。 
 

総務部においては大規模システムの開発工程
を管理。職員の業務過負荷を解消し、円滑な開
発管理を実現。 
管理部においては検収システム開発等により、
従来業務が大幅に効率的に改善。 
 

海外知財プロデューサー事業 
外部から登用配置しているプロデューサー6名では業務対応が困難になった
ため、新たにアドバイザーの登用を検討し決定。（アドバイザー人材の新規
採用はH26年度から） 
 

事業の強化と組織的な事業拡大方針の明確化。 
 

知的財産プロデューサー事業における統括機能強化 
統括知的財産プロデューサーに民間の知財専門家を1名登用を決定（２６年
４月採用）。 
 

事業の企画・立案の強化やプロジェクトの管理
や活動の評価が的確の行われる。 

各種委員会における外部専門人材登用 
知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業の今後のあり方を検討。 
知的財産プロデューサー等事業の選定評価と中間評価。 
 

第３者による公平的な評価と活動の適正化の
機能の強化。 

民間事業者の活用   

民間団体等
との共催 

「特許審査基準討論研修」等を民間団体等の共催への移管の決定 業務効率化と軽減の実現へ 

「特許検索競技大会」を民間団体等の共催への移管 受講者数の増加・研修の充実の実現。 

関係団体等
との連携等 

海外PD事業における関係団体とのネットワークの拡大等による事業の連携 支援企業等の発掘効果と拡大の実現。 
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３．業務の適正化 ４．給与水準の適正化  

【中期目標・計画の要点】 

３．(1)一般管理経費について中期目標期間中15％程度、業務経費について前年度比1％程度の効率化を行う。 
  (2)一者応札・応募解消を含めた契約の適正化の推進とともに、関係法人との契約の透明性確保を追及し、情報提供の在り方を検討する。 
４．給与水準適正化の取組を継続し、その取組結果、取組状況を公表。総人件費については、国家公務員の定員の純減目標に準じた取組を 

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

 

図表２  契約件数の推移 

                   

     

【事業実績】  

３．業務の適正化 

 (1)一般管理費、業務経費の削減（図表１参照） 

 一般管理費は第３期中期目標の３年目に削減目標（目標期間終了までに初年度比１５％程度の効率化）を前倒し、予算ベースで対平
成２３年度比▲１７．５％（人件費分を除くと▲２８．２％）の大幅な効率化及び業務経費については前年度比▲１．６％の効率化を
図った。                     

 

 (2)契約の適正化・透明化（図表２参照） 

  理事長が委員長を務める「契約審査委員会」において契約の適正化を一層強化することとし、以下の取組を進めた。 

①調達に当たっては競争性の確保による入札効果を実現するため、入札説明会等に参加した事業者からヒヤリングを実施し、仕様書の
平易化、閲覧資料等の拡大、必要に応じ要件の緩和、充分な公告期間の確保等を行い、真にやむを得ないものを除き、全ての案件に
ついて競争的な環境が担保されるようにして契約を締結した。 

②「競争性のない随意契約」は4件となり、前年度より7件減少した。随意契約とせざるを得なかった４件は、特許庁のシステムやネッ

トワーク環境に深く関わるもの（特実公報等）であって、特許庁のシステムへの障害等を回避するため既存システムを構築した事業
者との随意契約に拠らざるを得なかったものであった。 

③「公開特許英文抄録作成業務」の調達では、かつて一旦細分化した発注形態を大括り化することによって情報・研修館の担当部署の
業務量を大幅に減少できると同時に、競争性も十分担保されることを確認して調達を行った。その結果、データ作成作業が２者、翻
訳作業が６者の応札となり競争性も十分に確保されて契約に至ったことが、外部有識者から構成される「契約監視委員会」でも評価
された。 

④少額随意契約を除く全ての契約情報（随意契約、競争入札等）についてホームページに公表し、透明性を図った。 

⑤「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）に基づき設置された「契約監視委員会」
を平成２６年２月に開催し、随意契約案件の妥当性、一者応札・応募案件等について審議を行い、特段の問題がないことが確認さ
れ、その審議結果はホームページ公表して契約の透明化を図った。 

