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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第29回工業所有権情報・研修館分科会 議事録 

 

日  時  平成26年７月２日（水）15：30～17：30 

場  所  特許庁庁議室（特許庁９階） 

議  題 

（１）平成25年度財務諸表について 

（２）平成25年度業務実績報告及び業務実績評価について 

出席委員 

（委員）  井上分科会長、生方委員、髙田委員、松田委員 

（事務局） 堂ノ上総務課長、日高情報・研修館室長、荻野総務課長補佐 

（ＩＮＰＩＴ）三木理事長、小林理事、原田監事、田中監事、守安審議役、 

奥人材開発統括監、田口総務部長 

 

議事内容 

○分科会長 

 それでは、定刻となりましたので、これより独立行政法人評価委員会第 29 回工業所有

権情報・研修館分科会を開催させていただきます。 

 本日は、お忙しい中をお集まりいただきありがとうございました。今年度から委員を務

めることになりました一橋大学の井上由里子と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 本日の議題は、お手元の議事次第にございますとおり、平成 25 年度財務諸表について、

それから平成 25年度業務実績報告及び業務実績評価についてとなっております。 

 本日は、５時半ごろまで御審議をいただく予定としておりますので、長い時間になりま

すけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、今回から経済産業省独立行政法人評価委員会の方針により、一部を除いて資料に

ついてはペーパーレスといたします。本日は、お手元にありますタブレット端末を用いて

本分科会を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 なお、評価委員会運営規程に基づき、本日の分科会は非公開とし、配付資料、議事録及

び議事概要を後日経済産業省ホームページで公開することとなっておりますので、あらか
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じめ御承知おきください。 

 それでは、まず事務局の堂ノ上総務課長から一言御挨拶をお願いいたします。 

○堂ノ上総務課長 

 総務課・堂ノ上でございます。本日は、大変ありがとうございます。 

 前回は昨年の７月５日で、ちょうど私が総務課長に着任したばかりのころでございまし

たけれども、それ以来１年ぶりでございますが、今回も全員の委員の先生方に出席をいた

だいております。重ねて御礼申し上げます。 

 前回から、今御挨拶をいただきましたように分科会長の交代がございまして、東京大学

大学院総合文化研究科の教授でいらっしゃいます早川眞一郎先生から、一橋大学大学院国

際企業戦略研究科の教授でいらっしゃいます井上由里子先生に、今回から分科会長をお願

いしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 この間、独立行政法人改革には動きがございまして、独立行政法人改革等に関する基本

的な方針が平成 25 年 12 月 24 日に閣議決定されました。ＩＮＰＩＴは、独法改革におけ

る個別法人としては議論の対象にはなりませんで、中期目標管理法人として位置づけられ

ました。そのもとで、引き続き中期的な目標管理制度の中で国民向けのサービスなどの業

務の質の向上を図ることを目的としまして、中期目標管理による高い自主性・自立性を発

揮しつつ、事務・事業を行うこととされました。 

 一方で、現在、特許庁とＩＮＰＩＴの中では、お互いの事業の整備について検討を行っ

ておりまして、特許庁・ＩＮＰＩＴ間の事業について、今後移管も予定されているところ

でございます。ＩＮＰＩＴを担っていただいております特許電子図書館が平成 26 年度に

廃止となる予定でございまして、27 年度には、新たにその後継となる電子図書館の事業が

スタートすることになっておりまして、こちらも今準備を進めておりますけれども、これ

に関しましても中期目標等の変更が必要になってまいります。また、今申し上げました業

務の移管等についても、あわせて中期目標の変更が必要になってまいりますので、その際

には、今後改めて御審議をいただくことになりますので、また、その際はよろしくお願い

申し上げます。 

 平成 25 年度におきましては、三木理事長の強力なリーダーシップを発揮いただきまし

て、ＩＮＰＩＴ内で「情報・課題連絡会」の新設を初めとする内部統制の強化を図ってい

ただいておりますとともに、急増する中国の出願に対し、ユーザの利便の観点もございま

すので、さまざまな対応を行っていただいたところでございます。 
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 本日の主たる議題は、ＩＮＰＩＴの平成 25 年度の事業実績評価でございます。委員の

皆様方には、大変御多忙の中でおいでいただいている、その中で、事前評価としても大変

な評定作業を実施いただいて、本日の資料として出させていただいているところでござい

ます。大変ありがとうございます。 

 本日も、委員の先生方には忌憚のない御意見を頂戴いたしたいと思っております。御意

見を承りまして、さらに充実した独立行政法人になるように私ども特許庁、ＩＮＰＩＴと

ともに見直しにつなげてまいりたいと思いますので、本日は、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に情報・研修館の三木理事長から、一言御挨拶をお願いいたします。 

○三木理事長 

 本日は、分科会委員の先生方には、情報・研修館、平成 25 年度の財務並びに業務実績

の評価ということで御評価をいただくことになっております。 

 さて、昨年度ですけれども、やはり世の中の産業のグローバル化が１つ、それからもう

１つは、知財経営の重要性がますます高まっていると、そういう中で、私ども平成 25 年

度事業を、年度計画に基づきつつも、ある種の自分たちの考え方も織り込みながら進めて

きたところでございます。 

 その結果、第１番目としましては、知財大国化しつつある中国を中心として情報を的確

にユーザの方々にお届けする。それと同時に、先ほど堂ノ上総務課長さんからお話があり

ましたように、特許電子図書館の後継になります新たな刷新を我々は求められておりまし

て、産業財産権情報提供サービスと、今、仮称で呼んでおりますけれども、その中核とな

るシステムの要件定義等もいたしまして、着々とプロジェクトマネジメントを進めながら

運用していく、これが１つの特徴であるかと思います。 

 それから２番目としましては、中小企業の海外展開がますます盛んになった。その中で、

知財リスクに関しましては、まだまだ御理解が不十分である。そういうことで、広くそう

いう問題を御理解いただくような講座・セミナーを各地で開催いたしましたし、それと同

時に、中小企業からの具体的な御相談の案件をハンズオンしやすくする、そういったこと

に取り組んだという点が第２点目でございます。 

 第３点目が、知的財産プロデューサー事業等で実施していることですけれども、国等の



 - 4 -  

大型プロジェクトがございますが、ここから事業に結びつけていくためには、やはり知的

財産の戦略的マネジメントが極めて大事である。この部分につきましては３年間、事業を

開始してから経ちますけれども、幾つかの具体的な事例が成功事例につながりそうなもの

が上がっておりますし、その事例をもとに、政府関係のほかのプロジェクトでも、そうい

う制度設計が、私どもがやり始めたものと似たような制度設計が行われた、こういったこ

とでございます。 

 それから、人材というのは、やはり非常に大事な要素になっておりまして、知財マネジ

メント人材の育成、これは、本当にグローバル事業戦略に貢献するような人材をいかに養

成していくかということが、私どもの大きなミッションの１つであると思っています。 

 それと同時に、最近では中国に日本からの出願が非常にふえております。中国の実態審

査を受ける、こういったことも中国サイドから、いわゆる審査に関する責任者の方をお呼

びしまして、300 名規模で東京で中国の実態を審査していただくといったようなこともご

ざいました。 

 さらに新興国の知財人材の育成、これもまた非常に重要でして、私どもがサポートする

企業さんが海外に出ていくときに、知財リテラシーが的確な国というのは、日本の企業さ

んにとって非常に活躍がしやすい。そういったことで、ＷＩＰＯの関係でＧＭＩＰＡとい

う知財関係の人材育成アカデミーですが、そちらとも連携しまして、特に私どもとしては

新興国への知財リテラシーの強化というようなところを進めてまいりました。 

 最後、５番目ですけれども、既に御存じのように調査事業、特許の事前調査を行うわけ

ですが、そのサーチャーと、一般的には言われているのですけれども、サーチャーの育成

をこの間ずっと長くやっておりまして、それと同時に、特許庁の審査官等の職員の研修に

おきましてもグローバル化に対応したカリキュラムを強化する、そういうことによりまし

てグローバル化の時代、このグローバル競争の時代にあって、特許庁にとってもＦＡ11 と

いう政策目標がありますけれども、これは国際的な知財庁の競争の中でも非常に大事なも

のだと思っておりますが、そちらの達成に微力ながら貢献ができたという、以上の５点が

非常に大きな点であったかと思っております。 

 とはいえ、一方では、私も１年たって情報・研修館の活動を冷徹な目で眺めてみますと、

やはり不十分な点が散在していると思っております。本日、ここではぜひ、この１年間の

活動の分析と今後の課題抽出をしていただきますと、私どもの今後の活動が、さらに一層

高まっていくと思っております。そういうことで忌憚のない御評価をいただけると幸いで
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ございます。 

 簡単ではございますが、情報・研修館を代表いたしましての御挨拶とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

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

務局からお願いいたします。 

○事務局 

 それでは、事務局のほうから資料の確認をさせていただきます。 

 まずは議事次第、出席者名簿、配付資料一覧というものが手元にあるかと思います。 

 配付資料一覧につきまして、タブレットの中に資料１－１から資料２－４まで入れてお

ります。資料２－２につきましては、別途、紙でお手元に配付させていただいております。

それから、資料３－１、３－２につきましては委員のみの配付という形にさせていただい

ております。この部分につきましては非公開となっておりますので、よろしくお願いいた

します。そのほか、参考資料として１から４までをタブレットのほうに入れさせていただ

いております。 

 お手元の資料等で不足はありますでしょうか。 

 

議  題 

１．平成 25年度財務諸表について（審議） 

 

○分科会長 

 それでは、最初の議題、平成 25 年度財務諸表について、情報・研修館より説明をお願

いいたします。 

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

７条の規程より、当分科会の議決をもって独立行政法人評価委員会の議決となります。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○ＩＮＰＩＴ 

 それでは、財務諸表について御説明をさせていただきますが、資料のほうはタブレット

端末に入っております１－２という資料でございまして、皆様には、聴講者モードにして
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いただけると私のほうでページをめくっていきますので、よろしくお願いいたします。今、

