
評価の観点

Ⅰ 中期目標の期間
平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日（５年間）

Ⅰ 中期計画の期間
平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日（５年間）

Ⅰ 年度計画の期間
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日

Ⅰ 年度計画の期間
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する事項

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１． 工業所有権情報の提供 １． 工業所有権情報の提供 １． 工業所有権情報の提供 １． 工業所有権情報の提供

出願人の出願や審査請求等を支援するとともに、審
査・審判の迅速化に資するため、内外の最新の工業所
有権情報を収集し、これを出願人などのユーザーにイ
ンターネットを利用して常時提供するとともに、その活
用を支援する。また、迅速かつ的確な審査の実施に資
するため、諸外国の工業所有権庁との審査情報の交
換を促進する。

（１） ユーザーに対する工業所有権情報の普及・提供 （１） ユーザーに対する工業所有権情報の普及・提供 （１） ユーザーに対する工業所有権情報の普及・提供 （１） ユーザーに対する工業所有権情報の普及・提供 ※見直し基本方針、事業仕分け、総務省二次評価　該当項目

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

① 　制度改正・国際関係、システム改善、ユーザーニーズ等について、費用対効果を精査した上で真に必要なものに限定して改造を実施し、ＩＰＤＬサービスの向上を図った結果、ＩＰＤＬ検索回数１０６，５３８，３４９回を達成した。（達成
度１３３．２％）

・ 制度改正等に伴う変更及び不正アクセス制限等の必
要不可欠なものに限定して、経費の増大を招かないよ
う費用対効果を精査しつつ特許電子図書館を改善し、
出願人などのユーザーに対するサービス向上を図る。

・ 【改善項目】
○制度改正・国際関係対応
　ニース国際分類表第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）への表示対応等
○システム改善
　米国、欧州、中国和文抄録蓄積機能改善、マドプロ審判情報の表示機能改善、頁単位PDF表示サービス・経過情報検索機能のアクセス制御（ロボットアクセス対応）の改善等
○真に必要なユーザーニーズ対応
　中国特許和文抄録表示機能改善、中国特許和文抄録のFI表示及び検索機能の追加、PAJ仕様変更対応、DOCDBデータ仕様変更対応、意匠分類・Dターム（英語版）へのリンク対応等

【特筆すべき事項】
○中国文献、外国特許文献の増大への対応
　文献数の急増により、先行技術調査、権利調査等における重要度がますます増大している中国文献を含む外国文献について、IPDLユーザーがより適切な調査を実施し、ユーザーによるグローバル展開を支援するために、
　中国文献、外国文献の蓄積、表示、検索機能の改善等を行った。
＜中国文献関連＞中国特許和文抄録表示機能改善（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、中国特許・実用和文抄録蓄積不具合の解消等
＜その他のグローバル展開支援関連＞ニース国際分類改正対応、欧米和抄蓄積不具合対応、DOCDBデータ仕様変更対応等

・ 「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）及び「特許庁業務・システ
ム最適化計画（平成２５年３月１５日改定）」を踏まえ、
特許電子図書館事業の廃止後に出願人などのユー
ザーにインターネットを利用して工業所有権情報を切れ
目なく提供する新たなサービスの準備を進める。

・ 　特許電子図書館事業の廃止後に出願人などのユーザーにインターネットを利用して工業所有権情報を切れ目なく提供する新たなサービスについて、特許庁と連携を密にとり、開発するシステムの仕様を固め、開発・運用を担う
  業者を選定した。

【特筆すべき事項】
・ユーザーの利用実態およびユーザーニーズをふまえた適切なユーザーインターフェイスの設計
・中国特許和文抄録のFターム検索可能化、中国文献翻訳・検索システムとのリンク
・オンラインバルクデータ提供（一括ダウンロード）サービスの開始
・特許庁のシステム刷新の一部である共通特実検索システム（照会系）との連携によるシステムの効率化

・ 特許電子図書館にアクセスしたユーザーを対象にした
アンケート調査を継続的に実施し、ユーザー要望等の
蓄積・分析を行い、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質の向上に反映させる。

・ 　ユーザーニーズを把握するため、ＩＰＤＬにアクセスしたユーザーを対象にアンケート調査を実施し、集計結果をＩＮＰＩＴホームページに掲載するとともに、アンケート結果に加え、関係機関等からの要望、有識者へのヒアリング等 をに
より把握したニーズについて費用対効果を含む総合的な判断を行った上で、新たなサービスの調達仕様、要件定義に盛り込んだ。

【特筆すべき事項】
○新たなサービスにおけるユーザーインターフェイス要件等への取り込み
　・フレーム分割の廃止
　・公報テキスト検索におけるFターム指定の項目の追加
　・検索結果リストへの表示項目見直し（出願人情報の追加等）、表示件数の増加
　・一覧表示機能の改善（閲覧済み案件の反転表示による区別等）

② 中小・ベンチャー企業等を対象に、特許電子図書館の
説明会を開催する。

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

② 　ＩＰＤＬの利用促進を図るとともに、ユーザー等の要望に応えるため、全国９箇所（昨年度実績７箇所）で、計１２回の初心者（中小・ベンチャー、弁理士事務所・企業知財部の新人など）向けに実機を使用した講習会を実施した。毎年
度申込の多い東京では３回開催し、２回目以降は募集人数を４０名から７０名に増やして開催した。京阪神圏では、例年の大阪市での２回の開催に加えて京都市でも開催した。また、北陸の金沢市においても、初めての初心者向け
講習会を実施し、ユーザーの受講機会の拡大を図った。（参加者計３４０名（平成２４年度３２９名））
知的財産権研修（初級／３回）、産業財産権研修、ＷＩＰＯ情報化コース研修においても、ＩＰＤＬの概要及び実習の講義を行った。
また、IPDL初心者向け講習会において、①中小・ベンチャー企業のための知財支援ガイド、②知財総合支援窓口パンフレットといった特許庁施策ＰＲパンフレットを配布し、周知に貢献した。

【特筆すべき事項】
・昨年を上回る９箇所での開催（北陸で初めての講習会の開催）
・講習会参加者向けのアンケート結果によれば、回答者の約９割が有意義であったと回答しており、また８割以上の方から「わかりやすかった」との回答も得ており、講習会の開催により、IPDLに対する理解の促進と利用拡大に
　つながっていると認められる。

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

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

③ 　ＩＰＤＬのユーザーの要請に、より的確に対応するため、ＩＰＤＬのトップページに、情報・研修館が提供する相談サービス、電子出願支援サービスサイトのリンクを設定すると共に、トピックス欄に、ＩＰＤＬのユーザーに周知すべき各種
お知らせに記事（各種研修の受講者募集、ＩＰＤＬ初心者向け講習会の開催等　３３件）を掲載した。

 日々、IPDL担当宛てに届く問い合わせの電話対応の中で、閲覧、知財制度全般に関する相談等を含む場合には、幅広いユーザーの要請に的確にお応えできるよう、閲覧業務担当、相談部と連携をとった対応を実施した。

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

・   特許電子図書館の利用マニュアル等を作成し、各経済産業局特許室、各都道府県知財総合支援窓口及び当館が出展するイベント等において配布した。
  ○特許電子図書館サービス利用マニュアル（７１００冊（平成２４年度６３７５冊））
  ○特許電子図書館ガイドブック（２５５００冊（平成２４年度１８４３５冊））

  さらに、要望があった大学、企業、団体、個人に対しても配布を行った。
  ○特許電子図書館サービス利用マニュアル（２８４冊（平成２４年度２９０冊））
  ○特許電子図書館ガイドブック（１４４０冊（平成２４年度１３７３冊））

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

④ 特許庁における審査経過等の工業所有権情報につい
て全件（未公開情報は除く）を標準的なフォーマットに
変換し、データ販売事業許可要領に基づいて外部提供
するとともに、制度改正等に伴う既存システムの仕様変
更及び「特許庁業務・システム最適化計画（平成２５年
３月１５日改定）」への対応を適切に行う。

④ 特許庁の保有する審査経過等の工業所有権情報について、公開可能な情報全て整理・標準化データとして収録し、特許庁データ販売事業の許可要領に基づいて情報サービス事業者に提供した。

・整理標準化データの外部提供件数　１５，４７４，６９７件

より信頼性の高い整理標準化デ－タを提供するための以下の改善を行った。
・商標基本マスタの公序良俗フラグの値が確定していない場合、案件提供を行なっていなかったが、公序良俗のチェック完了判断を行う、案件提供可否判定処理を変更し、提供できるようにした。
・マドプロ出願案件の分割出願の場合、名義人名称等の一部の項目についてマドプロ出願マスタから取得している処理があるが、庁内整理番号分割記号コードが空白の状態のため、正しい項目の取得が行えず、
　分割後の出願について分割前の出願人が不正に表示されていたため、マドプロ原簿マスタ分割記号コードの取得方法を変更し、正しい権利者名が表示できるよう対応した。
・公序良俗違反により不掲載という表示が不正表示されていたものを正しく表示するよう対応した。

特許庁ホスト更改に対応するため、特許庁との連携のもとに次期整理・標準化データシステムの開発に向けて、請負事業者の調達を行った（平成２７年１月リリース予定）。

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

 特許電子図書館について、「特許庁業務・システム最
適化計画」の進ちょく状況も踏まえ、制度改正・国際関
係への対応、不具合対応やユーザーニーズの中でも真
に備えるべき機能等必要不可欠なものについて経費の
増大を招かないよう費用対効果を精査しつつ工業所有
権情報がより幅広く簡便に利用されるための基礎的イ
ンフラとしてのサービス向上を図り、毎年度８，０００万
回以上の検索回数を維持する。

【評価の観点】
①特許電子図書館（IPDL）について、工業所有権情報の基礎的インフラとして必要な機能を追加するな
ど、費用対効果を精査しつつサービスの向上を図ったか
②IPDLの検索回数は、年間８０００万回以上を達成したか
③特許電子図書館の廃止後に始める新たな工業所有権情報提供サービスの準備を進めるにあたり、特
許電子図書館にアクセスしたユーザーから取得した要望等を新たなサービスに反映しているか
④IPDLの利用拡大のため、中小・ベンチャー企業を対象にした特許電子図書館の説明会を全国５箇所
以上で開催したか
⑤閲覧業務及び相談業務との連携を図り、ユーザーの要請に的確に対応するためのサービスの向上を
図ったか
⑥審査経過等の工業所有権情報について、特許庁の方針に基づき、整理標準化データを確実に外部に
提供したか
⑦整理標準化データは、未公開情報を除き全件について作成したか

【特筆すべき事項】
①IPDLの検索回数の維持のため、特別な取組を行っているか（前年度と比較しても特別すべき取組か）
②追加した機能は、真に必要な機能と認められるか
③説明会の開催により、IPDLの利用拡大につながっていると認められるか
④IPDLに関するユーザーニーズをどのように業務運営に活用したか
⑤IPDLや説明会に関するユーザーからの意見等で、評価に加味すべき内容のものはあるか
⑥中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
⑦中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑧前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
⑨説明会の延べ参加者は、前年度と同数程度以上確保出来ているか
⑩IPDL及び整理標準化事業について特許庁の新事務処理システム開発の進展を踏まえたINPITにおけ
る取組に問題はないか

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

年　度　計　画
平成 ２５年度

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

平成２５年度実績

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

中　　期　　計　画
（平成２３年４月～平成２８年３月）

中　　期　　目　標
（平成２３年４月～平成２８年３月）

［工業所有権情報普及業務］
工業所有権情報の普及及び内容の充実

（資料２－２）
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

（２） 他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換及び
情報の活用

（２） 他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換及び
情報の活用

（２） 他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換及び
情報の活用

（２） 他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換及び情報の活用

① 他国の工業所有権情報の収集、保管及び管理を行うと
ともに、ユーザーニーズの高い工業所有権情報につい
て、毎年度２６万件以上の和文抄録を作成し、提供す
る。

① 他国の工業所有権情報の収集・保管・管理を行うととも
に、特許庁が行う他国との情報交換のメディアレス化へ
の移行を支援すべく、他国との導通試験等を実施す
る。また、米国公開公報、米国特許公報、並びに欧州
公開の明細書の和文抄録を年間２６万件以上作成する
とともに、中国公開特許及び中国実用新案英文抄録の
和文抄録データを作成し、利用者に提供する。

①  特許庁が必要とする米国特許商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）等他国の工業所有権情報（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、特許庁との連携を密に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。

 また、収集した情報のうち、ユーザーニーズが高い米国公開特許明細書、米国特許明細書及び欧州公開特許明細書について、約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）から一般へ提供した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２４年度
・米国公開特許明細書　２７０，５１０件　　　　　　　　　　　　　　　（２３８，９９９件）
・米国特許明細書　　　　　１８，２３８件　　　　　　　　　　　　　　　（　１４，６０８件）
・欧州公開特許明細書　　１９，４７４件　　　　　　　　　　　　　　　（　１７，２９２件）
　　　　　　計　　　　　　　　３０８，２２２件 （達成度１１９％）　　　　（２７０，８９９件）

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。
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。

・中国実用新案英文抄録の日本語翻訳　　３５６，７９１件　　（平成２４年度：１，５３７，１３５件（バック分全て含む））

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。

・中国公開特許和文抄録　　１９０，７５７件　　（平成２４年度：３１，１６７件）

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

② 特許庁の平成２５年公報発行計画に基づき発行される
公開特許公報全件について、公開特許公報に基づく英
文抄録（ＰＡＪ）を作成し、他国の工業所有権庁に提供
するとともに、特許庁が発行する登録実用新案公報に
ついて機械翻訳による英文抄録作成を行う。

②  他国における我が国出願人の権利を的確に保護するため、特許庁が平成25年公報発行計画に基づいて発行した公開特許公報について、その全件の英文抄録（PAJ）を作成（達成度１００％）し、他国の工業所有権庁（84送付先）に
提供した。
 平成２５年度に実施した本事業の調達においては、特許庁との連携を密にユーザーニーズの把握に努め、ＰＡＪは各国特許庁において審査資料に活用される、日本の出願人の権利保護に重要な役割を果たすものとの認識のもと、
より質の高い品質とすべく、翻訳品質の均一性と用語の統一性を図る観点から、これまでのＩＰＣセクション（Ａ～Ｈ）別の８分割事業を見直し、一本化した１事業として調達を実施した。これにより、翻訳品質の向上面のみならず、プロ
セスの簡略化により、ＰＡＪ発行の早期化が図られた。

・公開特許英文抄録（ＰＡＪ）の作成件数　　　２５８，９１３件　　（平成２４年度：２５７，４５８件）

 また、近年の英訳の要望の高まりから昨年度バック分も含め実施した、実用新案公報英文抄録データ作成事業について、継続して平成25年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。

・実用新案公報の英文抄録作成件数　　　７，３７９件　　（平成２４年度：４１３，７１４件）

③ 特許庁が発行する公報の書誌データを全件整理し、他
国の工業所有権庁に提供する。また、Ｆターム等の検
索コードに関する情報については英訳し、提供する。

③ 特許庁と他国の工業所有権庁との合意に基づき、特許
庁が毎年発行する公報の書誌データを全件整理し、他
国の工業所有権庁に提供する。また、Ｆターム等の検
索コードに関する情報については英訳し、提供する。

③  三極（日米欧）及び二国（日中）の工業所有権庁間の合意に基づく審査協力への貢献を図るため、特許庁が発行した公開特許公報及び特許公報等の全件について公報書誌データを抽出・加工し、EPO及び中国国家知識産権局
（SIPO）に送付した。

・公報書誌（１０項目）データの抽出・加工件数　　　５８１，６６６件　(対象となる公報全件について作成。達成度１００％）　（平成２４年度：５６４，９８８件）

我が国特許文献の検索に有用であるＦタームの解説書を英文に翻訳し、海外での我が国特許文献検索時の利便性の向上を図った。

・英語版Ｆターム解説書：　　２７１テーマ（平成２４年度：２７テーマ）
・英語版Ｆタームリスト： 　　  ２７１テーマ（平成２４年度：２７テーマ）
・英語版FIデータ：  　　　  　 １２０件  （平成２４年度：３９件）

④ 和文抄録、英文抄録、英語版Ｆターム解説書等の翻訳
品質の維持及び向上に反映させるため、客観的なサン
プル調査を毎年度実施する。

④ 和文抄録、英文抄録、Ｆターム解説等の翻訳品質の維
持・向上のため評価調査を実施する。

④  特許庁に提供している翻訳情報（和文抄録、英文抄録及びＦターム解説書）について、翻訳品質の維持・向上を目的とし、翻訳事業者へのフィードバックを行うため、翻訳品質を評価する調査を行った。
 平成２５年度においては、特許庁との連携を密にユーザーの要望の把握に努め、評価結果を速やかに事業へ反映すべく、翻訳事業実施期間中に品質評価及び事業者へのフィードバックを行い、さらなる成果物の翻訳品質の向上
を図った。

　文章評価　　　２，１１８件（平成２４年度：２，６８６件)
　　　（和文抄録（米国・欧州・中国）１，２６０件、英文抄録（公開特許）４００件、Ｆターム解説書４５８件） 〈平成２４年度（和文抄録９６０件、英文抄録４００件、Ｆターム解説書１，３２６件）〉
　
○評価について
　和文抄録、英文抄録については、国際特許分類の全８セクションを対象、Ｆターム解説書については４テーマを対象とし、言語の内容が正確に翻訳されているか、翻訳文として正しい表現になっているかの観点から外部の専門家に
より評価を実施した。平成25年度においては品質評価の調査を数回に分割して実施し、１回目の評価結果を事業実施期間中に事業者へフィードバックし、成果物の品質向上に反映させる仕組みを取り入れた。

（３） 審査結果等情報の提供システムの整備・運用 （３） 審査結果等情報の提供システムの整備・運用 （３） 審査結果等情報の提供システムの整備・運用 （３） 審査結果等情報の提供システムの整備・運用

他国における的確な審査を促進し、我が国出願人のこ
れらの国における迅速かつ的確な権利取得に貢献す
るため、特許庁が行った審査の結果や出願書類等に
関する情報を機械を用いて英訳して他国の工業所有権
庁に提供するシステムを整備し、運用する。

① 他国の工業所有権庁や関連機関の審査官が、我が国
の出願に係る審査結果情報、出願書類及び拒絶理由
通知等の審査関連情報並びに引用文献情報にイン
ターネットでアクセスし、機械翻訳システムで翻訳され
た英語情報を容易に参照することが可能なシステムの
整備・運用を行う。

① 経費の増大を招かないよう費用対効果を精査しつつ、
他国の工業所有権庁等の審査官が利用しやすいシス
テムの整備・運用を行う。

①  我が国特許庁の審査結果や出願書類に関する情報などを機械翻訳により英訳し、諸外国の工業所有権庁・機関（２５年度末：６４ヶ国・機関）に「高度産業財産ネットワーク（ＡＩＰＮ）」によりインターネットを介して審査結果等を提供す
ることにより、他国の特許審査官の負担を軽減するとともに、特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）制度におけるＡＩＰＮの活用によって、我が国出願人が他国において簡便な手続により迅速・的確な権利取得が可能となるよう整備・運用した。

　平成２５年度追加提供先：３ヶ国・機関（アフリカ知的財産機関（１７ヶ国が加盟）、カンボジア、ミャンマー）
　平成２５年度末時点の特許審査ハイウェイの参加国・地域：３２ヶ国・地域（日本との間では２８ヶ国・地域）

【特筆すべき事項】
・海外特許庁審査官向けアンケートにおいても「審査に有用である」との回答を得ており、海外特許庁審査官による的確な審査の促進及び我が国出願人の簡便な手続きによる迅速・的確な権利取得に貢献した。

② 基幹機能である機械翻訳システムの精度向上を図るた
め、語彙数の増強と、これに伴う翻訳機能の強化を行
う。

② 前年度に引き続いて、翻訳用辞書の語彙数を増加して
機械翻訳機能の精度向上を図りつつ、機械翻訳システ
ムの運用を行う。

②  基幹機能である機械翻訳システムの精度向上を図るため、機械翻訳辞書に5,030語の辞書データを追加登録（２５年度末までの追加辞書データ数累計：　91,188語）し、機械翻訳システムの運用を行った。

【評価の観点】
①特許庁が行った審査の結果や出願書類等に関する情報を機械を用いて英訳して他国の工業所有権
庁に提供するシステム（AIPN）を整備し、審査結果の情報提供を確実に行ったか
②AIPNシステムの整備・運用にあたり、他国の工業所有権庁の要望を反映しているか
③翻訳機能の強化を行い、精度向上を図ったか

【特筆すべき事項】
①AIPNの整備により、他国における的確な審査がどの程度促進されたと認められるか
②AIPNの整備により、我が国出願人の迅速かつ的確な権利取得にどの程度貢献したと認められるか
③AIPNの整備・運用について、他国の工業所有権庁の意見等、評価に加味すべき内容のものはあるか
④AIPNの機能改善により、利便性の向上が図られているか
⑤中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
⑥中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑦前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

【評価の観点】
①ユーザーニーズ及び審査ニーズに応えるため、他国の工業所有権情報を収集し、保管し、管理してい
るか
②特許庁が行う他国との情報交換のためのメディアレス化支援のための他国との導通確認は実施され
ているか
③ユーザーニーズの高い工業所有権情報について、２６万件以上の和文抄録を作成し、利用者に提供し
たか
④他国における我が国出願人の権利の的確な保護に資するため、以下の取組を行ったか
　・特許庁が発行する公開特許公報の英文抄録を全件作成し、他国の工業所有権庁へ提供
　・特許庁が発行する公報の書誌データを全件整理し、他国の工業所有権庁へ提供
　・Fターム等の検索コードに関する情報を英訳し、他国の工業所有権庁へ提供
⑤和文抄録、英文抄録等の品質の維持・向上のため、翻訳品質の評価調査を行ったか

【特筆すべき事項】
①ユーザーニーズを把握するための取組を行い、それを事業に反映させているか
②他国工業所有権庁への英文抄録等の提供は、どの程度我が国出願人の保護につながっていると認め
られるか
③提供している各種情報の翻訳品質に関するユーザーからの意見等で、評価に加味すべき内容のもの
はあるか
④中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
⑤中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑥前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

ユーザーニーズに応えるとともに特許庁の審査等に資
するため、他国の工業所有権情報の収集、保管及び管
理を行うとともに、ユーザーの要請の強い工業所有権
情報について和文抄録を作成し、一般に提供する。ま
た、他国における我が国出願人の権利の的確な保護
に貢献するため、特許庁が保有する工業所有権情報
の英文抄録を作成し、他国の工業所有権庁に提供す
る。
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

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

① パリ条約に基づく「中央資料館」として、内外の工業所
有権情報・文献を収集し、閲覧室においてユーザーに
対する情報提供を確実に行う。

① パリ条約に基づく「中央資料館」として、内外の工業所
有権情報・文献を収集し、閲覧室を通じてユーザーへ
の情報提供を確実に行う。

① 　国内外で新たに発行される工業所有権関連公報を直ちに収集・整理し、休日（行政機関の休日に関する法律で指定する日）以外の全日において、閲覧室利用者への閲覧に供した。（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（内国公報：１４,４６９巻、外国公報：９,７００巻）を外部倉庫に保管し、閲覧室利用者からの事前申し込みに応じて出納制により貸し出しを行っている。）

