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第2章 専利出願・登録 

 

2.1 中国における専利出願・登録制度の概要 

2.1.1 各専利権の保護対象 

 

 中国では、日本の特許権に相当する発明専利権のほか、実用新案権に相当する実用新型専

利権、及び意匠権に相当する外観設計専利権の 3つの権利が、専利法にまとめて規定されて

おり、3つの権利をまとめて「専利権」と称する。本稿では、便宜上、「発明専利権」を「特

許権」と、「実用新型専利権」を「実用新案権」と、「外観設計専利権」を「意匠権」と、ま

た、これら 3つの権利をまとめて「専利権」という。 

 各保護対象の定義は、専利法において、以下のとおり規定されている（専利法 2条）。 

「発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。実用新案と

は、製品の形状、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技術方案を指す。

意匠とは、製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合に対して行われ、優

れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。」 

 ここで、「技術方案」とは、解決しようとする技術的問題について採用する自然法則を生

かした技術的手段の集合を指し、技術的手段は通常、技術的特徴により具現するものである

（審査指南第 2部分第 1章 1）。 

 このように、各専利権の保護対象の分類の基本的な考え方は、日本と概ね同じと考えて差

し支えない。 

2.1.2 各専利権の出願制度の概要と特徴 

 

i）特許権 

特許権の取得の流れは、概ね、日本の特許権の取得の場合と同様であり、出願公開制度や、

拒絶査定不服審判に相当する制度もあり、また、権利存続期間は、出願から 20年となって

いる。特許要件も、具体的な審査の基準は異なるが、大枠としては共通点も多い。例えば、

主な実体的特許要件として、新規性、創造性（進歩性）等が挙げられ、新規性の判断も、出

願日または優先日を基準とし、比較の対象となる現有技術20の地域的範囲についても、世界

主義が採用されている。また、中国でも先願主義が採用されており、特許権は最先の出願人

に付与される旨、規定されている（9条 3項）。 

実体的な要件に関して、日本と異なる主な注意点は、以下のとおりである。 

 日本の拡大先願に相当する、抵触出願の要件について、日本では、発明者及び出願人が

                                                   
20 現有技術とは、要するに公知技術のことであり、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。 
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同一の場合には、適用除外とされるのに対し、中国では、「新規性とは…いかなる部門

又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出

願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書におい

て記載されていないこと」（22条）と規定されており、発明者及び出願人同一の場合で

も、後願が拒絶される点。 

 新規性喪失の例外について、日本では、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して

新規性を喪失した場合に、広く適用を受けることができるのに対し、中国では、①中国

政府が主催、承認した国際博覧会に初めて出展したもの、②指定された学術会議、技術

会議で初めて発表したもの、③他人が出願人の同意を得ずに内容を漏えいした場合に

のみ、適用される点（24条）21。 

 

ii）実用新案権 

  実用新案権については、方式的な審査のみで登録される制度が採用されているが、方式

審査には、一部、実体審査も含まれており、日本の実用新案登録出願制度で採用されてい

る無審査登録制度とは若干異なる。 

  権利の存続期間は、出願から 10 年であり、特許に比べると短いが、後述するように、

特許と実用新案との重複出願制度もあり、これを利用して、同一内容の技術について、ま

ずは、実用新案で早期に権利化を図りつつ、その後、特許権による保護を選択して、長期

間、独占権を維持することも可能である。 

  実体的要件について、先願主義の下、新規性、創造性（進歩性）が必要となる点は、特

許権と同様であるが、実用新案権は、創造性（進歩性）の判断基準が、特許権よりも低く

設定されている22。また、無効審判においては、特許権に対しては、組み合わせる文献数

に制限はないのに対し、実用新案権に対しては、無効資料として組み合わせることができ

る文献が、原則として 2件までに限られていることなどから、一般論として、中国では、

実用新案権は無効になりにくい、と言われており、こうしたことも背景として、中国では、

実用新案権の出願件数が特許権の出願件数よりも多く（下図参照）、また、権利行使にお

いても、実用新案権はよく活用されている。 

  

