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場所：経済産業省本館１７階 第６共用会議室 
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○前田課長  本日は、お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 それでは、ただいまより第23回の経済産業省政策評価懇談会を開催させていただきます。 

 本日の議論に関しまして、資料及び議事録については公開をするという前提でお願いを

したいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それから、早速ではございますが、議事に入りたいと思います。 

 まず、今日は３つございますけれども、１つ目は、「平成27年度に特許庁が達成すべき

目標（案）について」、知的財産政策室長の木尾よりまず御説明をさせていただきたいと

思います。資料の２から資料の７までが対象となります。それでは、木尾室長、お願いし

ます。 

○説明者（木尾室長）  よろしくお願いします。知的財産政策室長の木尾でございます。 

 では、早速ですが、資料を御説明させていただきます。まず資料の中ほどにございます

資料の６をごらんいただきたいと思います。まず、この話は何なのかということでござい

ますが、毎年度やっている話ではありますけれども、資料６には中央省庁等改革基本法を

抜粋してございます。特許庁は、実は中央省庁等改革基本法において、いわゆる実施庁と

いう形で位置づけられてございます。要は毎年度、経済産業大臣が政策の実施目標を設定

し、その上で実施庁が、特許庁が自立的、効率的に業務を行う。目標達成する。その上で、

目標達成できたかどうかについて評価を行うというような仕組みになってございます。そ

れに基づいて毎年度目標設定をやってございまして、本日御審議いただきたいのは27年度

の目標について、妥当性について御審議を頂きたいということでございます。 

 戻りまして資料の２及び資料の３で御説明させていただきます。この実施庁目標につき

ましては、産業界から一番関心があるであろう、特に審査、特許、実用新案、意匠、商標、

審判、多々いろいろございますけれども、審査期間について伝統的には目標設定をし、そ

れを達成しているかどうかということをチェックしていただいたという歴史がございます。

その上で、昨年度、26年度の目標設定から、審査の質についても産業界の関心は高いでし

ょうという問題意識を受けまして、審査の質について目標設定をし、本年度につきまして

は特許、実用新案、意匠、商標、審判について、引き続き審査期間及び審査の質、関連し

て事務処理みたいなところについても若干目標設定をさせていただいてございますけれど

も、それに加えて、３ページ目にあります６．「中小企業支援等」ということを追加させ

ていただいてございます。こちらについては、審査、審判は引き続き中心になろうという

問題意識は持ってございますけれども、一方で、この中小企業のイノベーションが大事で
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すねという成長戦略等々の流れの中で申し上げると、中小企業等の発明について、オープ

ン・クローズ戦略等と言われてございますけれども、それを保護するんですか、あるいは

それを利用する、事業化する、あるいは標準化すると。いろんなやり方があるわけでござ

いますけれども、それを全国の中小企業相談に特許庁は対応しているわけでございますけ

れども、特許庁だけではなくて関係機関ともうまく連携しつつ、つなぎをしつつ、発明の

保護、利用の促進について広く支援をしていくというところが産業界の方々のニーズとし

て広くあるかなということを思ってございまして、今年はこれを新たに設定したいという

ことを思ってございます。 

 関連して、「海外情報の収集・提供」というところも、特に新興国等々で、中国である

とか、韓国であるとか、最近であればインドであるとか、新興国を含めた海外情報、海外

の知財政策の動向というものが中小企業を含めた日本企業の知財戦略にとっても重要なフ

ァクターになるだろうということを考えてございまして、その意味で海外情報の収集・提

供についても広く収集をして、その結果を民間に積極的に提供するということを新たな目

標として加えたく思っております。以上、ご説明した２項目を、６．の①、②として追加

したいということを思ってございます。 

 その上で、１．から５．までの審査期間及び審査の質のところについては、特許庁から

若干の補足説明をさせていただきたいと思っております。 

○説明者（猪俣補佐）  それでは、資料７、パワーポイントの「平成27年度特許庁実施

庁目標参考資料」というのをごらんいただければと思います。 

 昨年度も御説明はあったかと思いますが、まず「産業財産権とは」ということで、１ペ

ージ目をおめくりいただいて、特許権、年間出願件数約33万件です。実用新案権のほうは

年間約 8,000件、意匠は年間出願件数約３万件、商標は約12万件というような状況になっ

ております。 

 次、おめくりいただきまして、２ページ目でございますが、簡単な出願の流れを申し上

げます。特許については、出願があった後に審査請求を受けてから審査をすることになっ

ております。これが出願の約７割ということで、20数万件がこちらのほうの審査の対象に

なっております。それが先行技術調査を受けて、審査を実際に行い、審査が拒絶されたも

のについては、場合によっては審判のほうに 2.6万件ほど行って、知財高裁、最高裁に行

くというような流れになっています。実際に登録されるのは、審査請求されたものの約７

割ということで、登録についても、それは無効ではないかということは関係者から訴えら
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れる可能性がありますが、それについても、そういう求めがあった場合には審判を行い、

