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第一章 はじめに 

 

中国の経済発展及び科学技術の進歩につれて、日本出願人による中国への「専利」

（特許、実用新案及び意匠の総称）出願件数が年々急増している。中国国家知識産権

局（SIPO）の歴年の統計データ（http://www.sipo.gov.cn/tjxx/）によると、同局の 2004

年から 2012 年までの日本出願人による三つの專利受理件数を以下に示す。 

 

年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

件数 30,444 36,221 37,848 38,188 38,408 34,382 38,241 45,228 49,678 

 

上表を見ると、2008年の金融危機により 2009年の出願件数がやや減少した以外は、

いずれも毎年大幅に成長していることが明らかにわかる。特に、2012 年は 10 年前の

4 倍となる 5 万件に迫り、驚異的な成長スピードを示している。 

この出願数増加の原因は、明白である。それは、巨大な生産拠点と広大な消費市場で

ある中国は、日本企業にとって極めて魅力的な市場であり、市場における競争優位の

確保のため、日本企業は大量に特許を取得せざるを得ないからである。 

しかし、大量の特許を取得するには、膨大な資金と労力の投入が必要である。出願

が多ければ多いほど、効率を向上させ、コストを削減させることが必要となるため、

「中国において、いかに低コストで有効かつ大量の特許を取得するか」が重要な課題

の一つとなる。 

他方、日本企業による台湾への投資及び特許出願の歴史において、日台間は深いつ

ながりがあり、すでに長期的かつ密接な提携関係が構築されている。このような背景

を踏まえて、数多くの日本企業が中国進出時に台湾企業とアライアンスを組むことに

より、成功のチャンスの拡大を図っている。2011 年 9 月 26 日発売の日本の経済誌『週

刊東洋経済』

（http://www.toyokeizai.net/shop/magazine/toyo/detail/BI/dc4452c9ddc0b1eae91dd2ea880a

9264/）には、「中国は台湾から攻める」と題した特集が組まれ、大きな反響を呼んだ。

実際、中国市場開拓に向けた日台ビジネスアライアンスの成功事例は枚挙にいとまが

ない。 

日本企業が中国市場に進出する際に、台湾企業を協力パートナーとして選ぶ理由は、

日台間の長期的なパートナーシップのほかに、もう一つ重要な要因として、台湾と中

国がいずれも中国語を使用しており、コミュニケーションに支障が生じることがなく、

中国での商売のコツを把握しやすいことにあり、この点は中国に展開する台湾企業に

おいて最も大きな優位性の一つとなっている。 

この点に着目し、日本企業による中国特許出願件数の大幅増加を受けて、上述した

日台アライアンスモデルを特許出願の業務に活用できるのではないかと考える者が

徐々に増えてきた。具体的には、長年にわたり協力関係にある台湾事務所に委託する
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ことで、より低コストで中国の特許を出願すると同時に、特許出願の品質を確保する

ことが達成可能ではないかということである。 

その一方で、中国の特許出願件数がすでに台湾の出願件数を遥かに上回っているこ

とから、多くの提携関係を有する中国事務所に中国特許出願を依頼する際に、台湾の

特許出願も併せて依頼することで、管理コストの削減が可能なのではないかと考える

者も出てきた。 

このほか、日本で中国籍又は台湾籍の者を直接に雇用し、彼らに同時かつ直接的に

中国又は台湾の特許出願を処理させる日本の特許事務所も少なくないが、中国語が話

せるこれらの所員が中国及び台湾への特許出願を同時に処理するときに、両岸（中国

及び台湾を指す。以下同。）の言語及び特許制度の違いを十分に理解しているか否か、

また信頼に値するか否かも関心を抱かせる問題である。 

本報告の目的は、（1）特許代理業界の比較、（2）言語の比較、及び（3）法制度の

比較の三つの角度から、上述した問題を十分に比較検討した上で、日本出願人の疑問

を解消し、更に正確な判断の一助となることを期待するものである。 

本報告は、上に掲げた各項の比較により、以下の業務の可能性と将来性を検討する。 

 台湾事務所に中国出願を依頼すること 

 中国事務所に台湾出願を依頼すること 

 日本事務所に台湾若しくは中国出願又はその両方を依頼すること 

両岸は、特許代理の環境、言語及び法律において、当然、多くの相違点が存在して

いるが、本報告で検討すべきは、相違点の有無ではなく、それらの相違点を克服でき

るか否かの問題である。簡単に言うと、台湾事務所がこれらの相違点を容易に克服で

きれば、台湾事務所に中国への特許出願を委託することに問題はなく、一方、中国事

務所がこれらの相違点を容易に克服できる場合も、中国事務所に台湾への特許出願を

委託することに問題はないことになる。同様に、日本事務所の中国語が話せる所員が

これらの相違点を簡単に克服できる場合は、日本事務所に台湾と中国への特許出願を

直接に委託することも可能である。ここで言う委託可能とは、費用の問題がないこと、

及び最も重要なのは、品質が確保されていることを指し、どちらも欠くことのできな

いものである。 
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第二章 特許代理業界の比較 

 

第一節 台湾特許代理制度の沿革 

 

台湾の特許法（専利法）は、1949 年 1 月 1 日より施行されたが、当時、戦後の混乱

のため、特許業務はすぐには始まらなかった。1953 年 7 月に「特許代理人規則」が制

定され、同年 8 月に中央標準局（台湾智慧財産局（TIPO）の前身）が「特許室」を設

けてから、特許代理業務がようやく始まった。 

上述の「特許代理人規則」は、1955 年に 1 回改正されたことがあるが、実際には 2008

年まで、代理人資格試験は一切行われず、あくまで「資格証書引き換え交付制度」を

維持したままであった。当時の規定によると、以下の五つの資格のいずれかに該当す

る者であれば、特許代理人の資格を取得することができ、如何なる試験に合格する必

要もなかった。 

 

（1） 司法官（裁判官又は検察官） 

（2） 弁護士 

（3） 公認会計士 

（4） 工・鉱業技術士 

（5） 特許主務官庁において、3 年以上審査の事務に従事した者（実体審査、方

式審査及び外部審査を含む。） 

 

上述の五つの特許代理人資格証書を取得できる要件のうち、（5）を除き、それ以外

の者は特許とは直接関係がない。また資格証書の取得要件が多様化しており、しかも

無試験で取得できるため、資格証書を持っている者が極めて多いにもかかわらず、実

際には、特許代理業務に従事する者の占める割合は非常に少ない状況となっていた。

2008 年に行われた台湾智慧財産局の統計調査に基づくと、登録済み特許代理人の数は

1 万人にも達しているが、3 年以内に少なくとも 1 件の特許出願を代理した特許代理

人の数は、400 名余りに過ぎなかった。 

台湾では 2008 年に「専利師法」（日本の「弁理士法」に相当）が可決・成立してか

ら、ようやく 1 回目の専利師試験が開催されることになった。新しい法律の下で行わ

れた専利師試験は非常に厳格で、合格率はかなり低かった。専利師試験は 2008 年に

開始されてから、すでに 6 回実施され、合格率が年々上昇している一方で、申込者数

は年々減少している。統計によると、2008 年以降に実施された 6 回の専利師試験の申

込者数、受験者数、合格者数及び合格率の推移は、以下のとおりである。 

 

年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率 

2008 1367 748 37 4.9% 
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2009 858 466 38 8.2% 

2010 691 352 13 3.7% 

2011 572 294 27 9.2% 

2012 545 318 38 11.9% 

2013 699 430 46 10.7% 

 

専利師試験に合格した後、更に智慧財産局に登録し、かつ、台湾専利師公会（日本

の「弁理士会」に相当）に加入するという手続を経なければ、業務を行うことができ

ない。台湾智慧財産局の専利師登録者名簿82によると、2014 年 1 月末までの既登録者

の台湾専利師数は僅か 237 名で、それに、業務を行っている旧制の専利代理人の数を

加えても、総数は 600 名を超えることはなく、規模は極めて小さいと言える。 

初期の台湾における特許出願業務は、ほかの開発途上国と同様に、外国から台湾へ

の特許出願代行を主な業務としていた。近年では、台湾企業の研究開発能力が高まっ

ているため、台湾企業による特許出願件数は外国企業の特許出願件数と比べてほとん

ど差が見られず、台湾企業による諸外国（特に米国）及び中国への特許出願件数は、

台湾への出願件数を遥かに上回っている。 

台湾の特許代理制度の歴史は 60 年に達しており、初期の資格取得方式は完璧ではな

かったという意見もあるが、長期に渡る豊富な実務経験の蓄積、特に国際業務におけ

る長年の取扱い経験を通じて、特許代理人の専門能力及び国際業務の遂行能力は高く

評価されるべきである。しかしながら、近年では、市場規模が小さすぎて発展が限ら

れて、業務の成長が緩やかになったため、能力のある特許代理業者の多くは、中国市

場又は欧米市場の開拓に着々と布石を打っている。中国市場では、中国特許出願業務

の代行を積極的に勝ち取る一方で、欧米市場では、英文明細書の作成業務、欧米特許

出願の代行業務をも獲得している。これらの業務はいずれも極めて高い専門能力を必

要とするものである。 

 

第二節 中国の特許代理制度の沿革 

 

60 年にわたって蓄積された特許代理業務の経験を有する台湾と比べ、中国の特許代

理制度の歴史は比較的に短い。1979 年、中国は多くの研修視察団を米国、日本、欧州

等の国の特許庁へ派遣し、各国の特許制度について考察した。1980 年、中国は特許庁

と特許代理機構の設立を許可した。1984 年、中国初の特許法が公布された後、中国特

許庁は 1984 年下半期から中国全土で巡回研修会を開催し、科学技術者に対して特許

代理業務に係る専門人材育成を行うと共に、そのうちの 6,000 名余りの試験合格者に

                                                        
82 http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7222&CtUnit=3555&BaseDSD=70&mp=1 
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対し有効期間 2 年の「特許代理人臨時証明書」を発行した。その後 1 年間で、これら

臨時証明書を有する代理人から 200 社余りの特許代理機構が生まれ、それらが中国初

の特許代理人及び特許代理機構となった。 

その後、中国は 1985 年に「特許代理暫定条例（專利代理暫行條例）」を公布し、1991

年には「特許代理条例」を制定して、特許代理制度が法制化された。その後、1998

年には、中国初の特許代理人試験が実施された。初期の特許代理機構は、ほとんどが

政府機関、大学、科学研究単位等に付属しており、その職員の大部分が公務員に属し

ているため、完全に独立したものではなかった。2000 年には、特許代理事務機構を独

立的、公正的、自律的な仲介機構とするため、中国で初めて、いわゆる「独立改制（脱

鈎改制）」の政策が実施され、業務、人事、財務及び名称の四つの方面から、特許代

理事務機構を政府の組織から完全に独立させた。 

激増するニーズに応じて、中国の特許代理人の数は急速に成長し、中国国家知識産

権局の最新統計データでは、2013 年 7 月 13 日までに、中国で合計 17,715 人が特許代

理人資格を取得し、これは、2008 年と比べて倍近くに成長した。そのうちの 8,624 名

が執業証を取得し、956 社の特許代理機構において代理業務が行われている。中国の

特許代理人試験の申込者数は年々上昇しており、2013 年までの各年の特許代理人試験

の申込者数、受験者数、合格者数及び合格率の推移は、それぞれ下表のようになって

いる。2013 年の受験申込者数は史上最高を記録し、2012 年と比べて 38％も増加して

おり、驚異的な伸び率を見せている。 

年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率 

1998 1927 1536 281 18.3% 

2000 1924 1440 372 25.8% 

2002 4450 3223 435 13.5% 

2004 7804 4947 530 10.7% 

2006 8594 5617 721 12.7% 

2007 8326 5083 610 12.0% 

2008 8766 5492 692 12.6% 

2009 11805 6912 924 13.4% 

2010 12669 11851 1368 11.5% 

2011 13854 10212 1493 14.6% 

2012 16780 11520 2966 25.8% 

2013 23226 21689 3812 17.6% 
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しかしながら、中国の特許出願件数の増加スピードは驚くほど速いため、特許代理

人の数は依然として市場ニーズに応じきれていない。2012 年の中国全土の特許出願件

数は 205.1 万件となり、そのうち、特許代理機構が代理した件数は 1,212,940 件で、代

理率は 59％に達した。しかし、中国の特許出願のうち、本国人による特許出願件数は

外国人による特許出願件数を大きく上回り、しかも外国人による特許出願は上位 20

社の事務所に集中する傾向が顕著である。 

上記のとおり、台湾と比べると中国の特許代理業の歴史は半分にも及ばないものの、

市場規模が膨大で、特許代理業の発展が迅速であるため、その代理人の数は台湾の十

数倍も多いにもかかわらず、依然として供給が需要に応じきれていない状況にある。

中国国家知識産権局は、2015 年までに特許代理人の数を 1 万人以上確保するという目

標を掲げている。 

 

第三節 台湾人の中国特許代理人試験への参加による制度上の統合 

 

2011 年、中国の特許代理人資格試験が初めて台湾人に対して開放され、福州市が唯

一、台湾人による初の中国全国特許代理人資格試験参加に関する受付、試験、資格証

書発行を行うこととなった。同年、計 234 名の台湾人が受験申込、188 名が試験に参

加し、そのうちの 17 名が合格した。2012 年には、試験に参加した台湾人は 300 名を

超え、合格者数は 40 名に達した。2013 年度の試験結果はすでに公表され、台湾受験

生の合格者数はさらに大幅に増加した。 

中国側は台湾人の受験を非常に重視しており、最初の 17 名の合格者へ資格証を授け

るために、当時の中国国家知識産権局の田力普長官が自ら北京から福州市に赴き、自

ら資格証を授与した。以下の写真はその時の様子を撮影したものである。 

 

 

 

関連する規定によると、中国の特許代理人資格試験に合格して「特許代理人資格証

書」を取得した台湾住民は、中国に設立が許可された特許代理人機構で 1 年間の実習
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を経た後に「特許代理人執業証」を取得し、中国の特許代理機構で業務を行うことが

でき、更に、一定の条件（経歴年数、年齢上限など）を満たせば、中国に設立が許可

された特許代理人機構のパートナー又は株主になることもできる。ただし、現在でも、

台湾籍の特許代理人は単独出資で中国に事務所を開設することはできず、これが唯一

の制限となっている。 

中国国家知識産権局の田力普元長官は、この開放政策を積極的に推進し、上述のと

おり、初回の 17 名の合格者に対し自ら証明書を交付したほか、台湾人に対する資格

試験の解禁はほんの第一歩に過ぎず、両岸企業に優良なサービスを提供できるよう、

台湾の専門人材による中国での業務展開を歓迎し奨励すると述べている。 

台湾籍の受験者と合格者の数が絶え間なく増え続け、数年後には中国の特許代理人

資格証書を取得した台湾人は、台湾の専利師資格証書を取得した台湾人を上回る可能

性があることが予測される。日増しに縮小している台湾市場と盛んに発展している中

国市場を考えれば、このような傾向は当然のことであると言える。 

中国政府による台湾への特許市場の解禁政策には、試験の解禁にとどまらず、事実

上、中国当局はすでに台湾人が中国において単独出資による会社の形態で中国の商標

出願業務を代理することに同意しており、また、台湾の法律事務所及び特許事務所の

福建省での業務の試行を解禁し、まずは、福建から直接特許代理業務に従事すること

についても検討を始めた。この一連の解禁措置は台湾の特許代理人にとって、あたか

も新大陸発見のようなもので、台湾の事務所の多くは、積極的に準備を進めている。 

このような発展の趨勢に応じて、台湾では中国特許制度の研究者の数が急速に増加

しているため、中国特許制度の発展が台湾特許制度に与える影響力は以前よりもかな

り強くなってきていことは当然であり、日本特許制度が台湾特許制度に与える影響力

を上回っている可能性さえある。1 例として、2013 年 1 月 1 日より施行された改正台

湾特許法では、特許及び実用新案の「二重出願」に関し、出願人が特許を選択した場

合、先に取得した実用新案権は「最初から存在しなかった」ものとみなされると規定

されていたが、同年 6 月には再改正がされ、中国と全く同じ権利接続制度に改められ

たことが挙げられる。また、2013 年に台湾の特許審査基準は、用途発明に関する改正

を行い、用途の特徴に限定される物品の請求項は、先行技術の物品と対比して新規性

を具備するとは認めないが、当該用途発明を方法の発明とみなすこととし、そうしな

い場合は、物品に対してその組成分又は配合比を限定し、或いは製造の用途（即ち、

スイスタイプクレーム（swiss-type claim））に変えるよう規定した。これも中国の審

査基準の影響を受けたものと推測される。 

特許法は他の法律に比べ、国際的な調和が求められるべきものであり、たとえ現在、

両岸において、言語・政治面で依然として相当に大きな違いがあるとしても、特許法

の分野においては、今後の台湾特許法の発展は中国の特許制度の影響を更に強く受け

ることが予測され、両者の差異が更に縮小する可能性も指摘されている。 

 