                                                   
21 実用新案、意匠も同様である。 
22 創造性について、特許権の場合は、突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有することと規定されている

のに対し、実用新案権の場合は、実質的特徴及び進歩を有することと規定されている（専利法 22 条 3 項）。 
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図 8 中国専利出願件数推移 

 

 

iii）意匠権 

  中国では、実用新案権のみならず、意匠権についても、実質的に無審査で登録される。

意匠権の存続期間は、現行法では出願から 10年であるが（42条）、2019年 1月に公表さ

れた専利法改正草案23では、15年に延長されている。 

  実体的要件について、先願主義の下、新規性、創作非容易性24が要求される点、組物の

意匠制度がある点、GUIの意匠も保護される点などは日本と同様であるが、上述のように、

新規性喪失の例外の適用が限られる点、及び、部分意匠制度が存在しない点に注意が必要

である。 

 

2.2  専利出願の重要性 

  

新規のアイデアやデザインがあるのに専利出願を行わなかった場合、以下のようなリス

クがある。 

2.2.1 中国において、他者の模倣を排除できない 

 専利権は、創作により当然に権利が発生する無方式主義を採用する著作権と異なり、国ご

とに出願手続を行い、権利として登録されて初めて、独占排他権としての効力が生じ、登録

された権利内容を実施した第三者の行為に対して、差止め等を請求することができるよう

                                                   
23 同改正草案公表以降、専利法は、本稿執筆時点（2020 年 1 月）でまだ改正がなされていない。なお、同

改正草案では、意匠についての国内優先権制度の導入も規定されている。 
24 専利法 23 条 2 項には、「専利権を付与する意匠は、既存の設計又は既存の設計的特徴の組み合わせと比

べて明らかな違いがあることとする。」と規定されている。 
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になる。言い換えると、中国で販売等する製品について、新規のアイデアやデザインが採用

されているにもかかわらず、専利権出願を行わなかった場合、そのアイデアやデザインの模

倣品が発生しても、模倣品の製造や販売を止めることはできない。しかも、従来の模倣品は、

単純な商標権侵害が多数を占めていたのに対し、中国企業の技術力の向上に伴い、近年では、

商標権侵害には該当しない、デザイン、技術の模倣品が増加してきている（下図参照）。つ

まり、中国で製造、販売等を行う製品については、中国において専利出願を行い、権利化を

図ることが重要であり、かつ、その重要性は高まってきている、ということである。中国に

おいては、全ての業界のあらゆる製品が模倣品の被害に遭っていると言っても過言ではな

いため、業界や製品の種類を問わず、この点は変わるところがない。したがって、日本で出

願した特許等のうち、中国で製造、販売等を行う、または、その見込みのある製品等にかか

るものについては、業界、製品種類を問わず、基本的には、中国でも出願する方向で検討す

るのが望ましい25。 

 中国では、専利権侵害に対して、民事訴訟のほか、各地の行政機関に対して、行政法執行

申立て26を行うことが可能であり、特に後者については、特許権と比較して、実用新案権や

意匠権の方が、審理がスピーディーに進む傾向があると言えることから、1つの製品につい

て、特許権、実用新案権、意匠権など様々な角度から保護を検討すべきである。 

  

図 9 中国における模倣品の傾向の変遷 

 

 

                                                   
25 中国での製造、販売前には、可能な限り、クリアランス調査、すなわち、他社特許の抵触性調査を行っ

ておくことが望ましく、その結果、中国での実施を中止したり、または設計変更を検討すべき場合も生じ

得る。検出された他社特許が自社実施技術と全く同じであれば、出願しても権利取得は難しいが、技術的

な相違点がある場合には、抵触性の検討は別途必要ではあるが、少なくとも出願を考えてもよいだろう。 
26 なお、民事訴訟では、差止め、損害賠償請求が可能であるのに対し、行政法執行は差止めの請求のみが

可能である。 

記載がまったく同じ「ニセモノ」
（同一商標権侵害）多くは粗悪品

文字を少しだけ変えるパターン

（類似商標権侵害）

デザイン、構造を

模倣するパターン（意匠権、

実用新案権侵害）

技術を模倣するパターン

（特許権、営業秘密侵害）
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コラム 

 ■実際のトラブル事例 

 

