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抄 録
　当財団は、特許庁に書面で提出された特許等の出願手続書類等について、特許庁から委託を受けて、
書面の情報処理業務を行っています。
　ここでは、この情報処理業務の業務内容等についてご紹介いたします。

一般財団法人工業所有権電子情報化センター 総務部　　仲條 比佐子

一般財団法人工業所有権電子情報化センター
（PAPC）について

2. 財団の概要

（1）沿革

　財団は、特許庁が推し進める電子出願制度の支援のた

め、平成2年9月に通商産業大臣（現 経済産業大臣）の許

可を受け、財団法人工業所有権電子情報化センターとして

設立されました。

　平成2年10月には、特例法に基づき、特許庁長官から

「指定情報処理機関」として指定を受け、その後、平成16

年10月に特例法が一部改正されたことに伴い、現在の「登

録情報処理機関」へとなりました。

　また、平成20年12月に公益法人制度改革関連三法が施

行され、財団は引き続き事業を実施していくため、内閣総

理大臣の認可を受け、平成23年4月一般財団法人へと移

行し、現在に至っています。

（2）目的

　定款で「工業所有権に関する書面手続、書面情報等に係

る情報処理業務を行うことにより、特許関係手続等の円滑

化、特許関係情報等の利用の効率化を図るとともに、中小

企業等に対する工業所有権制度の普及を促進し、もって我

が国産業技術の振興及び経済活動の発展に寄与することを

目的とする」と定めています。

3. 登録情報処理機関について

　上記で、“登録情報処理機関” に触れましたが、ここでも

う少し補足したいと思います。

　出願人やその代理人などが特許庁に提出した特許願書等

1. はじめに

　特許行政のペーパーレス化の下、中小企業、個人等申請

人の一部において、利便性や経済性などの点から書面に対

するニーズは根強いものがあり、オンラインによる電子手

続制度とともに、書面による手続制度が存続しています。

　書面によりなされた手続書類は、工業所有権に関する手

続等の特例に関する法律（以下、「特例法」という。）に基

づく登録情報処理機関である一般財団法人工業所有権電子

情報化センター（PAPC : Patent Application Processing 

Center。以下、「財団」という。）へ委託され、同センター

で情報処理を行った後、特許庁へ納品されます。

　ここでは、財団の概要及び情報処理業務についてご紹

介します。

調布事業所建物
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（3）第一データ処理部

　国内の特許出願等の手続書面に係る情報処理に関する

データの入力、校正、修正及び検査等の業務、もしくは情

報処理システムの運行管理業務などを行っています。

　また、電子化手数料の通知に関する業務を行います。

（4）第二データ処理部

　特許協力条約（PCT）に基づく国際特許出願等の手続書

面に係る情報処理に関するイメージ処理、データの入力、

校正、修正及び検査等の業務を行います。このほか、特許

庁が発行する公報に関するデータ作成業務なども行ってい

ます。

（5）研究部

　電子情報化に関する技術の調査、研究及び開発に関する

ことを必要に応じて行います。

5. 情報処理事業について（概要）

（1）電子情報化

　財団は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法若しく

は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の下、国

内外の個人や法人から特許庁長官に対して書面で提出され

た、特許願、実用新案登録願、意匠登録願及び商標登録願

若しくは国際特許出願並びにこれらに関連して提出された

各種の手続書面について、特許庁と財団で締結した請負契

約に基づき、特許庁が定める電子化規準に則って電子情報

化を行います。

の各種手続書面について、特例法は、「特許庁長官は、そ

の登録を受けた者に、ファイルへの記録、磁気ディスクへ

の記録又はこれらの記録に必要な情報の入力、編集若しく

はこれらに類する処理の全部又は一部を行わせることがで

きる」（以上は、特例法第9条第1項の概略です。）と定め

られており、これにより特許庁長官から登録を受けた登録

情報処理機関である財団に対し、ファイルへの記録その他

に関する情報処理業務が委託されています。

　登録情報処理機関の詳しいことは、特許庁ホームページ

「登録情報処理機関について」（http://www.jpo.go.jp/cgi/

link.cgi?url=/torikumi/hiroba/touroku_jyohou_kikan.

