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日時：平成２７年９月１０日（木） 

場所：経済産業省別館１０階 １０３１共用会議室 
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○山谷座長  それでは、ただいまより第24回経済産業省政策評価懇談会を開催致します。

本日の議論に関しましては、資料及び議事録を公開することと致します。 

 それでは、議事に入りたいと思います。まず、特許庁総務部総務課の米田課長より、議題

１、平成26年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価（案）について御説明をお願い

致します。 

○説明者（米田課長）  ただいま御紹介いただきました特許庁総務部総務課長の米田でご

ざいます。よろしくお願い致します。 

 お手元の資料２という縦長の資料、資料３が数値目標の達成状況を一覧にしたもの、あと、

先ほど政評課長の須藤から話がございましたパワーポイントの資料、この３点を適宜参照し

ながら、お話を聞いていただければと思っております。 

 今のメンバーの方は既に弊庁の実施庁目標につきましては、目標設定の段階から、あるい

は過去の実績についてもお話を聞いていただいていると思いますが、ちょっと思い出してい

ただくためにパワーポイントの資料の方からお話をさせていただきます。 

 パワーポイントは、表紙をめくっていただいて１ページに特許審査の流れが書いてござい

ます。左から右の方に、出願から流れていく図を示してございます。特許出願がされますと、

そのうち全てが審査されるわけではございませんで、出願人の方から審査請求という手続が

ございまして、それが出願から大体３年以内になされるものでございます。現状で申します

と７割ぐらいのものについて審査請求がなされまして、その審査請求がなされますと具体的

な審査に入ってまいります。 

 右の方にまいりまして、審査というのがございます。特許庁の審査官が発明の内容を理解

して、あと先行技術調査と申しますのは、過去に類似の技術があったのかどうかということ

を各国の特許文献、または論文等を見まして調査を致します。その上で、新規性があるか、

進歩性があるかといった判断を下す、その審査の期間がございます。 

 その上で、このままでは特許にならないよということでございますと、拒絶理由通知とい

う通知を発出致しますし、そうでなければ、真ん中の右に特許と出てございますけれども、

特許として認めますよという通知を致します。その上で出願人が登録料をお払いいただくと

登録になるということでございます。 

 これが基本的な流れでございます。 

 特許の出願がどんどん右肩上がりで増えてまいりましたので、審査が追い付かずに、審査

をどうやって短くしていくかということを30年来、特許庁として取り組み続けてきたところ
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でございます。ＦＡと申しますのが、先ほど申しました審査請求を出願人から頂いてから実

際に審査官が着手して最初の判断を下すまで、ファーストアクションと呼んでおりますが、

このＦＡ期間を短くするということでずっと頑張ってきたところでございます。その下のＳ

ＴＰは権利化までの期間――審査請求を受けて、諸々があった上で、最終的にこれを特許に

しますよというところまでの期間がございまして、これを新たな指標として考えているとこ

ろでございます。 

 このような流れを御理解いただいた上で、次の２ページを御覧いただければと思います。

これは2004年から2014年までの約10年間を並べたものでございますけれども、先ほど申し上

げました審査順番待ち期間（ファーストアクション）につき、その都度目標を立ててきたも

のでございます。2004年の最初は26か月という目標を達成できませんで26.2か月という実績

でございましたが、あとは概ね目標を上回る形で進んでおりました。 

 請求の“こぶ”というのがございまして、審査順番待ち件数でございますけれども、例え

ば2007年ならば91万件も溜まってしまっていたということで、そういった影響を受けて審査

順番待ち期間が非常に延びておりました。ただし、その後、私ども任期付審査官約500名を

10年間の任期で雇わせていただいたりすることによりまして、滞貨一掃ということを一所懸

命やってまいりまして、その後、審査順番待ち期間も大幅に縮減してきたところでございま

す。 

 その上で、知財推進計画2004（平成16年５月知財本部の最初の決定）で2013年度までにＦ

Ａ期間を11か月とするという目標を立ててございましたが、皆様方の御尽力を得まして2013

年には10.4か月ということで、何とか目標を達成することができたということでございます。 

 その上で、今後新たな目標として引き続きこの11か月を守っていくのだけれども、加えま

して、３ページにまいりますが、最初のファーストアクションのみならず、実際の権利化ま

で頑張っていこうという目標を新たに立ててございます。昨年の知財本部決定の知財推進計

画2014の方で、この審査請求から権利化までの期間を2023年度までに平均14か月以内にしよ

うということで頑張っているところでございます。 

 ３ページの下の方に各国比較も書いてございますけれども、今のところ、14か月が達成で

きれば世界最速と言い得るスピードになるのではないかと私どもは考えているところでござ

います。米国が2017年目標でこれを20か月にしようとしておりますし、欧州は現状36.1か月、

中国は22.2か月、韓国は19.1か月でございます。 

 ここで具体的な、今年度の実施庁目標はどれくらい達成できたかということで資料２、３
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を御覧いただければと思っております。資料３で主に御説明をさせていただきます。左側に