 ある日用電気製品メーカーA 社は、中国をはじめとする各国で新製品を販売し始めた。A

社は、その新製品の名称について、商標出願を、また、新しい機能について、特許出願を、

それぞれ中国でも行っていた。ところが、当該製品が ECサイトを通じて中国でも売れるよ

うになると、中国を中心に模倣品が流通し始めた。これらの模倣品は、A社の商標を使わず、

また、特許出願にかかる機能を回避しつつも、A社の製品のデザインを模倣しており、外観

上は、A社の製品と見分けをつけるのが困難であった。しかし、A社は、製品の外観につい

て、意匠出願を行っていなかったため、このようにデザインのみを模倣した他社製品を排除

することができず、結果として、A社製品の中国での売り上げは下がってしまった。 

 特許権、実用新案権、意匠権は、それぞれ、保護対象が異なるので、1つの新製品につい

て、複数の専利権により保護を図ることも可能である。機能や構造、デザインのそれぞれが

新しい場合には、それぞれについて、専利権出願を検討すべきである。 

2.2.2 他者に権利化され、権利行使されるおそれがある 

 新規のアイデアやデザインについて、専利出願を行わない場合、他者により同内容の専利

出願がなされ、権利化されるリスクもある。上述のように、中国でも先願主義が採用されて

いるため、他者により権利化されれば、たとえ自社の方が先に発明等を創作した場合であっ

ても、その権利にかかる発明等の実施、すなわち、実施製品の中国国内での製造、販売等は、

基本的には、当該他社の専利権侵害を構成することになる。とりわけ、日本で製造した製品

を、商社等を通じて中国国内で販売する場合、相手方の専利権出願日前から中国国内で販売

を行っていたとしても、日本と異なり、中国では、単なる販売では先使用権は認められない

ため（69 条）、当該専利を無効化できない限り、商社は侵害責任を負うことになる27。しか

も、公然実施による専利権の無効化は、中国では、証拠能力の認定が厳格に行われるため、

一般的に決して容易ではない。したがって、模倣を排除し、自社の独占的実施を確保すると

いう観点のみならず、自社及びその顧客を他者の専利権侵害から保護するという観点から

も、専利出願の要否を検討する必要がある。 

 

2.3  冒認専利出願対策 

 

近年、中国では、実際の製品や、インターネットに掲載された製品画像等に基づいて、そ

のデザインや構造等の特徴について、真の権利者が中国で専利出願していないのを奇貨と

して、無関係の第三者が意匠や実用新案出願を行うケースが多く見受けられる。 

こうした冒認専利出願は、多くの場合、模倣品製造、販売等の準備として行われるため、

                                                   
27 このような場合、商社との間の売買契約等によって、侵害責任は、最終的には製品の売主に転嫁される

こともあるため注意が必要である。 
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冒認権利を放置しておくと、類似品の製造、流通を助長するおそれがある。 

