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[要 約] 

 近ではいわゆる BRICs をはじめとする新興発展地域において、先進国企業の進出が

活発化している。こうした動きは、新たな市場創出と経済発展という大きなメリットがあ

る反面、知的財産保護のように先進国より制度の整備運用が遅れている部分では、大きな

リスクを背負うことになってしまう。こうした問題に対応するため、新興諸国においても
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新たに知的財産を重視する方向で法律・インフラの整備等が実施されつつあるものの、関

連法の安定的な実施がなされているか、また、権利者が支障なく権利行使を行える環境に

あるのかなど、さまざまな点で、各国それぞれの状況に注意を払う必要がある。 

このような状況から、本調査研究では、インド、ロシア、ブラジル、アルゼンチン、イ

ンドネシア、ベトナム、南アフリカ、トルコについて、各国の概況や知的財産制度に加え

金属切削形工作機械および関連技術の特許出願傾向について調査を実施した。報告書では

主に現地の自動車産業の動向、日系メーカの進出状況についても触れているが、特に上記

の国々では工作機械の生産・消費も今後拡大し、日本を含め世界各国の工作機械メーカに

とっても中国に次ぎ重要な輸出国となることが予想できる。しかし、一方で、工作機械・

金属機械加工関連の特許出願傾向としては、日本企業による出願は欧米諸国と比較しても

その件数は決して多くはないことが今回の調査で判明した。 

新興国の知的財産関連制度の法整備は進められているものの、調査国の中には無審査主

義を取っている、先使用権を認めていない地域もあり、自社が当該国市場に展開する技術

にかかるものが、第三者による出願がなされた場合、対抗することが難しい面もあり、訴

訟に発展した場合にはそのリスクは大きい。現状の工作機械業界における外国出願は、欧

州・米国に対してが も多く、中国・韓国・台湾がそれに続いている状況であるが、新興

国への展開は今後も高まることが予想され、突然の権利侵害で警告を受けるようなことを

避けるためにも、進出国における必要 低限の特許出願は行うべきと思われる。 

 

１．はじめに 

 近ではいわゆる BRICs 諸国と言われる新興発展地域において、先進国企業の進出が

活発化している。こうした動きは、新たな市場創出と経済発展という大きなメリットがあ

る反面、知的財産保護のように先進国より制度の整備運用が遅れている部分では、大きな

リスクを負うことになってしまう。こうした問題に対応するため、新興諸国においても知

的財産を重視する方向で法律・インフラの整備等が実施されているものの、関連法の安定

的な実施がなされているか、また、権利者が支障なく権利行使できる環境にあるのかなど、

さまざまな点で、各国それぞれの状況に注意を払う必要がある。 

 本報告書は、上記新興国の内、インド、ロシア、ブラジル、アルゼンチン、インドネシ

ア、ベトナム、南アフリカ、トルコを対象に、各国の知的財産制度の概説、工作機械関連

の出願動向に関する調査結果についてまとめたものである。これら調査結果が、工作機械

業界、ひいては広く製造業における、グローバル知財戦略を検討する上で一助になれば幸

いである。 
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２．調査研究の概要 

 本調査研究は、日工会技術委員会・研究開発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推進した。 

 

３．インドにおける知財関連制度の概要と主な出願動向について 

 ３．１ インドの概況について 

  インドは中国に続く新興発展地域として世界各国から注目を集めているが、1990 年代

からの経済・貿易自由化が進む以前では、大企業・外資企業に対する規制が多く、イン

ドで事業を行うには、政府の許可を得る上に各種の厳しい規制に従う必要があった。し

かし、1991 年以降の経済自由化政策では、許認可制度そのものが廃止されるとともに、

為替レートの調整、輸入の自由化、対内直接投資の自由化など対外的な側面での自由化

が進展したことにより工業生産力も伸展した。インドの工作機械生産額は、同国におけ

る乗用車生産が拡大基調であったこともあり、生産額・消費額とも着実に増加している。 

  また、日本から同国への工作機械輸出額も 2002 年～2008 年にかけて約 10 倍以上の

伸びを示しており、同国における日本の工作機械メーカのビジネスが活発化し、各メー

カが今後もインド市場に注力することが予想され、同国における適切な知的財産管理を

行う必要がある。 

 