　外部倉庫にて保管・管理している紙公報については、従来からユーザーより申し出があった場合は公報種別と番号範囲を照合し対象とする保管箱を取り寄せていたが、１箱ごとの番号範囲の保管ではなく、複数の保管箱で管理さ
れていたため、当該案件に対する保管箱が特定できず、複数の保管箱を取り寄せ、その中から実際に現物を確認する必要があった。この出納作業の効率化を図るため、内国分の保管箱の全部（特･実・意・商の各種公報）１１,２０５
箱について、保管箱毎の中身を画像データ化（公報の背文字を可視化）するための撮影を平成２４年度から開始し、同年度に７,３２２箱を、２５年度に残りの３,８８３箱を完了した。その結果、内国分の紙公報の出納につき、各公報の
背文字を目視確認することにより的確な発注が可能となり、経費の削減につながった。

② 我が国の公報情報については、公報発行日に遅滞なく
即日閲覧に供する。

② 我が国の公報情報の提供については、特許電子図書
館等により公報発行日に即日閲覧に供する。

② 　国内公報については、ＣＤ・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。（閲覧室利用者10,632名、1ヶ月あたり886人）

　特許庁総務課広報班、国際課及び審判課等からの見学対応依頼に対し、企業・団体等の知財担当者、学生・生徒及び外国からの各種研修生などの見学者を受け入れ、公報閲覧担当職員によるパリ条約に基づく中央資料館とし
ての役割を果たす閲覧室の概要の説明及び検索指導員による見学者のレベルに配慮した特許文献検索等のデモンストレーションを行った。
　平成２５年度（年度累計１２２３人）
　外国人累計　３７１人（訪問者１９名、研修者２９０名、その他６２名）
　内国人累計　８５２人（企業８４名、団体１２７名、学校３８８名、その他２５３名）
＜参考＞
　平成２４年度（年度累計１１２６人）
　外国人累計　３１３人（訪問者２１名、研修者２６４名、その他２８名）
　内国人累計　８１３人（企業１３５名、団体２３９名、学校３１０名、その他１２９名）

（２） 閲覧サービスの向上 （２） 閲覧サービスの向上 （２） 閲覧サービスの向上 （２） 閲覧サービスの向上 ※総務省二次評価　該当項目

① 出願人などのユーザーがより高度な検索が可能な閲覧
用機器（特許庁審査官が使用するコンピュータ端末と
同等機能の端末）を閲覧室等において提供する。

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

① 　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」について、機器更新時期と合わせて近年のユーザーの利用状況と費用対効果を勘案して適切な台数（３４台）を更新・設置し、「端末利用マニュアル」も整備して、効率
的な工業所有権情報の提供を行った。また、特許庁審査官端末の更改に加えてマイクロソフト社のWindowsＸＰのサービス停止に伴い、「高度な検索が可能な閲覧用機器」のオペレーティングシステムもWindowsＸＰからWindows７に
更改しセキュリティー対策を行った。

閲覧室の「高度な検索が可能な閲覧用機器」端末設置台数の推移
　平成２２年度　　　５１台
　平成２３年度　　　５１台
　平成２４年度　　　３４台
　平成２５年度　　　３４台

・ 閲覧室ユーザーが高度な検索を使えるよう、閲覧用機
器の操作方法等の講習会を月１回以上開催するととも
に、ユーザーからの要請に応じて臨時講習会を随時開
催する。

・ 　ユーザーの検索習熟度向上を図るため、「高度な検索が可能な閲覧用機器」の講習会を月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の講習会を１回開催した。アンケート結果では受講者から「非常に有
意義であった」「有意義な講習会であった」が１００％となる高い評価を得た。（講習会回数１３回－受講者５１人）
　さらに、平成２６年２月には関西エリアにおける企業の知財担当者や特許調査業務を専門に従事している者、弁理士等を対象に、新たに大阪において「平成２５年度高度検索端末操作スクール講習会」（公報閲覧室の検索指導員
１名を講師として派遣→参加者６名）を開催した。

・ 閲覧室ユーザーの利便性向上のために、検索指導員
による閲覧指導と分類相談等の支援サービスを一体的
に提供する。また、検索指導員に対するスキルアップ研
修を引き続き実施する。

・ 　平成２５年１０月に採用した検索指導員に対して、検索指導員として身につけておくべき知識として、知的財産を巡る現状等についてスキルアップ研修を実施した。

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

② 本年度に更新する閲覧用機器については、利用状況
に応じた見直しを踏まえて、適正な台数を調達・整備す
る。

② 　公報閲覧室に設置している「ＣＤ・ＤＶＤ-ＲＯＭ公報閲覧用機器」を利用状況をもとに費用対効果を勘案して１６台から１０台に見直し、ユーザーに対し、工業所有権情報を提供を行った。
　なお、「ＣＤ・ＤＶＤ-ＲＯＭ公報閲覧用機器」については、費用対効果等を検討した結果、購入による調達に変更することにより、経費の削減を図った。

閲覧室の「ＣＤ・ＤＶＤ-ＲＯＭ公報閲覧用機器」端末設置台数の推移
　平成２２年度　　１０台
　平成２３年度　　１６台
　平成２４年度　　１６台
　平成２５年度　　１０台

（１） 審査・審判に関する技術文献等の充実 （１） 審査・審判に関する技術文献等の充実 （１） 審査・審判に関する技術文献等の充実 （１） 審査・審判に関する技術文献等の充実
内外国技術文献の収集に当たっては、必要な資料については網羅的に収集する一方、資料の無駄な重複の排除や経済性を追求した調達手法の採用など、精査した収集・調達を行い、特許庁へ提供した。

・内国図書：　　　２６９冊（平成２４年度：３２８冊）
・内国雑誌：１１，１２９冊（４７１タイトル）（平成２４年度：１０，６０５冊　３９８タイトル）
・外国図書：　　　　３７冊（平成２４年度：３５冊）
・外国雑誌：　３，９９２冊（２６７タイトル）（平成２４年度：４，５４５冊　２６７タイトル）

審査・審判の最終処分(特許、拒絶等）が確定した出願書類及び審判記録を特許庁から受入・保管・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。

・受入件数：　　　　　　　　　　　　１４，６９１件（平成２４年度　１４，９０８件）
・出納件数：　　　　　　　　　　　　　３，９８２件（平成２４年度　　４，００７件）
・包袋保管件数：　 　　　　　　約２，２６８千件（平成２４年度　約２，２５３千件）
・保全措置を講じた包袋数：  約１０，０００件（平成２４年度　約２，０００件）

【評価の観点】
①特許協力条約に規定する国際調査の対象となる文献（ミニマムドキュメント）、特許公報以外の技術文
献（非特許文献）、カタログ等の公知資料について、最新のものを収集し、審査官等に提供したか
②ミニマムドキュメントの収集にあたっては、網羅的に収集するための計画を作成したか
③非特許文献の収集を行うにあたって審査官の専門的視点から必要性を判断できる仕組みとなっている
か

【特筆すべき事項】
①非特許文献の収集に関する審査官等からの意見で、評価に加味すべき内容のものはあるか
②中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
③中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
④前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

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

① 特許協力条約に規定されている国際調査の対象となる
非特許文献を網羅的に収集するための調達計画を作
成し、確実な収集を行う。

① 網羅的に収集する必要があるミニマムドキュメントについては、収集すべき対象について特許庁から最新情報を入手し、特許庁とともに作成した調達計画に基づいて購入し、審査官に提供した。

２，４４７冊（９０タイトル）（平成２４年度：２，４５０冊　９１タイトル）

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

② 審査・審判関係資料の充実を図るため、特許庁の審査
官等を含めた担当者会議を年４回以上開催し、技術文
献の適正かつ効果的な収集を行う。

② 技術文献の収集に際しては、審査官を含めた図書選定担当者会議を目標どおり4回開催し、その会議の結論に則って適正かつ効率的な収集を行った。
また、図書選定担当者会議は、各分野の審査官に加え、特許庁施策担当職員も参加し、特許庁の審査施策・方針が反映できる環境で開催した。
（５月、７月、１１月、１月の計４回）　　（達成度１００％）

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

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

③ 的確な意匠審査に資するため、最新のデザイン等が掲載された国内外の意匠公知資料（カタログ）を収集し、審査官に提供した。

・内国カタログ：１２，０００件（平成２４年度：１２，０００件）
・外国カタログ：　３，０００件（平成２４年度：３，０００件）

（２） 閲覧等サービスの向上 （２） 閲覧等サービスの向上 （２） 閲覧等サービスの向上 （２） 閲覧等サービスの向上

① ① 審査・審判に関する技術文献資料として購入した書籍、
雑誌等を出願人などの閲覧に供する閲覧サービスにお
いて、利用者利便性を向上・確保するため、技術文献
閲覧リストを月１回更新するとともに、タイトルや出版社
名から検索できる機能の提供を行う。

① 閲覧サービスを利用するユーザーの利便性向上を図るため、情報・研修館ホームページを通じ、収集した技術文献等についての蔵書一覧リスト（データは毎月更新）と検索機能を提供した。

② 審査・審判に関する技術文献資料の閲覧等サービスに
おいて、閲覧申請日から２営業日で当該資料の閲覧を
可能とする等の迅速な閲覧サービスを継続的に提供
し、出願人など利用者の利便性を向上・確保する。

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。

・閲覧者数：　１５４名（平成２４年度：１５８名）
・閲覧件数：　３４１件（平成２４年度：４１８件）

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

閲覧環境の一層の整備を図るため、収集した技術文献
の閲覧リストを毎月更新し、ホームページで情報提供を
するとともに、収集した文献を検索する機能提供を行い
閉架式の閲覧サービスを行う。

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

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

【評価の観点】
①パリ条約に基づく中央資料館として内外の工業所有権情報・文献を確実に収集したか
②我が国の公報情報の提供については、公報発行日に遅滞なく閲覧に供したか

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

「中央資料館」として、内外の工業所有権情報・文献を
収集し、閲覧室を通じて工業所有権に係る確実な情報
提供を行う。特に我が国の公報情報については、公報
発行日に即日閲覧に供するものとする。

【評価の観点】
①収集した技術文献資料の閲覧等サービスにおいて、利用者の利便性を向上させるための取組を行っ
ているか
②収集した技術文献資料閲覧等サービスにおいて閲覧申請日から２営業日以内に提供できているか

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

出願人などのユーザーがより高度な検索が可能な閲覧
用機器（特許庁の審査官が使用するコンピュータ端末
と同等機能の端末）を閲覧室等に整備し、サービスの
充実を図る。閲覧用機器については、「特許庁業務・シ
ステム最適化計画」の進展による工業所有権情報普及
業務の効率化に合わせ、ユーザーの利用状況に応じて
見直しを行う。

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。

［工業所有権関係公報等閲覧業務］
中央資料館としての工業所有権情報の提供

［工業所有権関係公報等閲覧業務］
中央資料館としての工業所有権情報の提供

【評価の観点】
①より高度な検索が可能な閲覧用機器（特許審査官端末）を整備したか
②講習会を月１回以上開催するなど、閲覧室における特許審査官端末の利用促進を図るための取組を
行ったか
③閲覧用機器の設置体制・台数について、特許庁の新事務処理システム開発の進展を踏まえつつ、見
直しを行うことにより、閲覧用機器の設置体制・台数はユーザーニーズや利用状況に応じたものとなって
いるか

【特筆すべき事項】
①閲覧用機器の整備や講習会開催の他、閲覧室におけるサービスの充実のための取組を行ったか
②講習会の開催は、特許審査官端末の利用促進につながっていると認められるか
③講習会の参加者からの意見で評価に加味すべき内容のものはあるか
④中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
⑤中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑥前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
⑦講習会の延べ参加人数は前年度より同数程度以上確保出来たか

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

国内外の最新の技術水準を適時に把握できるよう、特
許協力条約に規定する国際調査の対象となる文献（ミ
ニマムドキュメント）や特許公報以外の技術文献（非特
許文献）に加え、カタログ等の公知資料について最新
のものを収集し、提供する。

［工業所有権関係公報等閲覧業務］
中央資料館としての工業所有権情報の提供

［工業所有権関係公報等閲覧業務］
中央資料館としての工業所有権情報の提供
公報等の閲覧におけるユーザーの利便性向上を図るため、
相談業務及び工業所有権情報普及業務とも連携しつつ、工
業所有権の保護に関するパリ条約に基づく「中央資料館」と
して、ユーザーに対して工業所有権情報を確実に提供する。
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

中小・ベンチャー企業等のユーザーに対する利便性向
上の観点から、工業所有権に関する相談サービスの強
化を図る。

（１） 相談への迅速な対応 （１） 相談への迅速な対応 （１） 相談への迅速な対応 （１） 相談への迅速な対応 ※見直し基本方針、震災対応　該当項目

① 相談に迅速に対応するため、原則、来館及び電話での
相談については直ちに回答し、文書及び電子メールで
の相談は１開館日以内に回答する。

① 出願人などからの特許、実用新案、意匠、商標に関す
る窓口及び電話による相談については直ちに回答し、
文書(郵便、ファックス）及び電子メールによる相談につ
いては１開館日以内で回答する体制を堅持する。

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、１開館日以内の回答を実現した。
大きな制度改正がなかったことに加え、『産業財産権相談サイト（よくある質問と回答）』の活用促進により電話相談が、地域の「知財総合支援窓口」の紹介や認知度アップにより窓口相談が、前年度と比較
して減少した。

　総計　　　：29,294件（平成24年度：32,019件）
　＜内訳＞
　・窓口相談： 6,025件（平成24年度： 6,907件）
　・電話相談：20,246件（平成24年度：21,888件）
　・文書相談：　 605件（平成24年度：　 536件）
　・FAX 相談：　 999件（平成24年度：　 926件）
　・電子ﾒｰﾙ ： 1,419件（平成24年度： 1,762件）
　　*17時移行の窓口相談件数：145件（平成24年度175件）
　　*18時以降の電話相談件数：366件（平成24年度429件）
　　［内訳］
　　　18時～19時：261件（平成24年度299件）
　　　19時～20時：105件（平成24年度130件）

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

② 全ての相談案件とその回答要旨を部内の相談データ
ベースに蓄積し、その情報を相談員が共有することに
よって相談員の知識と相談対応能力の向上を図り、出
願人などの相談者への適切な回答と迅速な応答の向
上を図る。

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するとともに、蓄積した情報をもとに回答するなど、有効活用することにより、相談者へ正確・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＞）

③ 相談データベースに蓄積された情報を基に、「産業財
産権相談サイト」における回答事例集を整備し、ユー
ザーに提供する。

③ 部内の相談データベースに蓄積された情報を基に、イ
ンターネットサービスである「産業財産権相談サイト」に
掲載している「よくある質問と回答」に新たな回答事例
を適宜掲載して我が国のユーザーの利便性を図るとと
もに、外国人向けに我が国での特許、実用新案、意
匠、商標の権利化手続き等に関する英語による簡易説
明ページの整備に向けた検討を開始する。

③ 　『産業財産権相談サイト（よくある質問と回答）』を効果的にご利用いただくために、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するとともに、見出しなどの強調やレイアウトの工夫
を行いアクセスの利便性を高めた。具体的には、相談が多い申請書類の記入例を、補足のコメント付けたりして、わかりやすくししたり、その他でくくられていたものを適正な分類（カテゴリー）にふり直す
などの見直しを行い相談サービスの向上を図った。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、英語ページを追加したことにより産業財産権に関する情報提供及びユーザーサービスの向上
を図った。
　○産業財産権相談サイト
アクセス総数306,151件（平成24年度：329,189件）
　前年度比でアクセス件数が減少した要因としては、大きな制度改正がなく相談者の関心の高い出願書類の様式について特段の変更がなかったためであるものと推測される。なお、平成26年度は特許法等の改
正が予定されており、改正法の施行等によるアクセス数の上昇が見込まれている。
＜内訳＞
＜権利の種類ごとに調べる＞
・特　　　許　：29,572件（平成24年度：30,406件）
・実用新案　　： 9,772件（平成24年度： 8,918件）
・意　　　匠　： 8,317件（平成24年度： 8,556件）
・商　　　標　：41,584件（平成24年度：49,099件）
・制度施策　　：   765件（平成24年度：   974件）
・共　　　通　：13,054件（平成24年度：13,379件）
・そ　の　他　：26,664件（平成24年度：48,125件）
＜手続の流れで調べる＞
・特　　　許　：29,092件（平成24年度：30,470件）
・実用新案　　：10,907件（平成24年度：11,364件）
・意　　　匠　： 4,953件（平成24年度： 5,087件）
・商　　　標　：44,178件（平成24年度：46,442件）
・共　　　通　：   376件（平成24年度：   339件）
・案内ﾘﾝｸ集 　：82,359件（平成24年度：71,709件）
・審判手続 　 ： 1,700件（平成24年度： 1,716件）
・そ の 他 　 ： 2,858件（平成24年度： 2,605件）

・ 情報・研修館が提供する相談サービスに対するユー
ザーからの改善要望等を把握するため、窓口やイン
ターネットを使ったアンケート調査を実施し、ユーザー
からの要望を踏まえた相談業務改善を図る。

・ 　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。『産業財産権相談サイト』においては通年、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。今回のアンケート調査では特に『産
業財産権相談サイト』の利用が約27ポイント（39.7％→66.9％）向上しており、サイトの利用が進んでいる。
　アンケート調査において意見・要望があった事項は、相談員に周知し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した）。また、メールでの質問は１開館日以内に回答していることから、「迅速な回答は高く評価できる」、「対応が素早く大変助かる」など多数回答があった。
○相談サービスに対するアンケート調査
 ・配布件数：1,737件（平成24年度：2,012件）
 ・回収件数：　626件（平成24年度：  691件）
 ・回収率　： 36.0％（平成24年度： 34.3％）
 ・相談者の職業
　　　会社員（知財担当者以外）    　　   40.6％ （平成24年度：41.0％）
　　　知財担当者                               7.8％ （平成24年度： 8.7％）
　　　自営業                 　   　    　     26.4％ （平成24年度：24.2％）
　　　特許事務所                               4.8％ （平成24年度： 3.8％）
〇アンケート結果
 ・相談サイトを利用したことがある       66.9％（平成24年度: 39.7％）
 ・接客態度：良い・普通                    99.8％（平成24年度：98.2％）
 ・応答内容満足度：良い・普通         100.0％（平成24年度：98.2％）
 ・利用満足度：満足した                   90.6％（平成24年度：89.7％）

・ 　Ｗｅｂおよび相談サービスに対するアンケートでいただいたご指摘については対応を、お褒めいただいたことについても継続できるよう相談部全員に周知した。アンケートの意見等から、「登録料（年金）の支払い期限の確認」や「出
願変更（特許、実用、意匠）」「部分意匠の関連意匠の書き方例」などを、『産業財産権相談サイト（よくある質問と回答）』へ追加した。また、相談員の更なる能力向上のため、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
の減免制度など、産業財産権に関する幅広いテーマを用いた研究会（勉強会）を開催し、相談員の知識を向上し、相談対応力の強化を図った（年度累計14回）

（２） 他機関との連携 （２） 他機関との連携 （２） 他機関との連携 （２） 他機関との連携 ※見直し基本方針　該当項目

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

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

・ 引き続き、日本弁理士会、一般社団法人発明推進協
会、中小企業支援機関等との連携を図る。

・ 　ユーザーニーズや課題を把握するため、平成22年度から全国各地の関係機関との意見交換を実施しており、平成25年度は四国、中国、関東地域の関係機関（日本弁理士会、中小企業基盤機構、知財総合支援
窓口、特許室等）及び著作権情報センターに訪問し、各機関の相談対応の現状把握、役割分担の整理及び相談事案に応じた各機関への紹介を行う連携について意見交換を行い、効率的な連携を可能とした。具
体例としては、権利が登録された後の書類の様式について、相談サイトの「申請様式一覧」への追加要望があり対応を行った。
各関係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。また、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するとともに、各地の知財総合支援窓口や特許室を通じてパンフレット（産業財産権の相談および商標出願の書き方ガイド）を配布し、利用者の利便性の向上
を図った。

・ 各地の日本弁理士会支部、知財総合支援窓口等と地
域特有な工業所有権相談対応事例や相談内容の情報
交換を行い、相談業務の参考にするとともに地方との
効率的な連携を強化する。

・ ○パンフレットの配布
・「産業財産権の相談」(3,400部）
・「商標出願の書き方ガイド」(12,900部）
○関係機関との意見交換
・発明推進協会東京支部(5月）
・日本弁理士会（本部）（7月）
・中小企業基盤整備機構（本部）（7月）
・著作権情報センター（7月）
・香川県発明協会、日本弁理士会四国支部、中小企業基盤整備機構四国本部、徳島県発明協会（9月）
・中国経済産業局特許室、中小企業基盤整備機構中国本部、日本弁理士会中国本部、広島県発明協会、岡山県産業振興財団（10月）
・新潟県発明協会（11月）
・関東経済産業局特許室、埼玉県産業振興公社（2月）

・ 特許庁に対して、相談を通じて把握したユーザーニー
ズを毎月提供し、情報共有を進める。

・ 　相談を通じて得たユーザーからの意見・要望については、特許庁に提供した（185件（平成24年度107件）)。特許料等の減免制度に関しての相談が法律の施行前から増えてきことを伝え、特許庁ホームページ
への当該概要の早期掲載に繋げた。

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

面接・電話のほかあらゆる形態の相談に対応するとと
もに、相談形態ごとに回答期限（原則、来館及び電話で
の相談については直ちに、文書及び電子メールでの相
談については１開館日以内）を設けることにより、それ
らに迅速に対応する。

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

【評価の観点】
①相談サービスの充実のため、日本弁理士会、発明協会、中小企業支援機関等の関係機関と相談業務
に関する効率的な連携を図り、効率的な相談体制の整備を行ったか
②関係機関に対し、相談ノウハウの提供を行ったか
③相談業務を通じて把握したユーザーニーズを特許庁に提供したか

【特筆すべき事項】
①関係機関との連携の結果、新たな連携サービス等の成果がうまれたか
②特許庁に提供したユーザーニーズにより、特許庁において改善されたものはあるか
③中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
④中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑤前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

【評価の観点】
①来館及び電話での相談については直ちに回答したか
②文書及び電子メールでの相談は１開館日以内に回答したか
③相談データベースの活用などにより、相談業務の改善を図り、質の向上に努めたか
④相談データベースに蓄積した情報をもとに産業財産権相談サイトにおける回答事例集を整備し、ユー
ザーに提供したか

【特筆すべき事項】
①ユーザーニーズを把握するための取組を行い、それをどのように活用したか
②相談業務に関するユーザーからの意見等で、評価に加味すべき内容のものはあるか
③相談業務の質の向上に関し、特筆すべき成果はあるか
④中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
⑤中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑥前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