 
４．給与水準の適正化（図表３参照） 

 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」及び「国家公務員退職手当法等の一部改正」等の成立を踏まえ、平成２５年度
も引き続き、国家公務員と同程度の給与水準を維持し適正化を図った。 

  人事院規則９―１３４（平成２６年４月１日における号俸の調整）の制定を受け、国家公務員の給与改定が行われたことを踏まえ、 
「独立行政法人工業所有権情報・研修館職員給与規程」及び「俸給等支給に関する実施細則」等の改正し、国家公務員と同程度の給与水
準を維持し適正化を図った。      

  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ホームページで公表した。 

 

契約の種類 H20 H23 H24 H25

60 50 36 32

13 13 15 15

14 3 11 4

87 66 62 51

競争入札等

企画競争・公募

競争性のない随意契約

合　計

図表３ ラスパイレス指数推移 

図表１ 一般管理費、業務経費の推移 

項  目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

398,651 349,753 328,753 

▲12.3% ▲17.5% 

188,118 139,220 135,088 

▲26.0% ▲28.2% 

8,487,003 8,436,856 8,299,850 

▲0.6% ▲1.6% 

一般管理費 

一般管理費 

（人件費除く） 

業務経費 

（単位：千円） 
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－２２－ 



 ５．内部統制の充実・強化  

【中期目標・計画の要点】 

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

  

【事業実績】 
５．内部統制の充実・強化 
（１）内部統制 
  情報・研修館の役員（理事長、理事）からの指示によって、以下の取組を進め、業務・財務の内部統制を 
  強化した。（図表１、図表２参照） 

①情報・課題共有連絡会の設置（新規） 
  各事業部の業務の目的や課題、リスク等を「見える化」し、計画の遂行状況のチェック、事業遂行上の課

題の対抗策の検討、柔軟な計画変更等を含むPDCAマネジメントを実施できる「情報・課題共有連絡会」
を新たに設置し、事業の中から「重要・新規案件」を定め定期的（１回／月）に実施した。   

②監事における監査の有効活用 
  監事は給与水準の状況や契約の適正化等について監査し、監査報告書として取りまとめ、理事長に通

知した。理事長は監査報告の内容に特段の指摘がないことを確認した上で、全職員に周知した。 
③柔軟な規程類の改正 
  理事長、理事をメンバーとし、監事、各部長が参加する情報・研修館の「運営会議」において、職員給与

規程や契約職員採用規程など１３種類の規程の改正について審議を行い、承認を得て改正した。 
④理事長からのメッセージ発出等 
  理事長は、年頭の所感表明、新規採用職員向けの講話、定期的に行う各事業部に対する「業務改善ヒ

ヤリング」、その他の機会を通じて、情報・研修館のミッションの徹底、組織運営の方針、重要業務の遂行
に係る基本方針等を職員に周知した。 

   
（２）情報セキュリティ対策 
  理事（情報セキュリティ責任者）の指示の下に、以下の取組を実施し、情報セキュリティの強化を図った。 
 ①「特許庁情報セキュリティポリシー」の改訂（平成２４年１２月３日）と整合を図るため、情報セキュリティポ  
   リシー委員会の審議を経て、「情報･研修館情報セキュリティポリシー」の改訂をするとともに運用につ 
   いて全職員に周知するとともに運用を徹底した。 
 ②情報セキュリティに対する職員の理解を一層深めるために、「情報セキュリティポリシー自己点検」を、全 
   職員を対象として実施した。さらに、点検結果を監査し監査報告書に取り纏め、情報セキュリティ責任者 
   である理事、さらには理事長に報告した。 
 ③「情報･研修館情報セキュリティポリシー」の研修（１回）、サイバー攻撃の注意喚起（５回）、不審メール 
   の不適切な処理によるウィルス侵入リスクに関する注意喚起（８回）、さらに実際に起こる状況を想定し 
   た標的型メール配信の訓練（２回）を行い、全職員と役員の情報セキュリティ意識の強化を図った。 
  