 ３．２ インドの知的財産関連制度について 

  同じ新興国として、よく中国と比較されることの多いインドだが、中国との相違点と

して、中国では国家が企業を統制しあるいは直接経営して産業を興すという形であると

すると、インドは産学官の連携によって、民間企業が自主的に国の技術発展に貢献して

きたという側面がある。 

  科学技術の発展に伴い、大学をはじめとする様々な専門研究機関が発足し、各所では

インドへの技術導入に積極的な取り組みがなされた。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、特許法を中心に TRIPS 協定に適合するよう知的財産関連制

度の法改正や新規の法制度化を数次行ってきている。 

  現在、特許については権利期間が出願日から 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本部またはその

支部に対して行う。なお、実用新案権は存在しない。 

  インドでは 2007 年度ベースで特許出願 35,218 件、意匠 6,402 件、商標 123,514 件と
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商標出願が突出して多いのが特徴である。また、特許出願件数については、日本（年間

約 40 万件）や中国（年間約 20 万件）と比較しても件数としては低い。内外国出願人に

よる内訳は、近年の推移を見ても外国出願人による特許が全体の約 70%以上を占めてい

る。また、特許庁の審査官は全体で 126 名となっており（日本は 1,500 名）、その内、

金属加工機械工学分野に 2 名の審査官が配置されている。 

 

３．３ インドの工作機械関連特許出願傾向について 

インドにおける工作機械関連特許の出願動向を調査するにあたって、調査対象を金属

工作機械およびその付属部品、金属製ワークの加工方法に該当する公開特許とした。な

お、検索に使用したデータベースは 1990 年 1 月～2004 年 4 月までの公開特許を

Esp@cenet、2005 年 1 月～2009 年 5 月までの公開特許はインド特許庁が運営している

公開特許データベースを用いた。検索方法は IPC 分類による検索と、技術キーワードを

用いた検索を行い、それぞれ抽出した特許の中からノイズを除いた該当特許 316 件をピ

ックアップした。 

  日本の自動車産業の現地（インド）生産システムの確立は、欧米企業と比較しても遅

れが見られたこともあり、欧米企業と比較しても日本企業による特許件数は少ない状況

にある。今回の調査範囲では、ホンダ７件、浜松ホトニクス６件、大昌精機３件、三菱

重工業３件、オイレス工業３件、コスメック２件、ファナック１件、曙ブレーキ１件、

ミヤナガ１件、佐賀大学１件、湘南合成樹脂製作所１件、ジェイテクト１件の特許を確

認した。 

 

３．４ インド工作機械関連特許リスト（インド特許庁データベース） 

  本調査で対象特許として抽出したインド特許のリストを掲載（インド特許庁データベ

ース調査分）。 

 

３．５ インド工作機械関連特許リスト（Esp@cenet） 

  本調査で対象特許として抽出したインド特許のリストを掲載（Esp@cenet データベー

ス調査分）。 

 

４．ロシアにおける知財関連制度の概要と主な出願動向について 

 ４．１ ロシアの概況について 

 1990 年代、ソ連崩壊による社会主義経済から市場経済へのシステムの転換をはかる中
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で、国営自動車企業の民営化と外資系企業のロシアへの進出も進み、90 年代のルノー、

現代自動車に続き、2000 年代前半には GM、フォード、起亜等が現地生産を開始し、輸

出を主体としていた日本自動車メーカも 2000 年代後半にはトヨタ、日産がサンクト・

ペテルブルグ近郊での工場建設を行う等、有望市場の一角として注目された。しかし、

2009 年になると、世界的な景気後退による影響を受け乗用車販売台数も大きく減少し、

実質 GDP 成長率もマイナス 7.9％と厳しい状況に陥っている。 

一方、ロシアの工作機械生産額は 08 年ベースで約 209 億円、消費額は約 1,898 億円

となっており、2002 年時と比較し生産額に大きな増加は見られないものの、消費額は

2008 年で 4 陪以上の伸びを示している。また、日本からロシアへの工作機械輸出額は

安定した推移とはなっていないが、1990 年代と比較すれば 2000 年代の輸出額は増加し

ている。 

 今後の市場回復については未だ不透明な部分が多いものの、政府の一連の景気対策に

より需要の早期回復が見込めるとの分析もあり、引き続きその動向を注視する必要があ

る。 

 