更には知財高裁、最高裁に行くという流れでございます。 

 おめくりいただきまして、３スライド目でございますけれども、先ほど木尾室長からも

ございましたとおり、まず我々の目標としては、数値目標として一次審査通知までの期間、

これは昨年度と同じですけれども、平均11か月を切るという目標。他方で権利化までの期

間、こちらのほうは我々の日本再興戦略のほうでも言われています。権利化期間を短くす

るということで、平均14か月以内ということを目標に掲げておりますので、こちらのほう

をもうちょっと短くして、平均16か月を切るという目標を掲げております。 

 ４スライド目でございますけれども、簡単に現在の特許庁の状況でございますが、日本

は、まず審査官の占める数が1,702名ほど全体でいるという状況でございます。他方で、

アメリカ、中国については審査官をたくさん増やしているような状況ですけれども、我々

としても増やしたいのですが、定員上の制約等からなかなか難しい状況でございますが、

我々としては先行技術調査などの外注化などを行って、審査を効率的に行っていると。 

 右のほうをごらんいただければと思いますけれども、一審査官当たりの審査処理件数は、

大体日本は234件を１年で処理しているわけですけれども、アメリカは82件、欧州は52件

というような状況でございます。 

 そして、５スライド目でございますけれども、今回、「早期に取りまとめ予定の報告書

を踏まえ、取り組むべき事項を定め実施」というように書いております。我々のほうでは、

平成26年度の目標で有識者の委員会を設けて、達成に向けたプロセス、    書かせて

いただきました。我々のほうでは、産構審の知財分科会審査品質管理小委員会というもの

を設けさせていただいて、その中で昨年の９月から４回ほど審議会を行いまして、特許庁

として審査の質に向けて取り組むべき事項の報告書を取りまとめていただいております。

これについては３月27日、先週に取りまとめ案が公表されまして、現在、委員長の一任を

頂いて、最終的に間もなく公表をさせていただく予定になっています。こうした報告書が

出ることを踏まえて、特許庁として取り組むべき事項を定めまして、今後ユーザーの満足

度調査など、そういった事項をしっかりとやりながら、審査の質を高めていきたいと思っ

ております。 

 続きまして、意匠の審査のところでございますが、こちらのほうは基本的に前回と同じ

ものとなっております。出願の状況についてはさほど変わりはないのですけれども、右下

のほうに書いてあるハーグの協定加入というものがございまして、これはいわゆる国際出



 

- 5 -

願の１つでございますが、１つの国に、意匠と特許は同じなのですけれども、意匠では各

国ごとに出願をしなければいけなかったものを、ＷＩＰОという国際事務局に出して、そ

こから出願は一括的に行って、それぞれの国の審査を行っていただくというような手続が

特許では既にあったのですけれども、意匠ではそれがハーグ協定に加入しましたので、こ

の取組について、平成27年５月13日以降はこのＷＩＰОによる一括的な出願ということが

できるようになりましたので、こういった対応も別途行いつつ、現在の出願についても引

き続き同じ目標として早期に審査、権利化をしていきたいと思っております。 

 続きまして、商標についても昨年度と同じ目標を掲げております。こちらのほうも右下

に書かれてあるとおり、新しいタイプの商標の出願というのが４月１日から出願受け付け

開始となっております。そちらのほうは、音の商標ですとか色彩の商標ですとか、そうい

った出願が新たに対象となるのですけれども、そちらのほうはそちらのほうで対応させて

いただく一方で、それ以外の通常の商標とかについても引き続き、現在の人員が必ずしも

十分ではないかもしれませんが、そういった中で最大限に取り組むということによって、

昨年度と同じ目標を掲げていきたいと思っております。 

 続きまして、最後のスライドをごらんいただけばと思うのですけれども、木尾室長から

あったとおり、中小企業の発明の保護、利用の促進というものについても我々は取り組ん

でいく必要があると思っております。現在、特許庁では普及支援課というところがござい

まして、そこの予算事業の中で全国47都道府県に知財総合支援窓口というものを設けてい

ます。こちらのほうに知財の専門家、弁理士や弁護士の方々に行っていただいて、その中

で様々な中小企業の方々の知財に関する相談を受け付けているという状況でございます。

こちらのほうは支援件数としては、右のほうにございますとおり昨年度では約15万件ほど

相談があったところでございます。こういったところについて引き続き関係機関とも協力

しながら、知財がしっかりと権利化され、場合によっては当然ですけれども、権利化する

ものではなく、クローズドであるべきものについてはクローズドというように我々として

アドバイスをしながら、最終的には事業化に移っていくというような相談体制を引き続き

強化を尽くしていきたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○前田課長  それでは、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。 

