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[要 約] 

市場のグローバル化が進む中、わが国製造業においても生産拠点の海外展開が進んでお

り、特に近年では BRICs に代表される新興発展地域への進出が加速している。しかし、

新興発展地域における知財関連制度、インフラ等の整備については、未だ不十分な点があ

るだけでなく、それらの運用や言語の問題等があり、知財権の取得と管理には地域ごとの

専門性と多大な費用が必要なのが現状である。 

 特に、中小規模の企業が多い工作機械産業においては、人的・資金的問題から、必要十

分な知財権の取得と管理が行われていない状況にあり、技術情報の流出や模倣品の氾濫と

いった問題だけでなく、場合によっては工作機械の供給が不可能となり、わが国製造業の

海外での生産に大きな影響を与えるという懸念もある。 

そこで、本調査研究では、わが国工作機械業界の新興発展地域における知財の取得・管

理を推進することを目的として、特に成長著しい中国およびインドにおける知的財産制度

の動向と、中国における工作機械関連特許・実用新案の出願傾向について分析するととも

に、権利取得・行使を行うにあたって有効と考えられる方策について示し、これらの成果

を報告書にまとめた。 

 

１．はじめに 

工作機械の消費は、従来は米国・欧州・日本が中心であったが、近年は安い労働力と高

い購買力もあって BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）地域における消費額が増加

傾向にあり、世界各国の工作機械メーカ（主に日本及び欧州のメーカ）にとって重要な輸

出国となっている。特に中国での特許の存在は日本のメーカにとってもはや無視できなく

なってきている。 

このような状況の中、平成２０年度では、新興発展地域のうち特に中国とインドに焦点

を絞って知的財産動向に関する調査を実施したが、本編４章においては 2006 年 12 月以降

の中国国内企業・個人・大学より出願された特許及び実用新案を調査し、さらに中国以外

の諸外国（日本や欧州など）からの出願を 1996 年に遡って調査を行い、これらをリスト

に取りまとめた。 

さらに、発明の名称および要約を中国語から日本語に翻訳しながら特徴的な出願を何点

か抽出して抄録として掲載した。今回は一事例として紹介しているに過ぎないが、本編に

掲載した現状報告や検索方法、実例などは、今後中国へ進出を考えられている企業の方々

にとって、調査・出願・権利行使を行う上で参考になるものと考える。 
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２．調査研究の概要 

２．１ 活動計画 

 新興発展地域それぞれにおける知的財産関連制度、インフラ及び工作機械関連特許出

願動向等の調査を行い、中小規模の工作機械メーカにおいても、簡便かつ確実に知的財

産の取得・管理を行うための有効な方策等を提言することにより、わが国工作機械業界

の新興発展地域における知的財産の取得・管理を推進することを目的として、日工会技

術委員会知的財産部会に専門委員会を設け、日工会会員の企業委員数名により調査研究

を実施した。 

２．２ 委員会構成及び委員会開催状況 

  参画企業：㈱牧野フライス製作所、ファナック㈱、日立ビアメカニクス㈱、㈱ジェイ

テクト、㈱森精機製作所、村田機械㈱、中村留精密工業㈱、コマツ NTC㈱、

㈱岡本工作機械製作所、オークマ㈱、大阪機工㈱、ヤマザキマザック㈱ 

  委員会開催状況：第１回 平成２０年 ９月１９日（木） 機械振興会館 

   第２回 平成２０年１２月１６日（火） ㈱ジェイテクト 

   第３回 平成２１年 ２月１３日（金） 機械振興会館 

 