［工業所有権相談等業務］
相談サービスの充実

- 4 -



評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

最新の情報通信技術を活用して出願人などのユー
ザーの利便性の向上に資するため、情報提供業務など
の円滑な実施に必要な情報システムの整備を図る。 ※総務省二次評価　該当項目

（１） 電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進 （１） 電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進 （１） 電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進 （１） 電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進

① 電子出願の普及を図るため、中小・ベンチャー企業に
対する普及説明会等を実施するとともに、電子出願ソフ
トサポートセンターにおいて操作方法等に関する支援を
行う。

① 中小・ベンチャー企業等に対する普及説明会を３大都
市で実施するとともに、企業・団体等からの電子出願に
関する講師依頼または導入にあたっての説明要請が
あったときは、機動的に対応する。

① 　中小・ベンチャー企業や団体の新入職員を対象とした電子出願説明会を３大都市で開催し、説明内容について受講者の９０％以上から「理解できた」との評価を得た。また、特許庁職員及びＷＩＰＯ途上国研修生に対しても、電子出
願及び電子出願ソフトの概要説明及び実習を行い電子出願の普及を図った。
<電子出願説明会>
東京①８９名、大阪①７９名、愛知３４名、東京②７７名、大阪②５９名、特許庁職員３５名、ＷＩＰＯ途上国研修生１６名　（受講人数計３８９名、前年度比２３．１％増）

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

＜ユーザーへの情報提供＞
　電子出願ソフトユーザーに対し、新バージョンのリリース予定、ＰＣＴ関連手数料改定のお知らせ、講習会開催の情報、その他、ユーザーが電子出願ソフトを使用する際において有益となるＱ＆Ａ等の情報を、メールマガジン「ＩＮＰＩＴ
出願ソフトニュース」の配信やINPITホームページや電子出願サポートサイトなどの関連ホームページのトピックスに掲載した。
(ニュース配信回数計１０回)

＜ユーザーへの支援＞
　電子出願ソフトサポートセンターを通じ、電子出願ソフトの設定及び操作方法等の支援を行った。
サポートセンター相談受付件数９．５８４件
また、電子出願サポートセンター受付の相談内容については、定期的に報告を受けて内容の精査を行い、電子出願サポートサイトで発信する情報等に反映させるなどサービス向上を図った。

　ＯＳのwindowsＸＰサポート終了については、ユーザーへの事前の情報提供により問題なく対応できた。

＜ユーザーニーズの把握＞
　平成２５年６月１７日及び１１月１３日にユーザー連絡会を開催して、特許庁、日本弁理士会、日本知的財産協会などから、課題などの収集を行ってニーズの把握を図った。

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

② 電子出願ソフトについては、「特許庁業務・システム最
適化計画（平成２５年３月１５日改定）」のスケジュール
も踏まえ、制度改正に伴う変更等、必要不可欠なもの
を除き経費の増大を招かないよう費用対効果を精査し
つつ、電子出願ソフトを迅速に改善・整備し、ユーザー
の利便性向上を図る。

② 　制度改正などの事務処理変更や電子出願サポートセンターからの月次報告及びユーザー連絡会でのニーズを受けて、特許庁と密接な連携を取りながら費用対効果を精査し、必要不可欠と判断した１９項目（うち、３項目はユー
ザーからの要望に応えるもの）について、電子出願ソフトウェアの改造を行い、情報通信技術の進ちょくに対応した電子出願ソフト新バージョンのリリースを行った。

○対応項目の主な例
＜台湾経済部智慧財産局との優先権書類交換対応＞
 パリ条約による優先権等の主張とは、第一国への出願から所定の期間（優先期間）内に第二国に出願することにより、第二国の出願を第一国の出願と同時に行ったものとして扱ってもらうことができる権利のことであり、 日本国特
許庁と台湾経済部智慧財産局は、この優先権にかかる書類の電子的交換を平成25年12月2日から開始したところである。優先権の主張は、申請人にとって権利の取得可否に関わる重要な手続であることから、インターネット出願ソ
フトにおいても、書類の記載条件の変更等の改造を行った。

＜チェック要件書修正＞
 インターネット出願ソフトでは、申請人が作成した書類が、特許庁が許容する形式になっているかを確認する「書式チェック」機能を有している。当該機能は、申請人による書類作成時のケアレスミスを防止するための重要な機能で
あり、特に制度改正等における追加・変更項目、あるいは間違いやすい項目等について、チェック機能の強化・改善を求める声が寄せられていたことから、同機能の改造を行った。

＜Ｗｏｒｄの途中改行対応＞
　Ｗｏｒｄで作成した書類をＨＴＭＬ形式保存したとき、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改善した。

＜大量文書入力速度改善＞
　検索・削除方法を変更し、大量に文章入力する場合の処理速度が向上するよう改善した。

＜代理人による外国人の申請人情報変更＞
　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。

＜各OS新バージョンへの対応＞
　現在、インターネット出願ソフトはWindows及びMac、それぞれのＯＳの各バージョンに対応したソフトを作成し申請人に提供を行っている。平成25年度においてはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ社がwindows XPのサポートを終了することから、最新バー
ジョンであるwindows8.1に迅速に対応した。また、Mac OS Mountain Lionの同バージョンでのインターネット出願ソフトの使用が可能となるよう改造を行った。さらに、Linuxについて、利用状況に鑑み、2014年3月下旬の【ｉ2.20】を最後
にサポートの終了を決定した。

・ 特許庁受付サーバの二重化に対応した電子出願ソフト
の改善、電子出願運用支援サーバの２拠点での冗長
化等によって震災等の災害発生時にユーザーの出願
日を担保する対策措置を講じる。

・ 平成２７年３月の受付サーバーのバックアップセンター導入に向け、平成２５年度においては、受付サーバ（メインサイト）に接続不可時におけるインターネット出願ソフト接続先自動切替に関するシステム設計まで完了させた。

　電子出願ソフト支援サーバについて、本番サーバが停止した場合に備え、サブサーバの導入を行い、災害等緊急時でもサブサーバから電子出願ソフトを入手して出願できる環境を整備した。また、電子出願ソフトサポートセンター
の相談業務についても、現在のサポートセンターで災害などが発生した際に別の地域で相談受付ができるよう業務場所を確保して緊急時への対策を講じた。

（２） 公報システム等の整備・管理 （２） 公報システム等の整備・管理 （２） 公報システム等の整備・管理 （２） 公報システム等の整備・管理

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

① 特許庁の公報発行計画に支障をきたさぬよう、適切な
公報システムの整備・管理を行うとともに、制度改正等
必要不可欠なものを除き経費の増大を招かないよう費
用対効果を精査しつつ、公報システムの機能改善を行
う。

① 特許庁との密接な連携を図り、公報システムの整備・管理を適切に行うとともに、制度改正等に対応するため、費用対効果を勘案し、必要不可欠な機能に限定して公報システムの改造を行った。

・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、「基本設計」及び「システム設計」に基づきシステム開発を開始した。また、特実公報システムサーバ更改対応として、
　サーバの設備設計書の作成を開始した（平成27年1月リリース予定）。
・商標法改正に伴い、の新しいタイプの商標に対応するため、商標公報、公開商標公報、公開国際商標公報、国際商標公報、審判公報について、新しいタイプの商標情報（音や色彩）を掲載できるように、「基本設計」及び
　「システム設計」に基づきシステム開発を開始した（平成27年１月リリース予定）。
・特許付与後レビュー制度に対応するため、新たな公報種別の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に、「基本設計」及び「システム設計」に基づきシステム開発を開始した（平成27年1月リリース予定）。
・ハーグ協定ジュネーブアクト加盟に向けて、意匠公報、審決公報について、ハーグ協定ジュネーブアクトの出願情報が掲載できるように、「基本設計」及び「システム設計」に基づきシステム開発を行った。

② ユーザーに対する出願書類等の閲覧及び貸出しを効
率的に行うための出願書類管理システムの整備・管理
を行う。

② ユーザーに対する出願書類等の閲覧及び貸出しを効
率的に行うための出願書類管理システム（包袋管理シ
ステム）の整備・管理を行うとともに、特許庁のホスト更
改に対応した新包袋管理システムの構築に向け、ソフ
トウェア事業者を選定し開発に着手する。

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

　また、平成27年1月に予定されている特許庁のホスト更改に対応した新包袋管理システムの構築に向けて、適切にソフトウエア開発事業者並びにハードウェア事業者を選定し、平成27年1月稼働に向け、所定のスケジュールどお
り、新システムの構築作業を開始した。

③ 電子出願化以前の出願に係る経過情報の管理を行う
ため、出願マスタデータの追記・修正等のデータを作成
し、出願マスタの整備を行う。

③ 電子出願化以前の出願に係る経過情報の管理を行う
ため、出願マスタデータの追記・修正データ等を作成
し、出願マスタの整備を行う。

③ 　「電子出願以前の出願に係る経過情報の管理」と「電子手続対象外となっている無効審判請求等のマスターデータ構築」を確実に行うため、出願マスタデータの追記・修正データ等を５，１７０件作成した。

　データ作成件数　５，１７０件（平成２４年度：６，５３１件）
＜内訳＞
 受付中間　 　　　 ５５０件　 類担当票  　     ５７８件
 審判請求書　 １，７７７件 　異議申立書  　  ４５２件
 修正追記(英) １，７６９件 　修正追記(漢)      ４４件

（３） 審査・審判に必要な資料等の電子データの整備 （３） 審査・審判に必要な資料等の電子データの整備 （３） 審査・審判に必要な資料等の電子データの整備 （３） 審査・審判に必要な資料等の電子データの整備

① 特許出願書類から、DNA配列データ等必要な情報の検
索用データを作成するとともに、外部で提供されている
DNA配列データを収集し、蓄積する。

① 特許出願書類からＤＮＡ配列データ等の必要なデータ
を年間４,５００件以上加工・作成し、先行技術文献デー
タベースに蓄積するとともに、外部の科学技術データ提
供機関が新たに収録するＤＮＡ配列データを年間２４回
以上収集し、先行技術文献データベースに蓄積する。

① 　特許の審査・審判に必要な国内外の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DNA検索システムへ蓄積した。

DNA関連出願とともに提出されたDNA配列データ４，９０３件（年度目標４，５００件以上）を、検索用データとして加工し、蓄積した。
　公開前DNAデータ加工　 ４，９０３件（年度目標４，５００件　達成度１０９％）　（平成２４年度：４，９１８件）

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、蓄積した。
　GENESEQデータ収集(２６回/年)　 ３０，６９６，７２１件　（平成２４年度：２８，９５４，５０８件）

また、無償で提供される公共のＤＮＡ配列データを収集し、蓄積した。
　公共データ（DDBJデータ＆UniProtデータ）収集 　２２２，３９７，６３８件　（平成２４年度：１９１，０４８，５４６件）

② 先行技術文献調査の対象として有益な非特許文献の
データを作成する。

② 審査資料に供する有益な非特許文献について、分類等
の書誌情報作成及びイメージデータ化を行い、先行技
術文献データベースに蓄積する。また、審査・審判官が
拒絶理由通知等に引用した非特許文献のうち、イメー
ジデータが作成されていない非特許文献を出願人・代
理人に通知書とともに期間内に送付するため、必要な
イメージデータを原則３営業日以内に作成する。

② 　特許庁の要請に基づき、審査・審判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、特許庁の特実検索システムへ蓄積した。

　イメージデータ作成　 ８１，２７０件（６６１，９７８頁）　（平成２４年度： ９１，５２２件（７３２，６８７頁））
＜内訳＞
　調査員抽出審査有用論文　　１，２５４件（　　９，５５９頁）
　無効審判請求書証拠文献　　１，９３２件（　１９，６２５頁）
　国際調査報告書引用文献　　９，９２１件（　９６，７５０頁）
　拒絶理由通知書引用文献）６８，１６３件（５３６，０４４頁）

　書誌データ作成　 １１，８７６件（平成２４年度： １９，９４８件）
＜内訳＞
　無効審判請求書証拠文献　　１，９３２件
　国際調査報告書引用文献　　９，９２１件
　実用新案技術評価書　　　　　　　　２３件

また、そのうち特許庁の審査・審判官が拒絶理由通知書等に引用した非特許文献のイメージデータ作成については、審査・審判処理の迅速化を図るため、作成依頼日から3日以内で作成した。

③ 特許文献の検索を効率的に実施する上で有用な資料
及び検索キー等のデータの作成・収集を行う。

③ 特許文献の検索を効率的に実施する上で有用なＦター
ム解説書を作成するとともに、外部で提供されている検
索キーデータを購入し、特実検索システムに蓄積する。

③ 　特許文献の検索を効率的に実施するため、以下の事業を実施した。

特許文献の効率的な検索に必要なFターム解説書１１テーマについて、電子データを作成し、特許電子図書館（IPDL）から一般へ提供できるようにした。
　（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

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、特許庁の特実検索システムへ蓄積した。
＜内訳＞　　　　　　　　　２５年度　　　　　　　２４年度
　特許　                ２８４，３１０件　　　３０５，６３７件
　実用新案                ６，３００件　　　　　８，１３０件

電子出願の促進・定着を図るため、電子出願ソフトの
整備・管理を行うとともにユーザーに対する普及活動、
操作方法等に関する支援を行う。
電子出願ソフトについては、「特許庁業務・システム最
適化計画」の進ちょく状況も踏まえ、制度改正等必要不
可欠なものを除き経費の増大を招かないよう費用対効
果を精査しつつ利便性向上に努める。

［情報システム業務］
情報提供業務等の基盤となる情報システムの整備

［情報システム業務］
情報提供業務等の基盤となる情報システムの整備

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

［情報システム業務］
情報提供業務等の基盤となる情報システムの整備

ユーザーの利便性の向上を図るため、公報の発行又
は利用に必要な公報システム、出願書類管理システム
及び出願マスタデータの整備・管理を行う。
公報システム等については、「特許庁業務・システム最
適化計画」の進ちょく状況も踏まえ、制度改正等必要不
可欠なものを除き経費の増大を招かないよう努める。

【評価の観点】
①特許出願書類からDNA配列データ等必要な情報の検索用データを作成し、年間4500件以上データ
ベースに蓄積したか
②外部で提供されているDNA配列データを収集し、年間24回以上データベースに蓄積したか
③非特許文献のデータを作成し、データベースに蓄積したか
④特許文献の検索を効率的に実施する上で有用なFターム解説書を作成するとともに、検索キーデータ
を収集し、データベースに蓄積したか

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

［情報システム業務］
情報提供業務等の基盤となる情報システムの整備

【評価の観点】
①公報システムについて、制度改正等必要不可欠なものについて改善を確実に実施したか
②出願書類管理システムの整備・管理を確実に実施したか
③電子化以前の出願について、出願マスタデータの追記・修正等のデータを作成し、出願マスタの整備を
確実に実施したか

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

【評価の観点】
①電子出願ソフトについて、費用対効果を精査しつつ、情報通信技術の進ちょくに対応した操作性等の
機能向上など利便性向上を図ったか
②制度改正等必要不可欠なものについて出願ソフトの改善を確実に実施したか
③電子出願ソフトの操作方法に関する支援を行ったか
④中小・ベンチャー企業等に対する説明会を開催するなど、ユーザーに対する電子出願の普及活動を
行ったか
⑤電子出願支援サーバについて２拠点化での冗長化の措置がとられ、災害発生時の対策が講じられて
いるか

【特筆すべき事項】
①電子出願に関するユーザーニーズを把握するための取組を行い、それをどのように活用したか
②電子出願に関するユーザーからの意見等で、特に評価に加味すべき内容のものはあるか
③中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
④中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑤前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
⑥電子出願普及説明会の延べ参加者人数は前年度より同数程度以上確保できたか
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

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

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

（１） 人材活用による研究開発機関等の知的財産情報を通
じた戦略策定支援

（１） 人材活用による研究開発機関等の知的財産情報を通
じた戦略策定支援

（１） 人材活用による研究開発機関等の知的財産情報を通
じた戦略策定支援

（１） 人材活用による研究開発機関等の知的財産情報を通じた戦略策定支援
※見直し基本方針　該当項目

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

① 国内外の知的財産情報の収集・分析や高度な活用戦
略に知見をもつ知的財産マネジメントの専門人材を延
べ２４箇所以上の研究開発機関等に派遣し、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。
・戦略策定支援効果を高めるために、平成25年度は、
プロジェクトの形成段階にある6箇所以上の研究開発
機関等にも知的財産マネジメント専門人材を派遣する。
・専門人材派遣先研究開発機関等における戦略策定
の進捗状況と課題を適宜把握するとともに、必要に応
じて評価のための実地調査等も行い個別派遣先の活
動に関するPDCAマネジメントを行う。

① ○知的財産プロデューサー
・派遣人数　２０名　（平成２４年度：１８名）
・派遣機関等　２７箇所（延べ２９箇所：派遣先選定・評価委員会における審議により２箇所については２５年度中に派遣中止）　（平成２４年度：２０箇所（延べ２１箇所：１箇所については２４年度中に派遣中止））
・プロジェクトの形成段階にある研究開発機関等に派遣　７箇所

　　知的財産プロデューサー派遣先一覧（別紙１）

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

平成２５年度の新たな取組は以下のとおり。【新規事項】
・知的財産プロデューサーの派遣にあたっては、公的研究資金投入前の産学官連携プロジェクトに対して、プロジェクト企画段階から知的財産プロデューサー派遣し、知財管理ルールと体制作りの支援を実施した。
・上記支援を実施するため、派遣の開始・中止の判断基準、派遣する頻度に関する判断基準等の支援スキームを明確化した。
・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実施し、企画段階のプロジェクトを選定（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。
・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）などの公的研究開発資金配分機関との意見交換 （計７回）を実施し、知的財産プロデューサーの派遣効果の高い６プロジェクトを次年度の支援先候補
  として選定した。
・連携協力協定を締結した産業技術総合研究所（ＡＩＳＴ）との連携協議会（計３回）を通じて知的財産プロデューサーの派遣効果の高いプロジェクトを選定（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。
・産業技術総合研究所（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。

知的財産プロデューサーの派遣効果向上のための取組と評価は以下のとおり。
・情報・研修館に統括知的財産プロデューサーを配置（１名）し、月次報告書のチェックや派遣先の状況視察及びプロジェクトリーダー等との意見交換（２６回）により、知的財産プロデューサーの活動状況の把握を行い、
  PDCAマネジメントを推進した。
・新たに派遣を開始した知的財産プロデューサーに事業趣旨を的確に把握してもらうための新任研修（３回）、知的財産プロデューサーの更なるスキルアップのための研修（４回）を実施した。
・プロジェクトでの活動報告などを行う連絡会議（４回）を開催し、知的財産プロデューサー間で取り組みに必要な情報交換を行った。
・知的財産プロデューサーによるタスクフォースを設置し、各プロジェクトにおける効果的な知財マネジメント推進のための共通課題の整理・検討（３５回）を行い、知的財産プロデューサーの活動上の課題解決の際の参考とした。
・各派遣先における知的財産プロデューサーの支援活動、及び、知的財産プロデューサーの支援活動を通じた各派遣先機関における知的財産に関する実績・取組に関する中間評価を実施し、派遣効果の確認及び継続支援
  ・フォローアップ支援等の判断を行った。

事業を効果的に行うための広報活動は以下のとおり。
・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や本事業の趣旨目的を記載したパンフレットを主たる研究開発機関や公的研究開発資金配分機関（NEDO、JST、産総研、大学協会、 各省庁、各経済産業局等）
  へ配布した。

特筆すべき成果は以下のとおり。
・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の作成を行い、出願案件の重要度判断や
  権利活用を容易にする仕組みを構築した。なお、本プロジェクトにおいては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に成功した。

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

② 海外市場での事業を見据えた知的財産戦略の策定や
知的財産の高度活用に精通した知的財産マネジメント
の専門人材を情報・研修館に６名以上配置し、要請に
応じて、延べ１８０箇所以上の中小企業等に対して支援
を行う。
・支援効果を高めるために、知的財産マネジメントの専
門人材を各種中小企業等支援機関が実施するセミ
ナー・講演会等へ延べ24回以上講師として派遣する。

② ○海外知的財産プロデューサー
・人数　６名
・企業等への訪問等による直接支援を実施　２３３者（うち継続支援企業等として４０者については訪問、来訪等により複数回の対面による支援を実施）　（平成２４年度：１９１者）
　　　　　訪問　　延べ１９３箇所
　　　　　来訪　　延べ　２９回
　　　　　相談会 延べ　３９者
　　　　　海外知的財産プロデューサー活動状況（別紙２）

 海外での事業展開が期待される有望技術を有する企業等に対して、海外進出先における知的財産マネジメントの専門人材（海外知的財産プロデューサー）の派遣等を行い、各企業の事業内容、技術力、経営戦略、社内体制など
の事情に応じて、知的財産に関連するリスク低減をはじめ、権利保護・活用に関する支援を行った。
＜具体的なアドバイス事項＞
・海外進出の目的や進出形態（輸出・生産拠点設立・合弁設立等）に応じた権利化戦略
・外国における商標出願のための事前調査等を含む留意点のアドバイス
・技術流出や冒認出願等の懸念を踏まえた、外国展示会出展、サンプル・図面提供やライセンス契約の方向性等の提案
・海外知財リスクを十分に理解し得る意識の啓発活動
・海外知的財産事情を踏まえた事業展開に即した知財戦略のプロデュース   等

 都道府県ごとに設置された知財総合支援窓口や中小企業等の海外展開支援機関との連携を拡大・強化することにより、潜在的に課題を抱えている企業を掘り起こす体制を強化した。さらに連携機関と海外知的財産プロデューサー
とが共同して企業支援を実施する連携支援数が大幅に増加した。
・知財総合支援窓口の支援担当者との連携支援　７１者（平成２４年度：４２者）
・地方自治体、地方自治体支援機関（佐賀県、ひろしま産業振興機構など全国５機関）の支援担当者との連携支援　７者（平成２４年度：１者）
・政府関係支援機関（中小機構、ＪＥＴＲＯ、ＪＩＣＡ、各経済産業局　等）　の支援担当者との連携支援　２１者（平成２４年度：１７者）

 知財総合支援窓口や中小企業支援機関等との連携支援を拡大・強化することで、海外知的財産プロデューサーの支援と、連携機関の有する支援事業、補助金、弁護士等の専門家派遣等とを、相互に連携して補完したことにより、
支援企業に対し、出願、権利化、活用の一気通貫の質の高い支援を実施した。
例①　宮崎県企業Ａ社に対する知財総合支援窓口との連携支援において、海外ＰＤの支援により知財リスクを踏まえたビジネススキームや契約条件を定めた後に、知財総合支援窓口の専門家（弁護士）により契約書を作成
　　　することで、知財リスクに配慮した北米企業への技術ライセンス契約が締結することが出来た。
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権利化に関するレクチャー及び相談会を実施。さらに、参加企業Ｂ社の国内外出願及び海外展開戦略の支援を実施し、外国出願
　　　補助金を活用したＰＣＴ出願を行ったほか、代理店契約による中東進出を準備支援中。
例③　近畿経済産業局「海外展開指南塾」参加企業及び「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」の採択企業Ｃ社に対して、海外ＰＤにより、東南アジア展開戦略や、出願する技術とノウハウとして秘匿する
　　　技術の選別し、その結果、ＰＣＴ出願を行うなど外国での権利化を図ることが出来た。
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、国内外会社間の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
　　　を策定するなど、さらなる海外事業拡大のための国内外の知財管理体制の構築を支援した。