○石田委員  どうもありがとうございます。最初に室長からのお話の３ページですけれ

ども、「中小企業支援等」ですが、ここのところに関連して、そして特許庁からの報告で
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もそれに関連することはありますけれども、要は中小企業支援のときに営業秘密、ノウハ

ウキープ化か強い特許になるように、良い特許の出願を奨励するのか。この辺の全体的な

経産省または特許庁としての営業秘密のノウハウについては今、企業で大変大きな訴訟な

どをやっているのですけれども、基本的にはどういうスタンスなのですか。中小企業には

やはりノウハウキープを含めて役に立つ知財経営をやりなさいというスタンスになるので

すか。それともやはり特許優先だということですか。 

○木尾室長  そこは中立的でなければいけないと思ってございまして、典型的によく言

われる世界でいうと、リバースエンジニアリングで模倣は簡単にできますというものなの

であれば、多分そのときは特許したほうが一般論としては有用だと思いますし、そうでは

ないものについては、むやみに権利化を進めて公開されるというものではなくて、むしろ、

営業秘密として秘匿化するということのほうが適切な場合もあると思っていますので、い

ずれにせよ、企業さんの身の丈に応じて権利化するのかどうかということについて相談が

なされるべきだと思ってございます。 

○石田委員  そうですか。そうすると、結論的に中小企業をそういう形で相談に応じる

ことまで含めて支援していく。こういうことになるのですね。出願だけを奨励するという

ことではなくて。 

○木尾室長  出願だけを奨励するわけではございません。 

○猪俣補佐  資料２の３ページ目をごらんいただければと思いますけれども、「中小企

業等の発明の保護・利用の促進」のところの一番最後の文章でございますが、「また、権

利化及び秘匿化を求める企業の事業戦略を踏まえて中立的な相談を行う」というようにな

っております。我々としては、オープン戦略も重要ですが、クローズ戦略も重要だと思っ

ておりますので、両方とも重要なものとして中小企業に対して中立的な相談を行っていき

たいと思います。 

○石田委員  分かりました。要は相談窓口的な機能も特許庁の中で更に拡大していく。 

○猪俣補佐  はい。知財総合支援窓口のほうで主に中小企業などの方々のオープン・ク

ローズ戦略、営業秘密も含めて相談を承りたいと思いますし、高度な相談については営業

秘密・知財戦略相談窓口というものを平成27年２月に工業所有権情報・研修館に新設させ

ていただいたところでございますので、こういったところでも営業秘密に向けた相談をし

て、知財室とも連携をさせていただきながら取り組んでいきたいと思っております。 

○石田委員  分かりました。それに関連して、特許庁からも説明ありましたように、５
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ページ目で、「強く・広く・役に立つ」特許権を設定するというすばらしい、早いだけで