「特許・実用新案」「意匠」「商標」「審判」「方式・システム・公報」とカテゴリーが書いて

ございまして、それぞれについて３から４ずつの指標を立てさせていただいてございます。 

 一番上の「特許・実用新案」でございます。一番上の一次審査通知までの期間、26年度は

引き続き平均11か月を切るという目標を立てさせていただいたところ、実際には平均9.3か

月ということで非常に短くなりました。達成ができたということでございます。 

 上から２つ目、権利化までの期間というのが今申し上げました新目標でございますが、平

均20か月台前半というように控え目な目標で立てさせていただいていたのですが、お陰様で

平均15.2か月ということで大幅な達成をさせていただいております。これにつきましては、

３月に１度御説明させていただいているかと思いますが、27年度目標では平均16か月という

ことで大幅に見直して、ＰＤＣＡサイクルを回してきちんと現状に見合う目標に訂正させて

いただいております。26年度は、この目標を立てた最初の年だったので、恐る恐る20か月台

前半としていたところ、15.2か月ということで非常に良く達成できたと。 

 その下に品質管理というのがございます。これも御記憶いただいているかと思いますが、

26年度目標から新しく品質管理についても目標を立てていこうということで、現在、産業構

造審議会の――資料２の１ページ目の真ん中辺に審査の質というのがございますけれども、

そこの実績及び評価を御覧いただければと思います。昨年８月に産業構造審議会知的財産分

科会の下に審査品質管理小委員会という委員会を設けさせていただきまして、９月から今年

３月にかけて精力的に御議論をいただきました。特許、意匠、商標それぞれの審査の品質に

ついて光を当てようということで議論致しまして、現状、今年の３月に品質管理の実施体制

・実施状況に関する改善提言というものを特許、意匠、商標それぞれの分野について委員会

から頂いております。達成すべき目標を外部委員会で設定しろということが26年度の目標で

ございましたので、それ自体は小委員会で設定致しましたということで、これも達成でござ

います。 

 なお、ちょっと横道に逸れますが、３月に見ていただきました27年度の目標につきまして

は、そこで決めたことを具体的に取り組むべき事項として決めて実施に移していくというこ

とで私どもは今現状やっているところでございます。 

 続きまして、資料３に戻っていただきまして、「意匠」「商標」について、それぞれ一次審

査通知までの期間（ファーストアクション）と権利化までの期間ということで目的を付けさ

せていただいておりますが、「意匠」につきましても26年度は6.3か月のところを実際には平
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均6.2か月、権利化までの期間は平均7.5か月の目標のところを平均7.1か月ということで達

成致しております。品質管理につきましても「特許・実用新案」と同じでございます。 

 「商標」でございますけれども、一次審査通知までの期間、平均4.2か月を切るというこ

とを実際には平均4.1か月、権利化までの期間も6.2か月を切るという目標で6.0か月という

ことで達成を致しております。品質管理も同様でございます。 

 続きまして下の「審判」について説明します。先ほどのパワーポイントの資料の１ページ、

図の一番上に再審査とございます。この場では特許になりませんよということを審査官がお

返しして、それについて出願人から反論というか、特許をこのように補正するのでどうかと

いうことで来るのですが、それでもなお駄目な場合には再審査の上で拒絶致します。そうな

ったときに、そこから先、争う方法で審判という仕組みがございまして、特許庁内の審判部

に審判官というのがおりますが、その合議体で、本当にこれを拒絶して良かったのかどうか、

特許にすべきだったのではないかという合議を致します。その上で審判を下します。この期

間について審判の目標を立てさせていただいております。 

 資料３に戻っていただければ幸いでございますけれども、特許、意匠、商標、それぞれに

つきまして拒絶査定不服審判の審理期間の目標と実績を管理してございます。特許につきま

しては12.6か月を切るという目標で、実際には12.5か月ということで目標を達成してござい

ます。また、意匠につきましては平均６か月を切るというところ平均5.9か月という目標達

成。商標につきましては6.5か月を切るというところ6.3か月という目標達成を致しておりま

す。 

 また、「審判」について４つ目の指標でございますが、審判事例の分析・英訳・公表とい

うことを26年度から新しい目標として立てさせていただいております。これは、実際の審判

の事例について代表的なものを実際に自分たちで分析して世間の方々に見ていただくと。そ

の上で英訳も致しまして国際的な批判にさらすということでございまして、日本の審判はこ

ういう考え方でこういう判断を下していますけれども、それについてどうですかということ

を御意見いただくためのサンプルを提供してございます。これについては、20以上の事例分

析を公表するという目標を立ててございまして実際は20件、ぎりぎりでございますが、達成

致しております。 

 資料３の一番下のカテゴリー、「方式・システム・公報」がございます。これは審査、審

判を支えるバックオフィス的なものでございますけれども、方式と申しますのは出願書類の

記載上の不備等を審査するプロセスがございます。特許は４日以内、意匠、商標は即日書類
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審査、形式審査を終えるという目標を立ててございましたが、それぞれ達成致しております。 