 各種中小企業等支援機関が実施するセミナー・講演会等へ、海外知的財産プロデューサーを延べ６４回講師として派遣した。
＜具体的なセミナー等主催機関＞
・地方自治体、地方自治体支援機関、各経済産業局（北海道、新潟県、北九州産業学術推進機構など全国延べ３１箇所）
・経済団体（八戸市・八戸港国際物流拠点化促進協議会、沖縄懇話会など全国延べ４箇所）
・工業界（日本界面活性剤工業界、電解蓄電器研究会など全国延べ２箇所）
・都道府県の商工会・商工会議所（長野県伊那商工会議所、静岡県富士商工会議所など全国延べ３箇所）
・金融機関（しずおか信用金庫、朝日信用金庫、信金中央金庫、日本郵政など全国延べ５箇所）
・大学、研究機関（広島修道大学商学部など全国延べ４箇所）
・知財関連団体（日本弁理士会、日本知財学会など全国延べ１２箇所）
・政府関係機関（中小企業基盤整備機構など全国延べ３箇所）

 海外知的財産プロデューサーの企業支援やセミナー・講習会等への講師派遣の周知に当たっては、海外知的財産プロデューサーの支援事例等を掲載したパンフレットを５０，０００部作成し、各都道府県の知財総合支援窓口、商工
会議所、金融機関等の関係機関等へ配布して周知活動を行った。

 海外知的財産プロデューサーの企業支援の質の向上を目的として、海外進出している日系企業の海外現地拠点における企業内知的財産活動や知財に関する課題等の現地ヒアリング調査を実施した。平成２５年度は、台湾進出企
業６社、現地法律事務所２箇所、及び台湾交流協会を訪問し、海外進出している日系企業の海外拠点における現地特有の知財に関する課題等のヒアリング調査を実施し、支援に有用な海外現地情報の収集を行った。

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

新たなイノベーション創出が期待される革新的な成果
や海外での事業展開が期待される技術を有する研究
開発機関等を対象として、知的財産マネジメントに関す
る専門人材により、国内外の知的財産情報の収集・分
析や高度な活用を通じた、研究の初期段階より研究成
果の活用を見据えた戦略、海外市場での事業を見据え
た戦略の策定を知的財産の視点から支援する。支援
先の選定・評価にあたっては、外部有識者により構成さ
れる委員会を設置する等適切な方法を採用することに
より、事業の効率化及び透明性の確保に努める。

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

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

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

【評価の観点】
①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延べ
２４箇所以上の研究開発機関等に派遣し、各機関における戦略の策定を知的財産の視点から支援した
か
②戦略策定支援効果を高めるため、プロジェクトの形成段階にある６箇所以上の研究開発機関等に知的
財産マネジメントの専門人材を派遣し支援を行ったか
③派遣先のプロジェクトについて、前年度と比較して、支援プロセスに進展が認められるか、また、支援
内容に質的な向上が図られたか。その進ちょく度合いや支援内容に問題はないか。
④支援先の選定や評価にあたり、外部有識者により構成される委員会を開催し、効率化や透明性の確
保に努めたか
⑤大学・中小企業支援施策との役割分担のもと、連携を図るなど効率的な業務実施を行ったか

【特筆すべき事項】
①派遣先の各機関における成果（進ちょく）に特筆すべきものはあるか。また、今後、どのような成果が現
実的に期待できるか。
②外部有識者により構成される委員会による支援先の評価で、評価に加味すべきものはあるか
③支援先の機関からの意見等で、評価に加味すべき内容のものはあるか
④中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
⑤中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑥前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

③ 上記①については、外部有識者から構成される委員会
において支援先の選定及び事業の評価を行い、事業
の効率化と透明性確保を図る。上記②については、支
援対象となった企業等の満足度調査を実施するととも
に、外部専門家の意見を聴取して事業の効率化を図
る。

③ ○知的財産プロデューサー
支援先の選定や事業達成度評価、知的財産プロデューサーの評価や派遣先とのマッチングを行うため、外部有識者により構成される委員会を設置し、事業の効率化や透明性を確保した。
平成２５年度は委員会の開催回数を2回から5回に増やし、これまでの新たな派遣先の選定評価に加えて、支援スキームの見直しやこれまでの支援活動の中間評価を行った。
派遣先機関に対して知的財産プロデューサーの派遣効果を確認・検証し、８８．９%（２７機関中２４機関）の派遣先より高い評価を得た。

平成２５年度は、プロジェクト企画段階からの支援を的確に実施するため、派遣を開始・中止及び派遣する頻度に関する判断基準等を委員会で検討し、支援スキームを明確化した。
　＜支援スキームの見直し＞
　①　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。派遣期間は１～２月程度とし、派遣頻度の目安は、数回。
　②　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。派遣期間は公的資金投入決定後の直近の本事業の公募時期までの期間
                                 （最大１年を目安）とし、派遣頻度は月１日～週３日程度。
　③　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。派遣期間は直近の本事業の公募時期までの期間（最大６月を目安）とし、派遣頻度は
                                  月１日～週３日程度。
　④　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。
                               派遣期間は最大３年とし、派遣頻度は研究開発プロジェクトの進捗状況により月１日～常駐の範囲で判断する。
　⑤　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。派遣期間は原則１年とし、派遣頻度は月１回～週２回程度。

　＜中間評価＞
 平成２５年度は新たに、これまでの取組の有効性を検証するために中間評価を実施し、派遣先選定・評価委員会からもこれまでの取組に対して、「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。

　＜派遣先の主な選定基準＞
　○　事業化に向けた出口イメージが明確であるか。
　○　知的財産プロデューサーの組織的位置付けが、プロジェクトリーダーの補佐等としてプロジェクト全体を俯瞰できるものか。
　○　知財マネジメントに関する意識が高いか、また、それを支える体制（資金・人材）があるか。

○海外知的財産プロデューサー
 海外知的財産プロデューサー事業の企業支援を対象にアンケートを実施し、支援が「非常に有益」、「有益」との回答割合は９０%であったとの回答を得た。支援者からは「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」との声が寄せられた。
 また、海外ＰＤによる継続支援を希望する企業は９２％であり、今後も継続的、重点的な知財支援が望まれる。

 海外知的財産プロデューサー事業の支援状況について、以下4機関の外部専門家に対してヒアリング調査を実施し、いずれの機関からも海外知的財産プロデューサーの事業戦略視点での幅広い知的財産活用に関する支援やセミ
ナーでの情報提供が極めて有用であるとの意見が寄せられた。今後も支援機関等との企業支援の連携を継続的に拡大していくことが必要であるため、更なる連携強化をおこなっていくことを確認した。
 (独)中小企業基盤整備機構 本部 (国際化支援担当者)
　　　　　　　同              近畿本部 (国際化支援担当者)
 大阪府(ものづくりビジネスセンター大阪)
 知財総合支援窓口(一般社団法人大阪発明協会)

（２） 知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大 （２） 知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大 （２） 知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大 （２） 知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大 ※見直し基本方針　該当項目

大学等から創出される産業界に有用な技術を確実に把
握・選別し、知的財産情報を活用することにより適切な
権利保護・活用を行える仕組みづくりを加速するため、
知的財産マネジメントに関する専門人材が大学等にお
ける知的財産管理体制の構築等を支援する。

大学等における知的財産管理体制の構築等を支援す
るため、大学等から創出される産業界に有用な技術を
確実に把握・選別し、知的財産情報を活用することによ
り適切な権利保護・活用を行える仕組みづくり等に関す
る知的財産マネジメントの専門人材を毎年度７箇所以
上の大学等に派遣する。

① 複数の大学等から構成されるネットワークでの知的財
産管理体制の構築支援、イノベーションを目指す特色
ある取り組みを行う大学の知的財産マネジメント体制の
支援を行うために、知的財産管理・活用に知見をもつ
知的財産の専門人材を７箇所以上の大学ネットワーク
に派遣する。

①  広域大学知的財産アドバイザー
・派遣人数　８名　　　　（平成２４年度：８名）
・派遣大学等　８箇所　（平成２４年度：９箇所）

　　　広域大学知的財産アドバイザー派遣先一覧（別紙３）

 大学等から創出される産業界に有用な技術を確実に把握・選別し、知的財産情報を活用することにより適切な権利保護・活用を行える仕組みづくり等に関する知的財産マネジメントの専門人材（広域大学知的財産アドバイザー）を
派遣し、①個々の大学における知的財産管理体制構築（ステップⅠ）、②地域又は技術分野別の複数大学（3～10校）による広域的な大学間のネットワーク（広域ネットワーク）における知的財産に関する共通課題解決等（ステップ
Ⅱ）の検討、最終的には③広域ネットワークにおける連携プロジェクトの創出（ステップⅢ）を狙いとして、知的財産の側面から支援した。（平成２５年度は事業開始３年目の６ネットワークはステップⅢの支援を実施、事業開始２年目の
１ネットワークはステップⅡを支援し、事業初年度の１ネットワークはステップⅠの支援を実施）

平成２５年度の活動内容は以下のとおり。
・広域ネットワーク８箇所中、事業開始３年目となる６箇所の広域ネットワークについては、「産学官連携プロジェクトの創出」 （ステップⅢ）を念頭においた支援を実施し、ネットワークの自立化の加速を図った。
・事業開始２年目となる１箇所の広域ネットワーク「美術・デザイン系ネットワーク」については、「情報共有・共通課題の検討」 （ステップⅡ）を中心に実施し、ネットワークの自立化を促進した。
・平成２５年度新規に支援を開始した「生活科学系ネットワーク」について、大学の知的財産管理体制の構築」（ステップⅠ）のために、「知的財産ポリシー」、「社会連携活動ポリシー」、「利益相反マネジメントポリシー」の策定等を
  支援した。
・広域大学ネットワークでの取組をまとめた事例集を新たに作成し、本事業の趣旨目的を記載したパンフレットと併せて、大学関係者に配布した。
・ネットワークの特性を踏まえた目標設定のための支援、広報活動、活動成果事例等の作成・発信により、ネットワーク参加大学が、平成２４年度６７大学（９ネットワーク）から平成２５年度は８９大学（１２ネットワーク）に増加し、
  更に平成２６年度は１２１大学（１４ネットワーク）に増加した。

・３年間の広域ネットワーク活動において創出された活動成果について議論する「公開成果発表会」を開催し、ネットワーク外での取組についても情報共有を行い、今後のネットワークの自立的な活動の参考とした。
 広域大学知的財産アドバイザーの支援により、以下のような特筆すべき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

② 派遣先の活動状況を定期的に把握するとともに必要に
応じて実地調査し、外部有識者から構成される委員会
において支援先の選定及び本事業の評価を行い、事
業の効率化と透明性確保を図る。

② 　広域大学知的財産アドバイザーの派遣効果向上のための取組と評価は以下のとおり。
・情報・研修館に統括広域大学知的財産アドバイザー（１名）を配置し、月次報告書のチェックや派遣先の状況視察及び幹事校幹部との意見交換（35回）を実施し、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。
・新たに派遣を開始した広域大学知的財産アドバイザーに事業主旨を的確に把握してもらうための新任研修（１回）、広域大学知的財産アドバイザーの更なるスキルアップのための研修（４回）を実施した。（平成２４年度：計５回実施）
・ネットワークでの活動報告などを行う連絡会議（４回）を開催し、広域大学知的財産アドバイザー間で先進的な取組を情報共有し、各広域大学ネットワーク活動の参考とした。
・広域大学知的財産アドバイザーによるワーキンググループを設置し、平成２５年度は新たに全ネットワークでの共通課題として「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方法」について
 整理・検討 （14回）し、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 。

 なお、知的財産プロデューサーと同様に支援先の選定や事業達成度評価、広域大学知的財産アドバイザーの評価や派遣先とのマッチングを行うため、外部有識者により構成される委員会を設置し、事業の効率化や透明性を確保
した。
 派遣先機関に対して広域大学知的財産アドバイザーの派遣効果を確認・検証し、８７．５%（８機関中７機関）の派遣先より高い評価を得た。
 平成２５年度は、知的財産プロデューサー派遣事業と同様に、支援スキームの見直し、これまでの支援活動の中間評価を行った。

　＜支援スキームの見直し＞
　①　準備支援派遣　・・・新たに地域別または分野別での広域大学ネットワークの構築を検討している幹事校候補・重点支援校候補に対して、広域大学ネットワーク形成のための支援や、広域大学ネットワークの特性を踏まえた
                                   目標の設定等を支援。派遣期間は直近の本事業の公募時期までの期間（最大１年を目安）とし、派遣頻度は月１日～週３日程度。
　②　通常支援派遣　・・・ 広域大学ネットワークに参加する大学等の知的財産管理体制の構築・運用の支援、地域または技術分野等の特徴を踏まえた広域大学ネットワークとしての知的財産に関する課題解決のための支援。
                                      派遣期間は最大３年とし、派遣頻度は幹事校・重点支援校に週３日～常駐。
　③　フォローアップ支援派遣　・・・通常支援派遣が終了した後、さらに支援を継続することで特色のある研究成果の社会還元や地域貢献に向けた取組ができるようになると認められる場合や、一部の参加校の脱退により広域大学
                                                ネットワークとしての要件を満たさなくなった広域大学ネットワークの参加校に対して引き続き支援を行うことが特に有益である場合等、広域大学知的財産アドバイザーにより引き続き支援。
                                                 派遣期間は原則１年とし、派遣頻度は月１回～週２回程度。

　＜中間評価＞
   平成２５年度は新たに、これまでの取組の有効性を検証するために中間評価を実施し、「これまで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
　　順調に推進され、広域大学ネットワークによっては一定の成果が上げられている」との評価を得た。

・派遣機関等への継続派遣について、派遣先の状況視察等を踏まえて事業評価を行い、第５回委員会（平成２６年３月）にて審議した結果、派遣８箇所中、６箇所に対して継続派遣を決定し、派遣効果等を考慮して
  ２機関の派遣中止を決定した。
・平成２６年度の派遣機関等の公募を実施し、応募機関等に対するヒアリング調査を踏まえて委員会にて審議した結果、７箇所に対して新規派遣を決定した。
・併せて広域大学知的財産アドバイザーの公募を実施し、書面審査及び面接審査を踏まえて委員会にて審議した結果、１名を選定した。

【評価の観点】
①知財マネジメントの専門人材を７箇所以上の大学等に派遣し、大学等における知的財産管理体制の構
築等を支援したか
②派遣先のプロジェクトについて、前年度と比較して、支援プロセスに進展が認められるか、また、支援
内容に質的な向上が図られたか。その進ちょく度合いや支援内容に問題はないか。
③大学・中小企業支援施策との役割分担のもと、連携を図るなど効率的な業務実施を行ったか

【特筆すべき事項】
①派遣先の各機関における成果（進ちょく）に特筆すべきものはあるか。また、今後、どのような成果が現
実的に期待できるか
②外部有識者により構成される委員会による支援先の評価で、評価に加味すべきものはあるか
③派遣先の機関からの意見等で、評価に加味すべき内容のものはあるか
④中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
⑤中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑥前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

（３） 知的財産情報活用のための環境整備 （３） 知的財産情報活用のための環境整備 （３） 知的財産情報活用のための環境整備 （３） 知的財産情報活用のための環境整備 ※見直し基本方針　該当項目

開放特許（権利譲渡又は実施許諾の用意のある特許）
やリサーチツール特許に関する情報の広く一般への提
供及び国内外における知的財産情報の共有、知的財
産活用に関する取組の情報交換、知的財産活用に関
わる者のネットワーク形成等を行う機会の提供による
知的財産情報の活用のための環境整備を行う。

① 開放特許やリサーチツール特許に関する情報について
のデータベースを提供する。

① 開放特許やリサーチツール特許に関する公共データ
ベースへの新規登録の促進を行うとともに、当該データ
ベースの活用を支援する専門人材に対する情報交換と
ネットワーク形成の機会を提供する。

・ 当該データベースを利用して知的財産ビジネスを行う
企業・団体等の意見等を聴取して、今後の環境整備に
おける課題を明らかにする。

　開放特許情報データベースの課題抽出として、知的財産ビジネスを行う企業（知的財産取引業者）13者の意見を聴取した。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の利用者にアンケートを行い202
名から回答を得た。
「全国からのアクセスが期待できる」と言った意見もあったが、「本データベースの認知度がまだ低い」、「中小企業はデータベースの存在を知らないのではないか」等との声が多く、広報活動の課題が挙げられた。

　知的財産推進計画２０１３の課題
＜開放特許情報データベースの多言語化＞
　 「海外からのビジネス拠点の誘致や積極的な投資を呼び込むという視点から、開放特許情報データベースの多言語化の必要性について検討する。」との記載から以下の事項を実施した。
　　今年度は、実際に技術移転に携わっている者を中心としたヒアリング調査等を行った。

　　ＴＬＯ、知的財産権取引業者、自治体特許コーディネーター、開放特許情報データベースの上位登録者から意見を聴取した。

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

② 知的財産活用に係る環境整備の一環として、国内外に
おける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
を提供するため大規模フォーラムを実施するとともに、
企業等における知的財産情報の高度活用を活発化す
るための環境整備の一環として、知的財産マネジメント
の専門人材が国内外における知的財産活用に関する
情報を提供するセミナーを、各種支援機関等との連携
を図りつつ、２０回以上実施する。

③ 情報・研修館が実施する知的財産情報の高度活用に
よる権利化の推進業務を担う知的財産マネジメントの
専門人材の活動によって蓄積された有用情報をポータ
ルサイト等で発信することにより、企業等の事業活動と
深く関連する知的財産の活用と権利化を促進する環境
の整備を図る。

　海外知的財産活用ポータルサイトにおいて、企業等が海外進出にあたり役立つ有用情報を提供した。

「海外進出形態と知財活動（業務）」確認シート
　企業の海外進出において必要な知的財産活動（業務）を可視化することを目的として、企業の海外進出形態（輸出、製造委託、現地生産、等）と、海外進出プロセスに沿って必要となる知財活動（先行技術調査、出願、契約等）につ
いて、マトリックス形式に整理した確認シートを、海外知的財産活用ポータルサイトにおいて情報提供した。

「中堅・中小企業のための海外知的財産マネジメントＦＡＱ」
　平成２３年～平成２５年に開催した海外知的財産活用講座（３年間で全国５０箇所）の講義内容を質疑応答形式に再構成して海外知的財産活用ポータルサイトで常時閲覧可能とすることにより、全国の中堅・中小企業に対して、海
外進出における知的財産リスクマネジメントと知的財産活用に関する情報を提供できる環境の整備を図った。

新広島テレビ番組「情熱企業」
　新広島テレビ番組「情熱企業」内において、海外知的財産プロデューサーにより、中小企業の海外進出時の知財活用アドバイスのテレビ放映による情報提供を行った。

②

① 【評価の観点】
①開放特許やリサーチツール特許に関する情報について広く一般への提供を行ったか
②開放特許やリサーチツール特許に関するデータベースを利用するユーザへの意見聴取を行い環境整
備のための課題を抽出しているか
③大規模フォーラムを開催することで、知的財産活用に関わる者のネットワーク形成や国内外における
知的財産情報の共有等の環境整備に貢献したか
④企業等における知的財産情報の高度活用の活発化に資するためのセミナーを２０回以上行ったか
⑤知的財産マネジメント専門人材の活動によって蓄積された、有用な情報をポータルサイト等により発信
されているか

【特筆すべき事項】
①各データベースへのアクセス（検索）数で、特筆すべき事情はあるか
②各データベースやセミナーに関するユーザーの意見等で、評価に加味すべき内容のものはあるか
③中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
④中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑤前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

○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

　開放特許情報データベース及びリサーチツール特許データベースを充実させるため、各地の企業、公的研究機関及び大学・TLO等１０１機関訪問し、また、データベースに関する問い合わせにも積極的に対応すると共に、新規登録
についても促進を行った。その結果、開放特許情報データベースについて新規登録は２，７５２件（平成２４年度：３，０８４件）、リサーチツール特許データベースについて１件（平成２４年度：３件）が新規に登録された。
より多くの利用者に認知させるため、Twitterを利用した開放特許情報DBのサイト更新情等を配信した。また、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。

・開放特許情報データベース：　総登録件数　３６，６４８件（平成２４年度末：４０，４０５件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アクセス件数　３２０，９９７件（平成２４年度：３１１，９４０件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ライセンス情報」検索回数　９６，９０６件（平成２４年度：６１，７１２件）
・リサーチツール特許データベース：　総登録件数　６０５件（平成２４年度：６６２件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクセス件数　２０，０６５件（平成２４年度：１１，１３９件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検索回数　２，９９２件（平成２４年度：３，９１４件）
　
　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、リサーチツール特許データベースのパンフレットと共に各都道府県の知財総合支援窓口等関係機関へ配布し、両データベース等
の周知活動を行った。

　自治体特許流通コーディネーター及び自治体担当者のネットワーク形成
・自治体が配置している自治体特許流通コーディネーター及び自治体担当者のスキルアップ支援として研修を実施するとともに、自治体間の連携を支援するために専用イントラネットを提供し、さらに、自治体特許流通コーディネー
ター及び自治体担当者のネットワーク形成の場として連絡会議を２回開催した（平成２４年度：１回）。また、アンケート（第1回分）結果では、「非常に役に立つ」、「役に立つ」の合計が80.1％の高評価を得た。

　　「自治体特許流通コーディネーター連絡会議」開催
　　　第一回　平成２５年１０月２日（水）～３日（木）　ＴＫＰ赤坂ツインタワーカンファレンスセンター
　　　　参加者数５１名（自治体特許流通コーディネーター３８名、自治体担当者１３名）
　　　　　「知財マッチングの効果的な実施に関する調査について～平成２５年度調査事業から紹介～」
　　　　　　　　　　特許庁　企画調査課　大学特許管理専門官　木村 真己　氏
　　　　　「自治体における知財マッチングの取り組みについて」
　　　　　　　　　　川崎市役所経済労働局産業政策部 企画課課長補佐　木村　佳司　氏
　　　　　　　　　　公益財団法人　川崎市産業振興財団　知的財産コーディネータ 西谷　亨　氏
　　　　　「大企業による知財マッチングの取り組みについて」
　　　　　　　　　　富士通株式会社知的財産権本部ビジネス開発部長　　吾妻　勝浩　氏
　　　　　「知財マッチングにおける金融機関の役割について」
　　　　　　　　　　京都リサーチパーク株式会社　成長企業支援部 統括マネージャー　近兼　敏　氏