そこで、冒認権利を発見した場合には、無効審判を請求して、権利を無効化することを検

討すべきである。 

無効審判は、権利化公告後であれば、何人も請求することができる（専利法 45、46条）。

日本と異なり、冒認出願であることを無効理由とすることはできないが、冒認出願の多くは、

被冒認アイデアないしデザインにかかる製品等の販売後に行われることから、新規性、創造

性違反を無効理由として主張することになろう。自社の先行出願にかかる特許文献に基づ

く文献公知を主張する場合であれば、無効理由にかかる現有技術の存在の立証は比較的容

易であるが、自社の販売等に基づく公然実施の事実に基づき、無効理由にかかる現有技術の

存在を立証しようとする場合、注意が必要である。具体的には、中国では、証拠能力の認定

及び証拠に基づく事実認定が非常に厳格に行われ、特に、自社のカタログ等の書証の日付を

立証しようとする場合、そう簡単には認められない傾向にある。 

そこで、複数の証拠の組み合わせによって日付の立証を試みることが必然的に多くなる

が、この場合には、真実性に疑義のない証拠を、切れ目なくつなげた「証拠のチェーン」の

形成が求められる。つまり、複数の書証を、型番などをキーとして切れ目なくつなげること

により、ようやく、ある書証に記載の日付が認定され得るが、それらの複数の書証がいずれ

も社内資料であると、真実性に疑義を生じるため、少なくとも一部に、利害関係のない第三

者の押印等のある文書が含まれることが望ましい。なお、日本本社のパンフレットや契約書

等、外国で形成された証拠は、日本の公証役場で公証を得た後、中国大使館で認証を受ける

必要がある。 

このように、出願していない部分について、第三者から冒認出願された場合には、日付の

立証が容易でないこともあるので、日ごろから先使用権の証拠収集と合わせて、意識して関

連資料を整理、保管しておくとよいだろう。 

 

2.4  専利権による保護と営業秘密による保護 

  

上述のように、中国で使用する技術については、基本的には、特許などの専利出願を積極

的に行うべきである。しかし、専利権制度は、一定期間、独占権による保護を与えることと

引き換えに、出願内容を公開することで、発明等の保護と利用とのバランスを図る制度であ

るため、中には、技術内容を非公開とすることにより、事実上の独占実施を確保すべき場合

もあろう。具体的には、工場内で使用される製造ノウハウなどの技術などがその例として挙

げられる。こうした技術は、特許出願した場合、出願内容が公開されて、第三者による模倣

リスクが発生する一方、その第三者の模倣行為は、やはり当該第三者の工場内で行われるも

のであるため、侵害の立証が困難であり、特許権を取得できたとしても、権利を行使して自

社の独占的実施を確保することが難しい。このため、営業秘密として保護することも視野に

入れる必要があると考えられる。 

 技術に関する情報を営業秘密として保護しようとする場合、中国では、当該情報が①非公

知であること、②商業的価値を有すること、③秘密として管理されていること、の 3つの要

件を満たすことが必要である（反不正当競争法 9条）。すなわち、どれほど価値ある情報で
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あっても、それが社内で秘密として管理されていると認められなければ、営業秘密として保

護されないことになる。しかも、中国では、営業秘密侵害行為が多発している。したがって、

専利出願を行わずに、営業秘密として保護する場合には、物理的環境を整備し、従業員や取

引先との間で秘密保持契約を締結するなど、人的管理体制をも整備した上で、保護を徹底す

ることが重要である。 

 

2.5  出願のタイミング 

  

上述のように、中国の特許制度において発明特許と実用新案の同時出願制度や、日本の抵

触発明（特許法第 29条の 2「拡大された先願の地位」）と異なる特許制度によって、中国で

特許出願をするタイミングをどのようにすべきかは、日本やほかの国と大きく変わってく

る。これら中国の特許制度をよく理解した上で、中国特許出願のタイミングをつかむことは、

中国での知財保護活動において出願人にとって重要な課題の一つとなる。 

2.5.1 発明特許と実用新案の同日出願制度の活用 

 

図 10 出願タイミング例① 

 

 

当該特許制度を利用すれば、上記図を参照して、例えば構造系の発明を、6～8 ヶ月程度

で特許登録される実用新案権によって保護を図り、同じ発明について審査を経過して、より

確実な権利としての発明特許権によって同発明を保護することを実現できる。このため、出

願人にとって大事な発明をより早期に保護することで、早期商品化ができるなど、市場優位

性をできるだけ早く確保することがこの制度の最も大きなメリットである。ただし、実用新

案として出願可能な分野、例えば構造系の考案に適した技術案がこの制度を利用すること

が可能である点に留意する必要がある。 
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図 11 出願タイミング例② 

 