 また、特許権等の移転登録期間ということで、特許権は登記簿と一緒で、誰が持っていま

すという登録をしてございます。ただ、譲渡も可能でございますので、権利を移して良いの

かどうかというような審査を慎重に致した上で登録を変更するわけでございますが、それに

10日以内でやりますという目標を立てさせていただいたところ、10日以内ということで辛く

も達成致しております。 

 また、電子出願システムの安定稼働ということで、これが実際には細々としたトラブルが

起こり得るわけでございますけれども、とにかく24時間365日、オンラインで遺漏なく受け

付けるという目標を立てておりましたところ、今年度も何とか達成することができたという

ことでございます。 

 一番下が特許公報の発行でございまして、出願がなされたもの、あるいは登録がなされた

ものについて特許公報を発行してお知らせしてございますが、登録されてから実際に公報が

出るまで８週間という目標を立てておりましたところ、今回は達成を致したということでご

ざいます。 

 以上、私どもとしては、今年度はお陰様ですべて目標を達成させていただいたということ

で、着実な取組が実施されたと評価をしているところでございます。27年度も引き続き頑張

りたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○山谷座長  ありがとうございました。 

 それでは、今の御説明について御質問とか御意見はございますでしょうか。――私の方か

ら。素人の質問なのですけれども、不服審判がございますよね。いろいろな不服が出てきた

場合に、これをなるべくスピードアップしていくというお考えなのですけれども、素人考え

だと、手間暇かけてゆっくりやった方が良いのではないかというのがあるのですが、そうで

はないのですね。 

○説明者  出願した方々は権利を早期に確定したいという要望を強く持っておられます。

やはり技術の世界で進歩が物凄く速うございますので、特許になるのかならないのかという

ことを速く決めないと、その後の技術に関する投資の判断とかもできないということで、や

はり審査も速くしてほしいし審判も速くしてほしいということでございます。 

 仕組み上、審査はたった１人の審査官が究極的には行うわけでございますけれども、審判

は複数の審判官が合議しながらやるということで、その形式において慎重さは私どもは担保



 

- 7 - 

しているつもりでございますし、その仕組みの範囲内でできるだけ速くやろうということで

目標を立ててございます。 

 出願人のニーズからしますと、とにかく、特許になるのかならないのか、登録されるのか

されないのか速く決めてくれというのが、常に強く私どもが感じておりますニーズでござい

ます。 

○山谷座長  分かりました。ありがとうございます。どうぞ。 

○平石委員  資料３の一番下のカテゴリーの中の下から２つ目、電子出願システム。これ

は365日24時間、非常に結構なことだと思うのですけれども、これはやればやるほどお金が

かかりますよね。その辺の費用対効果みたいなもののレビューというか。 

○説明者  これは、今具体的にコストに関する資料を持っていなくてお恥ずかしいのです

が、私どもは四半世紀前にペーパーレス化を達成致しましたときから、基本的には24時間

365日ということを一貫して表看板としてやってございます。 

 と申しますのは、特許というのは、我が国の場合は先願主義でございますので、実際にど

っちが先に発明したかではなく、どちらが先に出願したかで大きく明暗が分かれてしまうと

いうことでございますので、とにかくそのためには滞りがあってはいけないということで、

それを守るべくずっとやってきているところでございます。したがいまして、当然のことな

がら相応のコストをかけてございますし、例えば最近の動きで御紹介致しますと、震災等が

あって、首都圏直下型とかがあって、その瞬間、特許庁本体のシステムで出願が受け付けら

れないということに備えて、実はバックアップの受付システムを西日本に別途設けておりま

して、こっちが駄目になったときにはそちらで引き続き受け付けられるとか、そういったこ

とで実は相当な手間とコストはかけているところでございます。それほど、逆に申しますと、

このオンラインで24時間365日というのは日本の特許制度の信頼のために重要なことと考え

ている次第でございます。 

 コストがどれくらいかかっているのかについては、確認を致しましてお届けするようにし

たいと思っております。 

○平石委員  コストと狙いとのバランスだと思いますので、両方ペアで。 

○説明者  はい。 

○山谷座長  では、石田委員、お願いします。 

○石田委員  伺いましたとおり、特許庁のＦＡ、ＳＴＰの計画達成に大変敬意を表します。

ありがとうございます。スピードが基本的に一番重要な政策だと思うのです。資料２の②審



 