はなくて質だよということの典型だと思うのですけれども、この「強く・広く・役に立

つ」特許をどのように作るかですね。例えば出願の相談でやるのか、あるいは104条の３

が働かないように世界的な先行研究の調査範囲を広げるとか、そのレベルを上げるとか、

一言で言うとどういうことですか。 

○猪俣補佐  まず特許権の設定としては、当然品質が高いということは必ずしも出願を

審査する人間にとって狭く権利範囲を設定すると、仮に裁判などを起こされたとしても訴

訟で負けないという権利になるわけですけれども、そうであっては当然いかんだろうと思

って、我々としてはユーザーにとって本当の望ましいものである、そのためには「強く・

広く・役に立つ」というこの３つを達成しなければいけないということをまず基本原則と

しております。ただ、それをハードでどうやっていくかというのは非常に難しい問題で、

あまり広過ぎるということも難しいですし、あまり強く指向して狭い権利設定にしてしま

っては、出願者にとって使えない権利になってしまいますので、そういったところを我々

としては外部のユーザーの方々の意見を定期的に聞いたり、満足度を調査したり、国際的

な動向を調べて、なかなか質の評価は難しいところですけれども、きちんと国際的な標準

に沿っているか、そしてユーザーの満足の高いものになっているかというものを常に定期

的に把握をしていきたいと考えております。 

○石田委員  分かりました。以上です。 

○平石委員  単純な質問なのですけれども、特許で権利化するということはオープンに

するのだよという意味で、オープンとおっしゃったのでよろしいですよね。 

○木尾室長  そうですね。 

○平石委員  あと、世界の動きとして、標準化してオープンにして、権利も主張しない。

でも、みんな従ってくれよということで業界を牽引していくような動きがありますよね。

この辺に対しては今後どう対応していかれる方針なのか、あるいは戦略なのか。特に中小

企業の場合は、そこまで頭が回らないことが多いと思うので、やはり国の機関が率先して

教えてあげる。ちょっと言い方はまずいかも分かりませんけれども、そういうことが必要

かなと思うほど、何か国内の動きと世界の動きにギャップがあるケースがあるのではない

かなという感じがしていまして、その辺の戦略等をお考えでしたら是非。 

○木尾室長  標準化戦略について、私も標準化戦略そのものについて語れる知見は正直

あまり持ってないのでございますけれども、一方で標準化戦略ってすごく重要ですよねと。
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権利だけ取ってもなかなか市場を広げられませんよね、世界中のマーケットに広がりませ

んよという議論はすごくあるのだと思ってございます。そのために標準化関係の、例えば

日本知財協会であるとか、そういうところの方々で、いわゆる中小企業も含めた相談であ

るとか、アドバイスであるとかはされているのだと思います。一方で、今現在起こってい

ることは、多分日本知財協会であるとか事業関係の団体は、恐らく中小企業に対する接点

があまり無いのだと思うのです。そういう意味で言うと、まさにこの知財総合支援窓口み

たいな、それこそ10万件、20万件、年間相談件数、あるいは中にはですけれども、標準化

も一緒に研究したらどうですかと、日本知財協会につなぎますよというような場合も恐ら

くあるだろうと思っているのです。今すぐできるかどうかというのは、やや難しいかと思

いますけれども、そういう方向性で、知財総合支援窓口で標準化も含めた発明の事業化を

視野に入れて、うまく連携をしながらそういう相談体制を作っていきたいということを来

年度の目標設定として入れさせていただいているということでございます。 

○山谷座長  質問や意見ではなくてコメントです。資料２の３ページ目の６．の今の中

小企業のところでございますけれども、①の２行目、独立行政法人工業所有権情報・研修

館というのがございますけれども、恐らくここでも独法の評価というのは行われる。そう

すると、やはり特許庁の評価とダブらないようになるべくシェイプアップしていただきた

いということでお願いいたします。以上です。 

○前田課長  よろしゅうございますか。それでは、いただいた御意見を踏まえて平成27

年度の目標を定めてまいります。知的財産政策室と特許庁は、これで退席させていただき

ます。 

○木尾室長  どうもありがとうございました。 

○前田課長  それでは引き続きまして、「移行済公益法人の権限付与に係る事後的確認」、

政策評価広報課より資料の説明、御報告させていただきます。資料８となります。 

○説明者（鈴木課長補佐）  政策評価広報課の公益法人担当の鈴木でございます。お手

元の資料、「政府系公益法人の新制度への移行に係る事後チェックについて」ということ

で、公益法人制度改革というのがございまして、それまで各省の所管大臣の設立認可と指

導監督しておりましたが、公益法人制度改革で一般法人は監督が簡素化されたり、公益法

人の場合は各省ではなくて、内閣府若しくは都道府県知事が一元的に管理するような体制

に移行することになりました。その際に新法人へ移行するに当たって、それまで業務独占

的なもの、若しくは国等から一定金額以上の支出のある法人というようなものについては
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チェックしていきましょうということになってございます。 