また、上記図を参照して、同発明について発明特許が権利付与されると、二重特許を回避

する観点から、先に特許された実用新案権の権利を放棄する必要があるが、実用新案権によ

る権利の保護期間においては、実質的に出願人の商品が保護されている状態にあるため、侵

害訴訟段階における損害賠償額も有利に算定される可能性がある。 

一方で、実務上、「同じ発明」について発明特許が登録された時点で、登録中の実用新案

権の権利範囲と「同一性」が判断され、実体審査を経て出願当初の権利範囲が実際に変わり、

両者が「同じ発明」に該当しなくなったケースもあり、この場合は、登録中の実用新案権を

放棄しなくても済むため、出願人（権利者）にとって、ある意味で「比較的広範な権利」と

「比較的強硬な権利」をともに得られ、権利を柔軟に獲得することが可能となる。 

この制度は、海外企業、特に日本の中小企業によく利用される傾向がある。企業は、中国

での商品化過程においてまずは実用新案で権利化を狙い、その後、経済面や権利保護度合か

ら、発明特許の権利化で強化していくか、発明特許の権利化を断念するか、という選択のチ

ャンスが与えられるため、当該制度を利用することが得策とも言える。 

 

2.5.2 中国の新規性判断における「抵触発明」に係わる出願タイミング 

 

（自己衝突の防止策） 

中国特許法第 22条第 2項後段では、新規性が次のように規定されている。 

新規性とは、当該発明又は実用新案が既存の技術に属さないこと、いかなる部門又は個人

も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、

かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていない

ことを指す。 

一方、上記「抵触発明」（日本の「拡大された先願の地位」、「準公知」に該当する）に関

連する日本の特許法条文（法第 29条の２）は次のようになっている。 

特許出願に係る発明が、当該特許出願日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であっ
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て、当該特許出願後に第 66条第３項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公

報の発行若しくは出願公開又は実用新案法第 14条第 3項の規定により同項各号に掲げる事

項を掲載した実用新案公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求

の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第 36条の 2第 2項の外国語書面出願に

あっては、同条第１項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした

者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を

除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第１項の規定にかかわらず、特許

を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は

実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。 

 

このように、「抵触発明」に関しては中国特許法では「何人も」、日本特許法では「発明者・

出願人が同一の場合は除外」となっている。 

即ち、同一出願人が先に提出した出願（出願 A）にかかる明細書（例えば、実施例）の記

載と同じ内容について後に（出願 Aの公開前に）出願 Bとして提出する場合、日本では抵触

しないものの、中国では引っかかる結果になってしまう。 

 

具体的には、技術案α、技術案β（技術案の間に単一性を備えないものとする）を含む明

細書を提出する場合を想定して、技術案αについて出願 Aを提出し、その後（出願 Aの公開

前に）、技術案βについて出願 Bを提出する場合が、出願人が同一であっても、出願 Aが出

願 Bの「抵触発明」に該当するケースである。 

 

結果として、日本の基礎出願である上記出願 A 及び出願 B が異なる時期にそれぞれ提出

され、その後、それぞれの優先権を伴う中国出願を行った場合は、中国の審査段階において

出願 Aが出願 Bの抵触発明に該当して、出願 Bが拒絶されてしまう、または、権利化の後で

も無効とされるリスクが潜んでいる。 

 

このような結果を回避するために、日本国内出願時の上記出願 A 及び出願 B について中

国へ出願する予定がある場合は、日本で出願する際に、出願 A と出願 B の提出タイミング

（例えば、同日に提出する）をよく考えておくべきであり、または、先に提出される出願 A

の明細書を見直して、後に出願予定の技術案βが出願 A に記載されていないかを再チェッ

クすることが大事である。 

 

2.6  特許出願の手続 

2.6.1 権利化までの期間 
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近年、中国国家知識産権局において特許審査ハイウェイ（PPH）の導入や早期公開、早期

審査請求制度が改善されたことにより、出願から権利化までの期間が短縮されつつある。ま

た、審査段階における、例えば第 1 回審査通知書の発行から第 2 回審査通知書の発行まで

の経過も、過去は少なくても半年以上かかっていたが、最近は早くて 3ヶ月を切るほど審査

期間が短縮されている。発明特許は、出願日から権利化（又は拒絶査定）までは一般的に 2

年半～4年かかると言われている。一方で、実用新案は、最近審査基準が厳しくなった背景

があり、出願日から権利化までは長くなる傾向がある。以前は出願して半年で権利化された

が、最近は新規性や明瞭性に関する審査通知書も発行されるなど、審査期間が過去より明ら

かに長くなり、出願日から 1年近くになって権利化されるケースも増えているようである。

また、意匠出願も実用新案出願と同様に、審査が厳しくなる傾向があるが、審査通知書が発

行されなければ、おおよそ 8～10ケ月で権利化される。 
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図 12 特許出願から登録までのフローチャート 