３．中国及びインドにおける知財関連制度とその運用実態の現状について 

 ３．１ 中国の特許・実用新案制度について 

日本でいう特許法、実用新案法、意匠法は、中国では「専利法」という一つの法律に

まとめられている。この専利法は、1984 年 3 月 12 日に制定され、翌 1985 年 4 月 1日に

施行されたものである。その後、1992 年 9 月 4日に第一次改正、2000 年 8 月 25 日に第

二次改正を経て、近年の経済のグローバル化の伴う知的財産の保護に関する国際ルール

づくりの重要性に鑑み、中国政府が 2006 年から中国国内の各種関連機関や研究所、民間

団体のほか日本を初めとする先進諸外国から法改正に対する意見を募集し、これらの意

見を踏まえて、2008 年 12 月に第三次専利法改正を行った。この改正法は 2009 年 10 月 1

日より施行されることになっている。 

  80 年代や 90 年代では、中国の企業は研究開発に必要な人材・情報や資金の面におい

て外国の企業に比べて力が弱かったため、その間、中国特許庁に出願された特許出願の

中、中国出願人によるものが少なかった。 

しかし、近年の中国高度経済成長に伴って一部分の中国企業及び大学も研究開発への

資金投入が着実に増加し、その成果が特許出願にもはっきり反映されてきた。2002 年で

は国内出願人による特許出願が初めて外国出願人による出願を上回り、その勢いは持続
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し、2008 年になってついに国内出願人による出願が 194,579 件にのぼり、外国出願人に

よる出願の 95,259 件の二倍を超えた。 

また、実用新案制度も中国では大いに利用されている。現在では年間 20 数万件（2008

年 225,586 件）の実用新案が出願されており、中には国内出願人による出願が 99％以上

も示している（2008 年 223,945 件）。 

 なぜ実用新案制度が中国でこれほど人気があるのか、その理由は、実用新案には実体

審査が行われないため出願するとすぐ登録されるからであり、出願費用も安くあがるか

らでもある。また、大学、研究所、病院などの国営組織では、工程師（技師）、高級工程

師、副教授、教授、中級医師、高級医師など、さまざまな技術資格を得るために、発表

論文や専利（特許、実用新案、意匠を含む）出願の数が評価の対象になり、しかも、特

許と実用新案が専利として数を数えるときに同じ取り扱いになる場合が多いので、方式

審査のみで実体審査はされず、すぐ権利化される実用新案制度のほうがよく利用されて

いる。 

さらに、中国には中国特許法実施細則第 74 条の登録褒賞金に関する規定により、特許

登録されると、発明特許では最低 2000 元（約 32,000 円）、実用新案および意匠では最低

500 元（約 8,000 円）を、発明者に登録褒賞金として支払われなければならない。併せ

て、特許法実施規則第 75 条の発明の実施報酬に関する規定により、発明又は実用新案の

実施により得られる毎年の利益のうち、税引き後の 2％以上の金額を報酬として発明者

に支払わなければならないこととなっている。これは中国の国営企業及び国営事業単位

（国の研究所、国立大学、行政独立法人など）に適用されるが、その他の合弁企業、独

資企業については、その基準を参照して実施することができる。この登録褒賞金が平均

月収の 2 倍～4 倍に相当する額になるケースもあり、魅力的であることも一つの要因と

なっている。 

 上記のように出願件数・特許件数の増加に伴い、中国では、ここ数年特許・実用新案

をめぐる侵害訴訟の数が年々増える傾向にあり、損害賠償額も高額化している現状があ

る。その中で、中国企業や個人が原告となるケースも目立つようになった。どの国でも

訴訟は証拠があるかどうかが決め手になるとともに、中国ではこれに加えて、裁判所選

びも非常に重要であり、これらが訴訟の行方を占う重要なカギになる。 

 

３．２ インドの知的財産制度と一般的な出願傾向について 

インドでは投資環境を整備し外資の進出を促す意味からも知的財産制度を国際的な水

準、にするため、特許法を中心に TRIPS 協定に適合するよう特許法、商標法、意匠法、
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地理的表示法、植物品種及び農民権保護法、半導体回路配置法について数次の法改正や