 ４．２ ロシアの知的財産関連制度について 

 ロシアにおける特許出願はロシア特許庁へ出願するケースと、ユーラシア特許庁へ出

願するケースの２通りがある。ユーラシア特許庁は東ヨーロッパ、中央アジアおよびコ

ーカサスを管轄地域としている。出願人にとっては単一の出願を基本として、ユーラシ

ア全域に適用される統一的な特許許諾を得ることができることになる。 

 ロシア特許、ユーラシア特許ともに、特許の権利期間は出願より 20 年、実用新案の

権利期間は出願より 5 年と定めている。ロシア特許庁における審査官の総数は 600 名程

度、ユーラシア特許庁は審査部に約 40 名のスタッフが配置されている。、 

 ロシアにおける特許出願件数は 2002 年の 30,192 件から 2008 年には 41,849 件と増

加傾向にあり、外国出願人による割合が大きくなりつつある。一方で、実用新案につい

てはロシア国内人による出願が 9 割以上を占めている。実用新案は特許と異なり方式審

査のみとなっていることから、既に公知となっているものが実用新案権として登録され、

突然の侵害で警告を受けるケースもあり、注意が必要である。 

 

 ４．３ ロシアの工作機械関連特許出願傾向について 

 ロシアにおける出願傾向を調査するにあたっては、データベースとして Esp@cenet 

を採用した。検索方法は2000年1月～2009年3月末までのロシア登録特許を対象とし、
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IPC 分類による検索と、技術キーワードを用いた検索を行い、それぞれ抽出した特許の

中からノイズを除いた該当特許 981 件をピックアップした。 

調査を行った概況としては、携帯式または卓上型・小型工作機械およびその付属部品

／使用方法に係わる特許が 8 割以上を占め、中でも金属製ワークの研削方法、研削装置、

ラップ盤、研磨盤およびそれらの機械部品に係わるものが特に多かった。 

ロシア人による発明は、卓上型の工作機械の機械部品の改造に係わるものが多く、研

削装置全体を開示するロシア企業の出願は４件程度ある。大部分がワークの研削方法、

砥石形状、砥石軸、砥石のドレッシングまたは洗浄、洗浄液供給機構に関する発明が中

心となっている。 

上記の他、日本以外の外国企業出願として、BOSCH、DANOBAT、DOOSAN、

EHRVIN JUNKER、MAUS、SANDVIK、EROWA、WAKTER 等の出願を確認すると

ともに、日本企業出願の金属工作機械関連ロシア特許は、合計７件（三菱電機４件、フ

ァナック１件、アライドマテリアル１件、ホーコス１件）を確認した。 

 

４．４ ロシア工作機械関連特許リスト 

  本調査で対象特許として抽出したロシア特許のリストを掲載。 

 

５．ブラジルにおける知財関連制度の概要と主な出願動向について 

 ５．１ ブラジルの概況について 

  BRICs の一国として中南米でも 大の自動車保有国として存在感のあるブラジルで

あるが、2000 年代のブラジル経済プラス成長を下支えしたのは、2002 年からの輸出の

拡大による部分が大きい。中国の資源重要の高まりから、鉄鉱石など伝統的な輸出品で

ある鉱物資源や、小形ジェット機、鉄鋼製品、携帯電話、自動車等の工業製品も輸出が

拡大した。 

  また、ブラジルはメルコスールの拠点として、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグア

イ、ベネズエラ等各国への輸出基地の役割を果たしていることから、同国における自動

車の生産台数・輸出台数はともに堅調に推移している。 

工作機械生産額も、08 年ベースで約 1332 億円と、世界で 10 番目の生産額、消費額

も約 2,452 億円と世界で 8 番目の消費額となり、高い伸展が見られ、日本からブラジル

への輸出額も増加している。今後の成長については、当該国で日本車がどの程度普及で

きるかに左右される部分はあるが、自動車需要の増加に伴い、今後も輸出市場としての

成長可能性は高いものと予想される。 
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 ５．２ ブラジルの知的財産関連制度について 