- 8 - 

査の質について、現在の施策及び内容の報告を頂戴したのですけれども、品質マニュアルに

ついての詳細なことではないのですが、ちょっと専門的になって申し訳ないのですけれども、

企業経営しておりますと特許を中心にした知財の質、これは104条の３、すなわち特許権は

あるが権利行使をしようとすると無効性があると、無効審決が出ない段階で権利行使が否認

されるという自己否定の制度になっているわけですけれども、制度をどう作るか、私は本日

意見を申しませんが、審査の質という場合に、品質マニュアルを作りますよ、小委員会でや

りますよ、それは私は評価する時にほとんど意味がないと思うのです。 

 したがって、104条の３事件が出たものの結果、それを数字的に、内容的に、そういうこ

とで見ていただくのが品質の究極の本質的な問題だと思うのです。すなわち、速く特許権を

与えれば良い、審査請求がしづらいかもしれませんが？、それを更に上げた方が良い、いや

いや無理しない方が良い、それはそれで良いと思うのですけれども、結論的に104条の３で、

その時点でどういう傾向になるかを見ていただくのが一番良いと思います。これは難しいで

しょうか。 

○説明者  非常に重要な御指摘だと思っております。御案内のとおり、現状、特許無効判

断というのは特許庁だけで独占しているわけではなく、おっしゃるとおり裁判所でもできて

しまうわけでございますので、最終的には裁判でひっくり返されたというのが一番重要な結

果だと思います。 

○石田委員  そうですね。無効というのは企業経営から見ると、特許制度の在り方、非常

に重要な評価基準だと思うのですよね。 

○説明者  裁判も、どこが本当の終わりなのかとか、最高裁、知財高裁いろいろあるので、

分析の仕方については私どもは考えた方が良いと思っておりますが、非常に貴重な御意見だ

と思います。品質管理小委の中でもそのような議論はあったかと思っておりますが、御紹介

できないので、それらを含めて改めて検討させていただきたいと思っております。 

○石田委員  多少意見になってしまうのですけれども、この小委員会にしても、あるいは

特許庁の専門的な判断にしても、それを基準にするのはいかがなものかという結論が私には

見えています。であるがゆえに、サブ的に、そういう観点からも、何か注的に位置付けるよ

うなことを是非というのが意見なのです。すみません、言いたいことを申してしまって。 

 それから、もう１つ……あ、すみません、何か説明。 

○説明者  まさにおっしゃるとおりで、最終的には裁判でも通用するような権利だったか

どうかということが一番重要でございますので、それは当然我々としても非常に尊重したい
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と思っております。 

 もう１つは、特許だけでも1,700人近い審査官がおりまして、やはり人間がやることでご

ざいますので、ばらつきとか、いろいろなものがどうしても出てきます。そういったことを

日々いろいろな形で光を当てて、ばらつきを無くし、できるだけ庁として統一のとれた判断

ができるようにという観点から、まさに今の品質の検査といったことをやっているわけでご

ざいまして、これはこれで引き続きやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

致します。 

 それから、もう１点どうぞ。 

○石田委員  もう１点、これも先ほどいろいろ御説明いただいた中には直接はないのです。

知的財産権の中で特許権の出願傾向というのは大体推察できますし、審査請求の比率も大体

推察できるのでけれども、それに関連しまして、特許庁の基本方針として日本企業の国際競

争力のための特許出願、特に国際的な出願を推奨していただいて、これは本当に敬意を表し

ているのですが、一方、中小企業的に見ますと、特許を出願して非常に費用がかかりますね。

支援は政策的にかなりしていただいているのですけれども、特許を取りました、権利行使を

しましょう――それも、世界的に特許権があることの意味を経営戦略的に位置付けるために

は、権利行使にはこんなにも費用がかかるわけです。特許出願を推奨する、出願費用は支援

しますよ、95％が中小企業である中で、それが本当に特許政策として良いのか。 

 要は、ＦＡでスピードに加えて品質、本当に敬意を表するのですけれども、特許出願に加

えて営業秘密、ノウハウ、どのように二輪を回していくかということについて、特許庁の政

策としてはＩＮＰＩＴも絡めて営業秘密に対するいろいろの相談なり計画を含めた制度運営

について指導いただけるということは大体承知しているつもりなのですが、出願件数、審査

請求例に加えて営業秘密の事業をどういうニュアンスで……どういうＰＲと言ってはいけな

いのですが、施策の表明をするときのニュアンスをどのように持っておかれようとしている

のか。今日の内容からはちょっと離れて申し訳ないのですが。 

○説明者  とんでもございません。非常に重要なポイントでございまして、今私どもは、

実は中小企業の方たちの出願を増やした方が良いのではないかということで国の再興戦略の

中でも2019年における特許出願者に占める中小企業の割合、現状12％なのを15％に上げよう

としているところでございます。まさに石田委員がおっしゃるとおり、ただ出願すれば良い

と我々は思っているのではなくて、営業秘密にするのか、そのままクローズにしておくのか、

あるいは出願して登録してそこはオープンにしてしまうのか、そのことについて自覚を持っ
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て戦略を立ててほしいというのが一番重要なポイントだと思っております。 