 （２）の対象法人、対象の事業でございますけれども、法人の常勤役職員に国家公務員

出身者が就いている法人で、四角の中に書いてあります「指定法人又は登録法人として当

該法人のみが指定・登録され、権限付与に係る業務を実施（業務独占）している法人」で

すから、複数の事業者が指定法人としてなされていたり、登録をしてあるようなものは今

回この対象にはなってございません。要するに１つの法人だけが業務独占的にいろいろな

試験であったり、検査するものを見ていきましょうと。 

 （３）の観点としては、四角の中に書いてありますように「当該業務を当該法人のみが

実施することが必要性・効率性の観点から適当か、当該法人以外の指定・登録を促進する

ための措置を講ずる必要はないか」ということが観点でございます。 

 ※は、「事後チェックは、原則として移行年度又は翌年度に実施する」ということで、

当省の場合は移行翌年度にということで、25年度に移行した法人について26年度、本年度

事後チェックをさせていただくということで、事後チェックをするに際しましては、省内

の内輪だけではなくて、第三者の学識ある方々にもその確認、チェック、目を通していた

だいて、御意見等があればそれも反映していただくとか、見直していこうということにな

ってございます。 

 ２の事後チェック結果、25年度移行チェックの対象法人６事業、４法人、該当している

ものがございました。 

 チェック対象の概要、この四角の中でございますけれども、割賦販売法に定める業務、

これは割賦販売法、要するにクレジット取引で様々な販売行為がなされますけれども、消

費者トラブル等が多々発生する場合がございますので、法律の縛りだけではなくて、業界

自主的な取組で会員企業に指導徹底を図り、若しくは消費者からの相談業務をしていただ

くというような業務をすることのために認定を得ております。これは一般社団法人の日本

クレジット協会。公益法人要件は、特に公益法人でなければならないという義務づけはご

ざいません。複数指定も可能という状況になってございます。 

 次の中小企業診断士試験実施事務、これは国家試験としての中小企業診断士試験を一般

社団法人の中小企業診断協会でやっているということです。これも権限付与は指定で、公

益法人のみに限定はしていません。これも複数指定が可能という状況になっています。 

 次の中小企業診断士登録に係る実務補習事業、これも中小企業診断協会なのですが、国

家試験合格者がすぐ登録されるかというと、登録はまた別でございまして、国家試験合格
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者は実務経験がございませんので、そのための研修というのですか、講習をこの中小企業

診断協会で行うということになっています。これは登録ということでなっています。これ

も公益法人要件は義務づけてございません。複数指定することは可能となっています。 

 次の競輪関係業務と、その下の小型自動車競走関係業務、要するに競輪やオートレース

ですね。これは公益財団法人のＪＫＡが指定を受けています。これも御存じのように競輪

選手の養成や競輪の審判員の養成、また競輪の選手を各競輪場へのあっせんであったり、

また自転車であったり小型自動車、オートバイの検査等をやる機関として、このＪＫＡが

指定を受けているということでございます。 

 次の公害防止管理者国家試験実施事務、これも国家試験なのですが、一般社団法人の産

業環境管理協会が指定を受けています。公益法人の要件は規定しておりません。この業務

は、複数指定は不可としてございます。先ほどの中小企業診断士試験とは別に、これは不

可としてございます。 

 次のページですけれども、点検結果。私どもの省内の担当各課のほうで点検した結果を

この紙に書いてございますけれども、①新規参入が可能であり、要件を満たせば検討する

事業が３事業。法律的には一切限定してございませんということで、要件を満たせば当然

受け付けて、審査を行い、適正なものであれば、それを登録したり、指定していくという

ことにしてございます。割賦販売法に定める自主規制団体、消費者保護の推進を図る団体

の業務、あと、中小企業診断士の国家試験事務と中小企業診断士登録のための実務補習事

業。最後の中小企業診断士登録に係る実務補習事業ですが、当然自分が個人的に実務経験

を有すれば、この補習をしなくても可能となってございますし、登録要件さえ満たせば審

査をして新たな登録要件、実務補習事業としても認めようではないかということで、担当

課のほうでは当然そういうことで対応すると。最後にありました中小企業診断士試験事務

でございますけれども、これは独占業務、要するにこの名称がないと仕事ができませんと

いう業務でもございませんし、この名称を名乗ってはいけないというような名称使用禁止

の法律規定もなく、どちらかというと中小企業を診断するに当たっての能力向上、どうい

った能力を有しているかという認定というか、そういった意味合いが非常に強いというよ

うなこともございまして、要件さえ満たせば試験事務も可能としています。制度上は複数

の指定を可能としているというような仕組みでございます。ただ、今のところ、うちにや

らせてほしいということで申請等は具体的にはまだ来ていないけれども、窓口は開いて、

募集をしており、要件を満たせば指定します。 
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 ②の事業特性から一者指定はやむを得ず、当該法人が継続して事業実施。要するに一者