 

 
177 

第四節 特許代理業界全体の比較 

 

1. 台湾の特許代理業界 

 

台湾の特許代理業界と中国の特許業者の基本的な差異を下表に記載する。 

 

 台湾 中国 

経済構造 市場経済 計画経済から市場経済へ 

渉外業務の開始 早い 比較的遅い 

外国出願の経験 外国出願重視 国内出願重視 

市場規模 大（国内だけで 8.5 万件） 巨大（205 万件） 

代理形態 個人代理 法人代理 

 

以下に詳しく説明する。 

 

(i)市場経済と計画経済の違い 

台湾は戦前からすでに市場経済を導入しており、特許代理規則が施行された 1953

年において、許可を受ける必要のある少数業種を除き、基本的に市場経済が採用され

ていた。特許代理業者は最初の段階から民営の形態で独立開業し、政府からの指揮又

は援助を受けることもなかった。特許代理人は 60 年来、長期にわたって市場競争を

行ってきたため、優劣が明らかになり、事務所のサービスの水準が自然に一歩一歩向

上してきた。しかしながら、たとえ市場シェア率が長期的に上位にランクされる事務

所であっても、他事務所との絶え間なく厳しい競争に直面し、品質の維持、人材の確

保及びクライアントとの関係維持に努めなければならず、そのような絶え間ない市場

競争に直面してきた結果、いくつかの主要事務所は長期にわたって安定したシェアを

維持することができ、新しい事務所の市場参入が難しくなるため、相対的に業界全体

は非常に安定している。 

それに対して、中国では計画経済から市場経済への移行につれて、最初はすべて官

営であった特許事務所が 2000 年からやっと徐々に民営化され、競争と統合が激しく

なってきた。業界の激しい変動は暫くは収まらないと見られるため、中国では、随時、

特許事務所の現状を把握することが重要である。 
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(ii)国際化のタイムスケジュールの違い 

国際化の面で、台湾は経済発展の初期段階から、外国からの資金と技術の導入を主

な政策の一つとしたため、外国出願人は初期段階から台湾で大量に特許を出願し始め

た。中国の特許法の施行時の 20 年も前から、台湾の特許事務所はすでに渉外業務を

処理し始めたため、渉外業務に対するサービス水準は国際的な水準に比較的近づいて

いるはずであり、少なくとも海外のクライアントとのコミュニケーションへの障害は

比較的少ない。特に日本と台湾との経済関係は大変に親密であり、日本語を理解する

台湾人も比較的多いことも台湾の特許事務所の優位性となっている。 

 

(iii)市場規模の違い 

世界知的所有権機関（WIPO）及び台湾智慧財産局の統計データによると、2011 年

特許出願受理件数上位 7 ヶ国又は地域の受理官庁は、以下のとおりとなっている。 

 

2011 年特許出願受理件数上位 7 ヶ国又は地域の受理官庁 

順位 1 2 3 4 5 6 7 

受理局 中国

（SIPO） 

米国

(USPTO) 

日本 

(JPO) 

韓国

(KIPO) 

欧州

（EPO） 

ドイツ

(DPMA) 

台湾

(TIPO) 

件数 526,412 503,582 342,610 178,924 142,793 59,444 50,082 

 

国・地域によって実用新案権制度がないところもあるため、上表の数字は特許の件

数のみを示す。表に示される 1 位から 5 位までの受理官庁は一般に IP5 と言われてお

り、これらの受理官庁はよく知られている。しかし、IP5 の次にランクされる受理官

庁も比較的よく知られておらず、ドイツ特許庁は 6 位であるが、実際、その案件の大

部分は欧州特許庁が受理した欧州特許出願から移行された案件であるため、台湾の智

慧財産局は事実上、第 6 位（即ち IP5 以外の最大特許受理官庁）であるとも言える。

しかし、IP5 首位の中国と比較すると、10 倍の差にもなっている。市場規模の違いは

絶対的な市場規模及び成長スピードという二つの観点から比較することができる。当

然ながら、中国と比べて台湾の市場規模は遥かに小さく、業界全体の案件量では数多

くの事務所を支えることができず、新しい事務所が既存市場へ参入することは相当に

困難である。しかも市場が成熟し、中国のような爆発的な成長もないため、直近 10

年間の外国人による特許出願件数の変化は少なく（下表参照）、特許業界全体が非常

に安定している。 

 

年度別 台湾人による特許出願 外国人による特許出願 
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2003 13,049 22,774 

2004 16,747 25,172 

2005 20,093 27,748 

2006 21,365 28,746 

2007 23,330 28,346 

2008 23,868 28,041 

2009 22,712 23,942 

2010 22,905 24,537 

2011 23,518 26,564 

2012 23,077 28,112 

台湾の特許代理業界は過去数十年に渡って、限られた市場で激しい競争が繰り広げ

られる中で、全体としては、すでに相当安定した状況になっており、サービスの品質

も事務所の経営も共に相当程度成熟してきており、今後の経営環境に重大な変化（例

えば利益衝突問題の急増又は台湾の経済発展の急速な萎縮等）が生じない限り、明ら

かな変化はないはずである。 

 

(iv)個人代理と法人代理の違い 

台湾特許法第 11 条では、「出願人は、特許出願及び特許に関する事項の処理につい

て、代理人に委任してこれを行うことができる。………代理人は、法令に別段の規定

がある場合を除き、弁理士でなければならない。」と定められている。一方、中国特

許法第 19 条では、「中国国内に常駐住居所、又は営業所を有しない外国人、外国企

業又はその他外国組織は、中国の特許出願及びその他の特許に関する事務の処理につ

いて、法に基づき設立された特許代理機構に委託しなければならない。中国の部門又

は個人は、国内の特許出願及びその他の特許に関する事務の処理について、法に基づ

き設立された特許代理機構に委託することができる。」と定められている。 

上述の規定により、現在、台湾の特許代理人は個人の身分で代理しており、事務所

は特許代理の主体ではなく、法人化することもできないため、パートナーシップ制の

組織形態で事業を営むしかない。このため、同じ事務所の全ての特許代理人が連帯無

限責任を負わなければならず、その責任は相当に重い。逆に、中国の特許代理人は独

自に委託を受けることができず（中国特許代理条例第 17 条を参照）、大半の特許事

務所は有限会社の形態で経営を行い、無限責任を負わないことから、特許代理人自身

の負う責任は比較的軽い。この基本的な違いが両岸の特許代理機構の経営形態に大き

な影響を及ぼしている。例えば、台湾では、特許代理人は連帯無限責任を負わなけれ
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ばならないため、自分が代理する案件のみならず、他のパートナーが代理する案件に

対しても慎重に管理しなければならない。これにより相対的に事務所の迅速な成長が

難しくなり、事務所の吸収合併が非常に困難になるが、事務所の人事が安定している

ことがメリットと言える。一方、中国の特許事務所は法人としての有限責任を負い、

個人の責任は比較的軽いため、事務所の拡張や事務所の吸収合併をより容易に行うこ

とができるが、事務所における人事の流動性が高いという問題も存在している。 

 

2. 日本出願人の台湾特許出願を代理する主な特許事務所 

 

日本出願人による台湾特許出願を代理する台湾特許事務所の取扱件数上位 10 社の

リスト83を以下に参考のため提供する。順位は 2012 年の特許の公開件数＋実用新案の

公告件数＋意匠の公告件数の合計件数による。下表で示したように、上位 10 社の事

務所が代理する合計件数（13,300）は、すでに総数（14,517）の 92％を占めている。

つまり、日本出願人の台湾特許出願を代理する台湾特許事務所の集中は極めて顕著で、

選択できる事務所は多くないということである。 

                                                        
83
 調査には、特許代理人の所属事務所の把握が必要なため、多少の誤差も含む。（理律法律事務所 調

査） 
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事務所 
2012 年 

発明公開 

2012 年 

実用新案公告 

2012 年 

意匠公告 
合計 順位 

台湾国際(TIPLO) 3843 29 526 4398 1 

理律(Lee and Li) 2524 12 122 2658 2 

萬国特許(Louis) 1000 1 162 1163 3 

聖島(Saint Island) 868 1 78 947 4 

台一(Tai E) 773 5 108 886 5 

将群(JC) 811 1 30 842 6 

文彬(Wenping) 808 0 12 820 7 

東大(Jou & Jou) 544 1 29 574 8 

聨合(Union Patent) 528 2 43 573 9 

冠群(Top Team) 387 3 49 439 10 

トップ 10 の合計件数 12086 55 1159 
13200 

(92%) 
 

その他 973 37 207 1217  

総計 13059 92 1366 14517  

 

3. 日本出願人の中国特許出願を代理する主な特許事務所 

 

日本出願人による中国特許出願を代理する中国事務所の取扱件数上位 20 社のリス

ト84を以下に参考のため提供する。順位は 2012 年の特許公開件数＋実用新案の公告件

数＋意匠の公告件数の合計件数による。件数には、全ての日本出願人による出願件数

も含まれる。下表の数字から、案件が上位 20 社に集中していることがかなり顕著で

あることがわかる。 

なお、台湾の事務所のリストと中国の事務所のリストを合わせた順位では、台湾事

務所の順位が依然として相当高いことが明らかである。例えば、上表において第 1、2

位の台湾事務所は、中国の順位では 2、7 位ととなり、その規模は中国の大手事務所

に劣らない。 

 

                                                        
84 理律法律事務所 調査 
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中国の特許事務所 件数 順位 

中科专利商标代理有限责任公司 5307 1 

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 3886 2 

北京集佳知识产权代理有限公司 3446 3 

北京林达刘知识产权代理事务所 3395 4 

北京市柳沈律师事务所 3381 5 

北京三友知识产权代理有限公司 2902 6 

永新专利商标代理有限公司 2773 7 

中原信达知识产权代理有限责任公司 2630 8 

中国专利代理(香港)有限公司 2601 9 

北京银龙知识产权代理有限公司 2000 10 

トップ 10 位の合計件数 32321(63%)  

北京尚诚知识产权代理有限公司 1813 11 

上海专利商标事务所有限公司 1679 12 

北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 1527 13 

北京市中咨律师事务所 1483 14 

北京天昊联合知识产权代理有限公司 1177 15 

上海市华诚律师事务所 1022 16 

北京市金杜律师事务所 978 17 

北京康信知识产权代理有限责任公司 783 18 

北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 767 19 

隆天国际知识产权代理有限公司 707 20 

トップ 20 の合計件数 44258(87%)  

その他 6608  

総計 51065  
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第五節 台湾の特許事務所における中国特許業務に関する経営形態 

 

ほぼ全ての台湾特許事務所が大量の中国特許出願を代理しており、その中には台湾

出願人による中国特許出願及び外国人による中国特許出願が含まれる。台湾事務所の

名称は中国の特許データベースに反映されないため、その代理件数の統計を取得する

ことはできないが、業界情報によると、実際の件数は台湾の特許事務所が代理する台

湾特許出願の総数を上回ることはほぼ確実である。したがって、中国の特許出願は台

湾の事務所にとってすでに主要業務となっており、コスト削減及び品質確保を図るた

め、台湾の事務所は中国の特許出願業務に対していくつかの経営形態を発展させてき

た。以下、それぞれの形態について説明する。 

 

 複数現地代理人方式：複数の中国特許事務所へ出願を依頼する 

 特定現地代理人方式：特定の 1 の中国特許事務所のみへ出願を依頼する 

 実質資本参加方式：台湾事務所の所員を中国の特許事務所に駐在させ、実質

的に中国で特許事務所を共同経営する 

 実質独資方式：中国弁理士を現地で雇用し、実質的に中国で特許事務所を経

営する 

 

上述の四つの方式にはそれぞれメリット、デメリットがある。簡単に言えば、他と

比較して、複数現地代理人方式のコストは高く、品質の把握も難しいが、難易度は低

く、案件ごとに中国現地代理人を選定して依頼すれば対応可能である。特定現地代理

人は、ボリュームディスカウントによりコストの削減が期待できるが、十分な品質の

確保は依然として難しい。実質資本参加方式と実質独資方式の投資額は高く、経営の

難易度も高いが、うまく経営できれば、中国現地の事務所の運営管理の一部又は全部

を把握することができるため、品質及びコスト面で優位となる可能性がある。また、

上述の四つの方式を柔軟に運用している台湾事務所もいくつかあり、一つの方式に拘

らず、四つの方式を同時に採用し、経営環境及び法的規制の変化により、随時調整を

行っている台湾事務所も存在する。 

 

第六節 中国の特許事務所における台湾特許業務に関する経営形態 

 

中国の特許事務所が台湾特許業務を代理する経営形態は比較的簡単である。その主

な原因としては、現在、中国人は台湾の様々な法的規制によって制約を受けており、

依然として台湾に自由に出入りすることが難しく、たとえ台湾に入ったとしても、台

湾に残って働くことは難しい。また、台湾の繁体字中国語を理解することも比較的難

しいため、中国の事務所の大部分は複数現地代理人方式を採用し、つまり複数の台湾

特許事務所へ台湾出願を同時に依頼しており、他の三つの経営形態を採用している事

務所は非常に少ない。 
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第三章 特許明細書の観点から比較した両岸の言語 

 

第一節 中国語とは何か 

 