 その意味では、出願件数自体が今回目標になってしまっているのですが、今余りにも少な

くて、中小企業の方は知財について意識が乏しい。海外進出した際にアメリカの企業とか中

国の企業から突然警告状が届いて、実は自分はお前と同じ特許を持っているのだと言われて

膨大な訴訟費用がかかることに巻き込まれてしまった、このことは実際に出願をしようとし

ていまいと起こってしまうことでございますので、それを防ぐために営業秘密、あるいは特

許出願の組合せ、私どもはオープン・クローズ戦略と呼んでおりますが、このことについて

できるだけ中小企業の方に理解していただく、これが一番の基本でございます。 

 その意味では、出願至上主義ではなくて、知財についてもっと理解していただきたいとい

うことで、先ほど引用していただいたＩＮＰＩＴを使いながら、営業秘密の相談窓口も設け

ましたし、私どもは中小企業向けのパンフレットの中では、とにかくオープン・クローズと

いうことを理解してください、そのことを相談してくださいと。弁理士さんに任せておくと、

ただすぐ出願しろということになってしまうので、そうではないのですよと。まずは、全国

47都道府県57か所に設けております知財総合支援窓口で無料相談を受けてください。そうす

ると何をクローズにすべきか、何をオープンにすべきかということの相談を行わさせていた

だきますと。その上で出願すると言うのだったら、弁理士さんを紹介しますということでや

っているつもりでございます。 

○石田委員  ありがとうございます。これも意見なのですけれども、意見を申して、多少

お願い的なのですが、いわゆる中小企業に対して出願を奨励して、そして頑張りましょうと

いう、これ自体を消極化する施策といいますか、表現は私は余り賛成できないのです。 

 さりとて、やはりオープン・クローズの戦略の中でクローズしてもこういうことを対策す

れば、あるいは特許の権利主張に対しては、特許があれば一番良いけれども、ない場合でも、

こうすればというようなところまで――多分もうやっていただいていると思うのですが、で

きるだけ多くの中小企業を中心に理解してもらって、オープン、クローズの良いところを各

特許で、かつクローズした場合でもこのようにすればというところを是非よろしくお願いし

たいと思っています。すみません。 

○説明者  御指摘のとおりでございまして、クローズする場合でも、例えば、そのとき私

はこの技術を現に使っていましたということを証明する必要がございます。私どもはタイム

スタンプなど現に民間サービスがございますが、それに加えて民業を圧迫しない範囲で公的

にもタイプスタンプの更なる保証を裏書きしてほしいというニーズもございますので、今、
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ＩＮＰＩＴの方でそういうことができないかということの検討を進めているところでござい

ます。 

 そういったことも含めて、中小企業の方に安心して、訴えられないで自分の持っている技

術を最大限生かしていただくことができるように、オープン、クローズ双方を含めて啓発、

普及していきたいと考えているところでございます。 

○石田委員  すみません、長くなりました。 

○山谷座長  どうぞ。 

○平石委員  オープン・クローズ戦略は非常に重要で、御質問を申し上げようと思ってい

たのですが、先に答えを頂いたので、どうもありがとうございますということが最初で、次

に、オープンの仕方についても、最近特許以外にもオープンの仕方がありますよね。その辺

も国全体に向けての啓発と言うのはちょっとおこがましいのですけれども、こういうふうに

考えるのだよという指針みたいなものを出していただければ、非常にありがたいかなと思い

ます。 

 もう少し言うと、中小企業向けにどう判断するかのチェックリストみたいなのがあれば、

うれしいですね。非常に難しいかも分かりませんけれども。 

○説明者  普及の過程では、そういうものがあった方がいい。そういう考えの整理を我々

がしていなくて、オープンも良い、クローズも良いとか言っているとダブルバインドみたい

になってしまいますので、そういうことを統合的に考えていきたいと思っております。 

○平石委員  今のマスコミの論評などを見ていると、どちらかというと、とにかく特許だ

みたいな議論が多いような気がするものですから。実はそうではないですよね。 

○説明者  おっしゃるとおりです。ありがとうございます。 

○山谷座長  それでは、よろしゅうございますか。 

○平石委員  はい。ありがとうございます。 

○山谷座長  どうもありがとうございました。それでは、皆様に頂いた御意見を踏まえま

して、知的財産政策室及び政策評価広報課等の関係課室におかれましては、平成26年度に特

許庁が達成すべき目標に対する実績評価の取りまとめをお願い致します。特許庁及び知財室

は、これで退席となります。 

     （説明者入退席） 

 議題２、平成27年度行政事業レビューについてです。平成27年度行政事業レビューの取組

状況について、会計課より御説明をお願い致します。 



 