　　　第二回　平成２６年３月１３日（木）～１４日（金）　虎の門三井ビルディング
　　　　参加者数５０名（自治体特許流通コーディネーター３３名、自治体担当者１２名　政令指定都市担当者５名）
　　　　　「自治体における知財マッチングへの実施状況について」
　  　　　　　　　　モデレーター　：　土生特許事務所　所長　弁理士　　土生　哲也　氏
　　　　　　　　　　パネリスト　：　北海道自治体特許流通コーディネーター　吉村　重隆　氏
　　　　　　　　　　パネリスト　：　徳島県自治体特許流通コーディネーター 川田　義英　氏
　　　　　　　　　　パネリスト　：　愛媛県自治体特許流通コーディネーター 石丸　尚志　氏
　　　　　「自治体における知財マッチングの取り組みについて（さいたまモデル）」
　　　　　　　　　　埼玉県産業技術総合センター　副センター長　鈴木　康之　　氏
　　　　　　　　　　さいたま市産業創造財団　貝瀬　　政樹　　氏
　　　　　　　　　　さいたま市産業創造財団　丸山　修司　氏
　　　　　「大企業による知財マッチングの取り組みについて」
　　　　　　　　　　日産自動車株式会社　経営企画本部　テクノロジービジネス部　部長　岩田　耕一　氏
　　　　　「近畿知財マッチング事業の取り組みについて」
　　　　　　　　　　近畿経済産業局　特許室長　宮本　一也　氏
　　　　　「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～」
　　　　　　　　　　京都リサーチパーク株式会社　成長企業支援部 統括マネージャー　近兼　敏　氏

○国際知的財産活用フォーラム
　国内外における知的財産情報の共有、知的財産活用に関する取組の情報交換、知的財産活用に関わる者のネットワーク形成などを目的として、国際知的財産活用フォーラムを開催し高評価（９３．７％）を得た。
また、関係機関等への積極的な働きかけにより、本フォーラムへの後援機関等が増加した。

　　「国際知的財産活用フォーラム２０１４　～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～」開催概要
　　　　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

　海外知的財産プロデューサーを講師とし、情報・研修館主催「海外知的財産活用講座」を以下の地方の産業集積地１５箇所で開催、並びに情報・研修館主催、（独）中小企業基盤整備機構共催「中小企業のための海外展開セミ
ナー」を開催した。（全国２０箇所、２５７名）
[情報・研修館主催　海外知的財産活用講座]
大都市以外の地方集積都市の中小企業への海外知的財産マネジメントの普及・啓発を目的として、以下１５箇所で開催した。
　・産地型集積地（めがね産業の福井県鯖江地域、宝石加工産業の山梨県甲府市等）　３箇所
　・都市型集積地（長野県諏訪市、静岡県浜松市、大阪府堺市等）　５箇所
　・誘致型複合集積地（岩手県北上市等）　７箇所
[情報・研修館主催　中小機構共催　「中小企業のための海外展開セミナー」]
知的財産面の情報提供について海外知的財産プロデューサー、経営面の情報提供について中小機構の講師が担当したセミナーを以下５箇所で開催した。
　・埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、大阪府東大阪市、広島県広島市、福岡県博多市の全国５箇所

「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。
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

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

知的財産に関連する行政の円滑な実施及び知的財産
関連人材の充実を図るため、特許庁が有する専門的な
知識、経験及びノウハウを提供すること等を通じて、知
的財産立国の担い手である知的財産関連人材の育成
を推進する。
なお、審査官・審判官等特許庁職員に対する研修及び
民間企業等の知的財産人材の育成のための研修につ
いては、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本
方針」に基づき業務の実施主体を含め抜本的な見直し
に向けた検討を行うことを踏まえ、見直しまでの間につ
いては、引き続き情報・研修館において着実に各種研
修業務を実施することとする。

（１） 特許庁職員に対する研修 （１） 特許庁職員に対する研修 （１） 特許庁職員に対する研修 （１） 特許庁職員に対する研修 ※見直し基本方針、総務省二次評価　該当項目

特許庁職員に対する研修の実施にあたっては、以下の
点を踏まえつつ着実に実施する。

特許庁研修基本方針及び平成２５年度研修計画等に
基づき、別紙１の研修を効果的かつ効率的に実施する
ため、研修実施要領を定め、以下の点を踏まえつつ着
実に実施する。

・ 実務実習を取り入れるなど特許庁職員の実践的な能
力を強化すること。

研修内容に実務実習を取り入れて特許庁職員の実践的
な能力を強化する。

　特許庁職員の実践的な能力を強化するため、以下の研修において引き続き実務実習（事例研究、実務演習（グループ討議）、実務実習（現場実習））を多く取り入れた。アンケートからは、「他人の考えも聞けて知識が深まった」「実
在する案件で現実感があり興味を持った」との意見があるなど、効果的な研修となった。
１．審査官補コース研修
　(1)出願・明細書  6時間　　(2）拒絶理由     20時間　　(3)サーチ演習    6時間
２．審判官コース研修
　(1)審判及び判定の実務　6時間　(2）審判実務実習　2ヶ月　(3)口頭弁論実習　2週間
３．審査官コース前期研修
　(1)審査実務　17時間（特許系）、１８時間（意匠系）、20時間（商標系）　(2）実務演習　 ６時間（特許系）、２０時間(意匠系）、12時間（商標系）
４．審査官コース後期研修
　(1)審査実務　4時間（特許系）、８時間（意匠系）、12時間(商標系）、　(2)討論　3時間（特許系）、4時間（意匠系、商標系）　(3）合議傍聴実習　1.5ヶ月
５．審査応用能力研修２
　(1)討論　７時間（特許系）９時間（商標系）
６．当事者系審判研修
　(1)事例研究　3時間
７．訟務・応用実務研修
　(1)訟務実務　4時間　(2)事例研究　4時間
８．方式審査専門官研修
　(1)事例研究　20時間
９．審判書記官研修
　 (1)審判実務の実習　6時間
10．サーチ実務研修　１０科目　4日間
11．明細書記載に関する研修　1日間
12．特許審査実務に関するプレゼンテーションの演習　1日間
13．実務研修「特別講座」　１日間
14．「ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ｽｷﾙ研修」「審査系ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修」「総合ﾌﾟﾛｾｽ管理研修」において事前に講師との綿密な打合せを重ね、実習を効果的に取り入れるよう準備を行った。

・ 知的財産関係者と合同で研修を実施する機会を確保
し、相互の研修効果を高めること。

・ 外部の知的財産関係者と合同で研修を実施する機会
を確保し、受講者に対する研修効果を相互に高める。

　知的財産関係者と合同で研修を実施する機会を確保し相互の研修効果を高めるため、当事者系審判研修、審査応用能力研修及び先端技術研修において、知的財産関係者の参加を得て、合同研修を実施した。アンケートから
は、「外部知財関係者と合同で実施することは、外部の方の意見が聞けて有意義だった」との意見等があるなど、効果的な研修となった。

・審査応用能力研修　　　弁理士34名（24年度は43名）、企業関係者37名（24年度は、28名）計72名（24年度は、71名）
・審査官コース後期研修 弁理士5名(24年度は5名）、企業関係者5名（24年度は5名）計10名（24年度は、10名）
・当事者系審判研修　　　弁理士20名（24年度は20名）
・先端技術研修          　弁理士79名（24年度は49名）（テーマ数は、３テーマから５テーマへ増加）

　五大特許庁（日米欧中韓）会合における五庁間の研修相互参加協力決定に基づき、以下の参加があった。
・審査官補コース研修　中国特許庁１名、韓国特許庁１名
・審査応用能力研修２　中国特許庁１名

・ 講師の充実及び効果的かつ効率的なカリキュラムの策
定をすること。

・ 研修効果を高めるために、講師並びに教材の充実を進
めつつ効果的かつ効率的なカリキュラムを策定する。

　受講生の意見や特許庁の方針を基に、講師の見直し、カリキュラムの見直しを行った。また、合同研修の実施により、研修実施の効率化を図った。
○研修講師の変更　１５名（24年度は、２名）
　・審査官補コース研修　　　 ５名
　・審査官コース前期研修　　８名
　・審査官コース後期研修    １名
　・方式審査専門官研修　　　１名
○合同研修の実施　２７科目（２４年度は、１０科目）
　・「審査官補コース研修」と「事務系初任者研修」　7科目
  ・「商標審査官補スキルアップ研修」と「事務系３年目研修」９科目
　・「産業財産権専門官研修」の2科目（著作権法、不正競争防止法）を「法律研修」の合同研修として実施
　・「産業財産権専門官研修」の7科目を「特別研修」の合同研修として実施
　・「審判書記官研修」の1科目（民事訴訟法）を「法律研修」の合同研修として実施
　・「方式審査官研修」の1科目（期間徒過後の救済手続について）を「実務研修」の合同研修として実施
 
○カリキュラムの変更　２研修
　・総合プロセス管理研修
　・産業財産権専門官研修

・ 研修を実施する立場から、研修に対する要望を的確に
把握し、研修内容に反映させること。

・ 研修を実施する立場から、研修に対する要望を受講者
ヒヤリング及びアンケート調査等を通じて的確に把握
し、研修内容に反映させる。

○受講者ヒアリングについては、事務系、審査系研修修了式後に受講者ヒアリングを実施した。(10研修）
○アンケートについては、研修受講者のうち特許庁秘書課でアンケートを実施することとした研修（管理職服務規律研修１１８名）を除く６，８９６名に対し実施したところ、６，６３８名（９６％）から回答があり、９０％以上が有意義だった
との回答であった。（１３ページ参照）
・受講者の意見等を踏まえ、２６年度の研修計画において、研修によっては、午後のみの実施とするなど余裕のある時間変更等に反映した。

・ ｅラーニングによる学習教材を積極的に活用すること。 ・ ｅラーニングによる学習教材を積極的に活用する。 ○以下の研修については、eラーニングによる学習教材を活用し、研修生は、受講前、受講後に視聴を行った。アンケートからは、「良い予習、復習となった」との声があるなどから研修効果の向上に活かすことができた。
　(1)審査官補コース研修 　　 受講前必須科目２科目、視聴推奨科目１１科目
　(2）審査官コース前期研修   視聴推奨科目14科目

・ 審査系・事務系職員研修の各研修コース及び個別科
目の目的・内容等を知的財産政策を取り巻く環境の変
化に対応しつつ明確化し、研修効果の向上を図る。

・必修研修である各研修コースにおいて、研修の目的やねらい、講義の内容及び修得すべき知識と能力などを明確化した科目別講義概要（シラバス）を研修ごとに事前配布し、研修効果の向上に活かした。

・知財を取り巻く環境の変化に対応し、次の研修を実施した。
①品質管理研修を新たに審査系研修（審査官コース後期研修、マネジメント能力研修）で実施
②期間途過に関する特別研修を新たに実施
③最新の開発動向等技術知識の習得のための研修の拡大
④ハーグ協定対応のための英語研修の実施

・虎の門三井ビル内の研修室全体の稼働率は、63％である。なお、研修の増加により、当該教室が重複する場合、特許庁会議室や外部教室を利用するなどして特許庁の要望に応えている。

［人材育成業務］
人材育成業務の着実な実施

［人材育成業務］
人材育成業務の着実な実施

［人材育成業務］
人材育成業務の着実な実施

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

［人材育成業務］
人材育成業務の着実な実施

【評価の観点】
①特許庁職員の育成研修を着実に実施することで、特許庁業務の円滑な遂行に貢献したか
②実務実習を採り入れることで特許庁職員の実践的な能力強化に努めたか
③知的財産関係者と合同で研修を実施することで、相互の研修効果の向上に努めたか
④講師の充実を図り、効果的かつ効率的なカリキュラムの策定を行ったか
⑤研修に対する要望を把握し、把握した要望を研修内容に反映したか
⑥eラーニングによる学習教材を積極的に活用したか
⑦知的財産政策を取り巻く環境の変化に対応しつつ研修の目的・内容を明確化することで、研修効果の
向上が図られているか
⑧研修生に対するアンケート調査において、「有意義だった」との評価を８５％以上の者から確保したか
⑨アンケート調査において「有意義だった」との評価１００％を目指すような取組を行ったか。
⑩外部の知的財産関係者と合同で研修を実施する機会を設け、相互の研修効果を高める工夫をしたか

【特筆すべき事項】
①各種の取組を通じて、審査実務において効果が上がったものは何かあるか
②研修生からの意見で、評価に加味すべき内容のものはあるか
③中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
④中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑤前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
⑥研修の受講者数の推移、研修施設の稼働率を踏まえて見直すべき点はないか
⑦社会経済のニーズの変化を踏まえた研修を適時に実施しているか
⑧研修の実施にあたり、業務の効率化に向けた取組が実施されているか
⑨研修受講者の研修終了後の活動状況から判断して、本研修は効果を上げていると認められるか。改
善すべき点はないか
⑩職員向け研修全体だけでなく、個別の研修コースについて特筆すべき点や見直すべき点はないか

　平成２５年度研修計画(特許庁）に基づき、7,014名に対し研修を実施した。研修の計画・実施に当たっては、特許庁研修企画部署開催の委員会への参加や同研修企画部署と日常的な情報収集を通じ、特許庁の施策・方針を把握
するとともに、連携を図った。
　審査・審判系研修においては、特に最新の開発動向等技術知識の習得の研修の増加に関する特許庁からの要望に対応しつつ審査迅速化の取り組みにも配慮し、特許庁舎での実施や夜間の実施など、効果的かつ効率的な研修
の実施に努めた。
　特許庁審査官等の育成を継続的に実施した結果、「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した。
 
○必修研修
　・審査系職員研修４３８名
　・審判系職員研修　９９名
　・事務系職員研修　８８名   　 計６２５名

○任意研修
　・管理者研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４４名
　・メンタルヘルス、ライフプラン等に関する研修　　 　３１７名
　・国際化への対応能力向上のための研修            ３９９名
　・情報化への対応能力強化のための研修　            ２５名
　・法的専門能力向上のための研修　                     ７７名
　・行政ニーズ変化への感応度向上のための研修 ５,４２７名　　  　計６，３８９名
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

（２） 調査業務実施者の育成研修 （２） 調査業務実施者の育成研修 （２） 調査業務実施者の育成研修 （２） 調査業務実施者の育成研修 ※見直し基本方針、総務省二次評価　該当項目

「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に
基づく登録調査機関の調査業務実施者を育成するた
めの研修を着実に実施するとともに、新たに登録調査
機関の調査能力を高めるための研修を実施する。

① 特許庁が定める調査業務実施者育成研修方針に基づ
き、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第
３７条に規定する調査業務実施者に必要な研修を毎年
度２回以上実施する。

① 特許庁が定める調査業務実施者育成研修方針に基づ
き、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第
３７条に規定する調査業務実施者に必要な研修を3回
以上実施する。

① 特許審査の処理能力向上・審査迅速化に向けて（政策目標：2013年に審査順番待ち期間を11月とする）、調査業務実施者（サーチャー）を育成する調査業務実施者育成研修を実施した。

a.　募集定員を上回る受講希望者への対応
　昨年度（H24年度）に受講者が過去最多に達したことを受け、リプレースに伴い、保有する端末台数を昨年度（84台）から順次増やし（第1-2回：101台、第3-4回：118台）、研修実施体制を強化し、本年度も日程的に上限となる年4回
  の研修を実施した（1回の研修期間は約2ヶ月間）。また、外部教室の借用などの対策も施した結果、定員（計440名）を大幅に超える591名の受講者を受け入れた。

b.　高い修了率と満足度
　カリキュラムの改訂や質の高い講師の選定に努めた結果、年間の修了率（※）は過去3年間で最高の71%となった（平成23年度、平成24年度の修了率は、それぞれ67%、70%）。また、受講者の満足度も極めて高かった。（99%の
  研修生が「非常に有意義」又は「有意義」と回答。）

　※修了率＝区分１～３９の修了者／区分１～３９の受講者

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

d.　研修施設（ＶＤＴ教室）の稼働率
　研修施設（ＶＤＴ教室）の稼働率は年間平均70%である。なお、グループ討論研修などの教室を多数必要とする科目については、一時的に教室が不足するケースが発生しており、その場合には、当該科目につき外部教室を借りて
  実施している。

e.　ＶＤＴ教室の有効利用
　端末のリプレースに伴って、机の下に格納可能なディスプレイを採用したことにより、端末（ディスプレイ）を利用しない他の研修でも有効に利用しやすいような環境を整えた。

f　研修に係る収支（平成25年度実績）
　受講者数が減ったため受講料収入が昨年度比で約1,680万円減となり、収支は約1,440万円の赤字となった。一方、リプレースに伴い端末数を増加したが、端末リース料を昨年度比で約500万円下げることができた。

　

g.　研修による人材育成効果
　本研修は、登録調査機関の調査業務実施者を育成するための法定研修であって、研修修了者は登録調査機関の調査業務実施者として登録され、登録調査機関による先行技術文献調査の下調査に従事している。
　平成２５年度は合計417名の修了者を育成し、これまでの修了者の輩出と合わせて「2013年には審査順番待ち期間について11ヶ月（FA11）を達成」という特許庁の政策目標の達成に貢献した。

○調査業務実施者育成研修
　・第1回 [4/2-5/28]       受講者（申請）：167名（修了者：129名）
　・第2回 [7/2-8/26]       受講者（申請）：148名（修了者：101名）
　・第3回 [10/2-11/26]    受講者（申請）：131名（修了者：81名）
　・第4回 [1/7-3/4]         受講者（申請）：145名（修了者：106名）
           ［年度累計］        受講者（申請）：591名（修了者：417名）      （参考）[平成24年度累計]     受講者（申請）：696名（修了者：486名）
　
　      　※「受講者（申請）」は、全受講者（区分１～４０）の人数。「修了者」は、区分１～３９の修了者の人数。

・ 研修生の人数が比較的少ないと見込まれる場合にお
いては、科目聴講生の受付を行う。

・ 当館が保有する研修設備数との関係で、科目聴講生の受付は行わなかった。

・ 特許庁の業務の迅速化に資するため、調査業務実施
者の実践的な調査能力が身につけられるよう、外国文
献サーチに関する科目の追加等を含め、調査業務実
施者育成研修のカリキュラムの改善を図る。

a.　カリキュラムの改善について
　受講者が実践的な調査能力をより効率的に身につけられるよう、特許庁と連携してカリキュラムの変更を検討し、近年その重要度が高まっている外国特許文献サーチに関する科目を第２回研修から実施するとともに、特許庁に
  おける運用を見極めながら、第4回研修から当該科目の筆記試験を開始した。
　その結果、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確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た。

b.　評価の公正性・信頼性への取組
　研修の修了・未了に大きな影響を及ぼす面接評価に際しては、可能な限り部内職員が面接評価に同席して研修生の質疑応答レベルの把握に努めるとともに、面接官の判断理由が不明確な場合には後日改めて面接官に
  問い合わせその理由を明らかにするなど、面接評価の適正な実施に努めた。
　 また、評価コメントをより詳細に記載するよう運用の強化を行うとともに、面接の場において面接官から研修生へのフィードバックを積極的に行うように運用の改善を行った。

② 登録調査機関の調査能力を高めるための研修を毎年
度１回以上実施する。

② 登録調査機関の調査能力を高めるための研修を１回
以上実施する。

・ 登録調査機関の調査能力を高めるための研修として、昨年度に引き続きサーチャー指導者向けのスキルアップ研修を実施した。
　また、一部の研修科目については、その講師を現役の経験豊富な審査官が務めるなど、カリキュラムの改善を行った。
　その結果、研修生からは、「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」等の意見が寄せられた。

○スキルアップ研修
　・[2/24-2/25］　受講者：14名　（平成24年度　受講者：10名）

・登録調査機関における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、取りまとめ、会場提供等の協力を行った。

【評価の観点】
①登録調査機関の調査業務実施者を育成するための研修を年間３回以上実施したか
②研修生に対するアンケート調査において、「有意義だった」との評価を８５％以上の者から確保したか
③アンケート調査において「有意義だった」との評価１００％を目指すような取組を行ったか。
④登録調査機関の調査能力を高めるための研修を実施したか

【特筆すべき事項】
①研修生からの意見で、評価に加味すべき内容のものはあるか
②中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
③中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
④前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
⑤研修の延べ受講者数は前年度より同数程度以上確保できたか
⑥INPITが直接実施する以外に効率的な業務実施の在り方は考えられるか
⑦研修の受講者数の推移、研修施設の稼働率を踏まえ見直すべき点はあるか
⑧社会経済のニーズの変化を踏まえた研修内容となっているか
⑨研修の実施にあたり、業務の効率化に向けた取組が実施されているか
⑩研修受講者の合格割合、研修終了後の活動状況から判断して、本研修は効果を上げていると認めら
れるか。改善すべき点はないか
⑪研修受講料の設定額は、実施コスト等から判断して妥当であると認められるか。

（単位：千円）

研修名 収入 支出 収入－支出

調査業務実施者育成研修
（調査業務実施者スキルアップ研修含む）

86,310 100,662 -14,352

前年度 103,158 103,562 -404
前年度比 -16,848 -2,900 -13,948
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

（３） 行政機関・民間企業等の人材に対する研修 （３） 行政機関・民間企業等の人材に対する研修 （３） 行政機関・民間企業等の人材に対する研修 （３） 行政機関・民間企業等の人材に対する研修 ※見直し基本方針、総務省二次評価　該当項目

公益的見地から中立・公平に実施することを基本に、
政府の促進する知的財産関連人材の育成に向けた政
策に資する観点から、大学を含む民間の知的財産人材
育成機関と協力・補完しながら行政機関・民間企業等
の知的財産関連人材の育成を推進するため、特許庁
の有する知識・経験及びノウハウの提供等を以下の研
修を含め、必要な研修を実施することで行う。

政府が推進する知的財産関連人材の育成政策に資す
るために、大学を含む民間の知的財産人材育成機関と
協力・補完しながら行政機関・民間企業等の知的財産
関連人材の育成を推進することとし、特許庁及び情報・
研修館が有する知識・経験及びノウハウの提供を通じ
て、以下の必要性が高い研修を実施する。

　政府が推進する知的財産関連人材の育成政策に資する観点から、大学を含む民間の知的財産人材育成機関と協力・補完しながら行政機関・民間企業等の知的財産関連人材の育成を推進することとし、特許庁及び情報・研修館
が有する知識・経験及びノウハウの提供を活用して、以下の必要性が高い研修を実施した。

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

① 特許庁の業務の迅速化等に資することを目的として、
弁理士、民間企業の知財部員等の知的財産専門人材
の特許要件の判断等に係る実務能力を向上させるた
めの審査基準等をテーマとした研修を４回以上実施す
る。