新規に法制度化を行ってきている。 

現在、特許については「権利期間＝出願日から 20 年」と定められており、特許権を付

与する公式の行政機関は、インド特許庁である。特許の出願は、インド特許庁（意匠局

を含む、以下同じ）本部またはその支部に対して行う。特許庁（意匠局）は、コルカタ

に本部が置かれるとともに、コルカタ、ニューデリー、ムンバイおよびチェンナイの 4

カ所に支部が設けられている。なお、インドには実用新案権は存在しない。 

インドにおける独特の傾向として、インド国内では一部の富裕層に対して貧困層の割

合が大きいため医薬品へのアクセスが重要視されており、インド政府は一般市民の権利

を保護するという立場から、強制実施権による医薬品の価格設定を行う等、公益を優先

する法律を策定していることが一つ挙げられる。 

インドにおける出願傾向としては、2006 年度ベースで特許出願 28,940 件、意匠 5,521

件、商標 103,419 件と商標出願が突出して多くなっており、特許出願件数は、日本が約

40 万件、中国が約 40 万件と比較し、非常に低い件数となっている。 

日工会特許調査専門委員会においては隔年で国内公開特許を 2年間の期間で調査し、

毎回の調査で工作機械関連特許として約 1,300 件程度を挙げているが、上記のように出

願件数が圧倒的に少なく、調査対象の母集団が少なかったため、現在の段階では、まだ

工作機械関連特許の傾向を読み取るに至らないと判断し、具体的な調査は断念した。 

 

４．工作機械関連特許出願動向調査 

 ４．１ 調査概要および出願傾向 

  本事業では、中国における工作機械関連特許の出願動向について調査を実施した。本

章ではその調査概要と出願傾向について示す。 

調査を行うにあたっては、まず中国国内企業および大学が出願人となっている、2006

年 12 月から 2008 年 6 月までの公開（2006 年 1 月～2007 年 12 月までの出願：2 年分）

を対象として、中国公開特許公報及び公告実用新案公報の手めくり調査を行い、旋削、

切削、研削等の工作機械に関わる特許及び実用新案を抽出した。また、出願人国・地域

が日本・欧米・台湾のものについては、1990 年 1 月から 2008 年 6 月までの公開を対象

として、Esp@cenet（http://gb.espacenet.com/）のワールドワイドデータベースを用い

て、国際特許分類および関連キーワードを組み合わせた検索式を使用し、工作機械に関

連すると思われる特許の抽出を行った。 

※中国国内企業および大学について対象期間を２年と短くしたのは、諸外国からの出
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願よりも調査対象となる案件が多く、全件を分析する時間が無かったため、対象の

絞り込みを行ったことによる。 

上記の結果、再度本調査研究専門委員会にて見直しを行い、最終的に工作機械関連と

して特許７５７件、実用新案４４５件を抽出した。以下は公開年毎の件数である。 

①特許 

 

 

②実用新案 

 

 