- 12 - 

○説明者（潮課長補佐）  会計課の潮です。先生方には、６月の公開プロセス並びに７月

の有識者点検におきまして多大なる御指導をいただきましたこと、御礼申し上げたいと思っ

ております。 

 お陰さまで平成27年度行政レビューにおきまして、８月末に概算要求と合わせて最終公表

をさせていただきました。本日は、その取組について御説明させていただければと思ってお

ります。また、次年度以降のレビューの取組の在り方について、もし御意見等ございました

ら、併せて御指導いただけますと幸いでございます。 

 お配りしております資料７は、６月の公開プロセス、７月に評価いただく際に御説明させ

ていただきましたので、簡単に説明させていただければと思っております。 

 １枚目の行政事業レビューとはというところにつきましては、既に御承知のところかと思

いますので、割愛させていただければと思います。 

 ２ページ目のレビューの取組について、７月に皆様の点検等をいただきまして、最終公表

を８月末にさせていただきました。また、今後の流れでございますけれども、秋に行政改革

推進会議を中心に全省的に秋のレビューというものがございます。こちらにおいては、昨年

度、当省関係におきましては商店街の成果指標等において、御指導いただいたところでござ

います。今後の秋のレビューに向けて、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、行政改革推進会議からも、このレビューにつきまして、例えば定量的な、目標が余

りはっきりしないものについては引き続き徹底していくとのことです。長期的な目標は定め

ているけれども、中期、短期といった目標について足りないものがある、そういったものに

ついては引き続き政評課と連携していきながら、しっかりと対応していく所存です。 

 今年のレビュー結果でございますけれども、平成26年度から継続的に実施していたものが

587事業ございまして、加えて27年度より新規で開始したものが49事業、合わせて636の事業

を点検させていただきました。また、212事業のうち８事業につきまして公開プロセスの場

で御議論いただきまして、残り204の事業につきましては７月に皆様に評価いただきました。 

 そして今回、平成26年度終了並びに27年度の新規事業、こちらは定量的な結果を採取でき

ませんので、除いた405事業につきましては、我々行政レビュー推進チームにおいて判定を

行い事業の抜本的な改善、事業の一部改善、現状どおりというようなコメントを付けて各担

当課に通知したところです。 

 それを踏まえまして、平成28年度概算要求におきまして、76事業で廃止並びに縮減をさせ

ていただきました。廃止となった事業が37事業、縮減となった事業が39事業、合わせて76事
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業でございます。予算の規模から致しますと、大体500億円の見直しになります。 

 主な改善例と致しましては、廃止につきましては、例えば前倒して事業が実施できること

もあり、次年度から廃止するものですとか、一定の事業の役割を効果として見受けられたこ

とをもって自主的に廃止したものもございます。 

 また、抜本的な改善につきましては、対象とする事業をより重点化していく、件数を絞り

込んだ上でテーマを採択するですとか、実施内容の重点化を図ったものがございます。 

 また、事業の一部改善ということで指導したものにつきましては、関連事業との統合等の

検討により事業の効率化を図ったもの、あと収益納付の在り方を検討して、これを新たに明

確に規定したものがございます。 

 また、現状どおりと判定させていただいた事業につきましても、成果目標、アウトカムの

設定等々、これが適切であるかどうかというものについて、各担当課に指導を行ったところ

でございます。 

 以上、今年度の行政レビューの対応状況について御説明させていただきました。 

○山谷座長  ありがとうございました。 

 では、今の御説明について、御質問、御意見はございますでしょうか。――私の方から。

先ほど500億円の予算が縮減になったというのですが、これは何か別のものに使えるとか、

そういうのはあるのですか。 

○説明者  本年度も概算要求をさせていただいておりまして、特に本年度につきましては

福島、被災地の復興、人工知能に特に力を入れるべくイノベーションの成長とかといったも

の、また新規で取り組むべきものについては新規要求させていただきます。 

○山谷座長  そうすると、削ってもインセンティブがありますね。取り上げられてしまう

のであればあれでしょうけれども。 

○説明者  そこは効果的に、引き続き、概算要求とＰＤＣＡサイクルの一体化を明確に示

していきたいと思います。 

○山谷座長  分かりました。ありがとうございます。どうぞ。 

○平石委員  前から行政事業レビューについて難しさを感じているのですけれども、レビ

ューのポイントは、一つ一つの事業に注目するよりも、それぞれの事業が政策とリンクして

いるかどうかという観点が重要かなと思っています。政策とリンクしている、すなわち国に

とっていいものかどうかという観点ですよね。それで、今回事業のカテゴリーを整理されま

したよね。ということで、是非、そのカテゴリーとの関連でかくかくしかじかの理由で廃止
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なり抜本的見直しというのもあれば、それも併せて説明していただけるとうれしいかなと思