  1997 年に施行されたブラジル工業所有権保護法の下、INPI（国家工業所有権院）が

工業所有権の責任機関となっている。特許の存続期間は出願日より 20 年と規定されて

おり、実用新案権は出願から 15 年間保護される。出願はポルトガル語で行う。 

  ブラジル全体の特許出願は増加傾向にあり、中でも非居住者の割合が拡大しつつある

が、非居住者に占める日本国出願の割合は 6%程度で推移しており、米国（約 40%）、ド

イツ（約 13%）と比較すると少ない状況である。 

  INPI の審査官数は 2009 年現在で特許 340 名、商標 95 名が配置されているが、特に

機械工学関係の審査官は不足しており、INPI よりも一般産業界の方が給与が良いとい

う背景があることから、人材の確保に苦慮しているようである。 

 

 ５．３ ブラジルの工作機械関連特許出願傾向について 

  ブラジルの出願動向調査を行うにあたって、特許の検索には Esp@cenet を使用し、公

報発行国ブラジル(BR)と国際特許分類との掛け合わせで検索を行った結果から、英文抄

録を打ち出し、金属工作機械およびその付属部品、金属製ワークの加工方法に該当する

公開特許・実案抄録を対象として 425 件を選別した。 

調査結果の概況としては、B05B9, F16C, F16F, F16H、G05B19, G06F19 に属

するブラジル公開特許について、日本企業出願の発明内容は、自動車、航空、電力、建

機、電気製品、化学プラント、印刷機の機械部品または加工もしくはアッセンブリ、金

融取引、チケット販売に係わるものが多く、金属工作機械およびその部品加工に係わる

発明件数は少ない。 

出願人国別ではブラジル（29.4%）による特許が も多く、日本（10.8%）は米国（22.1%）、

ドイツ（21.6%）に次ぐ割合となっている。抽出特許の内、日本企業の出願として本田

技研工業 21 件、三菱重工業 8 件、ホーコス 3 件、川崎製鉄 2 件、サンデン 2 件、新東

工業 2 件、アトライズイナケン 1 件、石川島播磨重工業 1 件、ジャコブス ジャパン 1

件、ショーワ 1 件、ダイフク 1 件、豊田自動織機製作所 1 件、ファナック 1 件、ミヤナ

ガ 1 件を確認した。 

 

５．４ ブラジル工作機械関連特許リスト 

  本調査で対象特許として抽出したブラジル特許のリストを掲載。 
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６．アルゼンチンにおける知財関連制度の概要と主な出願動向について 

 ６．１ アルゼンチンの概況について 

  アルゼンチンの2009年の実質GDP成長率はマイナス成長となることが見込まれてい

るが、現在は中流階級層が多く、消費のポテンシャルは高い。ブラジルとの国境もある

ことから、自動車産業の貿易がさかんで、2009 年第 1 四半期こそ自動車生産台数は前

年と比較し大幅に減少しているものの、年後半には持ち直しつつある。 

工作機械については生産額・消費額ともに 近は若干の落ち込みが見られるものの、

2000 年代を通して見れば拡大傾向にあり、日本からアルゼンチンへの輸出額も増加して

いる。ブラジルと比較すると規模は小さいものの、自動車産業の回復が今後も続けば、

工作機械市場としても期待できることが考えられる。 

 

 ６．２ アルゼンチンの知的財産関連制度について 

  アルゼンチンの特許法は、現在 1995 年に施行された改正特許法が適用されている。

特許権の存続期間は出願より 20 年、実用新案権の存続期間は出願より 10 年と規定され

ている。特許が認可を受けるまで、現在は 5～6 年程度を要する状況となっており、こ

の期間を縮小することは現状の体制では難しいようである。 

  また、ブラジルとアルゼンチンが共通市場として連携を深めるにつれ、権利保護の観

点から、特許出願する場合にも両国で同じタイミングで登録を図る等の戦略を取ること

が考えられる。 

 

 ６．３ アルゼンチンの工作機械関連特許出願傾向について 

  アルゼンチンの出願動向調査を行うにあたっては Esp@cenet データベースを用いた。

2009 年 6 月の時点では、1965 年 2 月 11 日～2009 年 5 月 30 日までに登録された 74,003

件の抄録が Esp@cenet には蓄積されており、この内、アルゼンチン（AR）による出願

は 24,840 件、日本国優先権主張のものは 1,773 件である。 

上記より、IPC 分類別に蓄積されている抄録を打ち出し、金属工作機械およびその付

属部品、金属製ワークの加工方法に該当する 1991 年 1 月～2009 年 5 月 30 日までの公

開特許を対象に 14 件を選出した。日本企業による対象特許は確認できなかった。 

 