  抽出した中国工作機械関連特許７５７件の傾向を見ていくと、出願人属国の内訳は日

本・中国・欧州にて全体の９割以上を占めていた（※中国国内と諸外国とでは調査期間

が異なっているため、2006 年 12 月～2008 年 6 月までの公開特許を対象に分析）。なお、

欧州出願の約７割がドイツであることから、中国においては日・中・独が工作機械関連

特許の出願をほぼ占めていると言える。 

これは各国の切削形工作機械の生産額、消費額の大きさ、日・独の中国への輸出額の

大きさにも比例するものであり、本調査における抽出範囲についてある程度妥当性を示

すものと見て取れる。 

  また、中国国内の出願については、企業・個人・大学の出願が均衡しており、個別に

は 5件未満と件数が少ない。中国国内でも切削形工作機械生産額上位に入る工作機械メ

ーカ（例：瀋陽机床股分公司、大連机床集団公司、北京第一机床厰、斉重数控装備、宝

鶏机床厰（集団）、泰川机床集団有限公司、武漢重型机床集団、上海机床厰有限公司、済

南一机床集団有限公司、上海明精机床有限公司等）が、ほとんど出願をしていない、ま

たは出願件数が少ないのが特徴である。中国以外の諸外国の出願人では、件数として、

日本のファナック㈱が最も多く、次にヤマザキマザック㈱、独シーメンス、独デッケル

マホグループが続いている。 

  次に、中国工作機械関連実用新案４４５件の傾向を見ると、出願人属国の内訳は中国

単独で全体の９割以上を占めている。なお、実用新案については特許よりも対象期間を

絞って調査を行っているが、中国国内企業および個人による出願が圧倒的に多い。 

  また、特許と同様に、個別の出願件数自体は 5件未満と少ない。併せて、切削形工作

機械生産額上位に入る工作機械メーカの出願も、ほとんど見受けられない。この点は日

本およびドイツの傾向と大きく異なっており、更に詳細な分析が必要である。 

※実用新案については中国特許データベースに英文抄録の記載

が無く、分析には中日翻訳が必要なため、予算的な問題から

特許よりも調査範囲を絞り込んだ。

公開年 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
特許件数 1 0 2 9 12 22 29 32 58 86 95 227 184

公開年 2006 2007 2008
実案件数 1 244 200
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４．２ 重要特許抄録及び一覧表 

  本項では、中国工作機械関連特許７５７件と実用新案４４５件の中から、主に中国国

内出願による特許・実用新案で重要と思われる特許および実用新案の各抄録を掲載する

とともに、今回の調査でピックアップを行った全案件の一覧表を掲載している。※詳細

は本編を参照。 

なお、抄録を掲載する特許・実用新案の選定にあたっては、先端技術的な視点ではな

く、出願内容・権利範囲として問題と思われるものをピックアップした。現在公開され

ている中国特許・実用新案の全体について調査し代表例を挙げたわけではないので、本

編を参照するにあたっては留意されたい。 

  また、一覧表において、発明の名称・考案の名称の翻訳文を掲載しているが、中国出

願人または中国特許代理人により出願明細書が作成される際、切削、旋削、研削、研磨

等の語句について語彙を混同している場合があるため、原語（北京語）の名称が必ずし

も正しいとは限らない。このため、発明の名称・考案の名称を参照する時にはご注意い

ただきたい（なるべく原文の特許公報を参照すること）。 

 

５．工作機械に適した特許出願及び権利行使 

 日本企業の海外進出が拡大する中、外国で事業を行う際には、特許権の取得が必要とな

るが、日本工作機械工業会でも 2009 年現在で中国国内に生産拠点を有している企業が１６

社ある他、対中国輸出額も 2000 年～2007 年にかけて約５倍程度の伸びを示している。、今

後、中国における適切な知的財産管理の実施と現地の事情を踏まえた確実な権利行使を実

施することが重要な課題となってきており、日本から中国への特許出願（全産業）も増加

傾向にある（図 5.2）。 

本章では、中国に対する特許出願及び権利行使に関する問題点について解説することと

し、主に、特許出願における留意点、中国関係の先行技術調査に関して注意すべき点、実

用新案権の活用や権利行使に関して注意すべき点に項目を分け、取りまとめた。 

 

５．１ 中国での特許出願の留意点について 

  通常、特許を出願するにあたって注意しなければならない点の一つに誤訳問題がある。 

  外国への出願ではその国の原語へ翻訳する必要があり、中国には中国語に翻訳して出

願する必要がある。しかし、日本語－中国語は英語と違い翻訳チェックが難しく、翻訳

を現地代理人に一任すると、誤訳・訳漏れが原因で権利内容が本来の内容と異なってい
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る場合や、意味不明になってしまうこともあり、権利行使時に不測の事態が生じる可能