htm）においてご覧いただけます。

4. 組織

　財団の組織は、図1のとおりです。

（1）総務部

　財団の評議員会や理事会の運営に関する事務のほか、経

理などに関する事務を行っています。また、電子化手数料

の収納業務や申請人からの問い合わせを受けるのも総務部

が担当しています。

（2）受入管理部

　情報処理業務に関する受注、納品、各種手続書面の受入

管理情報取得及びイメージデータ処理などの業務を行って

います。 電子化作業風景

事務局
総務部 総務課

経理課

研究部

受入管理部 受入管理第一課

受入管理第二課

第一データ処理部 第一業務管理課

第二業務管理課

イメージデータ処理課

テキストデータ処理課

特実処理課

意商処理課

第二データ処理部

図1　組織図
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（4）特許情報等の利用の促進

　また、電子データは、特許等の電子公報の発行に活用さ

れ、さらに特許電子図書館に収録されて広く一般公開さ

れ、企業や大学等における特許情報や技術情報の検索、収

集など情報の利用促進に寄与するとともに、情報コストの

低減化などにもおおいに貢献しています。

6. 電子化の手数料について

（1）電子化手数料

　特許出願等の特許庁への各種手続きが書面でなされたと

きは、その書面に記載されている事項を特許庁長官の登録

を受けた登録情報処理機関において電子情報化を行うこと

とされており、この電子情報化のための費用が電子化手数

料です。

　電子化手数料の額は、特例法で定められており、提出さ

れた書面の枚数（頁数）によって異なります。

　具体的には、手続書面1件につき、基本料金1,200円に

書面1枚（頁数）につき 700円を加えた額（平成12年1月

改定）とされています。例えば、特許願書1件10枚（頁数）

が書面で提出されたときの電子化手数料は、 基本料金

1,200円＋700円×10枚（頁数）＝8,200円となります。

電子化手数料に関する詳しい内容につきましては、特許庁

（2）電子情報化システム

　電子情報化システムは、電子情報化の過程において作業

員が行う校正・修正の工程では、書類原本から取得したイ

メージデータとこれをテキスト変換したデータを並列表示

して対比させて視認の効率化を図るとともに、不正変換箇

所や不正変換がおきやすい特定の文字や記号には着色表示

するなどの校正支援システムの構築により、作業者の注意

を喚起し、見落としや油断による校正・修正の取りこぼし

を防止することなどにより高い品質を確保するとともに、

大量の書面の迅速な電子情報化など業務の効率化を実現し

ています。さらに、書式フォーマットチェックなど機械処

理工程の完全自動化など可能な限りの効率化を推進してい

ます。

　また、特許法等の制度変更や電子化規準の改訂などに準

拠するかたちでシステム改造を実施するなどによって、常

に最新のシステムを構築しています。

（3）電子情報化の意義

　電子情報化された電子データは、特許庁のペーパーレス

システムの下、事務処理システムや検索システムに関する

データベースとして蓄積され、出願受付等の事務処理や特

許審査等に利用されることにより、審査や審判の処理期間

の迅速化に寄与しています。

図2　電子化の流れ
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続補正指令書（電子化手数料の補充指令書）が送付されま