（※パリルートによる中国特許出願を例とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出願

方式審査

出願公開

出願から公開

まで18ヶ月

実体審査

審査請求は、審査のために

必要なものであり、出願日

から3年以内にすること

拒絶理由を

受けず

拒絶理由を受ける

（OA発行）

拒絶理由を解消

できず拒絶査定

特許査定

※ 実体審査に入る通知受領日から

3ヶ月以内は自発補正可能

※ 応答期間は第1回が4ケ月、

第2回以降は2ヶ月。

復審

（不服審判）

請求

※ 通知受領後3ヶ月以内

登録・公告

権利満了

※ 出願日から20年

※ 特許査定通知受領後

2ヶ月程度
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2.6.2 権利化までの費用 

 

中国における専利権出願にかかる費用の一例について次のとおり示す。 

 

図 13 中国専利出願費用例 

※実用新案出願及び意匠登録出願は、出願段階以降の代理費用はさほどかからないが、発

明特許出願は、審査段階において審査通知書応答のために 5,000～15,000RMBかかるのが一

般的である（応答の回数や難易度による）。 

 

2.6.3 日本国内の事務所を経由して出願する場合と中国の事務所に直接依頼

して出願する場合 

 

日本の大手企業は、年間出願件数が大量である関係など、案件管理の観点から、日本国内

主な出願費用一覧

発明特許と実用新案の出願段階の費用 公費(RMB) 代理費(RMB)

　発明特許一般出願費用 950 4500

　発明特許PCT出願の中国段階 950 5000

　実用新案一般出願費用 500 3600

　実用新案PCT出願の中国段階 500 4000

　意匠登録出願 500 2800

　優先権主張（１項につき） 80 540

　請求項付加費用（第11項から１項につき） 150 50

　明細書付加費用

       第３１頁から１頁につき 50 -

       第３０１頁から１頁につき 100 -

　実体審査請求 2500 1300

意匠登録出願の費用

　図面準備（1枚につき） - 55

　簡単な説明文の準備 - 350

そのほかの雑費（印刷・郵送代など） 実費

翻訳費用（一例）

日本語から中国語翻訳 1RMB/1日本語文字

中国語から日本語翻訳 1.5RMB/1中国語文字

（レート参照：1RMB≒16JPY）
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の事務所を経由して外国へ出願する場合がほとんどである。 

一方で、中小企業においては、知財又は法務担当者が各案件をよく把握していることや、

中国の事務所において日本語でやり取りの交流できる代理人が増えていることを背景に、

日本国内の事務所を経由することなく中国の特許事務所に直接依頼するケースも増えてき

ている。 

中国の特許事務所に直接依頼する場合、日本国内の事務所を経由しない分、コスト削減に

つながる。また、日本国内の事務所を経由せずに、現地代理人と直接やりとりを行えるため、

現地案件状況を直ちに確認できたり、現地知財情報の取得を早期に実現できる点にもメリ

ットがあり、当該依頼方法は知財業界において注目を浴びている。 

ただし、企業の知財担当者が現地代理人と直接やり取りしたり、現地からの書類の整理や

期限管理を自ら行う必要があり、担当者の業務負担が日本国内の事務所を経由した場合と

比べて大きくなる。また、中国特許事務所の場合、代理人の流動性も高いため、現地代理人

の管理も要務となる。 

また、現地代理人の選択について、一概には言えないのだが、大手企業である場合、例え

ば 1回の発注で非常に多数の出願を依頼することもあるため、人員が比較的多い、大規模事

務所が選択される場合が多い。 

他方、小規模事務所については、担当者の顔が見えやすく、その分、細やかな対応が期待

できる点に加え、リーズナブルな代理料金を設定する傾向がある点にメリットがある一方、

取扱い可能な技術分野や対応できる案件数が限られることも少なくない。そのため、小規模

の事務所に代理を依頼する前には、対応可能な技術分野をよくチェックする等の対応が必

要である。例えば、正式に発注する前に、一度、事務所を訪ね、事務所管理者、技術担当責

任者、案件担当者とコミュニケーションを行った上で判断するのも重要である。 

 