特許代理の仕事は文字で特許権の範囲を特定する仕事でもあるし、文字で審査官又

は裁判官を説得する仕事でもあるとも言えるため、文字の重要性は言うまでもない。

よく知られているように、台湾の中国語と中国の中国語は同じではないが、多くの外

国人は両岸のそれぞれの中国語の違いを知らない。知っているのは、台湾の中国語の

画数が比較的多く、中国の中国語の画数が比較的少ないように見えるということだけ

である。しかし、文字は特許業務に絶対的重要性を持つものであるため、この程度の

理解では充分でない。台湾の専利師及び中国の特許代理人が相互の言語を十分に把握

し、更に専門的なサービスを提供できるか否かを判断するときには、両岸の中国語に、

どのような違いがあるかを更に深く検討する必要がある。 

中国の歴史から見れば、いわゆる中国語とは、元々絶えず変化している言語である

ことが分かる。政治が対立すれば、言語も対立する。逆に、政治が統一されれば、こ

のような巨大な国家を有効に統治できるよう、政府も文字と言語の統一に努める。 

文字の統一は困難に満ちた作業であり、強国や盛世（強い政府）でなければ、これ

を遂行することはできず、そのため、中国における文字の統一はいずれも、中国が統

一され、かつ、強盛な時代に成し遂げられた。一般的に言うと、中国文字の統一には、

いくつかの段階があり、主なものを以下に挙げる。 

 第 1 回文字の統一：秦の始皇帝が六国を滅ぼして中国を統一し、文字の書体・

車輪の幅の統一等の改革を行った。 

 第 2 回文字の統一：漢朝が引き続き文字の書体の統一の改革を行った。後漢

の許慎が著した「説文解字」は中国初の字書であり、漢字 9,353 字、異体字

1,163 字を 540 の部首に分けて収めたものである。以下の図は、「説文解字」

出版当時の書体を解説する注釈書の１ページである。現在の書体とかなり異

なることが分かる。 
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 第 3 回文字の統一：唐朝が「正字体（正規の文字であり、俗字・略字でない

もの）」を推進した。以下の図は、その当時の書体の一例を示すものであり、

現代の書体と非常に近い。台湾の小学生が書道を練習する際には、唐朝の書

道家の作品を手本にして臨模することがほとんどである。 

 

 第 4 回文字の統一：清朝の乾隆帝が編纂した「康煕字典」が現代の繁体字の

基礎となった。 
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 第 5 回文字の統一：中国では、1949 年に引き続き文盲を一掃し教育を普及さ

せるために、簡体字を主体とした文字の統一を開始した。現在の文字に定着

するまでに、以下の過程を経た。 

1956 年 1 月： 漢字簡化方案の公布 

1958 年 2 月： 漢語拼音（ピンイン）方案の公布 

1964 年 5 月： 簡化字総表の公布 

1977 年 12 月： 第二次漢字簡化方案（草案）が公布されたが、国務院により

1986 年 6 月に廃止された。 

1986 年 10 月： 簡化字総表を再度発表し、簡体字 2,274 字、簡化偏旁 14 個

が収録されたことで、中国の現在の簡体字が確立されること

になった。 

上述の第 5 回文字の統一は大きな成功を収め、十数億人が使用する言語、字形及び

表音方法が完全に統一された。ただし、唯一の例外は台湾である。 

1949 年から台湾は簡体字だけではなく、漢語拼音（ピンイン）も採用せず、簡略化

される前の文字を使用し、また異なる発音表記体系（注音符号；ボポモフォ）を維持

している。 

しかし、言語の変遷は字形だけに止まらず、1949 年以降、両岸は長期にわたり全て

の側面（科学技術、経済、教育、文化等を含む）においてそれぞれ発展してきたため、

大量の異なる名詞、異なる訳名、異なる語法及び異なる表現方式が生じ、外国人にと

ってその相違点を理解するのは相当に難しい。本報告では、引き続き両岸における言

語の違いについて異なる角度から比較を行う。 

 

第二節 両岸の中国語の違い 

 

以下においては、4 項目に分けて、両岸の中国語の違いについて比較を行う。 

 字体 

 単語 

 文体 

 特許明細書の記載 
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比較対象 台湾 中国 

字体 繁体字（簡略化していない

古来の漢字） 

簡体字（簡略化した漢字） 

単語 独自に造語された異なる単語が多数存在する 

文体 文語に近い 口語に近い 

特許明細書の記載 特許制度と特許関連法規の用語の相違点により、明細書

の書き方が異なる 

一般人は、慣習として、台湾で使用されている中国語を繁体字中国語、中国で使用

されている中国語を簡体字中国語と呼ぶが、上表に示したように、両岸の中国語の違

いは繁体字と簡体字の違いだけに留まるものではなく、繁体字と簡体字の違いは最も

単純な違いに過ぎない。以下においては、両岸における中国語をそれぞれ台湾の中国

語と中国の中国語と呼ぶ。 

 

1. 字体の比較 

 

世界中に一体どのくらいの漢字があるのか、これは永遠に答えが出ない問題である。

なぜなら、毎日新しい漢字が造られる一方で、使用されず廃れていく漢字もあるから

である。しかし、正確な統計は取れないものの、一般的に現在の漢字の総数は、すで

に約 11 万字に達していると推測されている。 

現在のコンピュータシステムは、漢字に対して、一般的に Unicode（ユニコード）

というエンコード方式を採用しており、Unicode の最新バージョンには合計 74,617 文

字の漢字が収録され、その中には中国、台湾、日本、韓国、北朝鮮、香港、マカオ及

びベトナムで使用されている各漢字が含まれている。Unicode には、各国の言語にお

ける各漢字に対して統一かつ唯一のコードが設けられている。 

したがって、同じ漢字でも、国によって書き方の違いがよく見られる。例えば、「芸

術」という 2 文字の場合、中国、台湾、日本の間でその書き方にはかなり大きな違い

がある。「芸」には三つの書き方があり、「術」にも三つの書き方がある。 
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ここでは、台湾と中国との明細書を比較することを目的としているので、台湾と中

国の部分のみについて比較を行う。 

前に述べたように、中国は 1986 年に簡化字総表を発表し、合計で簡体字 2,274 字及

び簡化偏旁 14 個が収録されたが、台湾が繁体字の使用を堅持したことから、両岸に

おける漢字の違いが生じた。簡化字総表に収録されている簡体字は僅か 2,274 字だけ

であるが、全てが常用されている文字であることから、これらの文字が一般的な文章

に現れる割合は 50％を超える。即ち、一般的な文章の半分以上の漢字が簡体字という

ことになる。台湾人が中国の文章を読むとき、それぞれの漢字が簡体字であるか、繁

体字であるかをはっきりと識別することができるので、簡体字を見てすぐに繁体字が

想起でき、文章を読めば読むほど、理解できる簡体字が多くなり、転換スピードも速

くなる。同様に、中国の人も繁体字を見てすぐに頭の中に対応する簡体字が浮かぶた

め、文章を読めば読むほど、理解できる繁体字が多くなり、転換スピードも速くなる。 

この点をもって、中国語ができない者は、人間の脳が繁体字と簡字体の相互変換を

行うことができるのであれば、このプロセスをコンピュータに任せて、簡体字から繁

体字へ又は繁体字から簡体字への転換を実現することもできると考えがちだが、実際

はそう簡単でない。繁簡変換ソフトは長期にわたる研究開発のプロセスを経てきたが、

名詞変換又はセンテンスの変換は言うまでもなく、単なる漢字変換だけであっても実

用に足る程度のものは完成していない。その原因は、簡体字と繁体字の各漢字間にお

ける対応関係が 1 対 1 の関係ではなく、1 対多数の関係であり、しかもかかる関係に

おいて、簡体字から繁体字への変換の 1 対多数の対応関係及び繁体字から簡体字への

転換の 1 対多数の対応関係に分かれることにある。 

以下に例を挙げて、繁体字と簡体字の対応関係について説明する。 

簡体字を繁体字に変換する時、簡体字の画数は繁体字の画数と比べると比較的少な

いため、1 対多数という状況が生じ易いのは当然であり、1 対 1 から 1 対 5 まで生じ

る可能性もある。 

 

 

ART 

藝術 

(台湾) 

芸術 

（日本） 

艺术 

（中国） 
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(i)1 対 1 の対応関係の漢字 

簡体字 专 汉 爱 

繁体字 專 漢 愛 

これらの漢字は 1 対 1 で対応しているため、コンピュータは簡単に変換を行うこと

ができ、如何なる問題も起こらない。 

 

(ii)1 対 2 の対応関係の漢字 

簡体字 表 冲 松 发 谷 后 志 云 凄 象 

繁体字 表 

錶 

沖 

衝 

松 

鬆 

發 

髮 

谷 

穀 

後 

后 

志 

誌 

云 

雲 

淒 

棲 

象 

像 

 

(iii)1 対 3 の対応関係の漢字 

簡体字 系 里 划 只 苏 几 

繁体字 系 

係 

繫 

里 

裏 

裡 

畫 

劃 

划 

只 

祇 

隻 

蘇 

囌 

甦 

幾 

几 

机 

 

(iv)1 対 4 の対応関係の漢字 

簡体字 并 采 厂 干 复 雕 

繁体字 并 

並 

竝 

併 

采 

採 

寀 

埰 

厂 

庵 

廠 

厰 

乾 

干 

幹 

榦 

復 

複 

覆 

复 

雕 

鵰 

彫 

琱 

 

(v)1 対 5 の対応関係の漢字 

簡体字 斗 台 

繁体字 鬥 

鬪 

鬦 

臺 

台 

檯 
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鬭 

斗 

枱 

颱 

 

逆に、繁体字を簡体字に変換する時、繁体字は簡体字と比べて画数が多いため、1

対多数という状況はあまり見られず、十数個程度のみであるため、変換は大きい問題

とはならない。 

繁体字 兒 覆 畫 瞭 乾 於 摺 徵 著 藉 

簡体字 兒 

儿 

覆 

复 

画 

划 

暸 

了 

乾 

干 

于 

於 

折 

摺 

徵 

征 

著 

着 

籍 

借 

 

上述のような複雑な対応関係が存在しているため、現在のところ、正確な漢字変換

を完全に実現できる如何なるソフトも存在しない。Word 又は google translate のよう

な名詞変換を部分的に実行できるソフト、或いはより専門的な変換ソフトにかかわら

ず、いずれも変換された文章に誤りが多く存在しているため、人の力で原文と対比し

ながら校正を行って初めて 100％の正確性に達することができる。100％の正確性が求

められる特許明細書において、コンピュータによる繁体字、簡体字の自動変換に任せ

れば、数え切れないほどの誤りを生じ、その後、人の力で修正を行っても全ての誤り

を発見することはほぼ不可能であり、かえって取り返しのつかない結果を引き起こす

こととなり、完全に実用性に欠けるものである。 

 

2. 単語面の比較 

 

前節では、漢字面の比較のみについて検討を行ったが、名詞の比較についても考え

ると、問題は更に増える。 

前述したように、台湾と中国の交流は最近十数年のことである。したがって、1895

年の下関条約の発効日から 100 年以上の間、両岸は科学技術名詞の翻訳についても、

それぞれが独自の訳語を用いており、互いに参考とすることもほとんどなかったため、

多くの科学技術の名詞が、両岸の訳語において全く一致しない状況となっている。 

その中の代表例の一つが化学元素の周期律表である。下図は中国の元素周期律表で

あり、丸で囲んだ元素名称は、台湾で化学を学ぶ者には分からない。 
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元素符号 日本語 台湾の中国語 中国の中国語 

Si ケイ素 矽 硅 

At アスタチン 砈 砹 

Fr フランシウム 鍅 钫 

Tc テクネチウム 鎝 锝 

 

また、よく見られる英語の科学技術名詞のうち、両岸においてそれぞれ対応する訳

語が全く異なるものを下表に示す。 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%25e7%25a1%2585
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英語（日本語訳） 台湾繁体字中国語 中国簡体字中国語 

PLASMA（プラズマ） 電漿 等离子体 

LASER（レーザー） 雷射 激光 

ROW（行） 行 列 

COLUMN（列；コラム） 列 行 

(SEMICONDUCTOR) CHIP（（半導

体）チップ） 

晶片 芯片 

EPITAXY（エピタキシャル） 磊晶成長 取向附生 

IC（集積回路） 積體電路 集成电路 

SURFACTANT（界面活性物質） 界面活性劑 表面活性剂 

DIGITAL（デジタル） 數位 数码 

TOUCH PANEL（タッチパネル） 觸控板 触摸屏 

(COMPUTER) PROGRAM（（コン

ピュータ）プログラム） 

程式 程序 

MILLION (=10
6
)（ミリオン；百万） 百萬 兆 

MEMORY（メモリ） 記憶體 内存 

MOUSE（マウス） 滑鼠 鼠标 

NETWORK（ネットワーク） 網路 网络 

SERVER（サーバ） 伺服器 服务器 

MEDIA（メディア） 媒體 介质 

SOFTWARE（ソフトウェア） 軟體 软件 

HARDWARE（ハードウェア） 硬體 硬件 

OPTICAL DISK（光ディスク） 光碟 光盘 

SUBSTRATE（基板） 基板 衬底 

上表は最も簡単な数十個の例を挙げただけであり、実際には、あらゆる技術分野に

おいて異なる技術用語は、無数に存在している（中国の文書共有サイト「百度文庫」
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に収録された両岸用語対照表85を参照のこと）。これはまるで、外国語を学ぶ際に、

単語から覚えることと同じである。しかし、いずれも中国語である以上、学習の難易

度はその他の外国語に比べて遥かに低いと言える。一般的には、学習方法が適切であ

る場合、台湾の翻訳者は中国の特許明細書に用いられる科学技術名詞を 100％把握で

きるまでに通常数ヶ月の時間があれば十分で、これは英語又は日本語の習得より遥か

に簡単である。 

 

3. 文体の比較 

 

両岸の文書には、漢字と語彙の違いのほかに、実は更に深い差異、即ち文体の違い

が存在する。これは、中国語ができない者にとって理解し難いものであるが、簡単に

言えば、台湾において、正式な文書（特に、例えば特許明細書、答弁書、判決等の法

律文書及び法律条文そのもの）に用いられる言語は、漢文（文言文）に比較的近いも

のであるが、中国においては、基本的に白話文（口語文）を使用しているということ

である。漢文は比較的古い時代の文体で、基本的に言文不一致であるため、話し言葉

とは大きな違いがある。一方、白話文は言文一致であり、「我が手で我が口に出すも

のを書く（我手寫我口）」を標榜し、書き言葉と話し言葉には、あまり大きな相違は

ない。 

この二つの文体は、以下のように簡単に比較することができる。 

 

比較 漢文(文言文) 白話文（口語文） 

長さ 比較的簡潔 比較的冗長 

出所・ 

用法 
書き言葉を主とする。 

飾らずに、「我が手で我が口に出す

ものを書く」を主とする。 

語感 比較的古典なもの 比較的大衆的なもの 

助詞 之・乎・者・也・矣…… 的・吧・個・啊・嗎…… 

句読点 句読点が少ない 句読点が多い 

伝播 教育水準の比較的高い者に限られる 各教育水準の者適合する 

 

従来、台湾人が文章を書く時は、漢文で書く傾向にあるため、直接に中国の白話文

を書くことは、最初の段階ではあまり慣れていない。しかし、適切な修正を加えなけ

れば、專利出願においては、中国の特許法第 26 条第 3 項又は第 4 項に規定するとこ

ろの明細書の記載要件に違反する旨の拒絶理由が示された補正通知書を受け取るこ

                                                        
85 http://wenku.baidu.com/view/bd829d6c783e0912a2162ab6.html 

http://wenku.baidu.com/view/bd829d6c783e0912a2162ab6.html
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とになる。最もよく見られる例を以下に示す。 

日本語原文 台湾 中国 

A の B A之 B Ａ的Ｂ 

A により…をする 藉由 A 通过Ａ 

…の何れか一つ 任一者 任何一个 

A は B に係る A 係關於 Ａ是关于Ｂ 

上記、前記 該 所述 

 

4. 特許明細書の記載における比較 

 

両岸の特許法及び施行細則に用いられる特許用語は大きく異なり、明細書によく見

られる特許用語の多くも異なる。このため、極めて高い頻度で重複して現れる用語も

個々に修正しなければならない。かかる用語は数え切れないほどあるため、以下では、

ほんの一部分の例を挙げて説明する。 

 