表紙が出ていますでしょうか。 

 それでは、まず貸借対照表について御説明をさせていただきます。貸借対照表をごらん

いただきますと、資産、負債の大半は流動的なものでございますが、まず表の左側をごら

んいただきますと流動資産、現金預貯金は前年度より８億円余り増加して 51 億 1700 万円

となっております。固定資産についてでございますけれども、無形固定資産、主にソフト

ウェアの資産でございますけれども、前年度より４億 2000 万円余り増加して 21 億 8200

万円となっております。左下の 25 年度のところに全体の資産計が記載してありますけれ

ども、これは 74億 9800万円となっております。 

 次に、右側に移りまして流動負債ですけれども、未使用で残りました運営費交付金債務

が９億 8000 万円余り増加して 31 億 6000 万円となっております。それから、未払金等は

前年度より１億 4000 万円余り減少して 19 億 8400 万円となっております。それから、流

動負債全体では 51 億 4700 万円となっておりまして、前年度と比較して約８億 3000 万円

増加となっております。 

 続きまして固定負債ですけれども、運営費交付金より取得しました固定資産の見返負債

が４億 2000万円余り増加しまして 23億 7000万円となっております。 

 右中央下側に記載してあります全体の負債計は 75 億 1700 万円となります。基本的に、

資産の計と負債の計の差額が純資産となりますが、今年度分の損失 300 万円と前年度から

の繰越金 1700 万円と加えまして、合わせまして今年度末では 2000 万円の損失を計上して

おります。繰越欠損金として処理する予定にしておりますので御了承願いたいと思います。 

 なお、繰越欠損金につきましては中間目標期間の最終年度、27 年度に当たりますけれど

も、運営交付金債務の残余がある場合には、すべてを収益化するという会計基準がござい

ますので、解消は可能かと考えております。 

 以上が貸借対照表でございます。 

 ２番目に損益計算書になりますけれども、表の左下に記載してあります経常費用合計は

80 億 600 万円で、前年度比で１億円余り減少しております。これは、主に経常費用の４番

目に記載しております情報普及業務費においてＩＰＤＬなどの、業務外注費が減少したこ

とによるものでございます。 

 右側に移りまして、右側に記載しております経常収益合計は 80 億 400 万円で、前年度

比で、これも１億円余り減少しております。これは業務経費の節減等による運営費交付金
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の使用額が減少したことにより、運営費交付金の収益が減少したということでございます。

それと、その他の欄にございますけれども、金額が増加しておりますが、これは運営費交

付金を原資とする、先ほど申し上げましたソフトウェアの減価償却費が増加したことによ

り資産見返運営費交付金戻入が増加したことによるものでございます。その結果、当期の

費用が収益を上回っておりますので、200万円の経常損失を計上することになりました。 

 加えて、臨時損失として、ＩＰ電話機の更新によりまして器具の備品を廃棄したことか

ら 100 万円の計上をさせていただいております。合わせて 300 万円を当期総損失として計

上させていただくことになっております。これらの損失については、過去の運営費交付金

で取得した、特定されなかった固定資産の減価償却費を費用のみを計上するという会計上

のテクニカルがございまして、処理上の損失でございますので問題はないと考えておりま

す。 

 続きまして、キャッシュ・フローの計算書について御説明させていただきますけれども、

Ⅰの業務活動によるキャッシュ・フローが 17 億 3000 万円の資金増加となっております。

Ⅱの投資活動分を差し引き、期首の資金残高を合わせた額、最後のⅤの欄でございますけ

れども、51 億 600 万円が資金期末残高となっております。これがキャッシュ・フローの計

算書でございます。 

 続きまして行政サービス実施コストですけれども、これは業務の費用が、要するに、行

政のコストにかえた場合にどうなるかということを説明したものでございまして、業務費

用が 79 億 1100 万円で、先ほど説明させていただいた当該資料の２ページの損益計算書の

経常費用と臨時損失を計上している 80 億円余りから、業務費用の下に記載しております

控除額 9,600 万円、これは複写手数料収入と研修の受講料収入を差し引いたものでござい

ます。この業務費用に仮定計算で算出しました、Ⅱに書いております引当外賞与見積額、

Ⅲに書いております引当外退職給付増加見積額を差し引きまして、それに機会費用でござ

いますけれども、これは私どもの事務室は特許庁の庁舎を無償で借りてございますが、も

しこれが家賃を払わなければならない、家賃に相当するものを払った場合どうなるかとい

うことを仮定計算しまして１億 2900 万円となります。それを加えた総額が 78 億 2900 万

円となりまして、これが平成 25 年度１年間の行政サービスを実施するために要したコス

トとなるということでございます。 

 続きまして損失の処理に関する書類ということで、これも２ページの損益計算書のとこ

ろで御説明いたしましたけれども、25 年度の総損失が 300 万円の損失を計上することにな
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ります。それから、前期繰越欠損金 1,700 万円を加えた 2,000 万円が当期未処理損失とな

ります。この当期未処理損失 2,000 万円は、独立行政法人通則法の 44 条及び独立行政法

人の会計基準第 73 に基づきまして、次期繰越欠損金として整理させていただくことを考

えております。 

 それから、６番目の決算報告書について御説明をさせていただきます。小さくて、ちょ

っと見にくいと思うのですけれども、両手で広げていただければ広がりますので、よろし

くお願いします。これは財務諸表の添付書類でございまして、年度計画に定めた予算額に

対して決算額の状況を記載しているものでございます。 

 まず収入でございますけれども、上段の収入、予算金額の計は 94 億 1200 万円となって

おりますが、決算金額の計は研修受講料収入の減少により 94 億 800 万円となり、400 万円

の減額となっております。下段の支出の決算金額の計は 84 億 2800 万円で、右下の差額と

して記載されている９億 8500 万円は執行残高となっております。この執行残高について

は、これまでも執行残高はございますけれども、それをすべて合わせたものから基本的に、

先ほど理事長の挨拶でも触れさせていただきましたが、26 年度にインターネットを通じた

新たな産業財産情報の提供サービスを切れ目なく実施するための経費として 21 億 6700 万

円を充てて使用することを考えております。それで、昨年も質問が出ましたけれども、予

定はありますかという質問に対して、これを予定していたものですから、それを使います

ということで回答しております。 

 それから、予算の執行割合ですけれども、昨年が 89.0％だったのですが、ことしの執行

割合は 89.5％と、若干、0.5ポイントですが増加しております。 

 また、９億 8000 万円余りの執行残高の主な原因は何かと申しますと、次のページに簡

単に記載しておりますけれども、差額の内訳ということでまとめたものがございます。競

争入札効果及び出願件数の変動等で２億 6000 万円、計画変更等による節減に努めたもの、

ＩＮＰＩＴも努めておりますので、それが４億 1000 万円、それから確定減、委託費等の

確定、それらの減、それから人件費、水道費等といったものを合わせると２億 8000 万円

となり、合わせますと約９億 8000 万円ということでございます。基本的に９億 8000 万円、

執行残が残りましたけれども、25 年度に予定されていた業務については、基本的に、すべ

て遅滞なく行ったということをつけ加えさせていただきます。 

 簡単ではございますが、財務諸表関係の説明とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 
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○分科会長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、財務諸表に関する情報・研修館監事の意見について御紹介いただきたいと

思います。原田監事、よろしくお願いいたします。 

○原田監事 

 財務の監査結果についてですが、最初に資料１－３、財務監査結果の報告について説明

を申し上げ、次に資料１－１、財務諸表の 27 ページにある監事の意見書を述べさせてい

ただきます。 

 それでは、まずお手元の資料１－３をごらんください。財務監査においては、予算すな

わち収支計画と資金計画及び財務諸表、決算報告書並びに資金の運用状況について監査を

実施しました。監査結果としましては、特に問題点として指摘した事項はありませんでし

た。なお、監査の過程において担当者と協議・検討すべき事項については、その都度、意

見交換を実施しております。以上に基づいた監事の監査結果を述べさせていただきます。 

 それでは、資料１－１、財務諸表の 27ページをごらんください。 

 

監事の意見書 

 私ども監事は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の平成 25 事業年度（平成 25

年４月１日から平成 26 年３月 31 日までの）財務諸表及び決算報告書について監査を

行いました。独立行政法人通則法第 38 条第２項の規定による監事の意見は、次のと

おりです。 

 上記の財務諸表及び決算報告書は妥当なものと認めます。 

平成 26年５月 27日 

独立行政法人工業所有権情報・研修館 

監事  田中昌利 

監事  原田忠昭 

 以上です。 

○分科会長 

 ありがとうございました。平成 25 年度においては、当期純損失として 300 万円の計上

となっておりますが、これは、独法の会計基準にのっとって適切に会計処理を行った結果

であり、法人の業務運営に問題があるものではないという御説明があったと理解していた
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だいたかと思います。 

 その点も含めまして、財務諸表の御説明に関しまして、御意見、御質問等がございまし

たらお願い申し上げます。 

 それでは、特に質問がないということだったのですけれども、先ほど運営費交付金債務

が 10 億円ほど積み上がっているということでございましたが、その点についてもこれか

ら活用の予定があると伺っておりますので、ぜひ有効に活用していただきたいと思います。 

 それでは、平成 25 年度財務諸表の承認の決をとりたいと思います。情報・研修館の平

成 25年度財務諸表について、御承認いただけますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○分科会長 

 ありがとうございました。ただいまの議決により、当分科会は平成 25 年度財務諸表を

承認いたしました。 

 

２．平成 24年度業務実績報告及び業務実績評価について（審議） 

 