 ６．４ アルゼンチン工作機械関連特許リスト 

  本調査で対象特許として抽出したアルゼンチン特許のリストを掲載。 
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７．インドネシアにおける知財関連制度の概要と主な出願動向について 

 ７．１ インドネシアの概況について 

 インドネシアの実質 GDP 成長率は 2004 年以降約 5%～6%で推移しており、好調な個

人消費と輸出に支えられている。自動車市場の規模は、1990 年代後半のアジアの経済危

機の影響により一旦市場は縮小したものの、2000 年以降は著しい回復を見せ、2008 年

には生産台数・国内販売台数ともに 60 万台を突破する等、好調が続いている。 

一方、工作機械関連の動向について、対インドネシア輸出額は、2005 年で 2000 年以

降 大の約 248 億円となっているものの、2006 年は後退、その後徐々に戻しつつある

もののピーク時ほど回復していない。 

 

 ７．２ インドネシアの知的財産関連制度について 

  インドネシアでは現在、2001 年の改正特許法が適用されている。インドネシアには知

的財産総局があり、同局にて産業財産権の登録・審査業務が行われている。さらに同局

内は特許局、商標局等があり、特許局には 80 名の審査官が詰めている。審査官の能力

にも関係するが、特に外国で登録されている特許については、その審査結果に依存する

ような形を取っている。優先権主張のない場合、インドネシアの審査官が独自に審査を

行うが非常に進みにくい。 

  また、先使用権が認められていないため、第三者登録がされた場合は注意が必要。仮

に相手方が登録され、自身が登録していない場合には、裁判で対抗するしかないのが現

状である。 

  インドネシアにおける特許出願は全体として増加傾向にあるが、居住者の出願と比較

し非居住者の割合が大きい。 

 

 ７．３ インドネシアの工作機械関連特許出願傾向について 

インドネシアの公開特許を調査するにあたっては、インドネシア政府の dgip データベ

ースを使用した。検索方法は、優先権主張国を限定し、2000 年 1 月～2009 年 6 月 12

日までに発行された特許抄録を対象に、金属工作機械およびその付属部品、金属製ワー

クの加工方法に該当する公開特許 9 件を選別した。 

調査結果の概況としては、日本および米国企業のインドネシア特許出願の約 6 割は、

PCT ルート利用の出願である。金属工作機械工業にかかる出願として、日本企業による

ものは本田技研工業による 8 件の出願を確認した。なお、ジェイテクトの出願 7 件も存

在したが、十字継ぎ手、動力伝達機構、一方向クラッチ等の自動車部品の構造に係わる
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ものであったため、対象外とした。 

 

 ７．４ インドネシア工作機械関連特許リスト 

  本調査で対象特許として抽出したインドネシア特許のリストを掲載。 

 

８．ベトナムにおける知財関連制度の概要と主な出願動向について 

 ８．１ ベトナムの概況について 

ベトナムは良質な労働力を低賃金で確保出来る市場として海外から注目されており、

近の GDP 成長率は 2008 年を除いて 7%以上で推移し、高成長を持続している。 

一方、日本からベトナムへの工作機械輸出額は増加傾向にある。ベトナムでは、工作

機械の現地調達は不可能であり、中古であれ新品であれ日系企業であれば日本の工作機

械を含む資本財を中心に輸入することが考えられる。 

ベトナムの NC 旋盤・マシニングセンタ輸入額を見てみると日本製工作機械のシェア

は比較的高いが、一方で高品質・高価格の日本製工作機械を購入できるのは、外国企業、

一部国有企業に限られているという側面もある。市場としては小さいものの、現地資本

の民間企業が中古機や台湾製から日本製へのシフトを始めることで、新たな市場として

の期待は高まる。 

 