指定で今後とも指定、業務独占をしていく必要があるということで、原課で整理したもの

が３事業。最初の競輪、２番目のオートレース、当然これは賭博罪の例外として取り扱っ

ている公営競技でございますので、管理監督をしっかりしていかざるを得ないということ

で、特定の一事業者にやらせることが望ましいのではないのかなということで、原課のほ

うでは整理してございます。 

 最後の公害防止管理者国家試験のほうですが、試験は、複数の法人で実施した場合、試

験レベルの統一が困難であり、試験間の不平等が起こる可能性もあるということで原課で

整理しまして、引き続き一法人に限定して、この業務はやっていただきたい。公害防止管

理者というのは、煤煙とか騒音とか振動とか、そういう発生源のある事業者に対して設置

を義務づけている国家試験資格者なものですから、厳密にレベルを統一せざるを得ないと

いうことで、これは一者指定でやっていきたいということで原課のほうで整理しました。 

 ３．の今後の対応でございますけれども、今回のこの政策評価懇談会委員の皆様から御

意見若しくは御指摘等がございましたら、それも反映した形で、私ども経済産業省のホー

ムページにチェック結果を今月末に載せていきたい。こういうふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○前田課長  それでは、御質問、御意見ございましたらお願いいたします。 

○平石委員  単純な質問なのですけれども、競輪とオートレースについて事前に頂いた

資料をぱっと見ていますと、法律でいろいろ規定があるみたいなのですけれども、その法

律が結構古い、昭和20年代初めで大分状況が変わってきているのかなという感じもするの

ですが、その辺はいかがでしょうかね。法律を最初に制定された後、適時改正されている

のかどうか。あるいは時代の変化についても既に御検討済みで、ここに書いてあるような

結論を出されたのか。その辺はいかがですか。 

○石川補佐  法改正自体は、最終の改正については平成24年の３月31日で、比較的新し

いところで改正はしているところでございます。改正の内容としては、いわゆる公益法人

制度改革で、ＪＫＡと自転車競技会というまた別の公益財団法人があって、それが合併し

た経緯等々があり、法改正ということをやっておりまます。もともと当該法律については

産業構造審議会等々で私ども常にいろいろ議論等々をやっているところでございまして、

法律自体はなかなか歴史のあるものでございまして、安定性とか競技の振興とか、そうい

ったものを踏まえ、これまでＪＫＡとか競輪の関係の協会がやっているところなのですけ
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れども、そこは引き続き指定法人として、私ども経済産業省としてはしっかり指導監督等

を含めて、業務が適正に実施されるようにしたいというふうに思っているところでござい

ます。 

○鈴木補佐    組織のほうは、ＪＫＡ、昔は自転車振興会とかそういう名称で、何度

か名称変更を経まして、競輪について定めた法律もやはり何度も改正を経ており、これま

でも様々な社会的要請を踏まえて改正してございます。 

○平石委員  分かりました。ありがとうございます。 

○前田課長  ほかはございますか。よろしゅうございますか。 

 それでは、点検結果について御了承していただいたということでよろしゅうございます

でしょうか。 

 それでは、このパートを終了させていただきます。 

 それでは、３番目でございますけれども、平成27年度の政策評価、それから平成27年度

の行政事業レビューにつきまして、当課の担当より御説明をさせていただきます。資料は

９番と10番ということとなります。よろしくお願いいたします。 

○中西課長補佐  よろしくお願いします。中西でございます。お手元の資料９と10につ

いて、やや大部でございますので、少しかいつまんで御説明申し上げます。全ての資料に

ついて御説明を申し上げません。詳細についてもし御質問ございましたら、私なり木村な

りから御説明をさせていただきます。 

 まず資料９でございます。平成27年３月27日付の総務省行政評価局の資料でございまし

て、各省が平成26年度に実施した政策評価について総務省さんが点検活動をされたという

ことでございます。 

 まず前提として皆様方御案内のとおり、経済産業省の政策評価につきましては、昨年度

も同じ場で御説明させていただいたと存じておりますが、26年度から政策評価の基本計画

を改定して、３年間という期間で政策体系を新たに６政策、27施策に見直した次第でござ

います。27年度の政策評価につきましても、27の政策分野を対象に、26年度に実施した政

策の状況について検証して、足元の政策を見直したり、また平成28年度、翌年度に向けて

必要な予算とか機構・定員などの要求に反映をさせていくという基本形のスタイルで臨ん

でいきたいと思っております。 

 政府全体の取組につきましては、お手元の資料９でございますけれども、目標管理型の

政策評価に各省が取り組くことにになってございまして、先ほど御説明したように３月27
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日付で今年度の評価書について総務省が点検した結果を公表したということでございます。 