日本語 台湾 中国 

請求項 請求項 权利要求 

図面 圖式 附图 

好ましくは 較佳 优选 

任意に 視需要地 任选的 

先行技術 先前技術 现有技术 

引例 引證案 對比文件 

実用新案 新型 实用新型 

進歩性 進步性 创造性 

～よりなる群から選ばれ

る 

擇自由～所組成的群組的

～ 

由～組成的物质組中选择

的～ 

第～項 第～項 第～款 

第～号 第～款 第～项 

～において～を特徴とす ～，其特徵在於 ～，其特征是～ 
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る(Jepson type claim) 

第三節 台湾用明細書と中国用明細書の相互変換 

 

前述したとおり、台湾と中国の中国語は実際には大きく異なるため、一方の文章を

他方の文書へ変換する際の作業は、実は、変換作業ではなく、翻訳作業になり、翻訳

作業である以上、学習が必要である。ただし、やはり共通点は多いため、外国語の勉

強よりも要する時間が短い。人の素質にもよるが、仕事に活用できる程度の日本語を

習得するのに 5 年を要する程度の素質であれば、台湾人が中国用明細書を書けるよう

になるまで約半年、中国人が台湾用明細書を書けるようになるまで一年以上かかると

思われる。後者がより長い時間を要する理由を次に説明する。 

 

理由 1： 中台の双方へのウェブサイトのアクセス性の違い。 

理由 2： 台湾の繁体字中国語は、中国の簡体字中国語より困難である。 

理由 3： 市場の規模の差により、台湾人は常に積極的に中国の簡体字中国語の習得

に努める。むしろ、簡体字中国語を習得する必要性は誰にもある。一方、

中国の方は、敢えて台湾の繁体字中国語を習得する必要性が殆どない。 

 

第四節 台湾の特許事務所が両岸の特許明細書を処理する際の各種態様 

 

前記の説明から分かるように、両岸の特許明細書の内容は事実上かなり大きな違い

が存在する。これらの相違はコンピュータにより自動的に調整することができない。

しかし、翻訳者は充分な訓練を受ければ、この二つの翻訳を同時に把握することが可

能である。台湾の翻訳者が通常使用しているのは、比較的複雑な繁体字であるため、

繁体字が分かれば、簡体字を読むことに対する支障は比較的小さく、学習しなくても、

すぐに大部分の簡体字を理解することができる。さらに、台湾においては、情報の入

手が容易であるだけではなく、中国の簡体字を学ぶニーズが高いため、台湾の翻訳者

による中国簡体字中国語への翻訳における支障は、中国の翻訳者のそれと比べ遥かに

低い。 

このような状況において、台湾の特許事務所に台湾と中国への特許出願を同時に委

託するには、基本的に二つの方法があり、一つは直接翻訳、もう一つは間接翻訳であ

る。 

 

(i)直接翻訳：二つの明細書を個別に翻訳し、互いに参照することはない。 

 

 

台湾用明細書 

中国用明細書 

明細書（原文） 
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(ii)間接翻訳：一方の明細書を先に翻訳し、それを基礎にして、他の一方の明細書に変

換する。 

 

 

直接翻訳の品質が比較的良いのは当然のことであるが、コストは間接翻訳の方が低

い。このため翻訳の品質を重視する事務所は、通常、直接翻訳を選択する。それに対

して、翻訳コストを重視する事務所は、通常、間接翻訳を選択するが、不完全な変換

による誤訳という結果をもたらす可能性が比較的に高い。したがって、間接翻訳を選

択する事務所はその訳文の品質をよく確認することが必要である。 

台湾用明細書 中国用明細書 明細書（原文） 
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第四章 明細書の観点から比較した両岸特許法規 

 

第一節 出願書類の記載に関する規定の比較 

 

1. 明細書に関する規定 

(i)明細書の書式 

両岸における特許明細書の書式に対する要件は基本的に同じであり（台湾：細則第

17 条；中国：細則第 17 条）、下表に示したように、段落の名称は異なるが、実質的

内容は同一である。 

 

台湾 中国 日本語訳 

發明名稱 發明名稱 発明の名称 

技術領域 技術領域 技術分野 

先前技術 背景技術 背景技術 

發明內容 發明內容 発明の概要 

圖式簡單說明 附圖說明 図面の簡単な説明 

實施方式 具體實施方式 実施例 

符號說明 - 符号の説明 

 

両者で唯一異なるのは、台湾では符号の説明が必要であるが、中国ではこの規定が

ない点である。ただし、中国の審査指南ではまた「部品が多い場合には、リストによ

り添付図面の中の具体的な部品名を説明することが許容される。」（審査指南第二部

分第二章 2.2.5 節）と規定されていることから、事実上両岸の特許明細書の構成上に

おいて差異はなく、大幅に段落順序の調整をする必要はない。ただし、実務上、部品

が多くないものの、出願人がリストにより部品名の説明を加えた場合、出願人に当該

リストによる説明を削除するよう要求する審査官もいる。よって、全体的に言えば、

両岸における特許明細書の基本的構造は同じで、少なくとも段落の順序を大幅に調整

したり、各段落の内容を大幅に書き直したりする必要はないと言える。 

しかし、両岸の特許明細書は、以下の各点において重大な差異があり、事実上これ

らの相違点は中国の明細書と外国の明細書（例えば日本の明細書）においても存在し、

最初の明細書を記載する際には、あらかじめこれを考慮しておくとよい。 

 

(ii)明細書の充分な開示要件 

両岸の特許法は、特許明細書は関連する技術を熟知する者（以下「当業者」）がそ

の内容を理解できると共に、それに基づき実施できる程度にまで充分に開示しなけれ
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ばならないと規定している（台湾：特許法第 26 条第 1 項、中国：特許法第 26 条第 3

項）。規定内容は基本的に同一で、その他の国の規定とも実質的差異はない。ただし

実務上、中国は明細書に充分に開示されているか否かの審査について、台湾又はその

他の国・地域より遥かに厳格である。一般的に、審査官が明細書におけるある内容が

開示不十分であると認めた場合、一般的には、出願人が開示していない部分は先行技

術に属するものであると証明するだけでは足りず、公知の常識の程度にまで達して初

めて充分となる。先行技術だけの場合、当業者が先行技術を結合させて発明の技術方

案を実現する時に創造的労働をする可能性もあることから、開示不十分と認定される。

ここに言う公知常識とは、通常、教科書、技術マニュアル、技術辞典などに限られる。

このため、明細書を記載する段階で、発明の主要な特徴と、核心ではないものの相対

的に重要な内容（例えばそれが属する技術分野で常用されていない用語、原理、構造

などの公知常識以外の現有技術）について、適切な説明及びその出所の提示が望まし

い。 

化学分野においては、明細書のサポートがその他の技術分野よりも遥かに重要視さ

れている。その主な原因は、機械及び電気学の分野では、発明の効果はある程度発明

の内容から推測できるが、化学分野では比較的容易に推測できないことにある。した

がって、各国の実務において、化学分野の特許出願の開示要件が討論の重点となって

いる。この点において、台湾と中国には大きな違いがあり、具体的に言えば、台湾で

はすべての分野において開示要件の要求は相当緩やかであるが、中国では化学分野の

特許出願に対して、十分な開示を認定する上で、審査基準が非常に厳格に運用される

点において異なる。以下に比較する。 

 

 台湾 中国 

実験データ目的 発明の効果を確認 発明の完成を証明 

実験データ不足時の拒絶

理由 

特許請求の範囲のサポー

ト要件違反 

明細書の開示要件違反 

出願日後の実施例及び実

験データの補充・追加 

許可 不許可（1993 年版の審査指

南では許可されていたが、

2001 年版以降の審査指南

では不許可に改訂） 

 

以下に 2 例を挙げて、中国の特許実務における明細書の十分な開示要件に対する審

査の厳格さについて説明する。 

 

例 1：第 200410043044.9 号特許出願 

中国国家知識産権局は、第 200410043044.9 号特許出願に対し、本願明細書には重要部
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品（電流制限部品）の構造について記載されていないため、開示不十分であり、特許

法第 26 条第 3 項の規定に符合しないとして、一回目の審査意見通知書を発行した。 

出願人は応答時に、「本発明の解決しようとする技術課題は電圧変換器の回復時間の

短縮で、伝統的な変換器に電流制限回路を付加する技術手段を採り、誤差信号増幅器

ではなく電流制限回路を通じてマスターラッチをコントロールするものである。こう

することで、回復時間は誤差信号増幅器の変換効率に頼ることなく、電流制限回路の

電流制限により発生した速度に頼ることとなる。これにより、電圧変換器の回復時間

は大幅に短縮することができることから、予期し得る技術的効果を奏する。電流制限

回路の具体的構造については、発明と直接関係しないため、本分野の技術者が本発明

を実現する際に状況に応じて自由に選択することができる」と主張した。 

審査官は、かかる理由に説得力はなく、明細書に電流制限回路の具体的構造を少なく

とも一つは記載すべきであるとして、開示不十分との理由をもって二回目の審査意見

通知書を発行した。これに対し、出願人は応答時に、「電流制限回路は一般的に周知

されているもので、本願で言及した誤差増幅器、ドライバ回路、コンパレータなどと

同じく、これらの公知公用の回路についてはその具体的構造を開示する必要はなく、

本発明もこの制限を受けるべきではない」と強調した。この他、出願人は更に 5 種類

の電流制限回路の回路構造図の二つの証拠（どちらも 1960 年代の米国の大学におけ

る電子工程専門の教科書）を提出した。これに対し、審査官は反対意見を示さず、特

許査定書を発行した。 

 

例 2：多機能犬用首輪（特許番号：99215524.X）無効審判請求事件 

明細書の開示内容：連結部材 4 の留め具 3 の間の軸を「開口軸入れ」方式でケーシン

グ 9 におけるブロック 6 に接続する。上述の内容は技術課題を解決する技術的特徴で

ある。 

 

無効審判請求人の主張：「開口軸入れ」は当該技術分野の公知用語ではなく、当該技

術分野における技術者が「開口軸入れ」の意味を確定することができないため、開示

不十分である。 
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特許権者の答弁：「開口軸入れ」は公知用語であるとして、「開口軸入れ」という用

語を使用した特許文献 8 件を証拠として提出した。 

特許復審委員会（日本の審判部に相当）の決定：「開口軸入れ」は当該技術分野の公

知用語に属しないため、開示不十分である。 

北京市第一中級人民法院（北京市第一地方裁判所）と北京高級人民法院(北京高等裁

判所)：特許文献では「公知」を証明することはできず、一般的に教科書、技術マニ

ュアル、辞典などで証明すべきであるとして、無効決定を維持した。 

 

(iii)特許請求の範囲を超える内容を含む補正についての審査 

両岸の特許法には、出願日の後に明細書又は特許請求の範囲を補正する時は、出願

時の特許請求の範囲を超えてはならないことが当然に規定されている（台湾：特許法

第 43 条第 2 項、中国：第 33 条）。ただし、条文を詳細に対比してみると、実はその

「超えてはならない範囲」の差異は相当に大きいことが分かる。台湾の規定では、原

出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならないとされ

ており、一方中国の規定では原出願の明細書と請求項に記載された範囲を超えてはな

らないと規定されている。 

詳説すると、中国の審査指南には「原出願の明細書及び請求項に記載された範囲に

は、当初明細書及び請求項の文字どおりに記載された内容と、原出願の明細書及び請

求項の文字どおり記載された内容及び明細書に添付された図面から直接的かつ一義

的に確定できる内容を含む」（審査指南第二部第八章第 5.2.1.1 節）と規定され、拡大

の余地があるようであるが、実際にはいわゆる「直接的かつ一義的に確定できる内容」

の解釈は非常に狭く、ほぼ同義語に入れ替えることだけに限られ、また、図面にのみ

基づいて補正することも非常に困難である。現在の基準は 2006 年及び 2010 年に改訂

された審査指南で、「開示」が「記載」に、「導き出される」が「確定」に変更され

たことで、「直接的かつ一義的に確定できる」という審査基準を確立した。1990 年か

ら 2009 年の間、特許法第 33 条（範囲を超えた補正）の問題が法院（裁判所）に提出

されることは極めて少なく、特許審査においても焦点となる問題ではなかった。しか

しここ 4、5 年で、特許法第 33 条の審査が重要ポイントとして浮かび上がっており、

最高人民法院(最高裁判所)は、ここ数年で、セイコーエプソンのインクカートリッジ

事件、上海家化事件、曽関生と、立て続けに、最高裁見解を示している。 

このため、中国の特許出願において「範囲を超えた補正」が受け入れられない可能

性は、台湾又はその他の国よりも遥かに高く、明細書を記載又は翻訳する段階では、

内容の省略又はミスがないように特に注意する必要がある。例えば、パリ条約ルート

を通じて中国に特許出願する時は、直接中国語の明細書で出願しなければならず、誤

訳の訂正を請求することができないため、翻訳文にタイプミス又は翻訳ミスがある場

合、これらのミスの補正は、技術者が明細書全体及び前後の文章から見出せる唯一の

正確な解釈でなければならない（直接的かつ一義的に確定できる内容）。 
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範囲を超えた補正で生じる問題は、通常、特許請求の範囲の補正に比較的生じやす

いものであるので、補正の際に遭遇する問題については、本報告中における特許請求

の範囲の補正に関連する段落において、更に例を挙げて説明する。ここでは、先ず、

明細書の補正例を数件挙げる。 

 

例 1：明細書においてヨードの記号「I」を「J」としたタイプミス 

出願人の主張：元素記号「J」というものはなく、前後の文脈から当該元素記号はハ

ロゲン族元素におけるヨードであると推測できる。 

審査結果：範囲を超えた補正で、受け入れることはできない。 

 

例 2：明細書において体温計の正常作用温度「37℃」を「370C」としたタイプミス 

出願人の主張：人体の体温が 370C は不可能で、0 は明らかなミスであり、37℃に補

正すべきである。 

審査結果：必ずしも 37℃ではなく 36.8℃、36.9℃、37.1℃なども正常体温であり得る

ことから、範囲を超えた補正で、受け入れることはできない。 

 

2. 特許請求の範囲に関する規定 

 

(1)特許請求の範囲の基本書式 

両岸における特許請求の範囲の基本書式についての規定に大差はなく（台湾：細則

第 18 条、中国：細則第 19 条）、例えば、以下の基本規定は、どちらにも規定されて

いる： 

 直接的又は間接的マルチのマルチ従属の不可 

 明細書の内容の引用不可 

 従属項は独立項に対してのみ更なる限定ができ、構成要件の減少及び変更の

不可 

 請求項における技術的特徴は図面の対応する記号を引用することができ、当

該記号は、対応する技術的特徴の後ろに括弧書きで付加しなければならない 

 当該記号は請求項への制限と解釈してはならない 

ただし、以上の基本的規定以外にも、両岸における特許請求の範囲の更なる規定に

ついては実は多くの差異が存在するため、不必要な拒絶理由通知を避けるため、さら

には補正できずに特許を取得できないことがないよう、充分に把握することが必要で

ある。 

以下においては、項目に分けて両岸の特許請求の範囲についての規定又は実務にお

ける処理の違いを説明する。 

 

(2)ジェプソン形式（Jepson-type）の使用 

両岸とも細則においてジェプソン形式の使用について規定されているが（台湾：細
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則第 20 条、中国：細則第 21 条）、両岸の最大の違いは、台湾の規定が例示のみで強