 ８．２ ベトナムの知的財産関連制度について 

  ベトナムでは、1995 年に民法が国民議会を通過し、その中に工業所有権に関する規定

が含まれ、従来の法律や規則を改め工業所有権法に改正され、1996 年７月１日に施行さ

れた。その後、知的財産権に関する規則が民法から独立し、知的財産法 として 2006 年

７月１日から発効される運びとなった。 

  ベトナム特許出願の内外国人による内訳は、外国出願人によるものが圧倒的多数を占

めており、年を追う毎に増加している。08 年ベースでは、外国人出願の中では件数が多

い順に米国→日本→台湾→ドイツ→韓国となっている。 

 

 ８．３ ベトナムの工作機械関連特許出願傾向について 

 ベトナムにおける工作機械関連特許の出願動向を調査するにあたっては、IPlib とい

う現地の特許データベースと Esp@cenet データベースとを併用することによる実施し

た。検索方法は各データベースに蓄積された抄録から、金属工作機械およびその付属部

品、金属製加工ワークの加工方法に該当する公開特許 19 件を選出し、日本企業出願と
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して 7 件の特許を確認した。 

 

 ８．４ ベトナム工作機械関連特許リスト 

  本調査で対象特許として抽出したベトナム特許のリストを掲載。 

 

９．南アフリカにおける知財関連制度の概要と主な出願動向について 

 ９．１ 南アフリカの概況について 

  南アフリカでは、現在外国資本の進出が加速している。同国の経済成長による市場拡

大が見込まれることと、高層ビルの構造建材・橋梁や機械用工具にも使われるバナジウ

ム、プラチナ、クロム、マンガン等のレアメタルの大生産国として、同国の鉱物資源を

獲得することを目的としていることが考えられる。 

南アフリカへの工作機械輸出額は 2000 年以降 も多かった 05 年ベースでは約 17 億

円となっており、他の BRICs,VISTA 諸国と比較しても規模は小さいことは否めない。

当会で昨年実施した北アフリカの工作機械市場調査では、現地企業に見られた設備は欧

州製や日本以外の一部アジア製が多く、日本製工作機械は評価は高いものの、輸入に時

間を要することや、コスト・メンテナンス・NC 装置の使い勝手（慣れ）の点から問題

があり、適用できないという状況であった。 

 

９．２ 南アフリカの知的財産関連制度について 

南アフリカの原稿特許法は 1978 年の改正特許法、及び 1998 年施行の知的所有権諸

法の合理化法が適用されている。特許権の存続期間は 20 年。なお、実用新案制度は存

在しない。 

も特徴的なのは、南アフリカでは無審査主義が採用されていることから、出願が比

較的短期間で特許として登録され独占権が発生するため、注意が必要である。防衛的出

願をする場合には意義があると思われるが、特許要件を満たさない出願も特許されるた

め、その意味では安定性の欠けた権利と言える。その点を考慮すれば、出願人は出願す

る前に十分に当該発明の先行技術の有無を十分に調査した後に、出願をすべきと思われ

る。 

 

 ９．３ 南アフリカの工作機械関連特許出願傾向について 

南アフリカにおける工作機械関連特許の出願動向を調査するにあたって、データベー

スには Esp@snet を採用した。検索は、国際特許分類と発行国 ZA の掛け合わせにて行
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い、1999 年１月～2009 年 5 月末までに発行された金属工作機械、その機械部品、なら

びに金属ワークの機械加工方法にかかわる公開特許 45 件を選別した。 

調査結果の概況として、切削工具（フライスカッター、ドリル、回転カッター）や砥

石に係わる出願が多く、旋盤、フライス盤、研削盤、歯切り盤等、金属工作機械装置全

体に係わる出願は見受けられなかった。自動車部品製造用の工具より、ダイヤモンドや

金鉱石の採掘に使用されるボーリング装置や粉砕装置、宝石の研磨工具に係わるような

金属加工ではない特許が多い。日本企業による出願としては三菱重工業のロール研削盤

１件を確認したが、今回の調査対象としては非該当であった。 

 

 ９．４ 南アフリカ工作機械関連特許リスト 

  本調査で対象特許として抽出した南アフリカ特許のリストを掲載。 

 