○分科会長 

 続きまして、次の議題「平成 25 年度業務実績報告及び業務実績評価」に移らせていた

だきます。 

 本日御審議いただきます平成 25 年度業務実績評価は、７月 25 日に開催予定の経済産業

省独立行政法人評価委員会に報告し、評価委員会の審議を経て決定されることになってお

ります。 

 審議に入る前に、平成 25 年度評価に当たっての留意事項等について、事務局から簡単

に説明していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局 

 それでは事務局より、平成 25 年度評価に当たっての留意事項について御説明させてい

ただきます。資料は、タブレットの資料 11になります。 

 独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点ということで、平成 21 年に政策評価・

独立行政法人評価委員会で作成されたペーパーとなります。 

 基本的な視点としましては、第１のところに書いてあります、評価において共通に求め

られる基本的な視点ということで３つほど掲げさせていただいております。１つ目は、業
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務に係る政策目的を踏まえて、その業績を評価していること、２つ目としましては、評価

に際しては、常に、効率性、生産性等の向上による業績の増進、業務の対象となる国民に

対するサービスの質の向上を志向していること、３つ目としまして、法人の業務の内容、

業績の分析とそれに基づく評価、課題と展望を国民にわかりやすく説明することによって、

法人業務に対する国民の理解を深めることを志向していること。以上の３つの視点につい

て、政独委は、常に問題意識を持ちながら、各府省の評価委員会の評価結果の適正性が確

保されているかについて評価を行うこととなっております。 

 その際に、各法人に共通する個別的な視点ということで、第２のところに各法人に共通

する個別的な視点が挙げられております。 

 ２ページになりますけれども、１つ目が、政府の方針において法人が当該年度に取り組

むこととされている事項、政独委が主務大臣に通知した勧告の方向性のうち、当該年度に

おいて取り組むこととされている事項、こういったものや指摘した事項についての評価が

適切に行われているかどうかという点を見ることになります。 

 それから２つ目、財務状況についてですが、この財務状況以降につきましては、ＩＮＰ

ＩＴに関係のあるところだけ御説明させていただきたいと思います。 

 財務状況、（３）の運営費交付金債務のところです。当該年度に交付された運営費交付

金の当該年度における未執行率が高い場合において、未執行となっている理由を明らかに

されているかどうか、それから、運営費交付金債務と業務運営との関係について分析を行

った上で、実績評価が適切に行われているかという観点。 

 ４ページ目にまいりまして４．の人件費管理のところ、（１）給与水準、こういったと

ころにつきまして厳格なチェックが行われているかどうか。 

 それから５ページ目、契約関係、（１）の契約に係る規程類、体制、随意契約見直しの

計画、そのほか、６の内部統制に係る取り組みについての評価。 

 それから、最後のページになりますけれども、９．業務改善のための役職員のイニシア

ティブについての評価、こういった業務改善のための具体的なイニシアティブを把握・分

析して評価しているかどうか、各独法においては、これに基づいて評価していくこととな

っております。 

 資料 12 をごらんください。独立行政法人評価分科会における平成 26 年度の取り組みに

ついてということで、基本的には、先ほどの参考資料１の視点で見ることになりますけれ

ども、26 年度の取り組みについて、通則法の改正がございました関係で平成 27 年４月か
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ら新たな独立行政法人がスタートします。26 年度におきましては、新制度への円滑に移行

するための準備期間ということになっております。平成 26 年度におきましては、これま

で以上に効率的な運営に努める必要があることから、以下のとおり取り組むものとすると

いうことで、評価の取り組みについて、２ページになりますが記載がございます。 

 新制度下における年度評価は主務大臣の責任において実施することとなり、政独委は二

次評価は行わない。したがいまして、平成 26 年度に政独委が行うものが実質最後となり

ます。平成 26 年度におきましては、本ペーパーにございますように、取り組みの内容と

しまして、年度評価の視点として５つほど挙げられております。１つ目が、業務等への取

り組み状況と実績、中期目標等に照らした業務等の達成状況や進捗状況、過去の指摘につ

いて明らかにした上で評価を行っているかどうか、電子化等による業務の効率化とか、過

去の指摘を踏まえた内部統制の充実・強化、それから、保有資産の保有の妥当性について、

指摘等を踏まえた評価を行っているかどうかという視点で見ていただくことになります。 

 資料 13 をごらんください。経済産業省所管独立行政法人の業務実績評価の基本方針と

いうことで、各事業年度に係る事業の実績に関する評価における基本的な考え方とか評価

方法が定められております。 

 ２ページ目の中ほどに、各項目の評価は、次の５段階評価を行うこととするということ

で、評価に当たっては、標準的に達成された場合をＢとすることを基本として評価を行う

ことになっております。四角い枠の中に、質・量の両面において中期計画を超えた極めて

すぐれたパフォーマンスを実現した場合にはＡＡという評価、さらに、質・量のどちらか

一方において中期計画を超えてすぐれたパフォーマンスを実現した場合はＡ評価というこ

とになっております。 

 この基本方針に基づいてＩＮＰＩＴの実績の評価基準も定めております。これにつきま

しては、資料 14 になります。資料 14 の２ページ目になりますが、先ほどの方針と同様に

３．のところ、総合評価の基準及び方法ということで、年度評価を行うに当たっては、次

の５段階の評定を行うとともに、その評定に至った背景や理由について明示するというこ

とで５段階評価の観点が示されております。総合評定は、各評価項目に別紙記載のウエイ

トを配分し、各評価項目の評定から算定することになっております。総合評定を決定する

に当たって、評定の点数及びその評定に至った背景や理由についても明示する。特に、総

合評定が「Ｂ」以外となった場合には、原因となった各評価項目の評定に係る説明を中心

に総合評定の理由を示すとともに、改善すべき方向性も示すということになっております。 
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 先ほど申し上げましたウエイト配分につきましては、一番最後のページになります。そ

ちらのほうに評価ウエイトが記載されております。工業所有権情報の提供ということで

30％のウエイト、知的財産情報の高度活用による権利化の推進ということで 17％、知的財

産関連人材の育成ということで 23％、業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に

関する事項ということで、それぞれ 15％ずつのウエイトとなっております。 

 以上となります。 

○分科会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、情報・研修館より平成 25 年度の業務実績について御説明をお願いいたしま

す。 

○ＩＮＰＩＴ 

 これから、平成 25 年度の業務実績について説明をしたいと思います。資料は、タブレ

ットでは資料４に入っておりますけれども、実は、私がいただいている時間は 20 分です

が、ページで言うと 25 ページということで、非常に駆け足の御説明になります。タブレ

ットですと、一覧で全部が見えないものですから、委員の皆様方におかれましては紙をお

配りしておりますので、紙をごらんいただきながら説明をさせていただきたいと思います。 

 まず第１ページでございますが、これはＩＰＤＬの関係でございます。ＩＰＤＬにつき

ましては、中ほど、事業実績にございますように、目標といたしましては、8,000 万回の

検索を達成するということが目標となっているわけでございますが、25 年度につきまして

は、２行目にございますように、１億回を超える検索回数を達成したということでござい

ます。実は、この資料の一番最後に当館のホームページのアクセス件数が出ておりますが、

こちらは 90 万件でございまして、やや恥ずかしいお話ではございますが、当館のホーム

ページの 100 倍以上のアクセスが、このＩＰＤＬには寄せられているということでござい

まして、文字どおり、我が館にとりましては看板事業ということになります。 

 そのような非常にユーザニーズの高い事業でございますので、当然、重点取り組みの

（２）にございますように、制度改正等に応じたシステム改造も絶えず行っておりますし、

あるいは（３）にございますように、ロボットアクセスにより利便性が低下することのな

いよう、そういったものを制御するなど、ユーザの利便性向上にも常に意を用いていると

ころでございます。 

 特に特筆すべき事項といたしましては、最後の特筆すべき事項のところにございますよ
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うに、増大する中国語文献に対する対応に意を用いているところでございます。特許庁の

資料によりますと、1996 年におきましては、特許文献のうち、日本語文献が 65％、中韓

文献が９％であったわけでございますが、2011 年におきましては、暫定値ではございます

が、中韓文献で 53％、日本語文献では 20％ということでございます。中韓文献と申しま

しても、８～９割は中国語文献ということでございますので、いかに中国語文献の果たす

役割が高まっているかということは御理解いただけると思いますが、これに応じまして、

このＩＰＤＬにおきましても、中国特許和文抄録の蓄積データの拡充、英文抄録も同時に

表示する、あるいは日本の分類でありますＦＩを表示するというようなユーザの利便性の

向上を図っておりまして、図表３にございますように、中国語文献に対するアクセス件数

が非常に伸びているという状況にございます。 

 ２ページにまいります。こちらは情報の蓄積の方でございますが、知財の世界で国際競

争を勝ち抜いていくためには、昔から言われておりますように、「敵を知り己を知れば百

戦危うからず」ということで、まず外国の情報をきちんとお伝えするということが重要に

なるわけでございます。その関係で２にございますように、米国公開特許明細書その他欧

州公開特許明細書等の欧米和抄と呼ばれているものを着実に作成をいたしております。 

 また、先ほど申しましたように、（２）にございますように、中国の実用につきまして

は機械翻訳によりまして、（２）の②にございますように、中国公開特許につきましては

人手翻訳による和文抄録を作成いたしております。具体的なボリュームのイメージにつき

ましては右側の図表を見ていただければ、35 万件、19 万件という数が挙げられておりま

す。 

 また、先ほど「己を知れば」と申し上げましたが、特許の世界におきましては、むしろ

己を海外に知らしめる必要がございます。したがって、この分野につきましては、３の

（１）の①にございますように、我が国で発行された公開特許公報につきまして、逆に英

文の抄録を作成しまして、他国の工業所有権庁に送っているということでございます。こ

れは、こういったものをつくらないと、日本語の文献でありますと、なかなか外国の特許

庁で審査をしていただけないということになりますので、こういった面については、きち

んと英文抄録を作成して外国に送っているということでございます。 

 これらの事業を行っているわけですが、当然のことながら、件数を迅速に処理するだけ

ではなくて、内容的にも質の高いものにしていく必要があるということで、翻訳につきま

しては、右側の図表３にございますように、翻訳品質の評価調査を行っておりまして、こ
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の結果につきましては、３の（２）にございますように、各事業所へフィードバックを行