 お手元のものをぱらぱらめくっていただくと幾つか分析をされていまして、測定指標の

結果について、要因分析の方法について他省庁の参考になる良い事例というものを取り上

げてられておりますので、参考にしていきたいと思ってございます。 

 例えば８ページ目に、農水省さんの農業・農村における６次産業化の推進ということで

ございまして、測定指標について、その後、下に要因分析というところが書いてあって、

外部要因は、3.11の話が書いてあり、内部要因としては、かくかくしかじかの理由で思う

ように効果が上がらなかったということで、測定指標を並べて、それに対してＡＢＣ評価

をするだけではなくて、どうしてこれがＣ評価なのかということに対して外部要因と内部

要因で分けて説明をして、今後どのようにしていきますということを書いているというこ

とでございますので、このような取組というのは我々も今後の政策評価における測定指標

の作り方やその評価の仕方において非常に参考になるのではないかと思っている次第でご

ざいます。 

 また、当省で27年度も含めまして、毎年度全ての施策を対象に評価を実施しております

けれども、目標管理型の政策評価については評価を重点化することが推奨されているとこ

ろでございます。政策評価にかかる作業負担も踏まえながら、27年度の取組を通じて、そ

れぞれの施策ごとに真に評価を実施すべき時期について検討し、重点的にやっていくとい

うことについても検討を進めて、６政策、27施策全部を毎年評価するという形よりは、必

要なタイミングで必要な評価をする形で、ペーパーワークが過重にならないよう、重点的

に評価をしていくという形についてもきちっと検討してまいりたいと思ってございます。 

 ちなみに、平成26年度に実施いたしました政策に関する事後評価書につきましては、昨

年と同じようにある程度固まった段階で先生方にお見せをさせていただいて、御意見を頂

戴して、御議論いただければと思っておりますので、御協力をお願いできればと思ってご

ざいます。 

 では、資料９は以上でございまして、あわせて資料10についての御説明をさせていただ

きます。行政改革推進会議有識者議員懇談会の資料でございますが、おめくりいただきま

して、資料１－１というのが基本的な方向性でございます。 

 27年度につきまして、「行政事業レビュー」が引き続き実施されるという方向で、２月2

5日の行政改革推進会議有識者懇談会で改善の方向性というものを御議論したということ

で私どもも承知してございます。 
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 改善の方向性につきましては、皆様方も含めまして、26年度のプロセスに参加していた

だいた有識者の方々からのアンケート結果などを踏まえてまとめていると理解してござい

ます。この中のポイントについて、詳細はご覧になっていただければと思うのですが、一

番のポイントは、成果目標をできる限り定量的にしてくださいということです。まさに資

料１－１の１ページ目の１．の（１）「成果目標等」の最初の○に書いてございます「成

果目標は事業の効果検証に極めて重要であることから、相応しい成果目標をできる限り定

量的に示すよう、各府省に対して改めて周知・徹底」するということでございますので、

まさにこの点がポイントと思ってございます。正直申し上げまして、取りまとめを担当す

る政策評価広報課といたしまして、従前から担当課については成果目標を定量的に書くよ

うに指導しているのでございますが、通商政策みたいな話になりますと、なかなか定量的

な指標の設定がしづらいという悩みがございますので、この悩みをしながらも関係府省の

先進的な取組をある種横目で見ながら、我々も定量化をできるだけすべきという考え方に

ついては、是非その方向で進めてまいりたいと思ってございます。 

 27年度につきましては昨年度と同様に各府省ごとに実施する公開プロセス、それから事

業の点検活動もございまして、それについてもまた先生方に御協力を賜ればと思ってござ

います。近々、公開プロセスの対象事業の選定について、御意見を頂戴したいと考えてご

ざいますので、改めて事務局から御連絡をさせていただきますことを付言申し上げます。 

 以上、私の説明は簡単でございますが、以上でございますので、ご質問等ありましたら

よろしくお願いいたします。 

○前田課長  いかがでございましょうか。 

○山谷座長  今おっしゃったように、例えば通商政策のように目標を掲げて達成度の定

量化が非常に難しいものに関しては、行政事業レビューで事業単体で取り上げると、なか

なか評価が難しいといいますか、集中砲火を浴びてしまう可能性がありますので、その場

合は政策評価のほうで定量的に評価できない理由をきちっと書いていただければ、そっち

のほうで対応していますと。ですから、行政事業レビューではちょっと難しいので、政策

評価で対応している。こういうデマケーションをきちっとやっていただければと思います。

公開プロセスは、生中継されますので。 

○前田課長  はい、原則生中継するよう、方向性として示されております。 

○山谷座長  ですから、そこをうまく丁寧に説明できるとご覧になっている方々は安心

されるのではないかなと思います。 
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○中西課長補佐  ありがとうございました。御指摘を踏まえて対応させていただきます。 