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

　いずれの研修においても、講師として審査官経験者を招き、民間企業等で出願・権利化業務を担う受講者が特許庁の審査実務に対応した知識やノウハウが習得できるように努めた。
　また、科目についても座学の講義に加え、グループ討論形式の演習科目を盛り込むことにより、受講者が単なる知識の習得だけではなく、効率的で有効な権利を取得するために必要となる実務能力を習得できるように努めた。
　これらの結果、受講者の満足度も極めて高いものとなった(各研修において96％～100％の受講者が「非常に有意義だった」又は「有意義だった」と回答）。
　また、受講者数は昨年度比24％増の131名となった。

（受講生のコメント例）
　「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。」
　「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。」

○特許審査基準討論研修
　・第1回 [9/12 東京]           受講者：25名
　・第2回 ［9/20 大阪]           受講者：26名
　・第3回（化学）[11/14 東京]  受講者：26名

○意匠審査基準討論研修
　・[2/24 東京]                    受講者：25名

○意匠拒絶理由通知応答研修
　・［7/25 東京］                   受講者：29名
 
               年度累計         受講者：131名  （平成24年度累計　5回開催　受講者：109名）

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

② 特許庁の業務の迅速化等に資することを目的として、
出願の厳選等を促進するため、民間企業等の検索業
務者の特許情報等に係る調査・検索能力向上のため
の研修を５回以上実施する。

　民間企業等における先行技術調査の能力不足や重要性・困難性の理解不足を補い、効率的な出願・権利化行動を促すため、民間企業等の検索業務者を対象とした研修を下記のとおり計５回実施した。

　いずれの研修においても、講師として審査官経験者を招いて端末演習を行うことにより、審査官が有する検索ノウハウを伝授し、受講生の実践的な検索能力の向上を図った。
　また、様々な民間企業から参加している受講生同士でのグループ討論を実施することにより、多様な検索スキルを共有するとともに検索業務に対する意識の向上を図った。また、「上級」では特許庁の審査官端末と同等の機能を
有する高度な検索端末を用いて、ハイレベルな検索演習を実施した。

（受講生のコメント例）
　「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]
　・第1回 [6/10-6/13]         受講者：43名
　・第2回 [12/9-12/12]       受講者：36名
　・第3回 [3/10-3/13]　       受講者：29名

○検索エキスパート研修[意匠]
  ・[9/2-9/4]    　 受講者：18名

○特許調査実践研修（大工大連携）
　・[3/5-3/7]       受講者：29名

                年度累計　    受講者：155名  （平成24年度累計　5回開催　受講者：151名）

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

③ 特許庁の業務の迅速化等に資することを目的として、
中小・ベンチャー企業による円滑な出願手続の促進や
審判請求の厳選等のため、中小・ベンチャー企業の経
営者や知財部員等に対する知的財産の保護・活用能
力向上のための研修を４回以上実施する。

　中小・ベンチャー企業の経営者や知財部員を対象とした知的財産および特許情報の活用に関する研修を、中小・ベンチャー企業が参加しやすい地方開催を含め、下記のとおり計４回実施した。

　特に、知的財産の活用に関する研修では、前年度の受講生アンケート結果（「社内知財発掘のより具体的な方法」について扱って欲しいという要望）を受けて、社内の知財発掘に知見を有し、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いて講義を行った。
　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た。

　検索に関する研修では、講師として審査官経験者を招き、特許電子図書館（IPDL）を使った検索演習、検索結果を用いたグループ討論を実施することにより、検索経験の浅い受講生に対しても判りやすく、かつ実践的な検索スキ
ルの習得を図った。

（受講生のコメント例）
　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。」

○知的財産活用研修[検索コース]
　・第1回 ［10/28-10/30 名古屋］   受講者：16名
　・第2回 [2/26-2/28 東京]          受講者：24名

○知的財産活用研修[活用検討コース]
　・［11/11 東京］                        受講者：27名

○知的財産権研修[産学官連携]
　・[1/29-1/31 東京]　　　　           受講者：49名

            年度累計　    受講者：116名  （平成24年度累計　5回開催　受講者：109名）

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

④ 行政機関等の知的財産関連業務担当者に対し、知的
財産に係る業務遂行能力を向上させるため、知的財産
権制度の概要や実務上必要な諸制度に関する研修を
４回以上実施する。

行政機関等の知的財産関連業務担当者に対して知的財産権制度の概要等に関する研修を４回実施した。

（受講生のコメント例）
　「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]
　・第１回[6/3-6/6] 受講者：23名
　・第２回[6/24-6/27] 受講者：80名
　・第３回[9/25-9/27] 受講者：11名
　・第４回[11/25-11/28] 受講者：48名

  　   　　年度累計　  受講者：162名　（平成24年度累計　5回開催　受講者：156名）

公益的見地から中立・公平に実施することを基本に、
行政機関や民間企業等において知的財産権に関する
業務に従事する者の実務的な知見や先行技術調査能
力を高めるための研修を効果的に実施するとともに、
中小・ベンチャー企業等に対してはより参加しやすい形
態での研修を実施する。
その際には、受講者数やその推移、費用対効果及び
市場化テストの実施結果を踏まえ、独立行政法人とし
て実施する必要性について講座ごとに厳格に検証し、
必要な見直しを行う。

【特筆すべき事項】
①研修生からの意見で、評価に加味すべき内容のものはあるか
②中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
③中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
④前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
⑤各研修の延べ受講者数は前年度と比較して増加したか
⑥行政機関・民間企業等の人材に対する研修の実施体制について、どのような体制で実施するのが望ま
しいかについての検討を行ったか。INPITが実施することが最も望ましいと言えるか。
⑦研修の受講者数の推移、研修施設の稼働率を踏まえ見直すべき点はあるか
⑧社会経済のニーズの変化を踏まえた研修内容となっているか
⑨研修の実施にあたり、外注の活用など、業務の効率化に向けた取組が実施されているか
⑩研修受講者の研修終了後の活動状況から判断して、本研修は効果を上げていると認められるか。改
善すべき点はないか
⑪研修受講料の設定額は、実施コスト等から判断して妥当であると認められるか。
⑫行政機関・民間企業等の人材に対する研修全体だけでなく、個別の研修コースについて特筆すべき点
や見直すべき点はないか

【評価の観点】
①民間企業の知財部員等の知的財産専門人材に対する特許要件の判断等に係る研修として審査基準
をテーマとした研修を４回以上実施したか
②民間企業等の検索業務者に対する特許情報等に係る研修として、特許情報検索に関する実践的かつ
専門的な研修を５回以上実施したか。
③中小・ベンチャー企業の経営者や知財部員等に対する知的財産の保護・活用能力向上のための研修
を４回以上実施したか
④行政機関等の知的財産関連業務担当者に対する知的財産に係る業務遂行能力向上のための研修と
して、知的財産制度の概要や諸制度に関する研修を４回以上実施したか
⑤知的財産プロデューサーに対する事業戦略を支援する能力の向上のための研修を１回以上実施した
か
⑥これら民間向けの研修を行うにあたり、以下の点に取り組んだか
　・討論形式を採り入れることで研修生の相互研鑽を図ったか
　・講師の充実及び研修内容の質的向上を図ったか
　・個別の研修に対する要望を把握し、これを研修内容に反映させたか
　・中小・ベンチャー企業に対して参加しやすい形態での研修実施を心がけたか
⑦研修生に対するアンケート調査において、「有意義だった」との評価を８５％以上の者から確保したか
⑧アンケート調査において「有意義だった」との評価１００％を目指すような取組を行ったか。
⑨政府の促進する知的財産関連人材の育成に向けた政策に資する観点から、大学を含む民間の知的
財産人材育成機関と協力・連携を行ったか　・特許庁職員と合同で研修を実施する機会を設け、相互の
研修効果を高める工夫をしたか
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

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

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

・新たに派遣を開始した知的財産プロデューサーに事業主旨を的確に把握してもらうための新任研修（３回）、知的財産プロデューサーの更なるスキルアップのための研修（４回）を実施した。
・新たに派遣を開始した広域大学知的財産アドバイザーに事業主旨を的確に把握してもらうための新任研修（１回）、広域大学知的財産アドバイザーの更なるスキルアップのための研修（４回）を実施した。（平成２４年度：計５回実施）

また、上記の研修の実施にあたっては、市場化テスト
の実施結果等に示された情報・研修館に対する社会の
ニーズの把握に努めながら、以下の点に重点的に取り
組む。

⑥ 上記の研修に関する受講者数やその推移、費用対効
果、市場化テストの実施結果及び社会ニーズ等を踏ま
え、独立行政法人として実施する必要性について厳格
に検証し、民間等において対応が容易でかつ特許庁の
業務の迅速化等に寄与しない民間企業等の人材に対
する研修の実施については、民間の判断に任せること
とする。

・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。
  また、情報・研修館で実施する研修については、研修科目の見直しを含め、質の向上に努めた。

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

b.　業務の一部外注化による効率的な運営
　・各研修で用いるテキストの印刷業務はH24年度に引き続き外注化しており、コピー・仕分け等の事務作業を大きく軽減している。

c.　研修施設の稼働率
　研修施設（教室）の稼働率（情報・研修館が保有する全ての教室に対して、人材育成部・研修部を含め情報・研修館の研修で使用している率）は、年間平均63％である。また、一時的に教室が不足するケースが発生しており、その
    場合には当該科目について外部教室を利用している。

・ 討論形式を取り入れるなど研修生の相互研鑽が行わ
れるようにすること。

d.　各研修受講料の妥当性（平成25年度実績）
　各研修の受講料は、情報・研修館実施細則に基づき、研修の日数・科目、受講対象者（民間 or 行政機関）等を勘案して実費相当額が定められている。ただし、中小・ベンチャー企業に所属する受講者は政策的に無料としている等
の要因から、各研修の年間受講料収入額は研修実施コストを下回っている。

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

・ 講師の充実及び研修内容の質的向上を図ること。 ・ 情報・研修館が継続実施することが適切な研修の実施
にあたっては、特許庁の業務の迅速化等により寄与で
きるものとなるように、研修内容・講師等の質的向上を
図る。

　・各研修について、より実践的な能力の習得を図るための科目の見直し、アンケート結果に基づく講師の選定等の質的向上を図り、受講生の満足度の向上に努めた。
　・特に、知的財産推進計画2013を始め政府施策において、知財マネジメントを担う人材の育成が求められているところ、「知的財産権研修（産学官連携）」のカリキュラムに、新たに「知的財産国際権利化戦略推進事業」の科目を
    追加し、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講義を行い、産学官連携に携わる方を中心とする受講者における、グローバル競争の中での権利化戦略の重要性に対する理解を深めた。

・ 個別の研修に対する要望を的確に把握し、研修内容に
反映させること。

　
・ 特許庁職員と合同で研修を実施する機会を確保し、相

互の研修の効果を高めること。

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

・ 民間等において対応が容易となった研修については合
理化を図ること。

⑦ 知的財産人材育成推進協議会に参加して他の機関と
の連携を強化しつつ、民間の知的財産人材育成機関と
協力・補完しながら行政機関・民間企業等の知的財産
関連人材の育成を推進する。

a.　民間機関等から構成される「知的財産人材育成推進協議会」の事務局として、民間機関等の有識者をゲストとして招いて「オープンセミナー｣（※）を3回開催した。
　※なお、セミナー実施経費は協議会参加各機関の分担金による。主催：知的財産人材育成推進協議会、 後援：知的財産戦略本部、文部科学省、特許庁

　特に、平成25年6月に策定された「知的財産政策に関する基本方針」（閣議決定）及び「知的財産政策ビジョン」において、我が国の企業によるグローバルな事業戦略展開を支える知財マネジメント人財の育成が重要施策として提
言されていることを踏まえ、今年度のセミナーの共通テーマを「グローバル事業戦略に貢献する知財マネジメント人財」とし、政府の施策と社会ニーズに応えた各セミナーを開催したところ、昨年度を上回る参加者を得るとともに、参加
者の満足度は極めて高いものとなった（アンケート結果では88～100%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）。

　・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」［11/12］ 参加者：164名
　・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」　　［12/10］ 参加者：128名
　・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」　　　　　　［　1/14］ 参加者：111名
　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度累計　　参加者：403名　（前年度比：３８名増＜平成24年度：365名＞）

b.　協議会を２回開催し、民間の主要な知的財産人材育成機関及び関係省庁との情報交換及び相互協力を推進した。
　・第15回協議会 [7/22]
　・第16回協議会 [3/26]

c.　「知的財産推進計画2014」の策定に向けた政策提言を行うため、内閣知的財産戦略本部による「知的財産政策ビジョン」に基づいた提言案について各参画機関から意見募集を行った上で、事務局として政策提言をとりまとめた。

上記（１）から（３）の研修を通じ、研修生に対するアン
ケート調査において、「有意義だった」との評価を毎年
度平均で８０％以上の者から確保するとともに、１００％
を目指すこととする。

上記（１）から（３）の研修を通じ、研修生に対するアン
ケート調査において、「有意義だった」との評価を平均
で８５％以上の者から確保するとともに、１００％を目指
すこととする。

　研修後の研修生に対するアンケート調査において、以下のとおり研修ごとに、９４～１００％の者から、「有意義であった」との回答があった。

（１）特許庁職員に対する研修
  １．審査系職員研修　　100％
  ２．審判系職員研修　　 99％
　３．事務系職員研修　　100％
  ４．管理者研修　　　  　 99％
  ５．メンタルヘルス、倫理、ライフプラン等に関する研修      94％
  ６．国際化への対応能力向上のための研修　 　　　　　 　  98％
  ７．情報化への対応能力強化のための研修　 　        　  100％
　８．法的専門能力向上のための研修　　　　　　　　　　 　　 100％
  ９．行政ニーズ変化への感応度向上のための研修　        98％　全体評価　98％

（２）調査業務実施者の育成研修
 １．調査業務実施者育成研修　　　　　　　第1回：98%　　 第2回：100%　　第3回：98%　　第4回：100%
 ２．調査業務実施者スキルアップ研修　　100%

（３）行政機関・民間企業等の人材に対する研修
 １．意匠拒絶理由通知応答研修　　　　　 　　　100%
 ２．検索エキスパート研修（上級）　　　　   　　第1回：100%　   第2回：93%　　 第3回：96%
 ３．知的財産権研修（初級） 　　             　　第1回：  95%　　 第2回：100%　 第3回：100%  第4回：100％
 ４．検索エキスパート研修（意匠）　　　　　 　　　94%
 ５．特許審査基準討論研修　　　　　　　　　　　第１回：　96%    第2回：100%    第3回：100%
 ６．知的財産活用検討研修（検索コース） 　　第1回：100%    第2回：100%
 ７．知的財産活用検討研修（活用検討コース）100%
 ８．知的財産権研修（産学官連携）              100%
 ９．意匠審査基準討論研修                       100%
 １０．特許調査実践研修（大工大連携）    　     96%

（単位：千円）

研修名 収入 支出 収入－支出 収支マイナスの原因

①審査基準等の研修 1,096 804 292
②検索能力向上のための研修 5,058 5,076 -18
③中小・ベンチャー企業向けの研修 741 2,721 -1,980 中小・ベンチャー企業に所属する受講者は受講料を無料としているた

④行政機関向けの研修 1,447 2,113 -666
中央省庁・自治体・独法等の行政機関向けの研修のため受講料を安く
設定しているため。

合計 8,342 10,714 -2,372
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

（４） 情報通信技術を活用した学習機会の提供 （４） 情報通信技術を活用した学習機会の提供 （４） 情報通信技術を活用した学習機会の提供 （４） 情報通信技術を活用した学習機会の提供

① ① ｅラーニングによる学習教材を引き続き開発し提供す
る。

　ｅラーニングによる学習教材を引き続き開発し提供している。
また、特許庁職員が講義する音声が聞きづらい等の指摘があったことから、プロのナレーターを採用したコンテンツ作成を開始した。

・ 開発済みの学習教材を特許庁及び情報・研修館職員
に引き続き提供する。

　リリース済みの学習教材（55コンテンツ）を特許庁及び情報・研修館職員に引き続き提供している。
また、特許庁の審査官（補）研修においては、ｅラーニングコンテンツの視聴が推奨されており、研修効果の向上に活用されている。

・ 学習教材のうち、特許庁及び情報・研修館以外の外部
に提供が可能な教材は、民間等の知的財産関連人材
に対して利用に供する。

　学習教材のうち、外部への提供が可能な教材（43コンテンツ）について、外部の知的財産関連人材へ提供している。

・ 社会ニーズに応じて学習教材の利用性向上を図るとと
もに、改訂分を含め３コンテンツ以上の学習教材を開発
する。

a.　新たに下記の4コンテンツを開発したことにより、平成23年度以降の開発累計は12コンテンツとなり、中期計画を達成するために当初予定していた累計9コンテンツを上回った。
　特に、新たなコンテンツとして、特許庁と情報・研修館の強みを活かし、制度や基準の運用に関するコンテンツであって、出願・権利化業務を担当する民間の知財担当者にとって極めて関心度の高い「特許・実用新案審査基準の
  概要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。
　また、全国の主要都市で開催し好評を得た特許庁主催の「平成25年度知的財産制度説明会（実務者向け）」の資料をコンテンツとした「産業財産権の現状と課題（平成25年度版）」を作成した。

【開発した4コンテンツ】
　「特許・実用新案審査基準の概要３」
　「産業財産権の現状と課題（平成25年度版）」
　「産業財産権登録の実務」
　「口頭審理及び証拠調べの実務について」

　（参考）新規ユーザ登録者（一般）による視聴回数：6,057回（全コンテンツ合計）　（H24年度　7,298回 、 H23年度　6,835回）

b.　ｅラーニングシステムの開発及び運営に民間事業者に活用しており、業務の効率化を行っている。

② 開発したｅラーニングコンテンツを三極特許庁に引き続
き提供する。

　開発したｅラーニングコンテンツを三極特許庁に引き続き提供している。

・ これまでに開発済みの三極協力用の学習教材（１１コン
テンツ）を、欧州特許庁（EPO）職員、米国特許商標庁
（USPTO）職員に引き続き提供する。

　これまでに開発済みの三極協力用の学習教材（11コンテンツ）を、特許庁及び情報・研修館職員、欧州特許庁（EPO）職員並びに米国特許商標庁（USPTO）職員に引き続き提供している。

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

・ 公開可能な研修教材をホームページで公開し、外部の
利用者の利便性向上を図る。

　調査業務実施者育成研修、検索エキスパート研修[上級]、知的財産活用研修[検索コース]で使用している研修教材のうち、公開可能な研修教材（７教材）を改訂するとともにホームページで公開している。

・ 定期刊行物である「特許研究」を編集・発行し、ホーム
ページで公開するとともに、関係機関等に配布する。

「特許研究56号」発行(9月30日)、「特許研究57号」発行（3月31日）
○国内外の関係機関へ600部配布
○英語による抄録版をバックナンバーを含め全て情報・研修館ホームページに公開した。

（５） 人材育成に資する情報の提供及び実践的な能力構築
の支援

（５） 人材育成に資する情報の提供及び実践的な能力構築
の支援

（５） 人材育成に資する情報の提供及び実践的な能力構築
の支援

（５） 人材育成に資する情報の提供及び実践的な能力構築の支援

① ① 人材育成に資する資料等の整備・提供を引き続き行
う。

　人材育成に資する資料等の整備・提供を引き続き行った。

・ 人材育成に資する資料を、必要に応じて改訂するととも
に、公開可能なものはホームページ等を通じて提供す
る。

・技術や社会変化に対応して、情報・研修館発行の「産業財産権標準テキスト」の見直し、改訂を行った。
・前年度に作成したブックレット「知的創造活動と知的財産」を引き続きホームページで公開し、ユーザーがダウンロードを行えるように整備した。

② 人材育成に資する情報や資料を利用し、知的財産権に
関する実践的な能力構築を支援する事業を展開する。

② 情報・研修館が収集・整備する各種情報や資料を利活
用して、明日の産業人材を主対象として知的財産権に
関する実践的な能力構築を支援する事業を実施する。

　情報・研修館が収集、整備する各種情報や資料を利活用して、明日の産業人材を主対象として知的財産権に関する実践的な能力構築を支援する事業を実施した。

・ 明日の産業人材に対し、知的財産に関する創造力・実
践力・活用力の開発を推進する事業を実施し、将来の
制度ユーザーの拡大を図る。

　　「明日の産業人材を育成する｣という目的に沿って、「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業｣を実施した。事業参加校は前年度から13校増加し113校（工業・商業・農業・水産高校、高専）。それぞれの学校における、
知的財産権制度の理解促進、権利の取得と活用の実践体験などの取組を支援した。一部の学校では、地域経済界と連携した活動等の先進的な取組が行われ、明日の産業人材の育成が促進された。なお、各学校における知財学
習には、情報・研修館発行の「産業財産権標準テキスト」等が利用されている。
　参加校の実践的な取組の成果をPRするとともに、参加校のモチベーションの向上と人材育成効果を期して、先進的な取組を実施している一部の学校は「さんフェア愛知」に出展し発表を行った。
　各学校の取組事例については、年度毎に報告書としてまとめ、ホームページ上で公開し、知財意識の啓発や知財学習の資料として活用されている。
　
　なお、事業の実施に際しては、下記の各会議等の開催に要する業務の効率化を図るため、民間事業者を活用した。
　
　・事業説明会 [4/25]
　・地域別研究会（全国８か所） [鹿児島7/23,愛知7/29,東京7/30,愛媛7/31,島根8/1,秋田8/2,北海道8/5,大阪8/7]
　・中間報告会（４回） 工業高校[8/22-8/23]、商業高校[8/19-8/20]、農林・水産高校[8/26-8/27]、高専[9/2-9/3]
　・さんフェア愛知2013内において、成果展示・発表会 [11/9-11/10]
　・年次報告会（４回） 工業高校[1/20]、農林・水産高校[1/24]、商業高校[1/28]、高専[2/3]

・ 知的財産に関する創造力・実践力・活用力の開発を推
進する事業の今後の在り方を検討するため、調査・研
究を実施する。

　外部の有識者から構成される調査委員会を４回開催し、今後の在り方について報告書をとりまとめた。
報告書では、今後の事業の在り方として、以下の３つの枠組みで事業を実施することが示された。
　・「学校組織として知的財産学習の定着を目指す事業」
　・「知的財産学習の成果を普及させ、地域連携等の活用を促進する事業」
　・「未参加校の知財学習継続に向けた支援」

　上記報告書に基づいて、平成２６年度より、現行相当の学校として組織的に知的財産学習の導入・定着を目指す取組「導入・定着型（単年度採択：最大５０万円を補助）」に加え、これまでの実績等を踏まえて新たに特色ある取組を
展開し、その成果が知的財産学習の普及・発展に資することが期待される取組「展開型（最大３年間採択：年最大１００万円を補助）」を実施することとした。