うということによりまして、質の確保にも努めているところでございます。 

 ３ページにまいります。先ほど、我が国の特許の情報につきまして海外に発信をしてい

く必要があるということを申し上げましたが、この３ページにつきましては、特許の文献

のみならず、特許庁の審査結果あるいは出願書類経過情報を機械翻訳によって英訳をいた

しまして各国の工業所有権庁に送るということで、我が国の出願人が他国における権利を

迅速に取得するためのお手伝いをさせていただいているというものでございます。このＡ

ＩＰＮのシステムにつきまして、着実に実施をしているということでございます。 

 ４ページにまいります。４ページは、中央資料館としての確実な情報提供ということで

ございまして、古くはパリ条約に基づく中央資料館として公報について閲覧に供する、一

般公衆に閲覧に供するというのが、いわば私どもの原点でございます。現在では、紙公報

ではなくて電子媒体による公報が中心になっておりますので、２．にございますように、

高度な検索が可能な閲覧用機器、あるいは（２）にございますように、分類検索に習熟し

た検索指導員による検索指導などを行うことによって、電子媒体を用いた閲覧のみならず、

検索について利用者の利便性の向上を図っているということでございます。また（３）に

ございますように、保管規程に基づきまして、外国の紙公報のうち、特に保管が必要でな

いものにつきましては廃棄をするなど業務の効率化を図っているところでございます。 

 ５ページにまいります。こちらは審査に要する資料の収集・整備でございます。審査に

用いる資料につきましては各種雑誌、技術文献、あるいは意匠審査の場合ですと各種カタ

ログ、これらが公知資料となって、それらと同じようなものについては登録をしないとい

う審査を行うわけでございますが、こういった膨大な資料を整備する必要がございます。

この点につきましては特許庁と十分相談をした上で、非常に手間がかかる作業ではありま

すが、漏れのないように、かつ図表１にございますように、経済性も追求するという形で

適切な資料整備に努めているところでございます。また２．にございますように、こうし

て集められた技術文献や公知資料の一部につきましては、一般の方々への閲覧サービスと

いうのも私どもで整備をさせていただいているところでございます。 

 ６ページにまいります。こちらは相談関係の業務になります。私どもによって対応して

おります相談につきましては、中期目標・計画の要点の１．にございますように、窓口、

電話相談、あるいは電子メールでの相談というものがあるわけでございますが、実は、こ

れ以外に非常に大きな役割を果たしているのが３．にございますように「産業財産権相談
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サイト」、いわゆる「よくある質問と回答」、ＦＡＱと呼ばれているものでございまして、

こういったものを整備することによって、より多くの方に、より正確な情報を、より迅速

にお伝えするという役割を果たしております。図表１を見ていただくとわかりますように、

窓口・電話・メールにつきましては、若干減少傾向にあるわけでございますが、これを補

って余りあるだけの相談に対しまして、このサイトのアクセスという形でユーザのニーズ

におこたえをしているということでございます。 

 ただ、そうは申しましても、やはりＦＡＱによる回答というものは、やや深みに欠ける

と申しますか、かゆいところに手が届かないというところもございますので、内容の充実

には努めておりますが、引き続き、窓口での相談対応の充実を図っているところでござい

ます。事業実績の２の顧客満足度の反映状況のところに少し実例を挙げさせていただいて

おりますが、アンケート結果によりますと、専門的で高度な質問に的確に答えてもらう相

談員にしてほしいという御要望をいただきましたので、内部で相談をいたしまして、それ

ぞれの質問内容に精通した相談員が対応し、その対応状況を相談員全員に周知するという

ような体制もとらせていただいたところでございます。 

 今後の課題にありますように、今後は産業財産権に加え、著作権や営業秘密などといっ

たものにつきましても相談の幅を広げていくことを予定いたしておりますので、研修等の

充実に努めてまいりたいと考えております。 

 ７ページ、この相談の続きでございますが、当然のことながら、私どもの相談以外にも

日本全国各地にいろいろな相談窓口があるわけでございますので、ユーザの立場からしま

すと、自分の抱いている質問について最も適切に答えてもらえるところにアクセスできる

ようになることが望ましいわけでございまして、そうした観点から、私どもでは各種相談

窓口との連携を強めております。 

 一例を挙げますと、事業実績１の具体例にございます知財総合支援窓口、これは全国各

県に１つ相談窓口が置かれているわけでございますが、こことの連携を進めるということ

で、各県の相談窓口は非常に多種多様な相談が寄せられるわけでございまして、その中で

も、特に私どもとして手続関係が非常に強いわけでございますので、商標分類の検索など

専門的なものにつきましては、そういったところから私どものところに回していただくと

いうことにしておりますし、あるいは逆に、地方在住者の方で、かつ対面相談が適切な場

合につきましては、私どもの方から地方の相談窓口を紹介させていただくということで、

昨年度の実績で申しますと 2,132 件、各県の知財総合支援窓口のほうに御紹介をさせてい
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ただいたということでございます。こういった形で各機関の連携を強化していくというこ

とでございます。 

 ８ページにまいります。電子出願ソフトの整備・管理でございます。右側のオンライン

率というところを見ていただくとわかりますように、商標は８割程度ではございますが、

その他のものにつきましては９割以上オンライン出願という手段をとって出願がされてい

るということでございます。ペーパーレスを始めたときは、ユーザの手元にある電子情報

を紙にすることなく、そのまま活用させていただくということで、当初はフロッピーがか

なりあるのではないかと想定していたわけですが、当初の予定を上回る勢いでオンライン

出願が進んでいるということでございます。それで、この電子出願ソフトにつきましては、

こういったオンライン手続の、いわば命綱でございまして、この内容が適切でなければオ

ンライン手続が適切に行えないという非常に重要な役割を果たしているかと思います。 

 そういったこともありまして、事業実績の２にございますように、いろいろな制度改正

に伴いまして、それに必要なソフト改造は行ってきております。また２の（５）にござい

ますように、Windows XP がサポートを終了するということになりますと、Windows 8.1 へ

の迅速な対応を図るなど周辺環境の変化にも迅速に対応して、こうしたオンライン出願が

適切に行えるように意を用いているということでございます。今後は、この電子出願ソフ

トの機能拡充が予定されております。ＰＣＴ関係で英語による出願、あるいは料金の国庫

納付、こういったことについても適切に対応していきたいと考えております。 

 ９ページにまいります。公報システムでございます。御承知のとおり、知的財産制度は

公開の代償としての権利化、独占権の付与ということが基本的な枠組みになっております

ので、そういった意味で、この公報の発行というのは非常に重要な役割を果たしているわ

けでございますが、こういったシステムの整備につきましても私どもの方で対応させてい

ただいております。したがいまして、事業実績の１にございますように、今後、改正が予

定されております新しいタイプの商標の導入、あるいは付与後レビュー制度、ハーグ協定

ジュネーブアクト加盟に伴います意匠に関する国際出願、こういったものにつきましても

公報の発行が適切に行われるように改造等を進めているところでございます。 

 10 ページにまいります。これは審査・審判に関係する資料等の整備でございます。先ほ

ど、書籍等につきましては御説明申し上げましたが、それ以外にも事業実績の１．にござ

いますようなＤＮＡ配列データ、これはやや特殊な資料になるわけでございますが、こう

いったものについての整備、あるいは２．にございますように、特許文献以外の非特許文
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献、これが案外、図表２に示してございますように、拒絶理由通知の引用とされることも

かなりあるわけでございまして、こういった電子化されていない文献につきまして、出願

人あるいは審査の便宜のため電子化をするという作業も私どものほうでさせていただいて

おります。 

 11ページにまいります。ここからが権利の活用の促進という部分になってまいります。 

 まず、第１番目が知的財産プロデューサー事業でございます。これは、先ほど理事長か

らも御紹介がありましたように、公的な研究資金が導入されている研究開発機関に知的財

産プロデューサーを派遣いたしまして、知的財産戦略の策定等を促すという事業でござい

ます。したがいまして、このプロジェクトにつきましては、いかに生きのよいプロジェク

トを発掘し、それに対して支援をしていくかということがキーポイントになるわけでござ

いまして、そういった意味で、事業実績の２つ目あたりでございますが、他機関との連携

ということで、例えば産総研、あるいは科学技術振興機構、ＮＥＤＯといったような研究

開発資金配分機関、こういったところと十分連携・協議をいたしまして、生きのいいプロ

ジェクトを発掘していくということでございます。 

 一つの実例を挙げさせていただければ、一番下に活動事例というものがございますが、

これはＮＥＤＯと産総研のプロジェクトでございますが、こうした糖鎖機能というものを

使いまして、肝臓の線維化検査用試薬の実用化を実現したというものでございます。肝臓

の線維化というのは、やや難しいのですが、やさしく言うと、慢性肝炎から肝硬変、さら

には肝臓がんというふうに進行していくわけですが、その進行の度合いを血液検査で迅速

に発見していくという制度でございます。もとより、知財についての戦略を立てることが、

直接、研究成果に結びつくわけではございませんが、研究を促進していく触媒としての機

能を果たしているのではないかと考えております。そういった意味で質の高い支援をして

いく必要があるわけでございますが、25 年度につきましては、図表２にありますような支

援スキームを明確化するとともに、（４）にございますように、外部評価委員会を開催い

たしまして、派遣決定あるいは派遣中心の判断基準を明確化する、あるいは中間評価を行

うということで質の高い支援を実現するための取り組みを行ったところでございます。 

 12 ページにまいります。海外知的財産プロデューサーでございます。これは、むしろ

個々の中小企業に対しまして知財戦略の策定支援を行っているということでございます。

図表１に支援企業の分布を示しておりますが、全国各地に派遣をいたしまして知財戦略の

支援を行っております。もとより中小企業にとりましては、知財だけの支援ということで
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は意味がないわけでございまして、経営支援と連携をしながら事業の展開を図っておりま