○石田委員  全く同意見といいますか、同じ延長線ですけれども、要は目標管理型の政

策評価は良いと思うのですけれども、これが結果確認的なことになって、そして外から見

て、どうなっているのか。それは次にどうつながるのか。目標を定めて、その結果は確認

的にこうこうこうだよということでは、この見出しは良いのですけれども、本当に良い評

価方法かという指摘はあり得ると思うのですね。だからというのが今の答えの１つ。 

 もう１つは、目的構成効果的に、何の目的で、どういう効果を狙ってこうやったという

ことになれば、目標を結果確認するというよりも、まあ、評価の評価としては良くなるの

ではないかと思うのですね。抽象論なのですけどね。でも、結論的に私も目標管理型の政

策評価、こういう考え方は良いと思うのですね。 

○前田課長  私どももやっていまして、行政事業レビューが始まって、目標を作ったと

きに、その目標と施策の因果関係がどこまでいっても曖昧さが残るという話と、ある目標

を達成し、ある結果の状態が来たときに、複数原因があるものですから、あまりそこを強

弁していくと、外形的な議論にもなりかねない。したがって、やはりそこがトレースでき

る範囲においてはきっちりと、これは数字も含めてデータの検証が必要なのだというとこ

ろと、今、おっしゃっていただきましたけれども、やや抽象論になるかもしれないけれど

も、ここはちゃんとロジックの部分というのが出てくるようにしないと、何のためのレビ

ューをやっているのだという話にぐるっと転回するなと思っております。ただ、やはり我

々も国民の税金を使う以上は無駄に使ってはならないというのはもちろん背負っています

ので、その辺りは厳しく御指摘いただくにしても、無理のあるフレームワークでは議論が

やはりミスリードするというのが実感でございますので、その辺り、まだまだ知恵の出し

方もあろうかと思いますけれども、引き続き御指導といいますか、御指示賜ればと思いま

す。 

 27年度これから始まりますけれども、そういった点も含めまして、本当の効果の高い政

策にどう仕上げていくかということで御議論を賜ればと思っております。 

○平石委員  それで是非お願いしたいなと思ったのは、目標を設定するに当たって、そ

の目標が国の戦略とか方向性と一致している。それが一番大事だと思うので、一致してい

なければいくら成果が上がっても役に立たないですね。 

○前田課長  はい。独立行政法人も同じでございまして、独立行政法人だけが独自に何

かの目標設定をしても余り意味はなくて、大きな政策体系の中において位置づけていかな
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いと、何のために評価しているのだという話になるので、大きな政策の方向性も確認しな

がらやりたいと思います。 

○平石委員  そうですね。その辺が見えるようにしていただければ。 

○前田課長  そうですね。その辺は工夫していきたいと思います。 

○平石委員  よろしくお願いします。 

○中西課長補佐  ４ページ目に、さっきの御議論の一部ですけれども、外部要因と内部

要因に分けて、それで何でもかんでも目標が達成されました。ただ全部このお陰ですとい

うと因果関係がよく分からなくて、ますますこれが怪しいものになってしまうので、どれ

だけ数値化できるのか分からないですけれども、そのうち７割ぐらいは、外部要因でした。

完全に景気が良くなった中で全体のＧＤＰ成長が伸びた中で、この法律を出したことが経

済基盤の成長に極めてプラスになったが、でも、この法律も一定程度の寄与はありますよ

というところをどれだけ見せることで成果目標・評価手段がある種御信頼いただけるもの

になるか。そして、我々の頭の構造作りにとっても、すべて政策によるものというのも変

ですし、すべて外部要因のお陰というのも変なので、そのきちっとした仕分けをしていく

ための思考プロセスとして作っていくという形になれば、より生産的かなという気がしま

すので、まさに御指摘のとおりと考えております。 

○山谷座長  御質問ですけれども、政策評価は政策評価広報課で、行政事業レビューは

会計課が担当ですよね。 

○中西課長補佐  主たる取りまとめ課はそのとおりですが、行政事業レビューについて

は当課も連名で担当しており、担当者は両方をやっております。政策評価と行政事業レビ

ューを連結をして、行政事業レビューをやりつつ政策評価もやるという形にしております。 

○山谷座長  それは良かったです。 

○中西課長補佐  そういうことによって連結をすることで、かつ政策の話についても我

々は一緒に入って、それで政策の大きな目的と離れて評価しないようにということで連結

を取ってございますので、それは御安心いただければと思っております。 

○前田課長  それでは、27年度の取組がこれから始まっていきますので、どうぞよろし

くお願いいたします。どうも本日はありがとうございました。 

 

 

                                ――了―― 