【特筆すべき事項】 
 １．理事長及び理事の主導により、業務の目的や課題、事業計画やリスクの「見える化」を推進し、各担当部 
   と幹部との間での情報共有も適宜行い、円滑な事業遂行を実現する上で必要となる課題の抽出や課題 
   解決策の検討などを行ってPDCAマネジメントを的確に実施するため、「情報・課題共有連絡会」を新たに 
   設置した。 
 ２．政府の情報セキュリティ対策を踏まえた「情報･研修館情報セキュリティポリシー」の改訂を実施し、全 
   職員に対し、周知・運用を徹底し、セキュリティ対策の強化を図った。 

 契約監視委員会（原則一回／年）    幹   部  運営会議（原則一回／月） 

 ・契約状況の点検・見直しに関する 
契約監視（第三者） 

 理事長  ・月次の業務報告 

 ・メンバ委員長・委員・幹部・部長  理 事  ・月次の経理報告 

 人材開発統括監  ・メンバ：幹部・監事・部長 

 契約審査委員会（不定期）  定例会議（原則一回／週） 
 ・契約に関する事業の審査  ・庁議報告 
 ・幹部・部長がメンバ  ・各部の連絡事項 

 ・メンバ：幹部・部長 

 【新設】一回／月（各部単位） 
 情報・課題共有連絡会 

 物品調達委員会（不定期）  ・重要・新規案件の進ちょく状況等  監事監査（原則一回／月） 
 ・調達に関する委員会  ・メンバ：幹部及び担当部部長  ・監査事項に基づき監査 

 ・メンバ：総務部長・部長代理（調整）    ・メンバ：監事、担当部長 

図表２  会議体の概要 

                   

     

図表１  会議体 構成図 

 

                   

     会議体 概  要 開催回数 

運営会議 
各事業部の業務における課題への対応、年度計画の達成状況、財務内容
の報告、規程の改廃等について議論 

１０回 

定例会議 
特許庁の庁議、施策・法改正等の情報や各事業部の業務の進ちょく状況、
近々のスケジュール等を共有 
 

３２回 

情報・課題共有連絡会 
（Ｈ２５新規設置） 

各業務の中から重要・新規案件について、課題への対応策の検討や柔軟な
計画変更等、PDCAマネジメントを実施するための会議 
 

１回 

契約審査委員会 
契約に関する重要事項を審査するため、事業の目的や契約の方法及び委
託先の選考方法等を審査 

１１回 

物品調達委員会 
物品等の調達契約等に関する部内審査を行うため契約方式や政府調達案
件の総合評価落札方式等の調達仕様書及び技術審査等を審査 

１３回 

監事監査 「監事監査要領」に則って監査方針及び監査計画書を作成し、監査を実施 １０回 
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Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 



１．財務内容の透明性の確保  ２．効率化予算による運営  ３．自己収入の確保  

【中期目標・計画の要点】 

１．積極的な情報提供により財務内容の透明性を確保する観点から、経理事務・財務諸表の作成に外部の知見を積極的に活用する。 
２．「Ⅲ 業務運営の効率化」で定めた事項について配慮した中期計画予算を作成し、運営を行う。 
  毎年度の運営費交付金額の算定にあたっては、運営費交付金債務の発生状況に留意した上で厳格に行う。 
３．事業の目的を踏まえつつ受益者負担の適正化と自己収入の確保に努める。 

【事業実績】 
１．財務内容の透明性の確保 
   経理事務を適正かつ正確に処理をするため、専門的知見をもつ「有限責任あずさ監査法人」と顧問契約を締結し、指導や助言を得ながら業務を遂行し、財務内容の透明性を確保した。 
   なお、顧問による具体的な指導の一例としては、「ソフトウェアの一部完成に伴う勘定科目の追加の是非」を相談したところ「仮勘定で処理することが的確である」との指導を受けたことがあげられる。 
   また、財務内容の透明性を図るため、運営会議（原則１回／月）において経理報告を行い、承認を得ている。 
２．効率化予算による運営 （図表１参照） 
   総務部と各事業部は、年度計画を踏まえて詳細な業務実施計画（業務内容・規模・経費の見積もり等）を策定するとともに、予算計画も作成し、それらの計画をもとに事業を遂行した。また、運営会議にお 
   いて、業務状況と予算執行状況等を報告し、予算計画に即した適正な執行に努めた。 なお、平成２５年度の予算額と決算額の差額は９億８千万となった。主な発生要因は図表２のとおり。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
３．自己収入の確保（図表３参照） 