す。例えば事業実績１の事例３で申し上げれば、経産局が開催しました「海外展開指南

塾」に参加し、ある補助金に採択された会社に対しまして海外ＰＤを派遣いたしまして、

実際に海外、これは東南アジアであったようでございますが、出願する技術と、ノウハウ

として取得する技術を選別させるための具体的な支援等を行ったということでございます。

この結果、この会社は、一部につきましてはＰＣＴ出願で権利化を図り、その上で実際に

東南アジアへ進出を図ったということでございます。こういったような事例をたくさん積

み重ねていったわけでございます。 

 あわせて、そうした一般的な企業に対する支援のみならず、普及・啓発事業として各種

セミナーも行ってきたところでございます。 

 ３．にございますように、非常に事業が拡大していることもございまして、こういった

海外知財プロデューサーを補佐する「海外知的財産アドバイザー」という制度を置きまし

て、さらなる事業の充実を図っているということでございます。 

 13 ページにまいります。こちらは大学知的財産アドバイザーということでございます。

この制度は、複数大学のネットワークをつくることによりまして、大学の知財管理体制を

構築するということでございます。真ん中あたりに図がございますが、ステップ１、ステ

ップ２、ステップ３ということで、最終的には具体的なそういった知財管理体制のもとに

各種連携プロジェクトを創出していくということを行っております。この事業は３年目で

ございますので、ことしは３年目に当たるプロジェクトがかなりありまして、事業実績の

（２）にございますように幾つかの成果が出されております。幾つか御紹介いたしますと、

看護系大学とデザイナーの共同研究による子供向け呼吸訓練装置の設置、２番目、iPad に

つなぐ理科の実験用センサーユニット、これは右側の表でいきますと一番下でございます

が、西日本教員養成大学のネットワーク、教員の方でございますので、こういう iPad を

使った開発というものもされている。その下、注射訓練プレートというものの実用化とい

うことですが、これは上の医療系の大学ネットワークということでございまして、もとも

とスリー・ステップを考えておりますが、スリー・ステップ目についても着実な成果を上

げたということでございます。 

 14 ページにまいります。ここは知的財産活用のための環境整備ということでございます。

１．で開放特許情報データベースというものがございますが、この開放特許の活用という

のは古くて新しい課題でございます。古くは休眠特許というふうに呼ばれていたようです
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が、最近では開放特許ということで、利用されていない特許の活用を図っていくというこ

とが重要な課題となっております。これは非常に難しい問題ではあるのですが、中ほどの

表のところ、開放特許情報ということで、登録件数につきましては、平成 25 年度新規分

は 2,752 件ということで、それほどふえたというわけではないのですが、右側の図表２を

見ていただきますと、データベースの個別ライセンス情報表示件数というのは、25 年度は

1.5 倍にふえているということで、蓄積されたデータはそれほどふえてはいないのですが、

いろいろ普及・啓発を図っていることによりまして利用は進んでいるのかなというふうに

考えております。 

 ２．で国際知的財産活用フォーラム、これは例年１月に実施しているフォーラムでござ

います。字が小さくて恐縮ですが、図表３のところにその概要を示しておりまして、副題

として「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、つくり、機会を活か

す立場で、知的財産の活用戦略を考える」ということでございまして、極めて前向きな姿

勢の副題になっておりますが、これは理事長の御発案でございまして、ここ数年、日本企

業の元気が余りなかったのが、少し上向き基調になったというところを捉えまして、攻め

の姿勢でのフォーラムの設定ということでございます。 

 15 ページにまいります。ここから研修の関係でございます。研修につきましては、当然

のことながら、基礎的な知見を着実に身につけていただくとともに、時代の流れ、時代の

風を感じて内容の充実を図っていく必要があると考えております。そうした観点から、事

業実績、政策課題への対応ということで、１つはグローバル時代に対応する研修の実施と

いうことで英語研修などに力を入れております。右側の図表２を見ていただきますと、Ｔ

ＯＥＩＣのスコアが研修によってどれぐらい伸びたかということをお示ししております。

また具体的には、先ほど申しましたハーグ協定に加盟いたしますと、英文によって拒絶理

由通知を打たなければいけないということになりますので、こういった関係で意匠審査官

に対する英語研修なども行っております。 

 ２番目、審査・審判の品質向上を図る研修の充実ということで、（３）にございます技

術研修ということで最先端の技術に対する研修を行っております。一例を挙げますと、

「３Ｄプリンターの現状と課題」あるいは「ビッグデータ解析技術動向」など、非常に最

先端の技術分野の研修等も行っているところでございます。 

 こういったことも踏まえまして、先ほど理事長からもお話がありましたように、特許庁

の長年の課題でございます審査処理期間のＦＡ11 という目標達成に、多少なりとも貢献が
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できたのではないかと考えております。従来から、審査処理の促進につきましては３つの

柱が言われておりまして、１つは増員も含めた人的基盤の充実、２つ目が先行技術調査の

外注、３番目が機械化・ＩＴ化ということでございますが、そのうちの最初の人的基盤の

充実の中で、個々の審査官の能力を高めていくということにつきましては、私どもとして、

多少なりとも貢献できたのではないかと思っております。ちなみに我が国の審査官につき

ましては、アメリカの２倍以上、ヨーロッパの４倍以上の審査処理件数ということでござ

います。 

 16 ページになります。こちらは、今申し上げた３本柱の２本目でございます先行技術調

査の外注を支えております、実際に外注機関で先行技術調査を行う調査業務実施者に対す

る研修でございます。こちらにつきましても、カリキュラムの改善、あるいは質の向上と

いうことに意を用いまして、特筆すべき事項の（２）にございますように修了率ですね。

これは、最終的に合格された方が 71％ということでございます。この部分は、修了率が高

くなれば高くなるほど、たくさんの有能なサーチャーの方を送り出すことができて、実際

に検索外注の実施が円滑に行われるということでございます。 

 17 ページにまいります。これは、行政機関・民間企業等の人材に対する研修ということ

で、図表４にございますように、審査基準に関する研修、あるいは検索に関する研修とい

うことで、これらを通じまして、民間企業で審査に対する適切な対応あるいは検索が行わ

れることによって審査処理の迅速化にも寄与するのではないかという関係から、こういっ

た研修を行っております。それに加えまして、中小・ベンチャー企業向けの研修も行って

いるところでございます。 

 １ページめくっていただきまして 18 ページでございますが、こういった研修につきま

しては、特筆すべき事項の１にございますように、民間でできることは民間を活用しよう

ということで、民間団体の意向も確認しながら、一部のものについては共催という形で進

めさせていただいておりまして、場合によっては、将来的に民間開催ということも考えて

おります。 

 ２番目といたしまして、これも非常に政府の政策等において重要視されておりますグロ

ーバル知的人材の育成ということを非常に強化することがうたわれておりまして、これに

ついて当館でも何かできないかということで、民間の教育研究機関と連携している、前の

ページの図表３にあるような人材育成推進協議会というものですけれども、その推進協議

会でのセミナーのテーマとして、グローバル知財人材に関連するテーマを実施したところ
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でございます。 

 19 ページになります。これは若い人向けの人材育成でございます。１．の明日の産業人

材育成のための事業というのは、専門高校・高専に対する支援ということでございまして、

例えば実践事例として、右側に「ご当地！絶品うまいもん甲子園で優勝し云々」というと

ころがございますが、県内の伝統野菜を再生させるために農業高校で商品開発を行ったと

いう事例でございます。こういった前向きな取り組みに対しまして、私どもの方で財政面

あるいは技術面での支援をしているということでございます。こういった事業につきまし

ては、おかげさまをもちまして順調に発展をしているところでございまして、平成 26 年

度からは、従来、取り組み期間１年で 50 万円という制度だったわけでございますが、も

う少し長期的に、腰を落ちつけた取り組みも行えるようにということで、最長３年間、最

高 100万円までという制度も新たに導入して、新たな発展を図っております。 

 その下の（２）のパテントコンテスト／デザインパテントコンテストにつきましては、

こういったコンテストを文科省、特許庁、弁理士会と共催で行うことによりまして、こう

いった若い人材の教育に努めているところでございます。具体例として、右側に買い物袋

を腕にかけるための腕バンドがございますが、これは、時々私もやりますけれども、スー

パーなんかでたくさん買い物をし過ぎて買い物袋を提げると腕に跡がつくぐらい痛くなる

のですが、そういったものを少しでも防ごうということでつくられたものでございます。 

 20 ページにまいります。これも理事長のほうから若干御紹介がありました海外の知的財

産人材育成機関との連携・協力ということでございまして、特筆すべき事項のところで、

ＷＩＰＯと協力いたしまして、世界各国の支援機関が集まったシンポジウムを挙げさせて

いただいております。それから２．のところ、これは毎年行っているのですが、日中ある

いは日中韓、日韓で連携を図っております。右側の写真は中国の審査基準室長に該当する

方でございまして、なかなかこういった方がお話をする機会は少ないのですけれども、私

どもの、日中連携セミナーで実現できたということでございます。 

 21 ページ以降、業務運営の関係でございます。業務の合理化につきましては、人材の適

切な配置、外部専門人材の活用ということで、一例を挙げますと、ＳＥを３名採用いたし

まして、具体的なプロジェクトを進行についていろいろなアドバイスをいただくという形

で、私ども、先ほど来申し上げているような幾つかの大きなプロジェクトがございますの

で、こういったものの進行を適切に行っていくということに意を用いております。 

 （２）の民間事業者等の活用につきましては①、先ほど申し上げたのは民間事業者の活
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用で、一部の研修につきましては共催化を図っております。あるいは２番目としまして、