制規定ではない点にある。台湾では、実際に明細書を翻訳する際に、新規性がないこ

とを自認して有効性に影響することのないよう、又は審査官若しくは無効審判請求人

の立証責任を加重するため、できるだけ組合せクレーム形式（combination claim）で

翻訳し、かつ、できるだけ「～において～を特徴とする」という用語の使用を避けて

いる。たとえ明細書の原文に「～において～を特徴とする」が使用されていても、翻

訳時には、多くの場合「～を含む」とされている。よって、台湾の実務では、組合せ

クレーム形式が原則でジェプソン形式は例外である。 

一方、中国ではちょうど反対で、原則的にジェプソン形式で、組合せクレーム形式

は例外である（原則は細則第 21 条第 1 項：「発明又は実用新案の独立請求項につい

ては、従来技術部分と特徴部分を備えなければならない。」を参照。例外については、

細則第 21 条第 2 項：「発明又は実用新案の性質が前項の方式によって表現するに適

さない場合、独立項はその他の方式で記載することができる。」を参照）。また、中

国の審査指南では、更に組合せクレーム形式で記載できる 5 種類の状況を例示して規

定しているが（審査指南第二部第二章 3.3.1 節）、これらの発明の全ては、論理上、

周知部分と特徴部分に分けることのできない発明であるため、規制緩和とはならない。 

 パイオニア発明 

 いくつかの同状態の既存技術全体を組み合わせた発明で、その発明の実質は

組合せ自体にある。 

 既存の方法による改良発明で、その改良点はある物質又は材料を省略するこ

とにある、ある物質又は材料を別の物質又は材料の代わりに用いる、或いは

あるステップを省略することにある。 

 既存発明の改良がシステムにおける部品の交換又はその相互関係上の変化で

ある 

したがって、特許請求の範囲の原文で、既に従来技術部分と特徴部分が明確に区別

されていれば、中国の明細書ではジェプソン形式に直訳することが望ましく、かつ、

たとえ特許請求の範囲の原文で、従来技術部分と特徴部分が明確に区別されていなく

ても、少なくとも独立項に「～を含むことを特徴とする」と記載して中国の審査習慣

に合わせることが望ましい。中国での上述の実務は、実用新案では更に厳格で、実務

の上で実用新案の請求項には、必ず「～を特徴とする」との表現で記載することが求

められる。 

 

(i)特許請求の範囲のサポート要件 

一般的に、中国の審査実務における明細書のサポート要件に対する要求は、その他

の国よりも厳しい。例えば、審査指南には次のように規定されている。「請求項（特

に独立請求項）で広い範囲をカバーしており、その概括の根拠につき、一つの実施例

の中から根拠を見つけることができない場合には、保護を求める範囲を支持するため
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に、少なくとも異なる実施例を二つ示さなければならない。請求項において、背景技

術に対する改良が数値範囲に関わっている場合には、通常、両端の数値付近における

実施例（最適は両端値）を示すべきである。数値範囲が広い場合、少なくとも中間値

における実施例を一つ示さなければならない。」（審査指南第二部第二章 2.2.6 節）。 

以上を踏まえ、中国出願に用いる特許明細書を記載する際には、やはり、できるだ

け実施例を多く提供することが望ましく、特に特許請求の範囲に記載した全ての特定

数値について、明細書に対応する実施例があるか否かを確認しておく必要がある。以

下に、サポート要件に関するいくつかの著名な事例を紹介する。 

 

例 1：北京高級人民法院（2010）高行終字第 449 号行政裁定書（張志国が特許復審委

員会（審判部）等を訴えた特許無効紛争事件） 

請求項 1：組み立て式地下型環境保護クリーンボックス（図面は以下を参照） 

 

 

無効審判請求人の主張：本願の明細書では「固定連結」（註：図面 17）のみ記載され

ているが、請求項に係る連結には、固定連結と可動連結が含まれており、明細書によ

ってサポートされていない。 

復審委員会の審決：可動連結方式では、本発明の機能を実現することはできないこと

から、請求項に係る「連結」は「固定連結」と解すべきであり、特許は有効である。

（即ち「連結」についての縮減解釈による特許の有効認定）。 

第一審、第二審法院判決：「連結」には、固定連結及び可動連結が含まれており、限

縮的解釈をすべきではない。しかし、固定連結以外の方法（例えば可動連結）を使用

することには、克服できない技術障害が存在せず、本特許が解決しようとする技術的

課題を解決できると共に同一の効果を奏することができるため、「連結」は限縮的解
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釈をしてはならず、並びに特許は有効とすべきである。 

(ii)特許請求の範囲の明確性及び簡潔性の要件 

両岸の特許法のいずれにも、特許請求の範囲は明確、簡潔な方法で記載しなければ

ならないと規定されているが（台湾：特許法第 26 条第 2 項、中国：特許法第 26 条第

4 項）、実務上、台湾の審査は中国に比べると遥かに緩やかであり、明確性の欠如に

より特許出願が拒絶査定とされた例は非常に少ない。また、簡潔でないとの理由で拒

絶査定となった例も同様に少ない。しかし、中国ではこの種の拒絶理由が非常に多い

ため、特に注意する必要があり、必要に応じて明細書の作成と翻訳の段階であらかじ

め対応することが望ましい。 

中国で特許請求の範囲が不明確であるとする拒絶理由を受けた場合、大まかに形式

不明確と実体不明確の 2 種類に分けることができる。 

 形式不明確： 

 訳文又は表現が不明確 

例 1： 「之乎者也（漢文で四つの代表的な助字を示す）」等の台湾常用語

の使用 

例 2： 括弧の使用は通常不明確と判断される。例えば「50 重量パーセン

トの成分 A（組成物の総重量を基準として計算される）」は通常不

明確とみなされるため、「50 重量パーセントの成分 A は、組成物

総重量を基準として計算される」と補正すべきである。 

 先の請求項における技術的特徴を引用したが、表現方法が完全には一致し

ていない 

例： 引用先の請求項には「RAM」と記載され、引用する請求項には「当

該メモリ」と記載されている。 

 出願対象の名称が不明確 

例： 「電子装置」 

 不明確な用語 

例： 「肉眼で見えない光」、「約」 

 実体不明確 

 技術的特徴自体がクリアでない 

例： 「制御部」 

 技術的特徴が欠如している 

 補正により請求項の間に不一致が生じた 

例： 請求項 1 に「複数」と記載され、請求項 2 に「2 個」、請求項 3 に

「3 個」と記載されており、後に請求項 2 が請求項 1 に組み込まれ

たが、請求項 3 が補正又は削除されていない。 

 機能性技術的特徴 

例： 「メモリへの更新指令を生成する指令生成部」 
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中国の審査実務では、特許請求の範囲の明確性に対する要求は極めて高いため、そ

の他の国・地域では普遍的に受け入れられている概略的用語、例えば「大体」「実質

上」「大まかに」「近い」「類似」「基本的に」「約」「およそ」「ぐらい」等は、

基本的に不明確であるとされ、拒絶理由を受けることになる。 

両岸の審査基準（台湾：特許審査基準第二篇第一章 2.4.1.5 節、中国：審査指南第二

部分第二章第 3.2.2 節）はいずれも、これらの用語がその属する技術分野における通

常の知識を有する者が明細書を参酌してその範囲を理解することができ、特許請求の

範囲が不明確であり、かつ、特許請求の範囲が先行技術と区別できないこともない場

合は、これらの概略的用語を使用することができる、と規定されている。実際、多く

の状況において、出願人は概略的用語を使用せざるを得ない（例えば、「実質的に不

純物を含まない…」、「実質的に垂直…」）。 

ただし、中国の特許審査指南第二部分第十章第 4.2.2 節には、また、「成分の含有量

を限定する際に、「約」「前後」「近く」など、あいまいで不明瞭な語彙は許されな

い。そのような言葉があれば、一般的には、削除すべきである。」と規定されている。 

台湾及び日本は概略的用語の審査はかなり緩やかであるが、中国ではかなり厳格で、

ほぼ全ての概略的用語が認められず、特に成分の含有量を限定する際には、審査指南

の規定に基づき、概略的用語の使用が認められることは、ほぼない、という台湾専利

師の意見は多い。これを踏まえ、中国で特許を出願する時は、絶対に維持する必要が

ある場合を除いて、できるだけ概略的用語を削除する必要がある。 

 

(iii)開放式と閉鎖式 

中国の特許審査指南第二部分第二章第 3.3 節及び第二部分第十章第 4.2.1 節には、開

放式と閉鎖式の請求項の表現方法についての規定があるが、半開放式の表現方法は規

定されておらず、更には、その他の国家で一般的に半開放式と認識されている表現方

法の規定を開放式として開放式の表現方法に盛り込んだ（註：2006 年以前の審査指南

では、確かに半開放式の請求項の表現方法が規定されていたが、2006 年の審査指南改

訂時に第二部分第十章「化学分野の特許出願の審査に関する若干の規定」から半開放

式請求項に関する規定が削除されるとともに、本来の半開放式請求項のいくつかの表

現方法が開放式請求項に盛り込まれた）。このため、実際には中国には半開放式の請

求項はないため、外国の特許請求の範囲が半開放式で記載されている場合、中国での

特許請求の範囲を特に修正して、一部閉鎖式の表現方法（例：「～からなる活性成分」

「～からなる増幅回路部」「～からなる金属成分」）のように、それが半開放式であ

ると明確に表明する必要がある。 

 

分類 台湾 中国 

(審査指南第二部分第十章第 4.2.1
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節) 

開放式 含める、含まれる 含有、含める、含まれる、基本的に

含む、本質として含む、主に～から

なる 

（これらはいずれも当該組成物に

は、その含有量に占める割合が高く

ても、請求項で示していない何らか

の成分を含めてよいことを示唆し

ている。） 

半開放式 基本的に（主に、実質上）～からな

る 

規定なし 

閉鎖式 ～からなる ～からなる、構成は～である、残量

は～である 

（通常の含有量をもって存在する

程度の不純物を有してもよい） 

その他の類似用語、例えば、「具える」「有する」「～から構成される」などの用

語については、審査基準には明確に定義されていないため、できるだけ使用を避ける

べきである。たとえ日本語の明細書に各種の異なる用語が使われていても、中国語の

明細書では同一の用語に翻訳すべきである。 

以下に例を挙げて、中国での閉鎖式請求項への解釈を説明する。 

 

例：中国最高人民法院（2012）民提字第 10 号判決 

特許請求の範囲： 

注射用二ナトリウムアデノシン三リン酸塩化マグネシウムフリーズドライ注射液（以

下「注射液」）において，二ナトリウムアデノシン三リン酸（以下「成分 A」）と塩

化マグネシウム（以下「成分 B」）とからなる組成は，両者の重量比が 100mg：32mg

であることを特徴とする。 

出願人は出願過程において、「成分 A と成分 B とからなる組成」を「主な成分は成

分 A と成分 B とからなる組成」に補正しようとして補正書を提出したが、審査官は

上述の補正は閉鎖式請求項を開放式請求項にするもので、出願時の範囲を超えるため、

補正不可とし、出願人は上述の補正を取り消したことがある。 

権利侵害で訴えられた製品（以下「イ号製品」）： 

特許請求の範囲における全ての構成要件と同一であるほか、その他に製薬補助成分

（即ち、賦形剤と添加剤）も含まれる。 

被告の主張（関連部分のみ抜粋）： 

本件特許に係る請求項は閉鎖式組成物の請求項で、その保護範囲には、記載された 2
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種類の組成物のみが含まれるが、イ号製品には、その他 2 種類の製薬補助成分が含ま

れており、本件特許権者の保護範囲には入らない。 

原告の主張（関連部分のみ抜粋）： 

国家知識産権局の閉鎖式又は開放式特許請求の範囲についての判定基準は、活性成分

の選択により特定するもので、製薬補助成分が存在するか否かを考慮するものではな

い。 

中級人民法院及び高級人民法院の判決（関連部分のみ抜粋）：侵害有り 

製薬補助成分は単なる補助原料であり、主要成分ではない。補助原料を加えることは

薬物製造過程における必須のステップである。このため、本件特許の閉鎖式請求項に

ついて解釈する時、「その他の成分を含まない」は製薬補助成分を含まないと解釈す

べきではない。 

最高法院の判決（関連部分のみ抜粋）：侵害なし 

（閉鎖式請求項の採用）本件特許は、審査指南に規定されている「～からなる」とい

う閉鎖式の表現方法を明確に採用しており、閉鎖式請求項に属する。その保護範囲は

閉鎖式請求項についての一般解釈によりこれを特定すべきであり、即ち、本件特許の

請求項２が保護を請求している注射液は「成分 A」と「成分 B」のみからなる組成で、

通常含まれる可能性がある不純物以外の成分は無い。 

（侵害なし）イ号製品は、本件特許の請求項の中の「成分 A」と「成分 B」を含有す

るほか、更にアルギニンを含有している。したがって、イ号製品は本件特許の保護範

囲に入らない。 

 

(iv)用途発明に関する規定 

両岸の審査基準は、用途発明に対し、共に多くの箇所において、特許請求の範囲の

記載方法の規定・新規性の審査・進歩性の審査・化学分野の発明に関する審査などを

重複して規定しており（台湾：第二篇第一章第 2.5.4 節、中国：審査指南第二部分第

二章第 3.1.1 節、第二部分第三章第 3.2.5 節、第二部分第四章第 4.5 節及び第二部分第

十章第 5.4 節）、基本的に両岸は、いずれも次の 3 種類の用途発明を出願対象として

認めている。 

 物（product claim） 

 方法（process claim） 

 応用又は用途（use claim）：両岸いずれも方法の請求項とみなす 

ただし、用途発明規定における両岸の最大の違いは、中国では物を請求対象とする

場合、用途自体は技術的特徴に対して限定の作用を有せず、当該用途が特許を受けよ

うとする製品に、ある特定の構造及び/又は組成を備えていることが暗に含まれている

場合にのみ、新規性を有する（審査指南第二部分第三章第 3.2.5 節）。つまり、中国

で物を対象とした用途発明を出願する場合は、単に公知となった製品の新しい用途で

あれば、当該物は新規性を有していないことになる。 
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以下に、公知となった物質の医薬用途請求項に関する規定の差異について列記する。 

 

類型 例 台湾 中国 

用途を特徴とする

物の請求項 

化合物 X を有効成分として含む、疾病 Y

の治療用医薬組成物 

？86
 × 

医療用途を特徴と

する方法の請求項 

化合物 X を有効成分として含有する医薬

組成物を病人に投与するステップを含

む、疾病 Y の治療方法 

× × 

医療用途ではない

用途を特徴とする

方法の請求項 

化合物 X を有効成分として含む医薬組成

物を皮膚に使用するステップを含む、皮

膚の美白方法 

○ ○ 

用途請求項 化合物 X を有効成分として含む医薬組成

物を疾病 Y の治療に用いる応用 

○ ○ 

スイス型 化合物Xを疾病Yの治療薬の製造への応

用 

○ ○ 

これまで、台湾の実務は、日本の実務と近かったことから、翻訳の際には、特に修

正する必要はなく、台湾の明細書から中国の明細書に変更する際に大幅に記載を変更

する必要があったが、現在は日本の明細書から台湾の明細書に翻訳する際に、明細書

の原文に単に用途を技術的特徴とする物の請求項がある場合、この請求項は新規性を

有しないと認定されるため、大幅に記載を変更する必要がある。記載変更の方法には、

以下のとおり、いくつか種類がある。 

 方法の請求項に書き直す 

 用途又は応用を請求の対象とする請求項に変更する（方法の請求項への変更

に等しい） 

 スイス型請求項に書き直す 

 当該物の組成又は構造の限定を追加することにより、周知の物と区別する。 

しかしながら、実際には、上述の修正は全て、保護範囲の減縮となり、修正内容を

仔細に考慮する必要がある上に、修正することができなくなる可能性が高いことから、

修正できるように予め明細書の記載を検討することが必要となる。 

 