   公衆閲覧室における複写手数料及び人材育成事業の民間向け研修における研修受講料について実費勘案相当の料金を徴収し自己収入を 

  確保した。平成２２年度から２５年度の自己収入は図表３のとおり。 

   また、消費税の引き上げに伴い民間向け研修の受講料の見直しを行い、実費勘案を前提にしつつも、事務手続の誤処理等を防ぐため、百円 

  単位での端数切り捨て処理をし、受講料の改定を行った。 
 

 

 
図表３ 自己収入額の推移 

単位：千円 

H22 H23 H24 H25

複写手数料 3,870 1,986 1,469 1,101

研修受講料収入 74,765 86,838 111,222 94,754

その他の収入 9 9 8 95

合計 78,644 88,833 112,699 95,950

（単位：百万円）

収　　入 決算額 （予算額）

運営費交付金 9,312 （9,312）
複写手数料収入 1 （2）
研修受講料収入 95 （98）
雑収入 0 （0）
計 9,408 （9,412）

支　　出 決算額 （予算額）

業務経費 7,512 （8,300）
工業所有権関係公報等閲覧業務関係経費 79 （100）
審査・審判関係図書等整備業務関係経費 124 （194）
特許情報の高度利用による権利化推進事業費 662 （813）
工業所有権情報普及業務関係経費 4,739 （4,968）
工業所有権相談等業務関係経費 44 （55）
情報システム業務経費 1,252 （1,398）
人材育成業務関係経費 613 （772）

一般管理費 274 （329）
人件費 641 （784）
計 8,428 （9,412）

収入と支出との差 980 （0）

図表１ 平成２５年度決算額 

①競争入札効果及び出願件数の変動等  2.6億円 

・公開特許公報英文抄録データ作成 1.0 

・国際知的財産活用フォーラム等開催事業 0.2 

・新包袋管理システムアプリケーション開発費 0.5 

・特実検索業務用パソコンの賃貸借              等 0.9 

②計画変更等により節減に努めたもの 4.1億円 

・特許電子図書館（ＩＰＤＬ）提供事業等 0.9 

・意商審公報システムの改造 0.9 

・知的財産活用等関係経費（事業集約による外注経費の抑制等） 1.0 

・包袋の保存年限見直しによる廃棄作業の中止       等 1.3 

③確定減、その他 2.8億円 

・知的財産プロデューサー等派遣事業 0.1 

・知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発推進事業 0.3 

・人件費、水道光熱費及び庁舎維持管理費分担金      等 2.4 

図表２ 予算額と決算額での差額の主な発生原因 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 



１．ユーザーフレンドリーな事業展開  ２．特許庁との連携  ３．広報・普及活動の強化 

【中期目標・計画の要点】 

１．①非公務員型の特徴を活用し弾力的な勤務形態の導入などを通じたユーザーサービスの一層の向上を目指す。 
  ②ユーザーニーズの業務への機敏な反応を図るとともに、内部組織間の相互補完・協力を一層拡大するため、必要な組織の見直しを行う。 
２．高い専門性に基づく信頼性の高いサービスを安定的かつ確実に提供していくとともに、人事交流を含めた特許庁との密接な連携を図る。 
３．知的財産に係る総合支援を目指し、ユーザーサービスの広報・普及活動の強化に積極的に努める。 

 図表２ ホームページアクセス件数の推移 

 

 