・ 明日の産業人材の一角を占める学生及び生徒を対象
に、パテントコンテスト及びデザインパテントコンテストを
文部科学省、特許庁、日本弁理士会と共催で実施す
る。

a.　文部科学省、特許庁、弁理士会との共催で、「パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト｣を実施した。情報・研修館は事務局機能を担い、過去最高の777件の応募を受け付け（昨年度比97件増）、優れた創作物として60件を
  表彰し、出願支援対象作品とした。（平成24年度：応募件数　680件　出願支援対象件数：51件）
　・出願支援対象者は、毎年、特許権・意匠権を取得している。（参考：平成24年度の出願支援対象者の特許査定率：93% / 意匠登録率：100%）（継続中案件を除く）
                                                                                       （参考：平成24年度の全体の特許査定率 約69% / 意匠登録率88%）
　・コンテストの実施に際しては、業務の効率化を図るため、民間事業者を活用した。
　・参加登録をウェブ上で行えるようにしたことにより、要望の多かった応募〆切りの延長を実現した。

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

c.　新たに「文部科学省 科学技術・学術政策局長賞」（本コンテストに際し積極的な活動を行った学校が対象。）を設けて学校関係者の栄誉を褒め称え、知財学習に取り組む学校の更なる拡大を期すとともに、コンテストに関する
  社会的注目度を高めた。

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

研修において使用した教材について、公開可能なもの
は、ホームページ等を通じて外部に提供する。

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

特許庁職員を含む知的財産関連人材全般の学習機会
を拡大し、かつ、ニーズに応じた多様な学習教材を提
供するため、特許庁の有する知識・経験及びノウハウ
に基づいたｅラーニングによる学習教材を改訂版を含
め５年間で１５科目以上作成するとともに、ｅラーニング
システムの利用性の向上を図る。

知的財産権に関する実践的な知識及び経験を備えた
人材の育成に資するため、知的財産権の重要性に係
る意識の啓発及び醸成に必要な情報や資料の整備、
提供を行うこと等により、実践的な能力構築を支援す
る。

【評価の観点】
①特許庁職員（外国特許庁職員も含む）及び外部の知的財産関連人材の自己研鑽の機会を充実・拡大
させるため、ｅラーニングによる学習機会の提供を行ったか
②自己研鑽の機会の充実化のため、新たな学習教材を５年間で１５科目以上作成に向けた取組を行った
か（２５年度は３コンテンツ開発したか。また、２５年度までに累計９コンテンツ開発したか）
③ｅラーニングシステムの利用性の向上を図るための取組を行ったか
④公開可能な研修教材について、ホームページ等を通じて外部に提供したか

【特筆すべき事項】
①ｅラーニングについて、利用者からの意見等で評価に加味すべき内容のものはあるか
②集合座学形式の研修と比較した場合に、顕著な効果が認められるか
③中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
④中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑤前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
⑥ｅラーニングの利用者数の推移などユーザーの利用実態を踏まえて見直すべき点はあるか
⑦コンテンツの内容は、社会経済のニーズの変化を踏まえた内容となっているか
⑧ｅラーニングの運営にあたり、民間事業者の活用など、業務の効率化に向けた取組が実施されている
か
⑨ユーザーの利用状況から判断して、ｅラーニングは効果を上げていると認められるか。改善すべき点は
ないか
⑩ｅラーニング研修全体だけでなく、個別のコンテンツについて特筆すべき点や見直すべき点はないか

【評価の観点】
①知的財産権に関する実践的な知識を備えた人材の育成を目的として、知的財産権の重要性に係る意
識の啓発及び醸成に必要な情報・資料を整備し、効率的に提供するための取組を行ったか
②これまでに作成した情報や資料について見直しを行ったか
③これまでに作成した情報や資料についてホームページ等で公開するための取組を行ったか
④上記情報や資料を利用し、知的財産権に関する実践的な能力構築を支援する事業を実施したか

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
④「知的財産に関する想像力・実践力・活用力の開発を推進する事業」「パテントコンテスト」の応募者数
などユーザーの利用実態を踏まえて見直すべき点はあるか
⑤ホームページで提供する人材育成に資する資料にはどのようなものがあり、その内容は、社会経済の
ニーズの変化を踏まえたものとなっているか
⑥これらの業務実施にあたり、民間事業者の活用など、業務の効率化に向けた取組が実施されているか
⑦特に「知的財産に関する想像力・実践力・活用力の開発を推進する事業」「パテントコンテスト」につい
て、その後のユーザーの活動状況などから判断して、効果を上げていると認められるか。改善すべき点
はないか
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

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

経済のグローバル化の進展に伴い、国際的に知的財
産が適切に保護される環境の整備が世界的な課題と
なっている中、特許審査ハイウエイ、ＰＣＴ等各国特許
庁の国際分業が進み、人材育成の一層の国際協力の
必要性が高まっていることにかんがみ、海外の知的財
産人材育成機関との連携・協力を推進する。

中国等、アジアの人材育成機関との育成機関間連携
会合を開くとともに、ＷＩＰＯ・ＧＮＩＰＡの会合（知的財産
研修所長シンポジウム）に参加し、情報・研修館の取組
を発信するなど、海外の知的財産人材育成機関との情
報交換及び相互協力を推進する。

・ 中国知識産権トレーニングセンター（ＣＩＰＴＣ）や韓国国
際知識財産研修院（ＩＩＰＴＩ）等のアジアの人材育成機関
との人材育成機関間会合を開催するなど、知的財産人
材育成に関する情報交換及び相互協力を推進する。

　以下の人材育成機関間の会合を開催し、日中韓人材育成機関のそれぞれが有するノウハウや強みなどについて情報交換を行うとともに、協力を進めた。

a.　第7回日中人材育成機関間連携会合（平成25年10月29日：日本）を開催し、今後の協力事項についての討議を行った。今後の協力事項として、日中連携セミナーの講演資料を各機関がｅラーニングコンテンツとして利用できるよう
  両機関が協力することに合意した。

b.　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）に参加し、各機関の取組状況についての情報交換及び今後の三機関の協力事項についての討議を行い、日中韓連携セミナーの講演資料をホスト機関がｅラーニング
  コンテンツとして提供することに合意した。また、３機関の公式ウェブサイトの立ち上げに向けて各機関が協力することに合意した。

c. 第10回上海国際知財フォーラムに参加し、上海の企業・大学・行政機関等に対し、情報・研修館における研修活動、ｅ－ラーニングコンテンツの紹介等の日本における知財人材の育成について講演を行った。[12/4]

・ 中国知識産権トレーニングセンター（ＣＩＰＴＣ）、韓国国
際知識財産研修院（ＩＩＰＴＩ）と協力し、民間等の知的財
産関連人材も対象に含めた研修会を開催する。

　中国、韓国の人材育成機関との具体的な協力事項として、下記のセミナーを実施した。

a.　韓国にて、特許権侵害訴訟の現状や動向、具体的な裁判例などをテーマに、第２回日中韓連携セミナーを開催した。我が方からは日本における特許権侵害訴訟について裁判例を交え紹介した。[9/4]

b.　日本にて、「専利審査指南に基づいた実体審査実務について」をテーマに、中国特許庁の指南処処長（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）を招いて第3回日中連携セミナーを開催し、中国における実体
  審査実務について我が国の実務者の理解を促進した。[10/30]（参加者：約330名）

・ ＷＩＰＯ・ＧＮＩＰＡの会合を日本で開催し、情報・研修館
の取組を発信するなど、グローバルな観点から国際知
財人材育成機関との情報交換を深める。

日本にて、ＷＩＰＯ・ＧＮＩＰＡ会合を開催し（７か国及び２機関が参加）、各国・各機関の代表者に対して情報・研修館の取組を発信した。また、会合においては、開発途上国に対して知財教育援助を積極的に行うことが重要である点
や、ｅラーニングが知財情報発信のための有効なツールである点について各国・各機関と認識を共有した。[5/21-5/23]

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項 Ⅲ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべ
き措置

Ⅲ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべ
き措置

Ⅲ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

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

１． 業務の効果的な実施 １． 業務の効果的な実施 １． 業務の効果的な実施 １． 業務の効果的な実施

独立行政法人の特長を最大限に活かし、その目標達
成に適応した人材の的確な配置や柔軟な組織運営を
行い、業務の効果的な実施を図る。また、他機関との
連携に向けた取組も含め、業務内容に応じた民間事業
者等の能力の効果的活用を推進する。

業務を効果的に実施するため、人員配置及び組織構
成が最も効率的な体制となるよう、業務量等の変動に
応じた的確かつ柔軟な組織運営を行う。また、外部能
力の効果的な活用の観点から、自ら実施すべき業務を
精査し、民間事業者等との協力・連携、アウトソーシン
グを積極的かつ適正に行う。

（１） 業務を効果的に実施するため、利用者ニーズ、新たな
政策課題、重点項目及び業務量等の変動に応じて、人
員配置及び組織体制の見直しを的確かつ機動的に行
う。

（１） 　①新たな政策課題等に迅速に対応するため各部の業務内容及び業務量を常に把握・精査し、人員配置及び体制の見直し（研修部）ならびに非常勤職員の採用を行い、適切な配置をし、業務の均等化と効率的な業務の遂行を
    的確に実施した。
　②特に高度化する情報システム関連業務に的確に対応するため情報システム専門人材を外部から２名を採用し、１名は情報管理部においてEPO提供のビューアーソフトである「MIMOZA」を利用し公報等の閲覧可能とする仕様書
    の作成及び海外庁との電子的公報の交換の機器設計並びに納品物検収のためのツールの作成など業務の効果的な実施及び作業の効率化が図られた。
　　　さらに当館として、複数のシステム開発等を同時に行っており、他システムの開発との関係もあることもあり、システム開発全体の進ちょく及びリスク等を管理する外部の専門人材を１名総務部に配置し、民間でのプロジェクト
    マネジメントの経験を十分に活用し、円滑な開発管理等が実現した。
　　　特に理事（ＣＩＯ）の管理下に進められている、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、プロジェクト発足後からの課題やリスク等が早期に発掘し、迅速な対応等が行えたことで、開発
    スケジュールどおり順調に遂行し、効果的であった。
　　　また、今年度情報提供部において開発が本格化する「産業財産権報提供サービス」（仮称）については更に外部専門人材を２名登用することを決定し、的確な開発管理が行える体制の強化を行うことにした。
　③海外ＰＤが行っている中小・ベンチャー企業等に対して海外進出等における知的財産戦略策定、知的財産マネジメント等を通じた知的財産の活用等の企業支援やセミナー等の業務が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。
　④知財ＰＤ事業において、事業全体の進捗管理や、各プロジェクトに派遣された知財ＰＤに対する指導・助言、事業企画へのサポートを目的として総括機能を強化するため民間の知財専門家（統括知的財産プロデューサー）を１名
    登用することを決定した。

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

（２） 　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」、「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展開支援機関等との連携を拡大・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に課題を抱えている企業を掘り起こす機会が増え、
    セミナーの開催や中小企業への支援（関係機関との連携支援を含む）等が大幅に増加した。(再掲)
　③特許情報検索に携わる者の能力評価とインセンティブの向上を目的とした「特許検索競技大会」において、民間団体等が主催する運営方式に移管し、当館としては後援や委員の派遣等の協力を行い蓄積されたノウハウ等を
    効果的に伝え、さらに民間団体においては自らの営業ノウハウ等も加えることにより、特許検索の知識・技能の修得を目指す者を新たな対象とした他、認定書の交付を行うなど、特許検索競技大会の拡大と拡充が図られ、
    特許調査に関する技術の普及啓発がさらに深化した。
　
　
　２． 業務運営の合理化 ２． 業務運営の合理化 ２． 業務運営の合理化 ２． 業務運営の合理化

「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」
（平成１７年６月２９日各府省情報化統括責任者（CIO）
連絡会議決定）に基づき、国の行政機関の取組に準じ
て、業務・システムに係る監査の実施、刷新可能性調
査の実施により、既に策定された「特許庁業務・システ
ム最適化計画」（平成１６年１０月５日策定、平成２１年１
０月３０日改定）と連動しつつ、業務・システムの最適化
を推進する。
また、「特許庁業務・システム最適化計画」に基づく特
許庁新システムの稼働に伴い情報・研修館の事業が一
部廃止される予定であることを踏まえ、同システムの稼
働に向け、情報・研修館の組織・体制の計画的な縮小・
合理化を行う。

業務運営の合理化を図るため、「独立行政法人等の業
務・システム最適化実現方策」（平成１７年６月２９日各
府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）及び「特
許庁業務・システム最適化計画」（平成１６年１０月５日
策定、平成２１年１０月３０日改定）に基づき、業務・シス
テムに係る監査の実施、刷新可能性調査の実施によ
り、業務・システムの最適化を推進する。
また、「特許庁業務・システム最適化計画」に基づく特
許庁新システム稼働に向け、事業の一部廃止を含めた
組織・体制の計画的な縮小・合理化の検討を行う。

「特許庁業務・システム最適化計画(平成２５年３月１５
日改訂）」を踏まえ、当該計画改定が情報・研修館の業
務・システムに与える影響を検証し、その進捗状況を踏
まえつつ、中期目標期間中の組織・体制の合理化に努
める。

　「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、情報・研修館で実施しているシステム開発及びその運用に如何に影響を及ぼすか検証した。その結果、同計画の第Ⅰ期に実施する項目として掲げ
られている「受付システムの二重化」、「ホストコンピュータの廃止」、「データ交換のメディアレス化の推進」、「提供対象データの一元管理と充実化」等は、情報・研修館の既存事業である「電子出願ソフトウェア事業」、「整理標準化
データ事業」等に影響を及ぼすことから、第Ⅰ期の実施スケジュール等に併せて対応するため、特許庁と連携を強めて変更契約（改造）や新規調達の仕様書等の作成を行い、業務の合理化を図った。
　また、今年度新たに事業として開発することとなった「産業財産権情報提供サービス事業（仮称）」では、調達仕様書に本計画に記載されたシステム、機能等の対応を反映させるだけではなく、特許庁との連携を密にし、目標や基本
的考え方等を盛り込んた仕様書を作成した。さらにはデータ交換のメディアレス化に対応するため機器類の整備を行うとともに情報･研修館として特許庁と緊密な調整を図り、実際に外国庁とのデータ交換も実施した。
　

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

（１） 予算、設備等の資源配分の見直しを適宜行い、業務改
善、調達コストの削減の取組等を通じて業務の効率化
を進めることにより、新規追加・拡充部分を除き、一般
管理費（人件費を除く）については前年度予算比１％程
度の削減、業務経費について前年度予算比１％程度
（特許庁新システムの稼働に伴い廃止となる事業は
２％程度）の削減を行う。

（１） 　第３期中期目標の３年目に当たる平成２５年度において一般管理費についてこれまでの進捗状況を踏まえ、
一般管理費削減目標（目標期間終了までに初年度比１５％程度の効率化）を前倒し、予算ベースで対平成２３年
度比▲１７．５％（人件費分を除くと▲２８．２％）と大幅な効率化を図ることが出来た。また業務経費については前
年度比▲１．６％（特許庁の最適化計画での新システムの稼働に伴い廃止等が予定されている事業については
法改正や必要最低限の事項等に精査し、経費の増大を招かぬよう事業を実施した結果▲２．０％）の効率化を図った。

（２） 委託等業務については、「独立行政法人の契約の状況
の点検・見直しについて」に基づき、物品調達情報の
ホームページへの掲載等により、業者の入札参加機会
の拡大を図る等、可能な限り競争的手法による契約を
行う。

（２） 　①委託等業務の調達に当たっては、調達情報を情報・研修館のＨＰに掲載することで、事業者に対する入札参加機会の拡大を図った。
　②調達に当たっては、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、仕様書の内容の平易化を図り、閲覧資料等の拡大、必要に応じた要件の緩和、充分な公告期間の確保等を実施し、競争性等の適正化を図った。
　③「競争性のない随意契約」は計4件となり、前年度実績より7件減少した。随意契約の理由として、４件すべての契約が特許庁のシステムやネットワーク環境に関わるもの（特実公報、意商審公報、パソコン電子出願ソフトウェア、
     IP電話機）であり、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る。
　④「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が行われ、特段問題がないことが確認された。

（３） 契約の締結状況をホームページで公表し、透明性を確
保する。

（３） 　随意契約（少額随意案件を除く）及び競争入札により契約を締結した案件に関する情報について全て情報・研修館ホームページにおいて公表し、引き続き契約の透明性の向上を図った。

（４） 保管外国公報等の必要性を精査し、不要公報について
は、受け入れ可能な機関等への移管又は廃棄を計画
的に進め、外部保管スペースの見直し及び公報閲覧業
務の効率化を推進する。

　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。

　第1回　2月27日640箱
　第2回　3月 4日640箱
　第3回　3月 5日640箱
　第4回　3月 6日640箱
　第5回　3月11日640箱
　第6回　3月12日527箱
　※　全6回（総量38,206箱のうち、第1回～第6回の3,727箱を廃棄）3月12日完了した。

運営費交付金を充当して行う業務については、第三期
中期目標期間中、新規追加・拡充部分を除き、一般管
理費について中期目標期間終了時までに中期目標期
間中の初年度と比べて１５％程度の効率化を行うととも
に、業務経費について平成２２年度限りで廃止となる工
業所有権情報流通等業務を除いた上で期間中平均で
前年度比１％程度の効率化を行う。
また、委託等により実施する業務については、「独立行
政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１
年１１月１７日閣議決定）に基づく取組を着実に実施し、
一者応札・応募解消を含め契約の適正化を推進すると
ともに、密接な関係にあると考えられる法人との契約に
あたっては、一層の透明性の確保を追求し、情報提供
の在り方を検討する。

運営費交付金を充当して行う業務については、第３期
中期目標期間中、新規追加・拡充部分を除き、一般管
理費について中期目標期間終了時までに中期目標期
間中の初年度と比べて１５％程度の効率化を行うととも
に、業務経費について平成２２年度限りで廃止となる工
業所有権情報流通等業務を除いた上で期間中平均で
前年度比１％程度（特許庁新システムの稼働に伴い廃
止となる事業は２％程度）の効率化を行う。
また、委託等により実施する業務については、「独立行
政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１
年１１月１７日閣議決定）に基づく取組を着実に実施し、
一者応札・応募解消を含め契約の適正化を推進すると
ともに、密接な関係にあると考えられる法人との契約に
あたっては、一層の透明性の確保を追求し、情報提供
の在り方を検討する。

【評価の観点】
①独立行政法人の特徴を最大限に活かし、目標達成のために人材の的確な配置や柔軟な組織運営を
行ったか
②業務内容に応じ、アウトソーシングも含め、民間事業者等の能力の活用を推進したか

【特筆すべき事項】
①民間事業者等の能力を活用した結果、どの程度効果的に業務実施がなされたか
②中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
③中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
④前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
⑤必要に応じて電子化を行う等により業務の効率化を行っているか

【評価の観点】
①業務・システムの最適化の推進のための取組を実施したか
②特許庁業務・システム最適化の状況を踏まえ、組織・体制の計画的な縮小・合理化に向けた検討を推
進したか

【特筆すべき事項】
①ＩＮＰＩＴにおける業務・システムの最適化の推進のための取組の進ちょく状況に問題はないか
②中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
③中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
④前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

【評価の観点】
①ＣＩＰＴＣやＩＩＰＴＩなどのアジアの人材育成機関との間で会合を開催し、アジアの人材育成機関との間で
情報交換及び相互協力を推進したか
②ＷＩＰＯ・ＧＮＩＰＡの会合にＩＮＰＩＴの取組を発信するなど、グローバルな観点から海外の人材育成機関と
の情報交換を深めたか

【特筆すべき事項】
①ＣＩＰＴＣやＩＩＰＴＩ等との相互協力の結果、特筆すべき取組が行われたか
②海外の人材育成機関との情報交換を深めた結果、特筆すべき取組が行われたか
③中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
④中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
⑤前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

【評価の観点】
①一般管理費について、平成２８年度までに平成２３年度と比較して１５％程度の削減を行うため、平成２
３年度比１３％程度の削減を行ったか
②業務経費について、第３期中期目標期間中平均で前年度比１％程度の削減を行うため、平成２４年度
比１％程度の削減を行ったか

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

※契約に関する取組は、「入札・契約の適正化」において評価する

注１）一般管理費の25年度の比率は対23年度比

注２）業務経費の25年度の比率は前年度比

（注１）

（注１）

単位：千円

（注2）
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

４． 給与水準の適正化 ４． 給与水準の適正化 ４． 給与水準の適正化 ４． 給与水準の適正化 ※総務省二次評価　該当項目

給与水準の適正化の取組を継続するため、給与水準
に係る目標水準・目標期限を設定して計画的に取り組
むとともに、その検証結果、取組状況を公表する。ま
た、総人件費については、「行政改革の重要方針」（平
成１７年１２月２４日閣議決定）に基づく国家公務員の定
員の純減目標（平成１８年度から５年間で５％以上の純
減）に準じた取組を「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）を踏ま
え平成２３年度まで継続するとともに、中期目標期間を
通じて国家公務員における総人件費改革の取組を踏
まえて着実に実施する。

給与水準については、平成２１年度における対国家公
務員指数（年齢勘案１１２．５、年齢・地域・学歴勘案１０
０．８）に鑑み、第３期中期計画期間中においても引き
続き、目標水準・目標期限を設定してその適正化に計
画的に取り組み、国家公務員に準じた給与改定を行い
国家公務員と同程度の給与水準を維持するとともに、
その検証結果、取組状況を公表する。また、総人件費
改革の取組については、「経済財政運営と構造改革に
関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）
を踏まえ平成２３年度まで継続するとともに、中期目標
期間を通じて国家公務員における総人件費改革の取
組を踏まえ着実に実施する。

給与水準の適正化の取組を継続するため、人事院勧
告等を踏まえた給与改定を行い、国家公務員と同程度
の給与水準を維持するとともに、その検証結果、取組
状況を公表する。

　「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。
　また、今年度においては人事院規則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」
並びに「期末手当及び勤勉手当実施細則」の改正を行い、運営会議で承認の上、実施し、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情報・研修館のホームページで
公表を行った。

【評価の観点】
①給与水準の適正化の取組を継続するため、給与水準に係る目標を設定するとともに、法人の給与水
準についての検証を行い、その結果等を公表したか
②ＩＮＰＩＴにおける給与水準、諸手当は国家公務員と比較して適切か
③地域学歴勘案でラス指数が100を超える場合、その理由は適切か
④レクリエーション経費・その他法定外福利費などは適切か

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
④国家公務員の給与削減（2年間▲7.8%）の取組に準じ、INPITにおいても適切な対応を行ったと認められ
るか
⑤国家公務員の退職手当の引き下げの取組に準じ、ＩＮＰＩＴにおいても適切な対応を行ったと認められる
か

５． 内部統制の充実・強化 ５． 内部統制の充実・強化 ５． 内部統制の充実・強化 ５． 内部統制の充実・強化 ※総務省二次評価　該当項目

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から通知
される事項等も活用し、内部統制の充実・強化を図る。
また、「第２次情報セキュリティ基本計画」等の政府の
方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進す
る。

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から通知
される事項等も活用し、内部統制の充実・強化を図る。
併せて、政府の情報セキュリティ対策における方針を
踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進する。