(v)特許請求の範囲の補正制限 

両岸における特許請求の範囲の補正制限についての差異はかなり大きく（台湾：特

                                                        
86

 2013年 1月１日施行の審査基準において、用途発明はスイス型クレームを記載することが求められ

ている。 
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許法第 43 条、第 67 条、中国：特許法第 33 条、細則第 51 条第 3 項、細則第 61 条、

細則第 69 条、審査指南第四部分第三章第 4.6.1 節）、かつ、その他の国家の規定とも

大きく異なるため、明細書の作成及び翻訳の段階で早期に対応する必要がある。以下

に、両岸の特許請求の範囲の補正における主な違いを示す。 

 

項目 台湾 中国 

審査実務 寛容 厳格 

範囲超えの規

定 

出願時の明細書、特許請求の範囲

又は図面に開示された範囲を超

えてはならない。 

出願時の明細書及び特許請求の

範囲に記載された範囲を超えて

はならない。 

理由通知書を

受ける前の自

発補正制限 

制限なし。範囲の拡大可。 実体審査の請求時及び審査段階

に入る通知書の受取日から 3 カ

月以内に限る。 

理由通知書を

受けた後の補

正制限 

指定期間においてのみ補正でき

るが、内容についての更なる制限

はない。 

理由通知書で指摘された問題点

に対してのみ補正することがで

きる。 

最後の拒絶理

由通知を受け

た後の補正制

限 

指定期間においてのみ補正でき

るほか、補正内容については以下

の 4 種類に限られる。 

1.請求項の削除 

2.特許請求の範囲の減縮 

3.誤記の訂正 

4.不明瞭な記載の釈明 

最後の拒絶理由通知制度はない。 

再審査又は復

審（拒絶査定不

服審判）段階で

の補正制限 

再審査では初審査の規定が適用

され、更なる制限はない。 

復審請求時又は応答提出時に限

って補正でき、かつ、拒絶査定又

は復審通知書で指摘された問題

点に対してのみ補正することが

できる。 

公告後の自発

訂正制限 

時間的制限はなく、訂正内容は次

の 4 種類に限られる。 

1.請求項の削除 

2.特許請求の範囲の減縮 

3.誤記又は誤訳の訂正 

4.不明瞭な記載の釈明 

自発訂正はできない。無効審判の

手続きに入ってはじめて訂正で

きる。 
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無効審判段階

における訂正

制限 

同上。公告後の自発訂正制限と同

じく更なる制限はない。即ち、訂

正内容は次の 4 種類に限られる。 

1.請求項の削除 

2.特許請求の範囲の減縮 

3.誤記又は誤訳の訂正 

4.不明瞭な記載の釈明 

範囲を拡大してはならない。応答

期間内でない時は、以下の 2 種類

のみ。 

1.請求項の削除 

2.技術方案の削除 

応答期間内であれば 3 種類目の

訂正方法をとることができる。 

3.請求項の合併（本質的には削除

となる） 

誤訳の訂正 公告前及び公告後のいずれも明

細書の原文に基づき誤訳の訂正

を請求することができる。 

不可 

上表から、中国では補正に対する規定が台湾より遥かに厳格で、時間的な制限が多

いだけでなく、内容についての制限もより厳しいことが分かる。その目的は恐らく審

査のスムーズな進行を促進することにあるが、相対的に出願人が明細書の質に対して

負う責任は重くなっており、出願人が出願過程で明細書に明らかな誤りを発見しても、

補正することができず、特許出願を放棄する状況がよく見られる。したがって、中国

用の明細書を作成する時は（原文の作成及び翻訳文の作成を含め）、より高い品質が

求められる。 

また、上表から、中国の特許法には、誤訳訂正の規定がないことが分かる。ただし、

PCT 条約における誤訳訂正の規定は、中国国内段階の PCT 出願にも適用される。PCT

ルートによる中国出願に対する誤訳の訂正は、以下の時期に限って可能である。 

 国内公開又は実用新案の公告の準備を完了する前 

 審査開始通知書を受領した日から 3 ヶ月以内 

 審査意見通知書に対する応答において審査官から指摘された誤訳を訂正する

とき。 

ただし、以下の点に注意する必要がある。 

 誤訳訂正の請求時には、手数料を納付する必要がある。 

 公告後の誤訳訂正請求はできない。 

 特許権の保護範囲が原国際出願に記載された範囲を超える場合は、現国際出

願の原文で制限された保護範囲が基準となる。 

 保護範囲が原国際出願に記載された範囲より狭い場合は、登録時の保護範囲

（即ち、誤訳により狭くなった保護範囲）が基準となる。 

ただし、実際には、誤訳の多くが公告後になって発見されるので、その時には、す

でに誤訳訂正を請求できる時期ではなく、中国国内段階の PCT 出願では例外的に誤

訳の訂正が可能であるとは言え、実際には、実益がほとんどない。 
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(vi)範囲を超える補正の規定 

前述したように、両岸の特許法には、出願日の後に明細書又は特許請求の範囲を補

正する時は、出願時の範囲を超えてはならないと規定されている（台湾：特許法第 43

条第 2 項、中国：特許法第 33 条）。しかし、条文を仔細に対比してみると、その越

えてはならない範囲の差は大きく、台湾では原出願の明細書、特許請求の範囲又は図

面に開示された範囲を超えてはならないと規定されている一方で、中国では当初明細

書と特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならないと規定されていた。 

詳述すると、中国の審査指南には、「原出願の明細書及び請求項に記載された範囲

は、原出願の明細書及び請求項の文字どおりに記載された内容と、原出願の明細書及

び請求項の文字どおり記載された内容及び明細書に添付された図面から直接的かつ

一義的に確定できる内容を含む。」（審査指南第二部分第八章第 5.2.2.1 節）と規定さ

れており、その用語は「文字どおりに記載された内容」で、特許請求の範囲における

サポート要件の規定上、中国の審査指南では「請求項の概括は明細書に開示された範

囲を超えてはならない」とされており、その「開示」という用語は、サポート要件及

び範囲を超えた補正の幅に、実務的に非常な差を引き起こす。基本的には、出願日後

の特許請求の範囲の補正は、ほぼ同義語の入れ替えに限られるため、特許請求の範囲

を作成又は翻訳する際には、その内容の正確性がより高く求められることになる。 

 

 台湾 中国 

特許法 補正は出願当初の明細書、特許請求

の範囲、又は図面が開示した範囲を

超えてはならない 

補正は出願当初の明細書、及び特許

請求の範囲が記載した範囲を超えて

はならない 

審査基準 （審査基準）文字の記載内容から直

接的かつ一義的に知ることができる

内容を含む 

(審査指南)文字の記載内容から直接

かつ一義的に確定できる内容を含む 

実務 緩い 厳しい 

 

以下にいくつかの実例を挙げて説明する。 

 

例 1：2001 年知行字第 53 号最高人民法院行政裁定書（セイコーエプソン「インクカ

ートリッジ」事件） 

出願人の補正内容：出願人であるセイコーエプソン社は分割出願時に「半導体メモリ

装置」を「メモリ装置」に補正したが、原出願の明細書及び特許請求の範囲には「メ

モリ装置」という文言が単独では記載されておらず、「半導体メモリ装置」及び該半

導体メモリ装置を指示する「当該メモリ装置」のみであった。 

無効審判請求人の主張：範囲を超える補正で、特許請求の範囲は全て無効である 
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復審委員会の審決：原出願書類では出願人の意図が「半導体メモリ装置」に対する改

良にあり、その他のメモリ装置についての説明や保護の意図がないということが見て

取れることから範囲を超える補正となり、特許法第 33 条の規定に違反し、特許請求

の範囲は全て無効とする。 

北京第一中級人民法院の判決：復審委員会の決定を維持。 

北京高級人民法院の判決：出願人は「半導体メモリ装置」の意味で「メモリ装置」と

いう文言を使用している。したがってセイコーエプソン社の補正は範囲を超えておら

ず、復審委員会の決定を取り消し、同委員会に別途審決を下すよう命じた。 

無効審判請求人による再審の提起：範囲を超える補正であり、北京高級人民法院の判

決を取り消すべきである。 

最高人民法院の裁定：推論して導きだされる内容がその発明の属する技術分野におけ

る技術者にとって自明であれば、該内容は原出願の明細書と請求書に記載された範囲

に属すると認定できる。第二審（北京高級人民法院）の「メモリ装置」の意味に対す

る定義は妥当ではないが、第二審はセイコーエプソン社の「メモリ装置」についての

補正が特許法第 33 条に符合するとの裁判結果は正確であることからこれを支持し、

再審請求人による再審請求を棄却する。 

 

例 2：2011 年知行字第 17 号最高人民法院行政裁定書（上海家化事件） 

出願人の補正内容：組成物の中の２成分の調合比を「1:10〜30」から「1:30」に補正

した。 

復審委員会の審決：(a)原出願の特許請求の範囲と明細書にはどちらにも「1:30」の調

合比関係が明確に記載されておらず、元々の調合比の範囲においてこのような選択を

するとの教示もなかった。(b)明細書には第一成分 1mg/kg と第二成分 30mg/kg の組成

の記載はあるものの、これは薬物の具体的な分量を表示しただけで、全体比率関係を

反映したものではないため、範囲を超える補正であり特許無効とする。 

北京市第一中級人民法院の判決（関連部分のみ抜粋）：復審委員会の審決を全面的に

支持した。 

北京市高級人民法院の判決（関連部分のみ抜粋）：特許復審委員会と原審法院は、原

出願の明細書に「1:30」の調合比に符合する全ての組成物が同一の技術的効果を達成

できるとの記載がなかったことに関する認定は、補正が原特許権の保護範囲を拡大す

るか否かの問題ではなく、補正後の明細書のサポート要件違反か否かの問題に属する

ものである。このため特許復審委員会の審決と原審の判決による本件の特許請求の範

囲の補正は認められないとする認定には根拠がなく、取り消すべきである。 

特許復審委員会がこれを不服として再審を提起した最高人民法院の判決（関連部分の

み抜粋）：本分野の普通の技術者にとって、1mg/kg と 30mg/kg が表明するものは２

種類の成分比であり、一個の固定薬剤分量ではない。よって、1:30 の調合比は明細書

にすでに記載済みであり、当該補正は原出願の明細書と特許請求の範囲を超えていな

い。さらに、当該比例関係に符合する全ての技術方案であれば、全て本願発明の目的
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を実現できることは、特許請求の範囲が明細書にサポートされているか否かの問題に

属し（中国特許法第 26 条第 4 項）、当該理由をもって補正が範囲を超えているか否

かを判断することは望ましくない。 

 

例 3:実施例に基づいて行った上位概念の二次的概括の不許可 

中国の実務では、実施例に基づいて行った二次概括は、概括した上位概念が明細書に

明確に文字記載されている場合を除いて認められない。 

原クレーム１：懸濁液から結晶水和物を分離させるステップ(b)を含む、結晶水和物の

製造方法。 

補正の内容：ステップ(b)を三つのステップ（即ち、a.懸濁液が沈殿するまで静置する、

b.沈殿物の分離、d.40-50%の相対する湿度条件の下、前記沈殿物を乾燥させる）を含

むとして更に限定し、明細書の実施例にも上述 3 ステップを記載したが、別途いくつ

かの条件（静置時間一晩と乾燥時間 2 分を含む）を含めた。 

審査結果：原出願書類において上述の概括内容は記載されていないため、上述の補正

は範囲を超えている。 

対応策：中国出願の明細書を作成する際には、できるだけ各階層の上・下位概念をあ

らかじめ明細書に記載する必要がある。そうしない場合、減縮できないという困難に

直面するおそれがある。連続式、並列式などの階層化を通して、異なる階層から概括

程度の異なる最高、高程度、中程度及び一般の技術方案をカバーし、また、並列の、

より好ましい、更に好ましい、最も好ましい異なる実施例を提示する。それぞれの階

層の概括については、今後の補正の依拠の提示に利するよう、明細書に明確に文字で

記載する必要がある。数値とタイピングについては、特に注意が必要で、一旦ミスが

発覚すると、どんなに明らかなミスであっても補正することができないおそれがある。

重要な下位の技術的特徴の全てをクレームの中に記載しなければならず、記載しなか

った場合は、特許の取得後、その明細書の内容をクレームに入れることができなくな

る。 

(vii)特許を付与しない対象 

両岸における特許を付与しない対象についての規定は異なるため、翻訳の際にも対

応して内容を修正する必要がある。一般的に、台湾では、請求の対象についての審査

は比較的緩やかで、日本とあまり差はないが、中国では台湾と比較して、多くの特許

を付与しない対象が存在する。 

中国の特許を付与しない対象についての規定の主なものは、中国特許法第 2 条第 2

項（特許、実用新案及び意匠の定義）、第 5 条（法律、公序良俗に違反する又は公共

利益を妨害する発明）及び第 25 条（特許を付与しない対象）がある。下表に整理す

る。 
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  台湾 中国 

特許法 (A21)発明の定義 

(A24)特許を受けることができない発

明 

(A2.2)発明の定義 

(A5)法律、公秩良俗、公益に反する

発明 

(A25)特許を受けることができない

発明 

対象  技術思想でない発明 

 動物と植物自体 

 人間又は動物の診断、治療又は

手術方法 

 公秩良俗、公益に反する発明 

 技術方案でない発明 

 法律、公秩良俗、公益に反する

発明 

 科学上の発見 

 知的活動の規則及び方法 

 疾病の診断及び治療方法 

 動物と植物自体 

 原子核変換方法を用いて取得し

た物質 

 表示を目的とする平面印刷物 

 

実務において、中国では以下の発明の特許を受けることができない。 

 コンピュータプログラムそれ自体 

 コンピュータプログラムを特徴とする記録媒体（ただし、物理的構造の特徴

を有する記録媒体には、特許を付与することができる） 

 ビジネス方法 

 電子ビジネス方法（絶対に特許が取得できないというわけではないが、審査

は非常に厳格） 

 

(viii)単一性の規定 

中国は単一性の審査に関して台湾より遥かに厳格で、審査官が単一性を有しないと

判断した場合は、直接に請求項 1 の独立請求項を含むクレームセットを選択して検索

を行い、相応の審査意見通知書を発行して、単一性の欠如を通知する。すでに検索さ

れた当該クレームセットを削除することで、当該クレームセットと単一性を有せず検

索されていない請求項を維持するという補正方法は、通知書が指摘した問題点に対す

る補正ではないと認識され、許可されない。これを踏まえて、重要な発明の場合は、

削除しなければならない状況を避けるため、できるだけ請求項 1 のクレームセットに

取り入れるようにすべきである。 

3. 要約書に関する規定 
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発明の要約書の記載事項については、両岸いずれも細則において規定しており（台