アンケートの概要 回答件数 

◆IPDLの利用について ２８４件 

◆IPDL講習会における講義内容と満足度調査 ３３７件 

◆閲覧機器の講習会における講義内容と満足度調査 ５１件 

◆相談対応における満足度調査 ６２６件 

◆開放特許情報ＤＢの活用について ２０２件 

◆特許庁職員研修における講義内容と満足度調査 ６，５２２件 

◆サーチャー研修における講義内容と満足度調査 ８３４件 

◆国際知的財産活用フォーラムにおける参加者の意見等 ３８１件 

◆電子出願ソフトサポートセンターに寄せられた改善要望 ２０件 

 図表１ 顧客満足度調査 

【事業実績】 
１．ユーザーフレンドリーな事業の展開 

  情報・研修館が実施する事業の多くは産業財産権制度のユーザーであって、顧客サービスの質の向上を実現するために種々の 

 手立てを講じてきたが、平成２５年度は、特に以下に示す点についてユーザーサービスの質の向上を図った。 

（１）IPDLにおけるユーザーサービスの向上 

    IPDLの普及を図るため中小・ベンチャー企業等の初心者を対象にIPDL説明会を、ユーザーの要望もあり土曜日にも開催した。
また、IPDLのヘルプデスクにおいても午前９時から午後９時まで相談サービスを受け付けた。  

（２）ユーザーサービスの改善に向けた組織活動 

   日頃ユーザーと接する中で、アンケート（図表１参照）や職員自らの気付き等を含め洗い出し、プライオリティを付して、 

   理事長、理事等とのヒアリングを行い、ユーザーに対するサービスの向上等に資するための具体的な検討（提案：35項目） 

   を行い、課題の整理も行った。 

（３）各部が実施するユーザーサービス業務間の相互補完と協力 

   情報・研修館のイントラネットを活用して「情報・研修館インフォメーション」を設置し、会議資料、関係規程等の最新情 

   報を共有することとし、各部が個別に実施しているユーザーサービス業務において部を跨がった協力を行う基盤を整備した。 

 

２．特許庁との連携 

（１）信頼性の高いサービスの提供 

  ①特許庁の施策や制度改正等について特許庁から講師を迎え、勉強会を開催し、当館職員の知識の向上が図られたことによって、
ユーザーに正確かつ最新の情報を提供した。 

（２）施策等の正確な把握と業務の的確な実施 

  ①特許庁の施策・方針や制度改正等を的確に把握するために「産業構造審議会・知的財産分科会」等を適宜傍聴し、情報・研 

   修館の「業務改善ヒヤリング」及び「情報・課題共有連絡会」等において情報共有し、円滑な業務運用に活用した。 

  ②特許庁の新たな政策・施策に基づく情報・研修館の新たな業務については、特許庁の担当課室（総務課、情報システム室、 

   企画調査課、普及支援課等）と情報・研修館の役員及び担当部長との協議の場を設定し、具体的な業務実施方針等を含めた 

   検討を重ねることにより、新たな事業の方向性や対処方針等を決めていくこととした。 

 

３．広報・普及活動の強化 

  理事長・理事の強い意向を踏まえ、情報発信を強化してユーザーとの距離を縮めるために、下記のような取組を行った。 

  ①当館主催のフォーラム等、関連機関との共催によるセミナー等、全国各地（８カ所）で開催された技術・交流イベントの出 

   展ブース等において、当館が実施する事業やユーザーサービスの内容等について広報活動を展開した。 

  ②全国各地の知財総合支援窓口や中小機構との連携を強化してきたことを生かして、当館のホームページと関連機関のホーム 

   ページの間で部分的にリンクを張るなどの措置をとり、ユーザーに対する広報の強化を進めた。 

  ③関係機関が発行するメールマガジンにおいて当館が実施する説明会や研修等情報が１５０回以上も掲載され、広報活動の強 

   化が図られた。 

  ④このように情報・研修館の事業・サービス内容を積極的に関連機関と連携して広報したことによって、当館ホームページの 

   アクセス数は、「INPITについて」（昨年比45％アップ）、「知財情報の活用」（前年度比26.6％アップ）、知財人材の育成 

   （前年度比13％アップ）と増え、総アクセス件数は869,178件となり、前年度比14.0％のアップとなった。（図表２参照） 

－２５－ 