性がある。この誤訳問題を解消するために、次のような対応策を講じることが必要とな

る。※以下は一部であり、詳細は本編を参照。 

・現地代理人による中国翻訳結果のチェックを行う。 

・日本語明細書から中国語に直接翻訳すると、中国語文字と日本語漢字の形状が類似し

ていること及び中国語では日本語の助詞が無いことが原因で、誤訳があっても気が付

かないケースがある。このような間違いを減らすために、現地代理人に出願原稿の作

成を依頼する際は、日本語の明細書と共に英語の明細書を現地代理人に送付し、翻訳

を行うことが有効である。 

 ・高品質の出願のためには、対象技術分野の技術用語（日本語－中国語）に秀でた現地

代理人を選定することが重要である。 

 

５．２ 中国関係の先行技術調査に関して注意すべき点 

  先行技術調査は知的財産権の取得を目指すとき、権利を主張する(された)とき、新製

品を開発するとき、知見を得るとき等様々な目的をもって行われるが、中国知財を対象

とした調査においては独特の問題点が存在する。本項では、中国特許の先行技術調査に

関する留意点と各所から提供されている特許データベースについて記述する。※以下は

一部であり、詳細は本編を参照。 

  ＜先行技術調査における留意点＞ 

   自社で調査を行うか、他者（調査会社、特許事務所等）に依頼して調査を行うかに

より相違する点がある。両者に共通して以下のようなポイントが挙げられる。 

①調査対象技術を出来るだけ具体的に定義する。 

②調査担当者が、技術と趣旨を理解する(出来る)ように十分に説明する。 

③調査担当者は調査対象(技術)分野／言語に精通した人（調査対象国の人が望まし

い）にする。 

④調査会社／担当者には秘密保持義務を負わせる。（守秘契約要） 

⑤調査時にキーとなる技術用語、分類／IPC 等、対象技術の定義（区分）の相違が

避けられないので、キーワード、技術分類、出願人、発明者等調査開始から途中

まで確認しながら調査を進める。 

 

  ＜先行技術調査に利用できる特許データベース＞ 

   無料で利用可能な特許データベースとしては、以下のものが挙げられる。 
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・中国特許庁 SIPO（http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/） 

・中国知的財産権局 DB（http://pub.cnipr.com/pubpisfts/index.do） 

  ・専利サーチ（http://senrisearch.biz/WSS/WSSJ01/Top.htm） 

  ・Esp@cenet（http://gb.espacenet.com/） 

   上記のデータベースを利用する上で共通の留意点について以下に挙げる。 

・実用新案の英文抄録（要約）の掲載がなく、実用新案の先行技術調査にあたって

は IPC および中国語に頼らざるを得ないことが考えられる。 

   ・実用新案に限らず特許の検索にも共通して言えることであるが、機械翻訳による

検索キーワードの作成は中国語をある程度理解していないと全く的外れの検索を

してしまう可能性があるため、IPC（国際特許分類）による検索が望ましいと考

えられる。ただし、付与されている IPC は日本特許と一致しない場合が多いため、

例えば、特許の英文抄録で調査したい技術分野の IPC を把握した上で、検索に使

用することが望ましい。また、日本と比較し、中国では１件あたりの IPC 付与数

は少ない傾向がある。 

・中国語での検索を行いたい場合には、調査したい分野の技術用語の類似語を把握

すること、出願人名に異表記が多数存在するので試行錯誤を繰り返して様々な表

記を収集し把握することが重要である。これらを踏まえた上で、検索を行うべき

である。 

 