す。この後、当該の電子化手数料を納付していただくため、

財団から「電子化料金未納・不足のご案内」として、専用

の払込用紙を改めて送付します。

（4）電子化手数料の納付の方法

　電子化手数料は、財団からお送りする専用の払込用紙

「電子化手数料納付のご案内」を用いて、銀行や郵便局な

ど金融機関からお支払いしていただけます。

　また、特許庁1階に設置されている発明協会の窓口（当

財団の代理窓口）で、備え付けの電子化申込書にご記入の

上現金で納付していただくことができます。
（注） 特許印紙や収入印紙などによる納付や、特許庁への予納金

からの引き当てはできません。

7.  電子化手数料等に関する申請人からの問い合
わせ

　財団が特許庁から情報処理業務を委託されるようになっ

て 23年目になりますが、この間、書面で特許出願等の手

続きを行った、或いはこれから書面で手続きを行おうとす

る申請人から、電子化手数料などに関する質問、疑問など

様々な問い合わせがあり、この問い合わせの一つひとつに

丹念に対応することが、情報処理事業を円滑に遂行する上

で重要な業務の一つとなっています。

（1）申請人の内訳

　財団が問い合わせを受ける申請人の内訳は、最も多いの

は個人43.4%、次いで会社法人39.7%、この二者で全体の

ホームページの「書面で手続きする場合の電子化手数料に

ついて」（http://www.jpo.go.jp/uketuke/denshika.htm）か

らもご確認いただけます。

（2）電子化手数料の納付の対象書類

　電子化手数料の納付は、法域や書類種別によって納付対

象となった時期が異なります。

　当初は、平成2年12月1日以降に提出された特許及び

実用新案登録出願のみが対象書面でした。その後、平成

11年1月1日に、特許及び実用新案登録出願に関する中

間書類（手続補正書、審査請求書、意見書等）が対象となり、

続いて平成12年1月1日からは、意匠登録出願、商標登

録出願及びこれらに関する中間書類並びに審判請求書（査

定系）が加わり、現在に至っています。

　電子化手数料の納付を必要とする書類については、特許

庁ホームページの「電子化手数料の納付を必要とする手続

一 覧」（http://www.jpo.go.jp/uketuke/pdf/denshika/

denshika.pdf）をご参照ください。

（3）電子化手数料が納付されるまでの流れ

　申請人が特許庁へ手続書面を提出されてから約1~2週

間後、財団から申請人宛に専用の払込用紙「電子化手数料

納付のご案内」を送付します。なお、この時、電子化手数

料の必要性などを説明した「特許庁からのお知らせ」を同

封しています。

　電子化手数料の納付の期限は、特許庁へ手続書面を提出

した日から30日以内とされています。書面の提出から30

日を経過しても電子化手数料の納付がなされていないとき

又は納付された金額が不足しているときは、特許庁から手

申請人

特許庁 当財団

①手続書面
　を提出

②書面の電子化を指示

⑤データを特許庁ファイルに記録

④電子化手数料の納付
  （①の提出日から30日以内に所定金融機関へ振込）

③電子化手数料納付の案内（①の提出日から1～2週間で払込用紙等を送付）
＊未納・不足の場合には、補正指令等後に未納・不足の案内を再度送付

＊手続補正指令等
電子化手数料の納付がない場合
又は納付金額が不足している場合に通知
（書面提出日から30日経過後）

図3　電子化手数料納付の流れ
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ターが比較的少なく、初めて特許等の手続きを行う申請人