湾：細則第 21 条、中国：細則第 23 条）、その内容は大体同じであるが、一般的に台

湾の規定執行は比較的柔軟であり、中国の執行は相当に厳格である。さらに、いくつ

かの細かい点における規定には、明確な違いがあるため、翻訳の際には、通常、中国

の実務に合わせて書き換える必要がある。 

両岸における要約書についての規定には、具体的に以下のような差異がある。 

 台湾では、要約書の字数は 250 字以内と規定しているが、実務上厳格には要

求されない。一方で中国の要約書の字数制限は厳格で、句読点も計算に含め

て、必ず 300 字以内としなければならない。300 字を超えた場合には、審査

官は自ら 300 字以内に削除するか、出願人へ補正するよう補正通知を発行す

る。 

 台湾では、要約書の内容対する強制的規定はなく、「要約には、発明か開示

する内容を簡略に記載するとともに、解決しようとする課題、課題を解決す

るための技術的手段及び主要な用途に限定して記載すること」と規定されて

おり、実際に独立項の内容を要約に書き写すだけでも認められ、拒絶理由と

なることは少ない。しかし中国ではこのような要約は、直接に拒絶理由を受

け取ることとなる。なぜなら中国では要約には、発明の名称とその属する技

術分野を明記しなければならず、ここで言う発明の名称とは全ての独立項の

請求対象を指すため、全ての独立項の請求の対象を一字も漏らさず要約中に

列記し、その属する技術分野を記載して、大幅に書き換える必要がある。 

 このほか、台湾では代表図の主要符号並びに簡略な説明を加えて列記しなけ

ればならないが、中国の要約に添付される図面には符号の説明は必要ないた

め、中国で特許出願する場合は、削除しなければならない。 

 

4. 図面に関する規定 

 

両岸の図面に関する規定にはいくつかの差異があり（台湾：細則第 23 条、中国：細

則第 18 条）、かつ、台湾の図面についての規定の執行は厳格ではないが、中国では

非常に厳格であるため、それぞれに応じた修正を確実に行って初めて拒絶理由を避け

ることができる。主な差異のいくつかを以下に挙げる。 

 台湾では図面番号について複数個の関連する図を同一の図面番号下に編成す

ることが認められるが（例えば図 1とされているページ上に実際には(A)、(B)、

(C)の三つの図がある）、中国では、一つの図面には一つの番号が必要で、「図

1、図 2、…」の順に番号を付して序列しなければならないと規定されている。

これを踏まえ、中国用の図面を作成する際には、通常、新しい番号編成が必

要になり、明細書における図番も全面的に対応させて修正する必要がある。 

 両岸いずれも、明細書に用いる図面の符号は図面に用いた図面符号と一致対

応させなければならないと規定している。即ち明細書及び図面に出現する同



 

 
216 

一の符号は同一の意味を有する必要がある。しかし、中国では別途「明細書

の文字部分に言及されていない添付図面記号は添付図面中に出現してはなら

ない。添付図面中に出現していない記号は明細書の文字部分で言及してはな

らない」と規定されており、厳格に執行されている。しかし、実務では、台

湾又は中国で特許出願において複数の優先権を主張する場合、数件の明細書

の内容を併合して特許出願するという状況が頻繁に見られ、上述の規定に違

反する確率も高くなるため、中国用の明細書を翻訳する際には、明細書及び

図面の符号が完全に対応しているかを逐一仔細にチェックする必要がある。 

 

第二節 特許請求の範囲の解釈についての規定の比較 

 

1. 解釈方法の基本規定 

 

台湾の特許法第 58 条第 4 項には、「特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、

特許請求の範囲の解釈時には、明細書及び図面を参酌することができる。」と規定さ

れ、中国の特許法第 59 条には、「発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請

求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができ

る。」と規定されている。両者の意味は完全に同一であることから、条文からは特許

請求の範囲の解釈には如何なる違いも見られない。 

特許請求の範囲の解釈に関し、条文以外の最終的な基準は、当然判例ということに

なる。ただし、特許訴訟の歴史が比較的短い台湾と中国においては、判例の蓄積も現

状に追いつかない。このため、両岸は以下に挙げる法令と判決において参考又は規範

となる文書を制定した。 

 台湾：2004 年特許侵害鑑定要点 

 中国：最高人民法院 2001 年特許司法解釈及び 2010 年特許司法解釈 

台湾の特許侵害鑑定要点は、法的拘束力がなく、完全に一参考資料に過ぎないが、

実際には多くの判決において直接に引用されており、実質的な影響力を有している。

また、中国の特許司法解釈は広義の法律に属し、下級法院に拘束力を有し、法院は裁

判文書に司法解釈の規定を直接に援用して裁判を進めることができる。 

以下においては、明細書の記載の角度から両岸における特許請求の範囲の解釈上の

差異を比較する。 

 

2. 両岸共通の判断原則 

 

両岸はいずれも次の各項目における侵害判断原則では基本的に同一であるため、本

報告では比較しないこととする。 

 文言侵害(又は all-element-rule) 
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 均等論 

 禁反言 

 

3. 開示利用ルール（Disclosure-dedication rule ） 

 

発明の詳細な説明において開示されたが、特許請求の範囲に記載されていない技術

については、両岸いずれも、社会に対する貢献するものとみなし、権利侵害訴訟にお

いて権利を主張してはならないと規定している（台湾：侵害鑑定要点（下）第一部分

第三章第 2 節の 5、中国：2010 年特許司法解釈第 5 条）。その違いは、台湾の特許侵

害鑑定要点で述べられている開示利用ルールが米国の Johnson & Johnston 事件の見解

を踏襲したものであり、「均等論」としての制限に限られるが、中国の 2010 年特許

司法解釈における開示利用ルールは、「均等論」としての制限に限られない点にのみ

ある。しかし、実務上の違いは存在しない。 

上述した米国の Johnson & Johnston 事件とは、明細書に記載された技術的特徴と特

許請求の範囲に記載された技術的特徴が代替関係に属する場合にのみ開示利用ルー

ルを適用するもので、台湾及び中国の実務も同一のはずである。このため、明細書に

は、上位概念及びいくつかの下位概念が記載され、特許請求の範囲に一部の下位概念

しか記載されていなかった場合、開示利用ルールに基づき、その他の下位概念は放棄

したとみなされ、均等論を主張することはできない。以上を踏まえ、出願の過程で特

許請求の範囲を減縮する場合は、できる限り特定の下位概念まで減縮することは避け、

可能な限り二次的概括の下位概念を維持する必要がある。ただし、上述したように中

国では、範囲を超える補正に対する審査が非常に厳格であることから、一般的には、

出願後の二次的概括は認められないため、明細書を記載する段階又は翻訳する段階で、

予め二次的概括の概念を残しておく必要がある。 

 

例：溝切り刃 

 

 

 

 

 

請求項：4 枚の替え刃を有する溝切り刃 

明細書：本願の溝切り刃上の替え刃は、4 枚の替え刃以外に、更に 6、8、10 枚を装着

することができ･･･ 

被告製品：6 枚の替え刃を装着する溝切り刃。 

結論：権利侵害なし 
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4. 従来技術の抗弁 

 

台湾と中国では、どちらも従来技術の抗弁について規定されているが（台湾：権利

侵害鑑定要点（下）第一部分第三章第 2 節の 7、中国：特許法第 62 条及び 2010 年特

許司法解釈第 14 条第 1 項）、その適用状況は異なる。台湾では、特許の有効性につ

いて法院が判断でき、かつ、判断する必要があるため、被告は直接に特許の無効を主

張することができ、従来技術の抗弁は均等論の抗弁のみとなる。中国では、法院は一

般的に特許の有効性について直接判断することはできず、特許主務官庁の無効審決を

待つ必要があり、時に訴訟の長期化を引き起こしている。このため中国特許法第 62

条には、特別に従来技術の抗弁について規定されており、被告はそれが実施した技術

は先行技術であると直接に主張することができ、法院は特許が有効か否かを判断する

必要はなく、直接に権利侵害でないと判断することができる。 

一般的に、最も容易に主張される先行技術は、背景技術に記載された先行技術と特

許請求の範囲の従来技術部分に記載された先行技術を含む、原告の明細書において自

認した先行技術である。たとえ明細書において自認した先行技術が被告の実施方法と

完全には同一でないとしても、少なくとも被告はすでに先行技術として明細書に記載

された部分について立証する必要はない。したがって、被告が従来技術の抗弁を主張

する立証難度を引き上げるという観点を重視するのであれば、できるだけ上述の先行

技術の説明を減らすべきである。 

 

5. 製造の方法による物の特定 

 

両岸において、製造方法により特定された物の侵害判断方法は完全に異なる（台湾：

侵害鑑定要点（下）第一部分第三章第 2 節の 2、中国：実務判決）。 

台湾の侵害鑑定要点には、製造方法により物の特許請求の範囲を特定する場合、特

許請求の範囲の記載内容に物及び製造方法が含まれるが、出願対象が物であるため、

「最終生成物」のみを鑑定対象とする。特許請求の範囲に記載された「最終生成物」

の技術的特徴が鑑定対象に完全に対応して表現されていない場合、鑑定専門機関は鑑

定対象が特許権の保護範囲内に入るか否かの判断に利するよう、被告がその使用する

製造方法の実施に係る証拠の提供に協力しなければならないと規定されている。 

これに対し、中国の法院は、製造方法により特定される物の請求項に対し、権利侵

害を判断するとき、オール・エレメント・ルール（all element rule）を根拠として、方

法の特徴も対比項目に入れる。この方法は、台湾の実務と異なるだけでなく、中国の

特許審査実務とも符合しない（審査段階において、当該方法が物の構造を変えてその

他の構造により新規性を付与することができなければ、方法の特徴は周知の物につい

て新規性を付与できない）。 

以下においては、中国での製造方法により特定される物の侵害判定方法を例に挙げ

て説明する。 
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例：(2010)民提字 158 号最高人民法院民事判決書（優他製薬と万高薬業による特許侵

害訴訟）（註：以下の概要は、理解し易いようかなり省略したものである） 

請求項：以下の工程を含む特定の抽出方法により抽出した成分を含むカプセル製剤。 

 薬材を粉砕する 

 2 回に渡って、水を加えながら薬材を煮る 

 ろ過、濃縮する 

 減圧乾燥、粉砕、メッシュに通す 

イ号製品：異なる抽出条件により抽出した成分を含むカプセル製剤。 

一審判決（成都市中級人民法院）：均等論を適用して、侵害と判断した。 

二審判決（四川省高級人民法院）：一審判決を維持した。 

最高裁判決：請求項に記載のすべての技術特徴を比較しなければならない。製造方法

のすべての特徴を比較した上、製造方法が異なるとして、一審と二審の判決を覆した。 

 

中国で方法により物を特定する時、審査段階では全ての方法で製造した同一の物品

に拡大解釈するため特許の取得は比較的容易ではなく、権利行使の段階で当該特徴を

有する方法によって製造された物に縮小解釈されるため、権利の範囲は比較的狭くな

る。このため明細書の原文における方法により特定される物の請求項については、充

分な保護を得られるよう、できるだけ構造的特徴によって限定された請求項に書き直

す、若しくは可能な限り方法のステップを減らす必要がある。 

 

6. 手段機能言語 

 

手段機能言語の解釈に関しては、両岸の規定には重大な差異がある。台湾では特許

法施行細則第 19 条第 4 号に「複数の技術的特徴の組み合わせによる発明では、その

請求項の技術的特徴は、手段機能用語又は工程機能用語によって表現することができ

る。請求項を解釈する際には、明細書に記載された当該機能に対応する構造、材料又

は動作及びその均等範囲を含めてなされなければならない。」と規定されており、侵

害鑑定要点（下）三章第四節にも「特許請求の範囲を解釈する時は、手段機能言語の

技術的特徴は、特許（又は実用新案）の実施例の説明に、当該機能の構造、材料又は

動作及び当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が疑義を生じな

い均等の物又は均等の方法に対応するもののみが含まれる。」と規定されている。上

記から、台湾では特許の審査時及び権利侵害訴訟において、手段機能言語について同

一の解釈を採用していることが分かる。 

しかし、中国では特許の審査時及び権利侵害訴訟において、手段機能言語について

は完全に相反する解釈が採られる。中国特許審査指南第二部分第二章第 3.2.1 節には

「請求項に含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべて

の実施形態をカバーしていると理解すべきである。」と指摘されている。しかし、中
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国の 2010 年特許司法解釈第 4 条には「請求項において機能又は効果により技術的特

徴を述べている場合、人民法院は明細書及び図面が描写する当該機能又は効果の具体

的な実施方法及びそれと同等の実施方法に基づき、当該技術的特徴の内容を確定しな

ければならない。」と規定されており、この二つを比較してみると、審査指南の解釈

と司法解釈が一致しないことが明らかに分かる。この現象についての中国の一般的な

説明は、特許制度には「開示したものを保護」の原則があるため、保護の範囲を実際

に開示された実施例及びその均等の範囲に限るのは合理的である、というものである。 

 

例：靴の中敷(2006)高民終字 00367 号 

 

特許請求の範囲の構成要件：単方向浸透層 

明細書の実施例：漏斗状の穴の開いた布面を備える単方向浸透層 

被告製品：使用している単方向浸透層には穴があるが、当該穴は漏斗状ではない 

第一審法院（（2005）二中民初字第 11450 号判決）：実施例は必要な技術的特徴に対

する限定として理解できず、権利侵害は成立すると判断。 

第二審法院（（2006）高民終字第 00367 号判決）：機能性限定の技術的特徴を有する

請求項については、その文字通りの意味に従って当該機能を実現しうる全ての方法

（実施例）をカバーするものと解釈すべきではなく、明細書に記載された当該機能を

実現する具体的な方法により限定されるべきであるとして、権利侵害は成立しないと

判断。 

 

技術的特徴が手段機能言語の技術的特徴であると認定されるか否かは、権利範囲の解

釈の大小及び特許の有効性の存在に重大な影響を及ぼすが、この点について、台湾の

特許侵害鑑定要点及び中国の特許司法解釈は、どちらも更に踏み込んだ説明をしてい

ないため、適用において高度な不明確性が存在する。 

上述したように、機能手段言語は高度な不安定性と不明確性を有することから、明細

書の作成段階及び翻訳の段階で、できるだけ機能手段言語を避けることが必要であり、

特に機能手段言語が特別に普遍的である日本語明細書を処理する際には、注意が必要
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である。例えば、日本語の明細書の原文がたとえ明らかに「〜の手段」であっても、

台湾の明細書に翻訳する際には、少なくとも「手段」の用語を削除し、「〜装置」又

は「〜機構」と書き換えるべきである。また、中国の明細書に翻訳する際には、機能

性用語を完全に削除すべきであり、例えば「単方向浸透層」は「有孔層」又は「内層」

などに書き換えた上で、従属項を用いて更にその構造の特徴を限定する。 

 

第三節 権利行使の規定に関する比較 

 

1. 司法訴訟 

 

台湾では、2008 年 7 月 1 日から殆ど全ての知的財産権に係わる訴訟事件が専門裁判

所（智慧財産法院（知的財産裁判所））で取扱われ、さらに知的財産権に係わる民事

訴訟事件の第一審及び第二審も同裁判所で取り扱われることになった。たとえ裁判の

質を評価することが難しいとしても、少なくとも審理のあり方及び判断の基準は比較

的統一かつ安定したものである。そして技術性の高い特許訴訟事件を審理するため、

同裁判所は裁判官の補助役として技術審査官（日本の技術調査官に相当）を特別に配

属し、技術的見解を提供する措置を講じている。したがって、特許技術内容について

の理解力は、一般的に、他の裁判所より高いため、特許権侵害の判断については外部

機構へ鑑定を委託することは希である。そのほか、台湾の裁判制度は三審制であり、

同裁判所の第二審判決を不服とする当事者は、最高裁判所に上訴することができる。 

中国では、台湾のように知的財産専門の裁判所が設置されておらず、全ての特許訴

訟案件は、法律に基づき、第一審は各地の中級裁判所により管轄され、第二審は各地

の高級裁判所により管轄される。広い国土を持つ中国では、中級人民裁判所及び高級

人民裁判所が数多くあるが、相対的に全国の判断基準の一致性を維持することも比較

的難しい。中級人民裁判所、高級人民裁判所はいずれも一般の裁判所で、技術審査官

の制度が設けられていないため、技術的問題の把握に対してある程度の困難が生じる。

また、中国は基本的には二審制で、最高人民裁判所まで控訴され、再審が行われる事

件は少数である。このような状況においては、当事者の技術問題を説明する能力が更

に重要になる。また、特許請求の範囲における技術内容が難しすぎる、又は試験方法

が複雑すぎる場合、往々にして立証不足により権利侵害不成立の判決が下されること

になる。したがって、特許明細書の内容が明快かつ分かりやすいこともより重要にな

る。 

 