います。 

○説明者  ありがとうございます。まさに御指摘いただいた内容のとおりでございまして、

事業の実施に当たり、各事業で成果指標を立てております。 

○平石委員  何をねらうかですよね。 

○説明者  はい。そちらも重要にはなってくるのですけれども、先生に申していただいた

とおり全体の波及効果としてアウトカム、どういう効果が実際に裨益してきたのか、そこを

定量的に評価していくことが、もう１つ大きな視点でこの事業を評価することにつながると

思っております。私どももアウトカムの指標の設定というのがなかなか難しいところではあ

るのですけれども、各担当課にしっかり指導していきながら、こちらの設定についても、引

き続き要求するものについては厳しく指導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。 

○山谷座長  どうぞ。 

○石田委員  ただいまの御指摘とかなり似たような……。これは、私の個人的な認識ベー

スになるのですけれども、今報告いただいた結果から見て、行政事業レビューの考え方とし

て、廃止または事業全体の抜本的な改善という件数が非常に多いという印象を持つのです。

要は、事業計画をするときに、何の目的で、どういう効果を、明確に考慮して、何をどうい

う構成でやるか、目的、構成、効果で事業は当然行われなければいけないと私は思うのです。 

 ということは、効果が出ない見通しになったから廃止するのか、あるいは予算枠というの

は全体があって重点主義で、重点が下がったから下がったものから廃止、または根本修正す

るのか。そういう意味で、先ほどと同じなのですけれども、行政事業レビューの評価の仕方、

または事業の廃止、大修正をする判断の基準を感じます。すなわち、結論的に廃止、または

事業全体の抜本的な改善、見直しの件数が余りに多いということは、事業計画段階で、予算

があるからやるかということではないかな。これはちょっと皮肉なのですけれども。したが

って整理しますと、印象的に、廃止または全面見直し的な件数というのは、レアケースで、

たまにあるのが望ましいと私は思うのです。少し多いという印象。それが第１点。 

 しからば、事業計画というのは、目的、構成、効果的に果たしてしっかりできているのか

な。 

 ３点目は、１点、２点目を考慮すると、予算枠みたいなものがあって重点主義で事業計画

を立て、そして重点主義は経時変化、すなわち事情の変更によって重点が変わっていくから
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重点の比率が下がったものは廃止して、新しい重点の高いものに置き換えていくことで廃止

というのがあり得ると思うのですけれども、ただ、そういう観点から言うと、非常にレアケ

ース、例外が廃止または根本的な変更になるべきだと思うのです。そうでないと、その事業

を信じ、あるいは、その事業の効果を期待した事業というのは非常に遺憾というのですか…

…残念な状況が多くなるというのは国力、企業力、人間力という観点から結果的に例外にな

ってほしいのです。 

 私は、評価の目線という意味では、有識者の中では圧倒的にレベルが低いと自認している

のですけれども、これは駄目、これは駄目という評価を先生方も比較的簡単にしますよね。

私は、あれは余り賛成ではないのです。どういう目的で、どういう効果をねらって事業が行

われているとすれば、すれは駄目ねと言うのは慎重にやってほしいという意見があるもので

すから。結論的に廃止または大幅な改善というのは、当然しかるべき、重点が下がった、そ

の効果・期待可能性がないということで結論はあると思うのですけれども、ちょっと多過ぎ

るなと。意見なのですけれども、どうでしょうか。 

○説明者  御指摘いただきました事業の信頼性、事業の継続性という観点も非常に重要な

ポイントだと思っております。今回の廃止にも、前倒して成果が見込まれたようなものにつ

いては積極的な廃止ですので、こういったものも含まれているということもございます。 

 数の在り方、どれぐらいの規模が適切かというのは、非常に難しい議論ではあるかと思い

ますけれども、私どもも28年度の要求の観点で見たときに、これまでの事業の必要性、進ち

ょく、そういったものをすべて評価した上で、概算要求に続けているということでございま

すので、まさに、ご指摘頂いた継続性、信頼性というところには引き続き留意しながら、概

算要求のプロセスにしっかり対応していきたいと思っております。 

○石田委員  分かりました。事業にしても、企業にしても、とにかく持続的に発展すると

いう理念で事業が行われるべきであって、簡単にこのようなことはいかがなのかなと。失礼

しました。 

○山谷座長  行政事業レビューというのは一般的に考えると、政策があって、政策目標を

実現するためのツールとして事業があると。この事業を、いっぱいあるのだけれども、どれ

を選択するか、あるいはスケジュール的にどのように回していくかというものを書き込んで

いるプログラムがあるのですよね。このプログラムにばねがあるかどうかを見付ける役割が

行政事業レビューではないかと思っているのです。 

○石田委員  ああ、そうですね。 
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○山谷座長  だから、何かうまく政策目標が達成できていないとか、何か変だなというと