が多いことによるとみられます。

　財団では、特許庁の協力を得て「手続きを書面（紙）で

行ったユーザーの皆様へ」という特許庁作成の電子化制

度、手数料制度に関するご案内ペーパを同封するなど、今

後も申請人側のご理解していただけるよう努力をしてま

いります。

（3）問い合わせ内容について

　申請人からの問い合わせの内容には、電子化手数料とは

何か、納付の方法は、或いは消費税の要否などが多くなっ

ています。また、特許等の手続書面を提出したもののうっ

かりして電子化手数料の納付を忘れたような場合、申請人

宛に特許庁から手続補正指令書（電子化手数料の納付の指

令）が届くことになり、慌てた申請人から財団が問い合わ

せを受けることがあります。この他、主に電子化手数料の

払込用紙の再発送の依頼、自身が手続きした書面の内容に

関するもの（該当書面の内容をど忘れしたのかも？ ）、こ

れから手続きしようとする書類の書き方、今後オンライン

で出願しようとする場合はどうすればよいか等々がありま

す。例外的なケースですが、振り込め詐欺などのニュース

と重ね合わせ、不安に思い問い合わせてくる個人の方もあ

りました。このほかでは、複数件の書類を提出している方

の場合、電子化手数料の納付の対象がどの案件のものか特

定できなくなったようなケース、或いは会社内で担当者

（部署）がわからないために問い合わせてくるケースなど

があり、このような場合は、原本を確認してお答えするこ

とになります。

　申請人からの問い合わせには、できるだけご期待に沿え

るよう対応してまいりますが、個人情報に触れるような

ケースについては、例えご本人と名乗られても、その確認

方法など電話での対応には限界があり、守秘義務が課せら

れていることもあり、問合せに十分お答えすることが難し

いこともあります。

　また、財団は、日頃から特許等の手続書面や特例法等に

ついて理解を深め電話での対応がスムーズに行くよう心掛

けておりますが、申請人が特許庁に提出した手続書面の意

味内容（発明、考案、意匠、商標などの内容）に触れるよ

うな応対は一切できませんので、ご理解をいただきたいと

思います。

8. 情報処理業務量

　財団が特許庁から委託を受けて平成23年度に電子情報

化の処理を行ったものは、国内出願関係書類約19万件で、

内訳は願書約2.7万件（査定系審判請求書を含む）、中間書

類約16.6万件となっています。手続書面は、年々減少す

8割以上を占めています。このほかでは、国や都道府県な

どの公共団体などとなっています。

　個人からの問い合わせが多いのは、特許等の手続きを書

面で行う割合が高いとみられること、日常の中で特許出願

などを行うことが稀で不慣れなことなどから、このような

結果になっていると思われます。また、法人の方からも多

くの問い合わせをいただいておりますが、一部の法人を除

いて、日常の中で特許関連の手続きを行うことが稀なため

とみられます。

（2）問い合わせの状況

　申請人からの問い合わせの件数は、2009年から 2011

年の3年間でみると少しずつ減少してきていますが、電子

化手数料の納付を必要とする手続書面の件数に対する問い

合わせの割合は、各年とも 3.8%程度であまり変化があり

ません。これは、手続きを書面で行う申請人は、リピー

図4　問い合わせ者の内訳（2011年）

個人
43.4%

会社
（株式有限
　合資合名他）
39.7%

国の機関（省庁他） 2.6%

公益法人（社団財団独行等） 0.9%
学校法人（大学高専専門他） 1.9% 医療法人宗教法人 0.1%

5.1%地方機関（県市町村） 6.2％

図5　問い合わせ状況
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る傾向にあり、ペーパーレス化の着実な進展などを反映し

ているものとみられます。

　また、PCT国際出願受理官庁（RO）書類約11.3万件、

同国際出願指定官庁（DO）書類約37万件の電子情報化を

行いました。PCT国際出願は、申請人が行う手続きのペー

パーレス化がRO願書のみにとどまっており、今後、中間

書類や国際段階でのペーパーレス化の進展が待たれます。

9. おわりに

　これまでも電子情報処理システムの最新化やセキュリ

ティ環境構築などの整備を図り、データ精度、納期の向上

に努めてまいりましたが、今後も登録情報処理機関とし

て、業務環境の変化への円滑、適切な対処をもって、情報

処理事業に取り組んでまいります。

profile
仲條 比佐子（なかじょう ひさこ）

一般財団法人工業所有権電子情報化センター
総務部所属

図6　国内出願の業務処理件数 図7　国際出願の業務処理件数

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000
（件）

特許願

実用新案登録願

意匠登録願

商標登録願

審判請求関係書類

中間書類等

合計

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

受理官庁
関係書類・
願書

受理官庁
関係書類・
中間書類等

指定官庁
関係書類

合計

（件）

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年