海外知財プロデューサーの事業の発掘と申しますか、支援企業にこういった制度があるよ

ということのお声掛けにつきましては、知財総合窓口ですとか地方の金融機関、地銀さん、

信金さんといったようなところも含めまして連携を図らせていただいて、私どもの支援が

全国各地に及ぶような工夫をしているところでございます。先ほど、冒頭に総務課長から

お話がありましたように、ＩＮＰＩＴと特許庁との間で業務の分担についての話し合いを

しているわけでございますが、大きな方向性としては、点の支援から面の支援へというこ

とで幅広い支援を今後していきたいと考えておりますので、そのためには外部人材の採用

も積極的に進めていきたいと思っております。 

 22 ページでございますが、業務の適正化でございます。一般管理費につきましては、図

表１にありますように、かなり大幅な削減を図っております。契約の適正化につきまして

は、随意契約を確実に減らしているということでございます。給与水準の適正化につきま

しては、図表３にございますように、いわゆるラスパイレス指数につきましては、地域を

勘案したラスパイレス指数は 99 ということでございますので、適正に設定されているこ

とが見てとれます。 

 23 ページでございます。内部統制の充実・強化でございますが、ここは図表１にありま

すように、いろいろな委員会をおきまして適切な業務運営に努めているところでございま

すが、25 年度につきましては、水色のところにございます「情報・課題共有連絡会」とい

うものを開催いたしております。実は、先ほど来御説明しているように、当館には非常に

細かいプロジェクトが多数存在しているものですので、実際に業務を進めていくと、節目、

節目、あるいは問題が起きた場合には理事長のところにお話が行くわけでございますが、

なかなか業務を完全に把握するのは難しいという面もございまして、この中で重要なプロ

ジェクトあるいは新しく立ち上げたプロジェクトを幾つか選定いたしまして、それらにつ

きましては月１回、必ず進捗状況のチェックあるいは今後の課題の共有ということを行い

始めたわけでございます。非常にシンプルといえばシンプルでございますし、最初は、後

ろにおります各部長の間にも警戒感があったということでございますが、そのうち懸案を

解決しまして、あるいはレールに乗ったということになりますと、私ども「卒業」と称し

ておりますが、そこから外れるということになります。そういう意味では励みにもなりま

すし、あるいは有効性を実感していただいたのかもしれませんが、新しい問題が生じたと

きに、これも加えましょうということで、新たなプロジェクトの指定というようなことも
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行っておりまして、想像していた以上に成果を上げていると思っております。 

 24 ページ、財務の関係につきましては、先ほど総務部長から御説明をしましたので省略

をさせていただきます。 

 最後になります。25 ページでございますが、ユーザーフレンドリーの事業展開というこ

とでございます。実は、ここまでのところにもいろいろなアンケート調査結果は載せてあ

るのですが、若干手前味噌な感じがするので、一々御説明はしませんでしたけれども、比

較的良好な結果が出ております。 

 図表１にございますように、私どもの事業につきましては、いろいろな機会をとらえて、

利用者の方あるいは受講者の方の意見を伺いつつ、事業運営をさせていただいているとい

うことを最後に申し上げたいと思います。 

 以上をもちまして、駆け足でございますけれども、御説明を終わらせていただきます。

○分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、田中監事より、監事監査の結果について御紹介をお願いいたします。 

○田中監事  

監事の田中でございます。 

 資料は２－３でございます。１枚紙に概要をまとめさせていただいております。平成 25

年度業務監査結果の御報告ということで説明させていただきます。 

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

修館の平成 25 事業年度における業務に関する監査を、工業所有権情報・研修館監事監査

要綱及び同実施基準にのっとりまして実施してまいりました。 

 主な監査事項は、２－３の下半分に書いております①から③が主なところでございます

が、要するに、業務運営に関する計画の実施状況、関係法令等の実施状況等並びに事務能

率及び経営合理化の状況に関する事項につきまして、担当部署から必要な資料の提示を求

め、それらを検証するという方法を中心に監査を実施いたしてまいりました。 

 監査の結果でございますけれども、平成 25 事業年度における工業所有権情報・研修館

の業務運営及び年度計画の達成状況等につきまして、特に問題点として指摘すべき事項は

ございませんでした。 

 以上、御報告申し上げます。 

○分科会長 
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 ありがとうございました。 

 今回の評価に当たって、委員の皆様から事前に業務実績に関するコメントをいただいて

おります。事務局より簡単に御紹介をいただきたいと思います。 

○事務局 

 それでは、資料２－４に基づいて御説明させていただきます。 

 サービスの質の向上、情報提供のところになりますけれども、事前評価コメントとしま

して４ページ、増大する中国特許について、和文抄録のデータ拡充とか表示機能改善に努

められており、結果としてＩＰＤＬの中国特許・実用新案へのアクセスが急増するなど、

ユーザの知財活動に大きく寄与する情報提供等を行っている点は高く評価できるというコ

メント、それから、次年度の廃止が予定されているＩＰＤＬ事業に関し、前年度に引き続

き必要度の高い機能に絞って効率性重視の改善がなされている点を質的改善として評価し

ます。検索回数は前年度並みであるけれども、中期計画目標に比して大幅に上回るレベル

を維持しており、評価したい、こういうコメントをいただいております。 

 それから、他国の工業所有権庁との工業所有権情報との交換及び情報の活用ということ

で、６ページになりますが、急激に増大する中国の産業財産権に対して精力的に翻訳を行

い、和文抄録の蓄積を行ったとか、中国の知財は、まさに爆発的に急増しており、さらに

中国における知財訴訟も日本の 100 倍に近い数字で、中国における知財リスクは無視でき

ないレベルにあります。その中国の特許に対して中小企業は全く対応できておらず、ＩＮ

ＰＩＴの中国文献の翻訳の積極的な対応は非常に重要な事項であり、その成果は高く評価

できる、こういったコメントもございます。 

 それから、工業所有権関係公報閲覧業務のところになりますけれども、閲覧サービスの

向上ということで 10 ページになります。２つ目の丸のところですが、「高度な検索が可能

な閲覧用機器」の操作方法等の講習会は出願の質的改善を見込め、受講者の満足度の高い

有意義な催しであると認められるが、一方で今後の課題として、その実効性を高めるため

の受講者数の増加を指摘しておきたいという課題の指摘もございます。 

 それから、他機関との連携ということで 15 ページになりますけれども、相談業務にお

ける他機関との連携をスムーズに進めるための意見交換が行われたところは評価できます。

複数機関の連携は難易度が高く、ユーザの不満が見過ごされる余地も大きいため、継続し

て適切な受付や関係機関への紹介がスムーズに実施されるよう注意を払っていただきたい

というコメントもございます。 
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 それから、サービスの質の向上の権利化推進のところになります。21 ページ、人材活用

による研究開発担当の知的財産情報を通じた戦略策定支援ということで、知財プロデュー

サー派遣については、企画段階における知財管理ルールと体制づくりを支援した取り組み

というのは評価します。支援スキーム等を明確化して、支援ノウハウを形式化して、的確

な支援に結びつけようとする活動とか、派遣効果向上のための自己評価など、ＰＤＣＡ活

動は高く評価できるというコメントもございます。 

 一方で、海外知財プロデューサーにつきましては、海外知財プロデューサーによる企業

支援は、前年度を上回る 233 社に及び、ユーザ満足度を含めた実績も上がっていることか

ら、ＩＮＰＩＴの特性を有効活用した成果として評価したいというコメントもございます。 

 それから、サービスの質の向上ということで、人材育成につきましては 32 ページにな

ります。特許庁職員に対する研修ということでコメントが幾つかございます。7,000 人超

の研修受講者がおり、そのほとんどが「有意義」と回答するなど、質・量ともに充実した

活動が行われ、結果的にＦＡ11 が達成されているため、高く評価できるというコメント、

それから、特許庁職員に対する専門研修や語学研修を積極的に行い、また３Ｄプリンター

やビッグデータなど、最新の技術分野に遅滞なく対応した審査官研修の実施など、ＦＡ11

を実現する質的要因として評価できるというコメントもございます。 

 それから、調査業務実施者の育成研修ということで 35 ページになりますけれども、調

査業務実施者の育成研修については、外国特許文献検索に関する科目を新たに追加するな

ど、審査業務の一層の効率化に必要となるカリキュラムの改善が行われており、受講生の

アンケート調査からも、修了率の向上からも研修の質が高まっていることが見てとれる。

調査業務実施者のサーチ能力向上に貢献していると評価できます。それから、研修受講料

収入等、実施コストに不均衡が生じているが、審査迅速化に資することで特許庁が裨益す

ることから妥当な受益者負担として認められるというコメントもございます。 

 それから、業務運営の効率化ということで 48 ページになります。業務の効果的な実施

ということで、情報システム関連を担当する理事のもとで、外部から専門人材を採用・配

置することで業務の確実な実施、リスクへの適切な対応が可能となる体制を整備したこと

は評価できる。民間事業者や関連機関との連携を図ることで当該業務の効率化を図るとと

もに、他機関等との情報提供を進めて潜在的な課題を発掘し、利用者の増加につなげてい

ることも評価したというコメントがございました。 

 それから、最後になりますけれども、内部統制ということで 52 ページになります。「情
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報・課題共有連絡会」が新規に設置された点は、従来から存在した運営会議・定例会議で

は取り上げ切れない重要案件や新規案件に対処する幹部会議としての役割が大きい。それ

から、情報・課題共有連絡会の新設が円滑な業務遂行を実現する上での有効策となるかは

今後の検証が必要であるけれども、近年、不可欠な情報セキュリティ対策の強化策とあわ

せて、必要と思われる取り組みを積極的に採用している点を、理事長・理事を中心とした

内部統制の充実強化を体現する要素として評価します。それから、政府のセキュリティ対

策を踏まえた法人のセキュリティポリシーを策定するとともに、職員に対し周知・運用を

徹底することでセキュリティのリスクに対する対策の強化を行った。今後の日本の特許関

連システムに関しても、実際にサイバー攻撃にさらされる危険性は極めて高い、具体的に

サイバー攻撃に関して注目し注意喚起をした点は質的に高く評価できる。 

 以上のようなコメントがございました。以上でございます。 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 情報・研修館の 25 年度実績評価の審議に入ります前に、業務実績等について、委員の