2. 行政処理（行政による特許権侵害紛争の処理） 

 

台湾では、行政処理に関する規定が設けられていない。全ての特許権侵害紛争は当

事者間の和解が成立しなければ、裁判手続によって解決されなければならない。一方、
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中国特許法における大きな特色の一つとして行政処理の規定（中国特許法第 60 条）

が挙げられる。当該規定により、特許権侵害の行為に対して、特許権者又は利害関係

者は人民裁判所に提訴することができ、また、特許業務管理部門に処理を申し立てる

こともできる。ここで言う「処理」には、現時点で、以下の項目が含まれる。 

 権利侵害行為の成立の有無を認定すること。 

 侵害者に直ちに侵害行為の差止めを命ずること。 

 侵害者が提訴せず、かつ、侵害行為を停止しない場合、特許業務管理部門は

人民裁判所に強制執行を申し立てることができる。 

 特許権侵害の損害賠償額について調解（調停）を行う。 

実務上、特許の行政処理は一部の省での利用率が高くないことが考慮され、中国は

2013 年に特許法改正案に関する意見書を提出し、特許の行政処理による効果の更なる

向上を図った。改正案が可決されれば、今後、行政処理に係る事件が既に山積してい

る特許訴訟の一部に取って代わることが期待されている。以上を踏まえ、中国で明細

書を作成する際には、審査官及び裁判官を仮想閲読者とする必要があることのほか、

更に各地方行政官庁の公務員を仮想閲読者とする必要もあり、明細書の理解し易さ及

び対比方法の簡素化明瞭化が更に重要になる。また、各地方の特許業務管理部門は権

利侵害行為の成立の有無について認定する職責があるが、権利侵害を認定する能力及

び経験にはかなりの差があるという意見も存在するため、権利行使を有効に確保する

ため、明細書及び特許請求の範囲の理解の容易さが重要となる。 
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第五章 特許管理実務の比較 

 

第一節 出願管理実務の相違点 

 

1. PTC（特許協力条約）ルートとパリ条約ルート 

 

台湾は、多くの国際条約(例外は WTO 協定の一部である TRIPs 協定である)に加盟し

ていないため、外国出願人は PCT ルートにより台湾の特許出願をすることができず、

また、台湾の出願人も PCT ルートにより外国の特許出願をすることができない。そ

のため、出願が国内であるか国外であるかを問わず、台湾の特許事務所は、PCT ルー

トでの出願方法についての熟知度が低い。しかし、外国出願人が PCT ルート出願の

中国国内段階への移行によって中国に出願する割合は非常に高く、また、PCT ルート

とパリルートの手続には相違点が多く存在する。そのため、依頼するに当たっては、

台湾事務所に充分な PCT の手続き管理能力があるか否かを確認する必要がある。 

PCT 出願の手続き管理能力とは、日本又はその他の外国の出願人に対する、中国国

内段階に移行する手続きの管理能力を指す。それは PCT 国際段階の手続きを含んで

いないので、その難易度は高くなく、例えば必要な管理の期限は国内段階に移行する

手続のみとなる。しかし、依然としてパリルートとは異なる手続きがあるため、特に

注意しなければならない。以下、中国で特許出願を行うに当たって、パリルートと

PCT ルートの相違点をいくつか挙げる。 

 パリルートで出願する際の明細書は、国内の出願日に提出される中国語明細

書を指し、出願時においてその内容の補正及び追加ができる。一方、PCT ル

ートで出願する際の明細書は、国際出願日に提出される外国語明細書である

ため、中国国内段階へ移行した際、PCT 国際出願で公開した外国語の明細書

に記載したとおりに、原文に忠実に翻訳しなければならず、中国語翻訳時に

内容を追加又は補正することはできない。翻訳文と原文が明らかに一致して

いない場合、所定の翻訳文が提出されていないとみなされる。PCT 国際出願

で公開された外国語明細書に、中国国内において道徳観念又は公の秩序に反

する受け入れられない記載がある場合（例：“賭博”）、容認され易い用語を

用いて訳す必要がある（例：“勝負事”）。国際段階において補正がなされた

場合(Art 19 及び Art 34 に基づく補正を含む)、国内段階への移行声明におけ

る「審査基礎」欄に、後続手続きにおいて根拠とする補正書類を指定すると

共に、移行日から 2 ヶ月以内に当該補正書類の翻訳文を提出しなければなら

ない。 

 パリルートによる中国特許出願の場合、同時に特許及び実用新案登録を出願

することができる。しかし PCT ルートを通して中国国内段階に移行する場合

は、そのいずれか一つを選択して出願することのみ認められ、二重出願の規
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定が適用されない。 

パリルートを通じて中国特許出願を行う場合、出願日から 2 ヶ月以内又は受理通知

書の受領日から 15 日以内に出願料等必要な費用を納める。しかし、PCT ルートを通

じて中国国内段階に移行する場合は、移行時に出願料及び公布印刷費など必要な費用

を必ず納めなければならず、中国国内段階に移行してから費用を追納することができ

ない。費用を納めなければ、PCT 出願に基づく国内移行としての中国出願の効力は失

われることになる。 

パリルートを通じて中国特許を出願した後、誤訳訂正を請求することはできないが、

PCT ルートを通じて中国国家段階へ移行する際には、出願者は自発的に定められた期

間内に誤訳の訂正を請求することができ、審査官も職権により出願者に対して訂正す

るよう通知することができる。 

 

2. 書面(紙)による出願と電子出願 

 

一般的に台湾の特許事務所は、電子出願をあまり熟知しておらず、書面による出願

の方に慣れていると言える。その原因は、台湾の智慧財産局が電子出願システムを構

築し出願人や代理人が利用できるよう提供すると共に、積極的に推進しているが、各

界から当該システムの不完全を指摘する声が多いことにあり、その利用率は低い。台

湾智慧財産局の統計によると、2013 年上半期に受理した特許出願に占める電子出願の

割合はおおよそ 17%に止まり、またそれらの電子出願の出願人は少数の大手企業に集

中しているようである。そのため全体的に見ると、台湾の特許事務所を日本又は中国

の特許事務所と比較した場合、電子出願の作業に精通していないと言える。事務所内

部の管理システムは非常に先進的であり、内部作業の大半についても完全に電子化は

しているが、一旦ファイルを印刷した後は、書面での手続きを開始する。同様に智慧

財産局から受け取った書類も殆どが書面によるものであり、受け取った書類は事務所

にてスキャンし画像データにする必要がある。つまり、全ての案件資料が手作業によ

ってデータ化されており、その作業方法は日本や中国とは大きく異なる。 

中国において特許出願は殆ど電子方式により行われ、尚かつ、その電子システムに

よる出願手続きに対する要求は比較的高い。いずれかの手続き上の規定と一致しない、

又はシステムトラブルによりファイルが完全に送信されない、又はシステムが確認不

良を起こすといったことが発生した場合には、しばしば手続きにおける不備が発生し、

出願人の利益を損なうことになる。そのため、たとえ電子出願の作業の全てが中国の

事務所内で完成されたとしても、全ての手続きが正確に行われるよう、台湾の事務所

においても十分に確認できる能力を有する必要がある。具体的には、現地で書式を変

換することによりエラーが生じるリスクを下げるよう、送信ファイル作成時には、必

ず電子方式の定める書式を作成しなければならない。またデータを現地の担当者に渡

した後は、相手が正しく全てのデータを受信したかを確認するだけでなく、中国国家

知識産権局が受信したデータが正確かどうかを重ねて確認してはじめて作業の完成
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とみなすことができる。 

 

3. 外国語書面出願と中国語書面出願 

 

台湾の初期の特許制度は、発明を奨励するためというよりも、むしろ外国の技術を

導入するために設けられた制度と捉えることができる。よって外国人による特許出願

には、多くの便宜を図る措置が取られていた。その内の一つで最も重要な措置は、最

初から出願人による外国語明細書での出願を受け入れるというものである。さらに、

2013 年 1 月 1 日以前は、言語の種類に対する如何なる制限もなく、出願人は世界中の

如何なる言語の明細書であっても出願することができ、指定期限内に(通常出願日か

ら 6 ヶ月以内)翻訳文を補充提出すればよいとされていた。2013 年 1 月 1 日の特許法

改正後、言語の種類に対する制限が設けられたが、なお、以下 9 種類の言語(日本語、

韓国語、英文、アアラビア語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語、

ロシア語)による明細書を受理している。そのため台湾の事務所は明細書の翻訳に十

分な時間を割くことができ、よって翻訳文の品質も精度の高いものが求められる傾向

がある。 

しかし、中国では特許出願は中国語で行わなければならず、出願日以降に中国語明

細書を補正することはできない。たとえ PCT による出願で中国国内段階に移行する

としても、それ以前に中国語明細書を作成させなければならない。そのため翻訳に費

やす時間が往々にして十分でなく、場合によっては必要に迫られて数日内に翻訳作業

を完成させなければならないこともあり、その精度に影響が及ぶこともしばしばであ

る。そのため、どのようにして短時間に大量かつ正確な翻訳を完成させられるかが、

中国における渉外事務所の競争力の重要な一要素となっているが、台湾の場合はそう

ではない。台湾の事務所に中国の特許出願を依頼する場合は、台湾の事務所が中国の

事務所と同じく迅速な翻訳能力を持っているか否かを確認する必要がある。 

 

第二節 中間処理実務の相違点 

 

特許出願の中間処理の実務上においても、両岸では多くの相違点がある。ここにい

くつかの重要で主要な相違点を列挙する。迅速に有効な特許を取得するためには、実

務の相違点に応じた方法に変えなければならない。 

 台湾 中国 

進歩性判

断の手順 

米国の審査実務に近い 

 クレームの範囲を認定する 

 先行技術の内容を認定する 

 当業者の技術水準を認定する 

 クレームと先行技術の相違点を

認定する 

欧州の審査実務に近い 

 最も近い先行技術（主引例）を

認定する 

 主引例とクレームを区別できる

特徴とそれが実際に解決しよう

とする技術問題を認定する 
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 発明の全体を容易に完成できる

か否かを認定する 

 当業者は主引例とそれが実際に

解決しようとする技術問題から

容易に発明を完成できるか否か

を認定する 

補正の制

限 

時期的制限と内容的制限はいずれも

厳しくない 

時期的制限と内容的制限はいずれも

非常に厳しい。 

審査の慣

習 

比較的、出願人に友好的。例えば、面

接の請求は殆どが認められる。請求書

面の方式に拘らない。審査基準を緩く

解釈する傾向にある。 

審査の均一性を優先にするためか、方

式にはかなり厳しく、審査基準を厳格

に解釈する傾向にある。 

PPH 請求 非常に受け入れられやすい。台湾のク

レームは第1局の登録クレームと実質

上同一又はより狭いものであれば、殆

ど短期間に許可される。 

かなり受け入れられにくい。方式審査

部では、PPH 請求書の記載方式がちょ

っと間違っている、あるいは中国のク

レームが第 1 局の登録クレームと僅

かな差でもあれば、殆ど PPH が認め

られない。 
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第六章 特許主務官庁の比較 

 

第一節 基本的な相違点 

 

両岸の特許主務官庁間にも、多くの基本的な相違点が存在し、その案件の処理の方

法に直接に影響を及ぼしている。相違点に対する理解を促すため、以下に主要な相違

点を挙げる。 

 

 台湾 中国 

名称 智慧財産局 国家知識産権局 

業務範囲 台湾の智慧財産局はその名のとお

り、すべての知的財産権を一元的に

管轄する。特許以外の知的財産権と

の調和が比較的容易である。 

中国の国家知識産権局は、専利（特

許・実用新案・意匠を含む）だけを

管轄する。他の知的財産権の管轄官

庁は次のとおりである。 

 商標：国家工商行政管理総局 

 著作権：国家版権局 

 不正競争：国家工商行政管理総

局 

 産地表記：国家質量監督検験検

疫総局 

 植物新品種：国家農業部、国家

林業局、 

審査官の

人数 

737名（内170名は契約審査官） （2012

年末現在） 

7027 名（内 4335 名は契約審査官）

（2012 年末現在） 

国際交流

の機会 

比較的少ない 非常に多い 

政府にお

ける位置

づけ 

第 3 レベル（低い） 

行政院 >経済部>智慧財産局 

第 2 レベル（高い） 

国務院>国家知識産権局 

外 郭 組

織、団体 

外郭組織、団体が殆どないため、審

査官の審査負担が重いだけでなく、

特許行政と特許立法の負担も重い。 

多い。審査促進のための外郭組織（特

許調査センターなど）の利用により、

審査の効率を向上することが可能で

ある。弁理士会や発明協会、特許保

護協会などの外郭団体を直轄するた

め、特許行政と特許立法の負担の低

減を図ることができる。 
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第二節 組織上の相違点 

 

詳細は、次の組織図に示す。 

1. 台湾智慧財産局の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 中国国家知識産権局の組織図 
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第七章 台湾の専利師の観点から見た、台湾の事務所を利用し中国の特許出願をするメ

リットとデメリット 

 

台湾の事務所を利用し中国の特許出願をした場合のメリットとデメリットに関して、

台湾において散見される意見を参考までに紹介する。 

 

第一節 メリット 

 

 長い歴史と豊富な経験を有する 

 早くから国外業務に精通している 

 多数の海外留学経験者 

 低コスト 

 比較的安定した事務所人事 

 外国クライアントの厳しい要求に長年に渡って対応してきたことにより、比

較的高品質な業務内容を提供できる 

 中国出願の経験は中国の若い事務所よりも豊富 

 特に、日本クライアントとの意思疎通が比較的容易である 

 

第二節 デメリット 

 

 中国現地で直接に管理できる事務所がなければ、処理に遅延が発生するおそ

れがある 

 中国現地で直接に管理できる弁理士がいなければ、中国審査官とのやり取り

に若干の問題が発生するおそれがある 
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第八章 結び 

 

本報告は、（1）特許代理業界、（2）言語、及び（3）法制度の三つの角度から、徹

底的に、台湾と中国の特許出願に関わる環境の比較を行った。両岸は特許代理の環境、

言語及び法制度において、当然に多くの相違点が存在しているが、それらの相違点は、

いずれも克服できるものである。そうは言っても、その相違の度合いは、「一方の明

細書を文字変換すれば他方で直ぐに使用できる」程度ではなく、かなりの専門性が要

求される。本報告は、可能な限り、相違点を洗い出したものであり、本レポートが、

実際に要求される専門性の度合いに対する理解の一助になれば幸甚である。 

結論として言えるのは、品質を第一優先としながら、コストの削減が厳しく要求され

る現在の経済状況において、中国出願との差異を十分に把握した上で、台湾出願を積

極的に検討し、台湾のリソースを中国出願にも利用することができれば、品質向上と

コスト削減の両立を図ることが十分に可能であるということである。 

 

 