きには、プログラムにバグがあって、だから回っていないと。おっしゃるとおり、無駄だか

らやめるとか、お金がかかり過ぎるという視点ではなくて、やはりプログラムのバグを探す

仕事をしているはずなのですよね。私たちもそうですし、ほかのお役所でも、内閣府とか防

衛省でもそうなのです。お金が無駄だから削れ削れというのが強過ぎて、私は最近の行政事

業レビューというのは変ではないかなと思い始めているのです。 

○石田委員  大賛成です。それがレビューの目的であり手法でないと。そのレビューをあ

る程度評価していただいて、あるいは、そういうことを目的に、これだけ開いていただいて

いるわけですから、今の座長の考え方を表に出して、明確にしてレビューの部分もしっかり

と置いていただければ良いと思います。 

○山谷座長  ただ、経産省の場合は余りないのですけれども、よそに行くと明らかにひど

いのがあるのです。もう終わってしまっているものとか。こんなのまだやっているのですか

と。この場合がどうしてもありますので、頭がそれで見ていると何でも切ってしまうという

感想に行くのでしょう。いわゆる、事業仕分けでしたよね。昔の悪い意味での。それではな

いのだということを少しＰＲか何かをされたらよろしいのではないかと思います。 

○平石委員  やはり上位との整合性ですよね。 

○山谷座長  経産省の場合、それが比較的はっきりしていますので、やるものにはやりや

すいですよね。性悪説、性善説で行けば、性善説で動かしやすいのです。そうではないお役

所がたまにあるので、ちょっとややこしいというか。ほかに。 

○石田委員  ありがとうございます。私は以上です。 

○山谷座長  それでは、今の行政事業レビューに関しては、これで終わりにさせていただ

きます。どうもありがとうございました。では、会計課は、これで御退席となります。 

     （説明者退席） 

 では、若干時間が残りましたので、議題１及び２のほかに自由に政策評価に関連する御意

見を頂きたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。何かございましたら。 

○須藤課長  広過ぎる話題ですみません。特許庁の話、今の話、あるいは普段お考えのと

ころで政策評価について御意見とか御提言がありましたら。 

○山谷座長  特許庁の話で実施庁評価の枠組みでやられているわけですよね。 

○須藤課長  はい。 

○山谷座長  だから、こちら側は非常に良い仕組みだと思うのです。まさに政策とつなが
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っていますので。実施庁評価というのは、そうではないところもありますよね。私は、こち

らが理想だと思うのですけれども、ほかでの回し方というのは、例えば気象庁がこうやって

いるとか、海上保安庁が実施庁評価をこうやっているとか、具体的な情報は入ってこられる

のですか。 

○須藤課長  そういう意味で言うと、お配りしております総務省の審議会などからいろい

ろ情報を我々は見たりしていますけれども、今、座長がおっしゃいましたようにもうちょっ

と他府省の事例を参考にしながら進めていきたいと思います。 

 今回こういう時間を持たせていただいたのは、やはり政策評価の仕組みそのものも改善を

図っていかなければいけない部分があると思います。先ほど来お話がありましたが、上位概

念があって個別の政策があって、プログラムのバグを埋めるという本来の趣旨に沿った取組

をどう進めていくかというところは率直に言って悩みがあります。他府省の先進事例、逆に

我々のを参考にしてもらえるようなところがあれば、そういう意見交換を、意識して是非や

らせていただければなと思います。 

○山谷座長  よろしゅうございますか。 

○石田委員  この行政事業レビューでも、例えばファーストアクションで期間をこれだけ

にするという目標を立てました、達成しましたということを言いますよね。いや、品質も加

えなければと言われるから品質委員会を作りました、品質委員会がマニュアルを作りました、

それが行政事業のように部分的に時間とか、金額とか、体制を並べるだけなのです。それを

どういうつながり、どのようにまとめて判断していくのかというシステマチックな評価基準、

あるいは事業プログラムというのですか、それが日本は弱いのです。 

 経産省の行政事業レビューシステムというのは、これだけ多くの事業を開いていただいて

レビューをしていて私も大変尊敬するのですけれども、それでも、期間は達成しました、予

算はこう、金額はこう、事業数はこうですという部分が多くて、そんなに金額が高いのにそ

んな実態ではもうやめた方が良いですという評価になりかねない。何が言いたいかというと、

レビューシステム、あるいはレビューアイテム、そのようなものを大体お作りになっている

のでしょうけれども、座長がおっしゃったものをちょっと下手くそに延長するとそういう意

見があるのですが、どうなのですか。 

 レビューしていくシステムとか、アイテム、あるいは責任部署とか、そういうものが明確

であれば、それに沿っていますかというレビューができるし、評価の基本にもなると思いま

す。期間は達成しました、金額達成しましたというので、その事業をやめた方が良いとか悪
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いというのは、事業の最初に金をかける責任が、そんなことで達成できるとは思えないです。 

○平石委員  今のお話を伺って、全くそのとおりだと思ったのですけれども、行政事業レ

ビューのＫＰＩの中に、ＫＰＩを設定するときに定量的、定量的という話があったと思うの

ですが、定性的なもの、これは何を目指すのだよというものも１つぐらい必ず含むようにし

て方向性を示す。評価の仕方が難しいのですけれども、そんなことがあっても良いのではな

いかと思いました。思い付きで申し訳ないのですけれども。 

○須藤課長  ありがとうございます。今頂いたようなことも含めて政策評価の手法、それ

から評価そのものも改善していきたいと思いますので、引き続き御指導どうぞよろしくお願

い致します。 

○山谷座長  それでは、時間がまいりましたので、これにて終わりに致します。どうもあ

りがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