皆様から御質問がありましたらお願いしたいと思います。 

○委員 

 大変充実した活動をしておられるので、全体としては高く評価できます。一つ質問です

が、説明いただいた資料の 11 ページ、知財プロデューサーですけれども、大変重要な役

割を果たしておられると思いますし、かなり積極的な省庁との連携を図っておられます。  

このなかで、ある意味、ＮＥＤＯやＡＩＳＴはまだコンタクトしやすいでしょうが、Ｊ

ＳＴのほうまで出ていっておられるというのは、なかなか大変だったのではないかなとお

察しをします。 

 一方、ちょっとお伺いしたいのが、20 名の知財プロデューサーの方がおられて、派遣先

がグラフで右側に出ていますけれども、平成 26 年度は大体 40 件という延派遣先数なんで

すね。そうすると、これは１人が年間に２件程度の派遣先に派遣をされて支援活動を行う

という理解でよろしいのでしょうか。 

 というのは、次のページの海外プロデューサーのところですが、こちらは６名を配置さ

れて、これは質的・量的に全然違うのだということだとは理解していますが、６名が年間

233 件ですから、１人当たり 40 件ぐらいを支援しておられる。この比較から、知財プロデ

ューサーの年間２件というのは妥当な水準と捉えておられるのかどうかというところにつ
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いてお伺いしたいと思います。 

○ＩＮＰＩＴ 

 まず御質問の２件でございますが、このグラフを幾つか色分けしてあるように、いろい

ろな段階がございまして、フォローアップの段階とか、あるいは初期段階というレベルが

あって、そういう意味では、おのずと軽重はありますということでございます。 

 それから、基本的には、そのプロジェクトに、いわば常駐していただくということを基

本としておりますが、複数兼務していただくこともないわけではございません。あるいは

逆に、１つのプロジェクトに複数というケースもあると思います。 

 海外プロデューサーのほうは企業を訪問して、１回、２回、３回ぐらい御相談に応じる

ということですので、業務形態は全く違うということでございます。 

 それで、これで十分かということにつきましては、当然、私どもとして常に将来見込み

を立てて、必要な人員が手配されているかどうかということを確認しておりまして、現在

でも増員の予定がございます。そこは、きちんと業務の見込みも踏まえて対応していきた

いと思っております。 

○委員 

 最後に感想ですけれども、知財プロデューサー事業は、農水とか厚労省の関連でも大変

大きな役割があると思います。私としては、そこは大変大きく期待をしたいところでござ

います。 

 以上でございます。 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 ほかに、何か御質問はありますでしょうか。 

○委員 

 これは質問というよりは、意見もしくは希望ですけれども、１点は、やはり一番気にか

かるのはＩＰＤＬへの切りかえなんですね。27 年度は、新しく産業財産権情報提供システ

ムに切りかわるということですが、システムそのものがスムーズに切りかわるのは当然の

こととして、ユーザの使い勝手といいますか、ユーザが使うときに上手に、うまく支障な

く切りかわれるような、例えば事前の研修とか情報提供といったものを十分にやっていた

だきたいということです。 

 それから２番目は、冒頭に三木理事長のほうから、何かテーマを出してほしいというお
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言葉がありましたが、近年課題になっている情報流出ですね。ノウハウとかの流出につい

て、これもこの間の製鉄会社の訴訟等を見ればおわかりになるように、非常に大きい問題

になり得るということと、一方で、我が国では中小企業レベル等においても非常に重要な

技術が生まれるということを考えると、やはりそういった面での相談窓口みたいなものに

ＩＮＰＩＴはふさわしいのではないかと思いますので、そんなことは当然考えておられる

と思うのですけれども、一つのあり得るテーマとして考えていただきたいということです。 

 あとは、これも言わずもがなですけれども、職務発明の規定が近々大きく変わりそうで

すので、その辺についても産業界が戸惑うことのないように、ＩＮＰＩＴならではの知

識・経験を生かして対応していただきたいと思います。 

 以上です。 

○三木理事長 

 営業秘密の件につきましては、現在、特許庁と鋭意検討しておりまして、いずれ何らか

の形で、民間事業者の方々へのサービスを強める形になろうかと思います。 

 それにプラスして、特許法 35 条の件に関しましては、まだ方向性が十分に定まってい

るとは私自身は聞いておりませんので、また、定まり次第、いろいろな形で関係者に対す

る情報――それは、もちろん特許庁の方からメインに行われることだとは思いますが、私

どもも、先ほどありましたように、ＩＰＤＬは非常に多くの検索がございますので、そう

いったところの情報を掲載する等の御協力をさせていただきたいと思っております。 

 ありがとうございました。 

○分科会長 

 ほかには、何かございますか。 

○委員 

 私も内閣幹部の秘密、今の営業秘密タスクフォースの委員会に参加させていただきまし

て、中国における問題点というのは腹を割った話を幹部の中でさせていただきました。そ

の中で、知財を取得するだけの相談ではなくて、多くは秘密管理まで考慮した総合的な相

談が必要な場合ということですね。最近、当社、中小企業の皆さんから出た相談の中で、

いろいろ話を聞くと、特許出願ということだけではなくて、やはり先使用権の証明の部分

であるとか公開技法、そういったもので対処しなければいけないことが確認されておりま

す。その部分ですね。総合的なコンサルができる窓口というところの中小企業が必要にな

ってくるだろうと思っております。 
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 全体的に見て、先ほど室長のほうからお話がありましたように、社会のグローバル化、

知財戦争、中国の暴徒、いろいろなそういった現象の中で、中小企業にとっても当然、必

死に生き残っていかなくてはいけない。言うまでもなく、日本の物づくりの強みというの

は大企業と匠の技術、進む産業と相まったもので、中小企業のコラボレーションが日本の

物づくりを支えるということを考えますと、ＩＮＰＩＴの皆さんがユーザーフレンドリー、

これはいい言葉ですね。使う側の立場に立った活動というのは、やはり、これから我々中

小企業にとっても必要不可欠なものであるという認識を持っていますし、それが大変、日

本のこれからの将来に向かっての重要な視点だと思います。 

 いずれにせよ、対中国を考えた場合、デフレから今の我々の経済状況、さらにそういっ

た技術が輸出したところ、それは人を介したところから知財の戦争になり、今後迎えるで

あろう訴訟の嵐、取ってもしようがないとされる匠の技術持つ中小企業が、逆に中国側か

ら訴訟されると思っていなかったことだけの理由で、という時代を、もうそこまで迎えて

おるということは、やはり認識しなくてはいけないと思います。 

 そういう中で、皆さんの活動というのは、中小企業にとって大変意味のある活動だとい

うことで、改めて感謝を申し上げます。 

○三木理事長 

 今後の応援の言葉だと理解させていただきました。ぜひ、その方向で頑張っていきたい

と思います。ありがとうございました。 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 今、御意見、御質問を承りましたけれども、この後、評価の審議を行いますので、情

報・研修館の皆様におかれましては、一旦退室をお願いいたします。 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 今、御意見、御質問を承りましたけれども、この後、評価の審議を行いますので、情

報・研修館の皆様におかれましては、一旦退室をお願いいたします。 

〔情報・研修館 退室〕 

○分科会長 

 それでは、これから平成 25 年度における業務実績に対する評価を行いますが、特に今

年度のポイントとなる点ですとか、委員の間で評点に開きがある事項、それから、総務省
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の二次評価で議論となりそうな事項を中心に検討していきたいと思います。 

 御議論を踏まえまして、事前にいただいたコメントの修正や追加も行っていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私の議事進行が、非常にうまくいっておりませんで、本来でしたら 30 分ぐらい前にこ

この議論に入らなければいけなかったところでございますけれども、皆様から非常に熱心

で丁寧な御説明をいただきましたので、この時間となってしまっております。したがいま

して、ポイントを絞ってこれから検討させていただければと考えております。 

 それで、皆様のお手元に非公開資料で資料３－１というものがあると思いますけれども、

こちらのほうで各委員の、お名前は伏してありますが、採点結果が出ております。幾つか

のポイントで評価に開きがあるところがございますので、その辺を特に中心的に見ていか

なければと考えております。 

 実績評価の事項としては、大くくりで言いますと、サービスの向上の情報提供、サービ

スの質の向上の権利化推進、それから、同じくサービスの質の向上の人材育成、そして業

務運営の効率化、財務内容の改善、５つの事項に分かれておりますけれども、まず最初に、

情報提供に関して御意見等はございますか。いかがでございましょう。 

 特に、最初の工業所有権情報普及業務の資料３－１の採点集計表を見ておりますけれど

も、上から３段目、他国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というと

ころは委員の間で評価が分かれているところでございますが、この点、いかがでございま

しょうか。 

 これは、もともとは中国文献への対応ということで、中国実用ですとか特許の翻訳、機

械翻訳、人手翻訳などが充実してきたというようなお話がありまして、それで高い点数が

ついているものもありますが、それに対して３点というような評価もあるところですけれ

ども、このあたり、いかがでございましょうか。 

○委員 

 済みません。これは私が３をつけたのですけれども、私は、どちらかというと中国の翻

訳だとか中国文献への対応ということ、その上の①のほうに意味を含めて４をつけまして、

②のところは、余り重きを置かなかったという理由によります。 

○分科会長 

 多分②は、これは事務局にお尋ねしたいのですけれども、中国文献への対応というのは

②もかかわってくるということでよろしゅうございますか。 
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○事務局 