10．トルコにおける知財関連制度の概要と主な出願動向について 

10．１ トルコの概況について 

  トルコ自動車産業は中欧地域では 大規模で、この地域の他の大規模メーカと同様に、

トルコの自動車生産にも乗用車とともにバスを含む大型、小型の商用車が含まれており、

外国投資が生産に拍車をかけて、近年トルコ自動車産業は急拡大を遂げている。 

  当会では平成 20 年度において、トルコおよびスロバキアの市場調査を行ったが、ト

ルコにおける切削形工作機械の市場規模は拡大傾向にあり、主要な需要部門は一般機械、

自動車、その他の製造業で、拡大を牽引したのは輸出向け生産拠点としての自動車産業

の成長であった。切削形工作機械需要の大半は輸入によって充足されているようで、日

本企業の参入度は高いものの、格安で工作機械を市場に供給している台湾メーカのプレ

ゼンスが大きいという調査結果であった。 

 

10．２ トルコの知的財産関連制度について 

トルコでは現在、1995 年施行の新法により確立した新知的財産制度が適用されている。

同法によって、特許登録業務が産業貿易省からトルコ特許庁に移管された。トルコでは

他国とは異なる特有の審査手続が採用されており、１つは“出願日から 20 年の存続期

間を付与する実体審査を伴う手続”と“出願日から７年の存続期間を付与する実体審査

を伴わない手続き”がある。この７年特許の手続は単に出願があれば無審査で登録をす

るシステムである。 

  また、トルコにおける全体としての出願は増加傾向にあるが、外国人出願が拡大して
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いる。2009 年の国別出願件数のランキングでは日本は 9 位に位置しており、欧米諸国

と比較し出願件数は少ない状況である。 

 

 10．３ トルコの工作機械関連特許出願傾向について 

 トルコにおける工作機械関連特許の出願動向を調査するにあたって、トルコ特許庁デ

ータベース SurfIP と Esp@acenet を採用した。Esp@cenet については、国際特許分類

と発行国 ZA の掛け合わせ検索を行い、1999 年１月～2007 年 6 月末までで発行された

金属工作機械、その機械部品、ならびに金属ワークの機械加工方法に係る公開特許と登

録実用新案を選別した。また、SurfIP は各国際特許分類の蓄積件数のうち、2007 年１

月以降に登録となった特許および実案新案を選定した。 

調査の概観として、内国人（トルコ系企業、大学）の出願については、実用新案が９

割程度を占めている。その考案の内容は、卓上もしくは携帯式工作機械（旋盤、電動ド

リル、フライス盤,中ぐり盤など）の機械部品、工具の改造に係わるものが多い。 

日本企業による出願としては、本田技研工業の生産管理システムの１件、コスメック

のクランプ装置 1 件が確認された。また、外国企業では、GE、WITZIG & FRANK、

KARL HEINZ WIEMERS、FRANZ HAIMER MASCHB 等の出願がある。 

 

10．４ トルコ工作機械関連特許リスト（トルコ特許庁データベース） 

  本調査で対象特許として抽出したトルコ特許のリストを掲載（トルコ特許庁データベ

ース調査分）。 

 

10．５ トルコ工作機械関連特許リスト（Esp@cenet） 

  本調査で対象特許として抽出したトルコ特許のリストを掲載（Esp@cenet データベー

ス調査分）。 

 

11．おわりに 

今回調査を行ったインド、ロシア、ブラジル、アルゼンチン、インドネシア、ベトナ

ム、南アフリカ、トルコについては、いずれも工業生産の発展に伴う生産設備需要の増

加により、工作機械の生産・消費は拡大傾向にあり、かつ日本からの輸出額も伸びてい

るにもかかわらず、特許出願については日本企業による積極的な姿勢は見られない。 

新興国の知的財産関連制度の法整備は進められているものの、調査国の中には無審査

主義を取っている、先使用権を認めていない地域もあり、自社が当該国市場に展開する
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技術にかかるものが、第三者による出願がなされた場合、対抗することが難しい面もあ

り、訴訟に発展した場合にはそのリスクは大きい。2000 年以降外需への依存率が高まる

当業界において、現状の外国出願は、欧州・米国に対してが も多く、中国・韓国・台

湾がそれに続いている状況であるが、新興国への展開は今後も高まることが予想され、

突然の権利侵害で警告を受けるようなことを避けるためにも、進出国における必要 低

限の特許出願は行うべきであろう。 
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