５．３ 実用新案権の活用や権利行使に関して注意すべき点 

  中国では発明専利（特許）権の期限は出願日より２０年とされ、実体審査がなされ公

告（登録）となった日より権利が発生する。また、実用新型（実用新案）権と外視設計

専利（意匠）の期限は出願日から１０年で、予備（方式）審査がなされるが実体審査は

行われず、公告となった日より権利が発生する。 

このように実用新案権、意匠権は無審査で登録となり、出願日から１０年間有効であ

るため、中国企業や大学が著名企業の製品に類似の出願をし、中国に工場を有する著名

企業が中国から製品を輸出する際に意匠権や実用新案権の侵害を理由に輸出差止め請求

訴訟を提訴される等のトラブルが起きているが、幸い、工作機械関連では、商標でのト

ラブル事例があるものの、差止め請求訴訟の実例は見受けられない。 

一方で日本の企業が中国企業に製造停止、損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴した例も

ある（JETRO 情報）が、前述のとおり、中国における実用新案権の出願件数は日本と比

較しても突出して多く、かつ中国国内の企業および個人による出願がほとんどであるこ
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とからも細心の注意が必要である。本項では、実用新案権の活用や権利行使に関して注

意すべき点を述べる。※以下は一部であり、詳細は本編を参照。 

 

＜特許権・実用新案権の有効な活用方法＞ 

・中国に生産工場がある日本企業は、真似されやすい新商品については、実用新案や意

匠の出願を薦める。特許出願と実用新案出願の双方の出願がなされたときは、特許査

定となったときに実用新案権を放棄するか、特許出願を放棄するか、認可されたクレ

ームの範囲を考慮して決めればよい（同一内容の特許権と実用新案権は並存できず、

通常、特許権成立時に権利期間の短い実用新案権を取り下げることで対処されている）。 

・特に、冒認対策のためには実用新案（と意匠）が有効である。実施例レベルの内容を

実用新案で保護し、より広い範囲を特許で保護するという方法が有効だと考えられる。

審査基準の改定で実用新案と特許のダブルパテント保護はできなくなったが、上位概

念（特許できれば PCT 出願）と下位概念（実際の実施例など侵害を摘発しやすい形で

実案）で使い分ければ有効である。 

・実用新案出願で早期権利化により当面の営業を有利に運ぶと同時に、特許出願により

審査後の確固たる権利の確認が必要である。実用新案権が無審査の状態が続くならば、

実用新案権が実効の無い存在として巷の評価が定着すると思われる。将来、なんらか

の見直し（例えば、日本の場合のように権利行使の段階で評価書が必要となる）がな

されることが考えられ、この観点に於いても中国特許法関連の変化（法改正）に注目

すべきである。 

 

＜先使用権制度について＞ 

 ・出願により技術が公開されると、模倣される危険性が大きい場合や模倣されると摘発

が困難と思われる場合、また当初当該国で製造や販売を予定していなかったことから

特許出願していなかった場合等、技術流出防止のため出願せずにノウハウとして秘匿

するケースがある。 

・ノウハウで技術移転を行った場合、秘密が漏洩した場合には第三者から出願され又は

公開される危険性があるとともに、特許権を取得せずに製品の製造、販売等の事業活

動を行っていた場合に、他者から特許権侵害の警告を受けたり、訴訟を提起されたり

することも考えられる。 

・このような事態になっても、継続して事業を実施することができるように、外国にお

ける先使用権の要件、効果について予め把握しておくことで、権利を主張できるよう
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に日常的に証拠を収集してリスク管理しておくことが重要である。 

 

６．おわりに 

本調査研究では、中国およびインドにおける知的財産制度の動向と特に中国における工

作機械関連特許・実用新案の出願傾向について分析し、出願及び権利行使の点から注意す

べきポイントを取りまとめた。 

前述の通り、工作機械関連で、日本企業が差止め請求訴訟を起こされた事例は現時点で

見受けられないが、実用新案権の出願件数は日本と比較しても突出して多く、注意が必要

であり、他社の対象製品や対象特許の権利範囲に関する最新の情報を入手し、速やかな権

利取得を行う等の対応が重要である。 

今回、新興発展地域の中でも中国を主対象として調査研究を実施したものの、必ずしも

全てを網羅できていないが、中国における知的財産管理の要点について、特許の実務担当

者にとって有益かつ必要な情報を収集できたと考えている。新興発展地域の市場拡大が加

速する状況において、本報告書が関係各位の知的財産管理の参考になれば幸いである。 
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