 はい。結構です。 

○分科会長 

 そうすると、ひょっとするとそれも考慮いただいてもいいかもしれないという気がいた

します。 

○委員 

 そうですね。それは、大変重要なポイントですので。 

○分科会長 

 昨年度の非常に重要な実績ということのようですから。 

○委員 

 わかりました。 

○委員 

 これは、私どもはいい点をつけさせていただいたのですが、要は中小企業としての利用

する側から見ますと、相当、優先度をいただいたと思うのです。それに伴って内容等も充

実した内容になっておりますし、スピーディな対応というところに、質的な成果というも

のも評価に値するのではないかと思っております。 

○分科会長 

 そうしましたら、今の点の御意見がございましたが、ほかに情報提供の点でございます

か。３点と４点で差がある項目もございますが、それほど大きな評価に差はないようでご

ざいますが、よろしゅうございますか。 

 それでは、２番目の項目でございますが、サービスの質の向上のうち権利化推進に関す

る部分、これは知財プロデューサーですとか海外知財プロデューサーの話で先ほど出てま

いりました、高田先生からもお話を伺ったところでございます。 

 これは図１を見ますと、これも３点と５点ということで差が出ております。知財プロデ

ューサー制度、海外知財プロデューサー制度に関して、どう実績評価するか、アウトカム

を評価するかということとかかわってくると思うのですが、いかがでございましょうか。

○委員 

 私どもが３だと思います。１と２が３で、知財のほうは、活用のための環境整備という

ところを４にさせていただいたのですけど。 

○分科会長 
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 なるほど。①のほうはいかがでございましょう。 

 多分、海外知財プロデューサー制度というのは、中小企業を非常にターゲットにして頑

張ってこられたということかなと理解しておりますが、まだもう少し……。 

○委員 

 アクセス等の先ほどの説明で、件数の増加なども量的には評価できるのではないかと思

います。 

○分科会長 

 ほかの皆さんはどうでしょうか。 

○委員 

 私は、この項目は５点をつけたのですが、これは取り組みについての質的な評価と、そ

れから 233社という数字を見たうえでの量的評価で５点をつけました。 

○分科会長 

 私も５点をつけたのですけれども、関係機関と連携しながら経営支援と一体化してやっ

ているということで、それは非常に重要なことではないかなと思いまして、質的にも非常

によいアウトカムがあるのではないかという気がしていたところでございます。 

○委員 

 私も４点にしたいと思います。質的な部分というところの評価を見ておりましたので、

量的なところだけ目を向けました。 

○分科会長 

 それでは、ほかは、それほど大きな差はないと思いますけれども、とり立ててほかに何

かコメント等がございましたら。 

○委員 

 済みません。１番目の（１）の一番上の項目ですね。ユーザに対する職員情報の提供普

及、私は、ここは５点つけたのですけれども、これをつけた理由が、１つには検索回数が、

実は前年度並みに伸びているわけではないのですが、事業目標に対しては大きく上回って

いる点を評価したのですけれども、その辺の考え方はどうなのかなということを伺いたい

と思います。 

 これが、それほどでもないということになれば４点にしたいと思いますけれども、いか

がなものでしょうか。 

○分科会長 
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 前年度の検索実績は……。 

○委員 

 １億ですね。前年も、やはり１億ちょっと超えていて、今年度も１億ちょっとぐらいで

す。 

○分科会長 

 そうですね。それで、目標が 8,000でしたね。 

 この辺をどう考えるか……。 

○委員 

 難しいところなんですね。前年度並をよしとするかどうか。基本に対して上回っている

からいいのか。 

○分科会長 

 そうなんですね。 

○委員 

 ただ、こういうものはどこかで飽和してしまうわけですね、言ってしまえば。そうする

と、一生懸命頑張っているのに飽和しているので評価しないというのは、ちょっと気の毒

かなという気がしないでもないので、そういう感じではないかなと思いますけど。 

 でも、１点差ですから、許容範囲かなとは思います。 

○分科会長 

 そうですね。前年度実績を基準に見るか、目標値を基準に考えるかで変わってくるとい

うことだと思いますが、１点ぐらいの差があってもいいのかなという気もいたします。 

 それから、次の項目でサービスの質の向上の最後でございますが、人材育成はいかがで

ございましょうか。これは、それほど大きな差のある項目はなかったようですけれども、

何か、コメント、御意見等があればいただきたいと思います。 

 おおむね良好な評価ということでございますが、よろしゅうございますか。ＦＡ11 の達

成に、直接、間接含めて寄与しているということで評価されているということだと思いま

すけれども、これはよろしゅうございますか。何かありましたら。 

○委員 

 特にないです。 

○分科会長 

 ただ、総務省では昨年度の二次評価の際の重点事項として人材育成業務が挙げられてい
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るようでございまして、昨年の二次評価では、成果・効果の明確化ですとか、受益者負担

の妥当性といった観点で評価が挙げられているようでございます。何か分科会のほうとし

て、今年度、積極的にコメントをしていく必要があるのであればいただきたいのですが、

よろしゅうございますか。 

 受益者負担の点については、ＦＡ11 の達成に寄与していると考えてよいのではないかと

いうお話がございましたけれども、よろしゅうございますか。 

 それでは、あとはそれほど大きな差はございませんが、業務運営の効率化、（４）のと

ころでございます。これも着実にやっていただいているということと、それから、昨年度

の二次評価においてはリスクの把握及び対応が評価の観点となっておりますけれども、先

ほど御紹介がございましたように、情報・課題連絡会というものが新たに設置されて、内

部統制の強化が図られているというお話でございましたし、契約関係についても随契が減

少しており、契約の適正化が図られているということでございます。給与水準についても、

きちんと業務の効率化が図られていると評価できる部分もございます。こうした点のほか

に何か注記すべき点、あるいはコメントをいただけるような点がございましたらお願いし

ます。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは最後、財務内容の改善でございますが、こちらは皆さん、御関係のところでご

ざいまして、いかがでございましょうか、何かございましたら。 

 交付金債務につきましては、先ほど御紹介がありましたように、有効活用が計画されて

いるということでございました。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、資料３－２の採点表の修正がございましたらお願いいたします。修正が終わ

りましたら事務局に提出をお願いいたします。私は、特に修正はございません。 

 それでは、事務局のほうで、至急ペーパーを用意していただくことになりますので、適

宜休憩をおとりください。すぐにやっていただけると思いますので、よろしくお願いいた

します。 

〔暫時休憩〕 

○分科会長 

 それでは、大急ぎで資料を修正していただきました。集計結果につきまして、事務局か

ら報告をお願いいたします。 
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○事務局 

 それでは、採点表のほうですが、まずは工業所有権普及業務の②のところになります。

Ａ委員のところの３点が４点に変わっております。 

 それからもう１点、サービスの質の向上の権利化推進ということで、①の研究開発機関

等の知的財産情報を通じた戦略策定支援ということで、Ｂ委員の３点が４点に変わってお

ります。 

 以上、２カ所の修正ということになっております。全体的に総合評価は変わっておりま

せん。以上でございます。 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、総合評価を決定したいと思いますが、修正結果によりますと「Ａ」というこ

とになっております。この集計結果どおりの評価でいかがでございましょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○分科会長 

 ありがとうございました。当分科会の情報・研修館平成 25 年度業務実績の総合評価は

「Ａ」と決定いたします。 

 なお、評価委員会への報告は資料２－４の、いわゆる「評価シート」を用いて行います

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

に提出することとしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、分科会としての評価が決定しましたので、情報・研修館の方々に入室いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〔情報・研修館入室〕 

○分科会長 

 それでは、情報・研修館の皆様に御入室いただきましたので、先ほど決定しました評価

結果について御報告申し上げます。 

 項目別に申しますと、サービスの質の向上のうち、情報提供について「Ａ」、権利化推

進について「Ａ」、人材育成について同じく「Ａ」、業務運営の効率化に関しては「Ｂ」、

財務内容の改善に関しては「Ｂ」ということでございまして、総合評価の結果は「Ａ」と

なりました。 

 評価の背景でございますが、総合的に見ますと、まずは急増する中国特許の和文抄録の
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充実や近年さま変わりする中小企業の海外展開の知財面での支援、複雑化・大型化する国

のプロジェクトの効果的な実施のための知財戦略策定の支援など、現在の知財を取り巻く

大きな環境変化を捉えて、適切に対応されているという点が高く評価できると考えたもの

でございます。 

 また、人材育成に関しては、特許庁職員に対するタイムリーな研修内容の設定やサーチ

ャー研修の充実、審査基準に関する民間人材向けの研修等、これらの活動や実績は、いず

れも特許庁の政策目標であるＦＡ11 の実現に寄与するものでありまして、ＩＮＰＩＴなら

ではのリソースを生かした取り組みとして評価できるというふうに考えて、このような総

合評価になった次第でございます。 

 以上が、私どもの評価結果でございますので、御報告申し上げます。 

 三木理事長のほうから御挨拶を賜れればと思います。よろしくお願いいたします。 

○三木理事長 ただいま評価の結果をお聞きいたしました。どうもありがとうございます。 

 それと、先ほど御意見、御要望をいろいろ賜ったことにつきましても、厚く御礼申し上

げます。私どもも今から、もっと将来を見据えて、的確にユーザの方々のためのお仕事を

したいと思っておりますので、引き続き、よろしくお願いいたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

○分科会長 

 ありがとうございました。 

 既に時間が超過してしまいました。本日は、このあたりで終了したいと思います。 

閉 会 挨 拶 

○分科会長 

 最後に、総務課長から御挨拶をいただきたいと思います。 

○堂ノ上総務課長 

 本日、25 年度の業績評価につきまして、御多用の中御出席をいただいた上、活発に御審

議、貴重な御意見を賜りましたこと、心から御礼を申し上げます。 

 分科会長の御説明にもございましたように、本日御審議いただきました評価結果につき

ましては、経済産業省独立行政法人評価委員会におきまして最終的に決定されるというこ

とになります。委員の皆様には、改めて事務局から御連絡を申し上げますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

 重ねて、本日の御審議、大変ありがとうございました。 
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○分科会長 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、経済産業省独立行政法人評価委員会第 29 回工業所有権情報・研修

館分科会を閉会させていただきます。 

 本日は、活発な御議論をいただき、どうもありがとうございました。 

閉      会 
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