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

（１） 　①業務の有効性・効率性、法令等の遵守、資産の保全及び財務の報告（月・年度）の信頼性の確保を目的とし、かつ内部統制強化の観点から理事長以下、役員（監事含む）及び各部長が出席する運営会議（原則毎月開催：今年
    度は１０回）を開催し業務の有効性等や財務の信頼性を確保した。
　　また運営会議おいては各事業部の業務の進捗状況や年度計画の達成状況と事業の遂行上の問題や課題等の報告を議論するとともに今年度は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。
　②理事長、理事及び各部長等で構成される定例会議を（原則毎週開催：（今年度は３２回）開催した。会議の冒頭等において理事長からミッションの徹底・確認及び事業における方向性やリスク・課題の対処等の指示等や特許庁の
    庁議、施策・法改正等の情報共有及び各事業部の事業の進ちょくや近々のスケジュール等を共有することで、組織としての強化を図った。
　③理事長のリーダーシップのもと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。
　④契約に関しては契約審査委員会（理事長：委員長、理事、各部長で構成）契約に関する重要事項（予定価格又は支出予定額が１，０００万以上の案件）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
    審査し、承認を得ることで契約の適正化を図った（今年度の開催は１１回）。
　⑤契約に関する競争性・透明性の確保等を目的として物品調達委員会（総務部長：委員長、総括・調整担当の部長代理で構成）において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し承認を得ることで契約の適正化を図った（今年度の開催は１３回）。
　⑥理事長から法人のミッションや組織運営の方針等について、年頭の挨拶や新たに採用された職員への業務説明会における講話や各事業部との業務改善ヒヤリング等を通じて、適宜、職員全員に周知を図った。
　⑦監事は当館の業務及び会計の適正かつ効果的な運営の確保等を目的に「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、監事による監査を実施し、その監査結果については監査報告書として取りまとめ、理事長
    に通知し、必要な措置を理事長からの指示に基づいて検討した。なお、監査報告書について全職員に供覧し周知した。

（２） 政府の情報セキュリティ対策を踏まえた「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
合するように、「情報･研修館情報セキュリティポリシー」
を改訂する。

（２） 　①政府の情報セキュリティ対策を踏まえた「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、情報セキュリティに高い知見を有する支援業者を活用し「情報･研修館情報セキュリティポリシー」
    の改訂案を作成し、12月11日に情報セキュリティポリシー委員会において承認され改訂した。改訂された「情報･研修館情報セキュリティポリシー」については１月に役員・全職員に周知するとともに運用を徹底した。
　②また、２月から３月にかけて役員を含め全職員に対して「情報セキュリティポリシー自己点検」を実施した。実施内容については「自己点検に基づく適正性の確認」、「関係規程との整合性（ポリシーの準拠性）の確認」及び
    自己点検を行うことで、情報セキュリティへの理解を更に深めた。その点検結果を監査し、３月に監査報告書にして最高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加えて「情報･研修館情報セキュリティポリシー」の研修（１回）及び更に最新のセキュリティ情報に関するサイバー攻撃の注意喚起（５回）・不審メールによるウィルス浸入リスクに関する注意喚起（８回）行い、さらに実際に
    起こりえる状況を想定して標的型メール配信の訓練（２回）を行い、セキュリティ意識の強化を図った。
　

※ 入札・契約の適正化 ※ 入札・契約の適正化 ※ 入札・契約の適正化 ※ 入札・契約の適正化 ※見直し基本方針、総務省二次評価　該当項目

【評価の観点】
①契約情報について、国と同様の公表基準を整備し、適切に公表をしているか
②密接な関係にある法人（関係法人）との契約情報の提供は、政府の要請に従い、適切になされている
か
③契約に関する規程類は国と同様の規定を整備し、適切に公表しているか
④契約の適正化に向けた取組を適切に行うため、契約に係る審査体制を整備し、契約の競争性や透明
性確保に向けた取組が適切に行われているか
⑤随意契約の金額、件数、割合が前年度から増加していないか
⑥随意契約によらざるを得ない業務について、その理由は適切か（特に、関係法人や公益法人との契
約）

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②契約の適正化に関する取組で特筆すべきものはあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

１．契約関係規程類の整備・公表
　国と同様の「会計規程」や「契約事務取扱要領」を整備しており、ホームページに常に公表している。

２．契約情報の公表基準の整備及び公表
　契約事務取扱要領に公表基準（第30条の2）を定めており、当該規定に基づき契約情報を期限内にホームページで公表し、また、「経済産業省行政見直し計画（平成21年3月）」を踏まえた公益法人等への契約による支出状況、
    「随意契約見直し計画（平成22年4月）」に基づく当該計画のフォローアップ状況についても毎年度ホームページに公表した。

３．関係法人等との契約情報の提供に係る政府要請への対応
　独立行政法人会計基準に基づき、関係法人（関連公益法人等）に該当する一般財団法人日本特許情報機構との取引・再就職情報を財務諸表の附属明細書で開示するとともに、当該情報をホームページで提供した。

４．契約適正化に向けた審査体制整備と競争性・透明性確保に向けた取組み
　・契約審査委員会開催（予定価格又は支出予定額が1,000万円以上の案件等を審査　委員長：理事長）11回（案件27件）：(再掲)
　・物品等調達審査委員会開催（政府調達案件及び総合評価落札方式等の仕様等を審査　委員長：総務部長）13回（案件16件）：(再掲)
　物品調達情報についてはホームページ等への掲載及び調達に当たっては競争性等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、仕様書の内容の平易化を図り、閲覧資料等の拡大、必要に応じた要件の緩和、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。
　　また、「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、
  特段の問題が無いことが確認され、その審議結果はホームページに公表して契約の透明性を図った。

５．競争性のない随意契約実績と随意契約理由の妥当性
　「競争性のない随意契約」は計4件となり、前年度実績より7件減少した。随意契約の理由として、４件すべての契約が特許庁のシステムやネットワーク環境に関わるもの（特実公報、意商審公報、パソコン電子出願ソフトウェア、
  IP電話機）であり、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る。（再掲）
  「公開特許英文抄録作成事業」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。

【評価の観点】
①法人の長が組織マネジメントについてリーダーシップを発揮し、その効果が現れているか
②法人のミッションについて、役職員へ周知徹底するための取組がなされており、役職員に深く浸透して
いるか
③法人のミッション遂行の障害となるリスクを網羅的に洗い出し、確実に把握しているか
④リスクが顕在化した場合の影響度、発生可能性を評価し、優先的に対応すべき課題が何であるかを認
識した上で、その結果を踏まえリスク対応のための措置を講じているか
⑤内部統制の現状について組織的にモニタリングを行い、課題等がある場合には対応策が検討されてい
るか
⑥監事監査が理事長のマネジメントも対象として適切に行われているか
⑦監事監査で把握した改善点等については確実に法人の長へ報告がされ、法人において対応がなされ
ているか
⑧監査結果について組織内で効果的に活用している例は認められるか
⑨情報セキュリティ対策を的確に推進したか

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 Ⅳ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき
措置

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき
措置

Ⅳ

１． 財務内容の透明性の確保 １． 財務内容の透明性の確保 １． 財務内容の透明性の確保 １． 財務内容の透明性の確保

積極的な情報提供により財務内容の透明性を確保す
る観点から、経理事務や財務諸表の作成に外部の知
見を積極的に活用するよう努める。

経理処理、決算処理及び財務諸表の作成等の経理全
般業務を適正に処理するため、外部コンサルティング
の知見を積極的に活用する。

経理処理、決算処理及び財務諸表の作成等の経理全
般業務を適正に処理するため、外部コンサルティング
の知見を積極的に活用する。

　専門的な経理事務を遂行するために適正かつ正確に処理をすること等を念頭において業務を行っているが、第三者の専門的知見の支援が必要不可欠であることから「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
を得ることで経理処理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「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、的確な財務諸表の作成を行った。
　また、より財務内容の透明性を図るために監事（公認会計士・弁護士）を加えた理事長、理事と各部長と構成する運営会議（原則１回／月）において、経理の報告を行い、経理内容について精査し審議して頂き、透明性を確保した。

【評価の観点】
①積極的な情報提供により財務内容の透明性を確保しているか
②経理事務や財務諸表の作成に外部の知見を積極的に活用したか

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

２． 効率化予算による運営 ２． 効率化予算による運営 ２． 効率化予算による運営 ２． 効率化予算による運営 ※総務省二次評価　該当項目

運営費交付金を充当して行う業務については「Ⅲ　業
務運営の効率化に関する事項」で定めた事項について
配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運
営を行うこととし、毎年度の運営費交付金額の算定に
あたっては、運営費交付金債務の発生状況にも留意し
た上で厳格に行う。

運営費交付金を充当して行う業務については「Ⅲ　業
務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべ
き措置」で定めた事項について配慮した中期計画の予
算を作成し、当該予算による運営を行うこととし、毎年
度の運営費交付金額の算定にあたっては、運営費交
付金債務の発生状況にも留意した上で厳格に行う。

「Ⅲ　業務運営の効率化に関する目標を達成するため
とるべき措置」を踏まえて作成した別紙２の平成２５年
度予算に基づき、効率的な運営を行う。

　予算については総務部と各事業部と年度計画を踏まえて詳細な内容（業務内容・規模・経費の見積もり等）を検討し、詳細な予算計画を作成した。その予算計画及び年度計画の基づいて各事業部において事業を遂行し、予算の
執行状況等を共有した。監事（公認会計士・弁護士）を加えた理事長・理事と各部長で構成する運営会議で業務状況と予算の執行状況等について報告し、情報の共有に図り、予算計画に即した適正な予算の執行となった。
　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。

【評価の観点】
①効率化目標の達成に向けた予算計画を作成し、かつ、当該予算による業務運営を行ったか
②運営費交付金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か

【特筆すべき事項】
①中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
②中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
③前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか
④運営費交付金債務の発生要因について分析がされており、その要因は適切と言えるか
⑤運営費交付金債務の残高について、今後の使用見込みが説明されており、その内容は適切と言える
か
⑥現預金をはじめとする保有資産について、国庫に納付すべきと判断される資産はないか
⑦予算執行管理において、改善すべき点はないか

３． 自己収入の確保 ３． 自己収入の確保 ３． 自己収入の確保 ３． 自己収入の確保

事業の目的を踏まえつつ、受益者負担の適正化と自己
収入の確保に努める。

人材育成業務において研修内容に応じた実費の徴収
を行うなど、事業の目的を踏まえつつ受益者負担の適
正化と自己収入の確保に努める。

人材育成業務においては研修内容に応じた実費徴収
を行うなど、事業の目的を踏まえつつ、受益者負担の
適正化と自己収入の確保に努める。

　公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は事業の目的を踏まえつつ実費勘案相当の料金を徴収し
自己収入の確保をした。今年度の自己収入は「複写手数料」１，１０１、０００円、「研修受講料」９４，７５４，０００円、その他の収入として情報公開手数料等
９５，０００円の自己収入があり、総合計９６，９５０，０００円の自己収入を確保した。
　また、消費税の引き上げに伴い民間向け研修の受講料見直しを行い、実費勘案を前提にしつつも、受講者や情報・研修館の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。

【評価の観点】
①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たか

【特筆すべき事項】
①自己収入増加のための取組は何かあるか
②中期計画・年度計画を上（下）回った部分について特筆すべき点はあるか。法人の取組によるものか、
外部要因によるものか。
③中期計画・年度計画で掲げる取組以外で目標を達成するために行った特筆すべき取組はあるか
④前年度から実績が大きく変動している場合、その要因について特筆すべき点はあるか

※ 欠損金・剰余金の適正化 【評価の観点】
①当期総損失について、その発生要因、規模等において業務運営上の問題がないものと認められるか
②当期総損失の発生に関して、次年度以降に改善すべき点はあるか
③繰越欠損金について、解消に向けた取組は適切に行われているか

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき
措置

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき
措置

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置

１． ユーザーフレンドリーな事業展開 １． ユーザーフレンドリーな事業展開 １． ユーザーフレンドリーな事業展開 １． ユーザーフレンドリーな事業展開

（１） 非公務員型の職員で構成される情報・研修館の特長を
活かし、弾力的な勤務形態の導入などを通じてユー
ザーサービスの一層の向上を図る。

（１） 　①知的財産権情報の電子的手段による提供は我が国企業の技術開発やデザイン戦略等において重要な役割を果たしており、改定された「特許庁業務・システム最適化計画」（平成２５年３月）を踏まえ、官民の役割分担に留意し
    つつ、新たな「産業財産権情報提供サービス」（仮称）の準備を進め平成27年3月末に提供を開始することにした。
　　  ユーザーにとって利用度が非常に高いサービスであり、このサービスを実現するために、開発期間も短いことかつ大規模なシステム開発となることから、総務部のシステム調整担当を中心に進捗状況等を統一的に把握
    するとともにシステム開発固有の課題やリスクを管理し、早期に解決等することを目的に民間等でシステム開発及びマネイジメントの経験と高い知見を有する専門家を雇用し、体制を整え順調に業務遂行が行われた。
    今後来年度早々に更なる体制の強化を図ることを決定した。
　②IPDL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） ユーザーニーズを的確に捉えつつ、職員等から広く業
務改善等に関する提案を募るなど、業務改善に向けた
活動を強化し、ユーザーフレンドリーな事業展開を図
る。

（２） 　日頃ユーザーと接する中や、アンケート調査等から職員自らが「改善すべき」と気付き程度のものも含め洗い出し、改善の方向性や具体的なアイデア等の検討を各事業部で行い、プライオリティを付けた上で、理事長、理事等とヒ
アリングを実施した。ヒアリングでは、ユーザーに対するサービス向上と費用対効果や業務の効率化等に資するための具体的な方法や実施時期等を検討を行い、課題の整理も行った。
  各部からの提案は３５項目に上り、ユーザーや業務への適切な対応のための外部の専門人材の契約職員の増員、相談者に配慮した設備の変更、研修受講生の利便性向上等のためのタブレットの導入など多岐にわたる提案がな
された。
　こうした取り組みに職員全員が参加し、自らの提案が実現することにより、さらにユーザーニーズの把握に努めるとともにユーザーに対するサービスの向上が図られる。

（３） ニーズに応じた組織的な取組を強化するため、運営会
議、イントラネット等を通じて情報を共有し、組織間の相
互補完・協力を図る。

（３） 　①今年度より幹部と各事業部で定めた重要・新規案件について組織的な進ちょく管理を行うため、業務の目的、課題、リスク要因、マイルストン等を抽出し、定期的に情報の共有と課題解決の検討を行う「情報・課題共有連絡会」を
    新たに設置した。
　　同連絡会により早期に課題やリスクが役員を含め関係者で共有できるため情報・研修館全体で迅速に対応することが可能となり組織間の強化が図れた。
　②「運営会議」では、役員、各部長が全員出席し、各部の事業実施状況を報告するとともに財務報告を行い情報・研修館全体の活動内容を共有することで組織間の相互補完及び協力が行われ体制の強化が図られた。
　③役職員全員が情報共有するツールとして、イントラネットを活用し、「情報・研修館インフォメーション」を設置し、会議資料、関係規程等の最新の情報を提供しており、会議資料等は会議終了後、直ちに掲載し職員へ情報を提供することで
　　円滑な業務運用を行った。
　④「国際知財活用フォーラム」と「パテントコンテスト・デザインパテントコンテスト表彰式」の事業において、活用促進部と人材育成部の連携により併設し、開催したことにより、多くの参加者に事業の理解を深める機会を与えられたことで
　　理解を深めることができた。

２． 特許庁との連携 ２． 特許庁との連携 ２． 特許庁との連携 ２． 特許庁との連携

高い専門性に基づく信頼性の高いサービスを安定的に
かつ確実に提供していくとともに、情報・研修館と特許
庁の両者の業務の効率化に資するよう、引き続き人事
交流を含めた特許庁との密接な連携を図る。

特許庁との人事交流を含めた密接な連携を図り、特許
庁が蓄積している情報、審査官等が持つ審査ノウハウ
等、最新の制度・運用に関する知識を活用した業務の
実施に努める。

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

（１） 　①相談部では特許庁の政策や制度改正など具体的な内容について特許庁から知見を有した者を講師に迎え、勉強会を開催した。相談部職員の知識の向上が図られたことにより、相談者が求める正確かつ最新の情報を提供する
　　ことで信頼性の高いサービスが行えた。
　　また、相談業務において相談された内容や要望については親切・丁寧に対応し顧客の満足度を確保するとともに特許庁の関係する課室等に定期的に情報提供を行った。
　②ユーザー等に対し信頼性の高いサービス提供するために特許庁における職員向け研修に対し、情報・研修館の職員４４名が受講し、ユーザーに対する信頼性の高いサービスに関する知識の習得を図った。
　③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）と理事長・理事及び担当事業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課題及びリスク等の対処方針等を決定することで的確な対応が行えた。

（２） 特許庁の施策・方針を正確に把握するとともに、最新の
制度及び制度運用に関する情報等を用いて業務を的
確に実施する。

（２） 　特許庁の施策・方針や制度改正・制度運用及び最適化計画の方針・進捗状況・今後の進め方等の情報を正確に把握するために「知的財産分科会」、「特許制度小委員会」、「意匠制度小委員会」、「特許庁情報化推進本部会合」
や特許庁の庁議等に参加し、これらの会議で知り得た情報を当館の定例会議や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幹部や各担当部と情報共有し、年度計画等に掲げた業務の実施に反映し円滑な業務運用
が行えた。
　また具体的な方針・考え方・制度・運用等に関しては特許庁のＩＮＰＩＴ室や担当課室（情報システム室、企画調査課、普及支援課等）と理事長・理事及び担当事業部長と検討を行い、方向性や課題及びリスク等の対処方針等を早期
に決定することで的確な対応が行え、円滑な業務遂行ができた。
　なお、各事業担当者においても特許庁の担当課室の担当者と・制度・運用等の詳細について検討を行い、事業部での業務要件や対応のあり方等を決定し円滑な業務運用を行った。

非公務員型の特長を活用し、弾力的な勤務形態の導
入などを通じたユーザーサービスの一層の向上を目指
す。また、ユーザーニーズの業務への機敏な反映を図
るとともに、内部組織間の相互補完・協力を一層拡大
するため、必要な組織の見直しを行う。

非公務員型の特長を活かした弾力的な勤務形態の導
入など、業務の機動性やユーザーサービスの一層の向
上に努める。また、ユーザーニーズをより機敏に把握
し、業務に反映させるため、法人内での情報の共有化
について組織的な取組を強化する。
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評価の観点
年　度　計　画
平成 ２５年度

平成２５年度実績
中　　期　　計　画

（平成２３年４月～平成２８年３月）
中　　期　　目　標

（平成２３年４月～平成２８年３月）

（資料２－２）

３． 広報・普及活動の強化 ３． 広報・普及活動の強化 ３． 広報・普及活動の強化 ３． 広報・普及活動の強化

知的財産に係る総合支援を目指し、ユーザーサービス
の広報・普及活動の強化に積極的に努める。

事業内容や施策等について広く一般への理解を図るた
め、各事業におけるホームページの拡充等を活用した
効果的な広報・普及活動を行う。

情報・研修館が実施する事業・サービス内容を迅速か
つ正確に知らせる広報活動を継続的に強化する。特
に、ホームページ等による情報提供については、我が
国の制度ユーザーの利便性向上を図るとともに、外国
人を我が国の制度ユーザーに誘引するための英文情
報提供を含め、情報発信の充実及び提供する情報の
品質向上を図る。

　①当館主催のフォーラム、セミナー、講習会、説明会等や関連機関との共催等によるセミナー等及び全国各地（８カ所）で開催された技術・交流イベントの出展や霞ヶ関子供感謝デーのイベントにおいて当館が実施する事業や
    サービス内容等（実演も含む）をユーザーへの広報活動を展開した。
　②知財関連機関（知財総合支援窓口、中小機構、科学振興機構、経済産業局、特許庁等）との総合連携の強化を図るため当館のホームページと関連機関のホームページ（知財総合窓口のポータルサイト等）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活動を展開した。
　③知財関連機関の担当者と情報交換などの連携が図られたことで関係機関が発行するメールマガジンから当館が実施する説明会や研修に関する情報等が１５０回以上も掲載され広報活動の強化が図られた。
　④外国人に対する利便性の向上を目的に相談に関する「産業財産権相談サイト」のFAQにおいて英語での情報提供を行った。
　
　　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、より多くのユーザーが理解を深め、情報を取得しやすい環境を整えたこともあり、「ＩPITについて」（４５％アップ）、
    「知財情報の活用」（２６．６％アップ）、知財人材の育成（１３％アップ）のアクセスが増え、ホームページの総アクセス件数は８６９、１７８件で、前年度比１４．０％のアップとなった。
　

Ⅹ その他業務運営に関する事項 Ⅹ その他業務運営に関する事項 Ⅹ その他業務運営に関する事項

１． 施設・設備に関する計画
なし

１． 施設・設備に関する計画
なし

１． 施設・設備に関する計画
なし

２． 人事に関する計画 ２． 人事に関する計画 ２． 人事に関する計画

（１） 方針
直接部門と一般管理部門の業務量の衡量を踏まえた
適切な職員の配置により、業務運営を効率的、効果的
に推進する。

（１） 各部ごとの常勤職員の業務量を把握し、適宜見直しを
行い、適切な人員配置を行う。

（１） 　各部の業務量や業務改善等のヒヤリングを実施し、幹部等も含め館全体で状況を把握するとともに日頃から適切な人事配置が行えるように特許庁と情報交換等を行い対応している。また契約職員等の有効的な活用を各部等と協
議をし業務を円滑かつ的確に行えるようにした。その結果大きな業務の遅延や問題等も起きていなく確実な業務が運用されている。

（２） 人員に係る指標
直接部門と一般管理部門の常勤職員を効率的に配置
することに努める。

（２） 特許庁との密接な人事交流を促進することで適材適所
の配置に努める。

（２） 　年間を通して特許庁の人事担当部署と人事異動希望調書や各事業部の業務状況及び必要な人材の情報等について情報交換を行い有効な知見と経験を有した人事交流を実現しその結果適材適所の人事配置が行え円滑に業務
を遂行している。

［参考１］
　１）期初の常勤職員数　９０人
　２）期末の常勤職員数の見込み　期初と同程度の範
囲で政府の総人件費改革の取組を踏まえ弾力的に対
応する。

［参考２］
中期目標期間中の人件費総額

中期目標期間中の人件費総額見込み　４，５９０百万円
　ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、
職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機
関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

３． 積立金の処分に関する事項 ３． 積立金の処分に関する事項 ３． 積立金の処分に関する事項

なし なし なし

４． その他 ４． その他 ４． その他

本計画については、今後、情勢の変化がある場合に
は、機動的な対応が可能となるよう適時適切に見直し
を行うことがある。

本計画については、今後、情勢の変化がある場合に
は、機動的な対応が可能となるよう適時適切に見直し
を行うことがある。
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