2.6.4 直接出願する場合と PCT出願する場合のメリットとデメリット 

 

外国出願をするにあたり、直接出願する（パリルートによる出願を含む）ルートと、PCT

ルートによる出願をするルートとがある。 

 

パリルートによる出願とは、パリ条約に基づき外国出願をすることを意味し、具体的には、

特許を取得したいそれぞれの国に個別に出願をする方法である。すでに日本で特許出願を

済ませており、かつその出願日から１年を経過していない場合には、優先権を主張して出願

をすることができ、当該優先権の主張が認められた場合には、その出願日が先に出願した該

日本特許出願の出願日（優先日）と見なされ、該優先日に出願されたのと同様の取扱いを受

ける権利を有する。なお、優先権を主張する上では、それぞれの国の言語で、各国の法律で

定められた形式により出願書類を用意する必要がある。 
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また、PCT ルートによる出願とは、特許協力条約に基づき外国出願をすることを意味し、

具体的には、例えば、日本特許庁に 1言語で 1国際出願をすることにより、優先権主張を伴

う、パリルートによる出願と同様に、他の指定国にも出願したのと同様の効果が生じる。 

パリルートによる出願をする方法では、主なメリットとして、権利化したい国が少ない場

合は PCT ルートによる出願よりも経済的であり、権利化までの期間も比較的に短い点であ

る。ただし、優先権期間が 1年しかないため、翻訳作業の期間を確保するために、なるべく

早めに現地に出願依頼をする必要がある。 

 

一方、PCT ルートによる出願をする方法では、日本の特許庁に日本語で出願するだけで、

その後、指定国のすべてに出願したのと同様な効果が得られるので、最初の出願手続きは楽

である。ただし、PCT ルートによる出願は、初期費用がやや高額となり、移行国が少ない場

合は、結果として、パリルートによる出願を選択したほうが安くなる場合がある。なお、目

安として、3、4以上の国で権利化を望む場合は、PCTルートによる出願、3つ以下の国で権

利化を望む場合は、パリルートによる出願にするのが経済的であると言える。また、指定国

は PCT 加盟国に限られるので、例えば台湾は PCT に加盟していないため、台湾へ出願する

ことを希望する場合は、PCTルートによる出願ができないため、留意すべきである。 

この点に関しては、中国においても同様である。例えば、日本企業の中国合弁会社や独資

会社が中国で提出した出願を基礎出願として、パリルートまたは PCTルートにより、中国以

外の国に出願する場合にも適用できる。 

 

日本の中小企業は、パリルートによって中国出願を選択する場合が比較的に多く、海外へ

の出願は中国、韓国と台湾・香港に集中する傾向がある。また、パリルートによる出願を選

択する場合において、各国に出願をする際に、日本基礎出願の明細書をその国の言語に翻訳

する必要があるが、その後の自発補正や、審査通知書への応答時の補正の根拠は、日本基礎

出願の明細書でなく、中国に提出された中文明細書になり（PCTルートの場合は、日本特許

庁に提出される和文明細書の記載が補正の根拠となる）、権利範囲が不用意に狭くなるよう

に翻訳されると、後の補正に不利になる恐れがあるため、明細書翻訳時の精度が高く求めら

れる。この場合、出願人が例えば第三者によるダブルチェックを依頼することを薦める。 

 

2.6.5 明細書やクレーム作成における機能的限定の記載に関する留意点 

 

明細書やクレーム作成の際に、その記載を「特許請求の範囲を明瞭かつ簡潔に限定する」

という規定に合致させるために、よく使用される記載方法の一つとして、特にクレームに機

能的限定を記載することが多い。しかし、中国特許法及び特許法実施細則には、いずれも機

能的特徴については言及されていない。 
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《最高人民裁判所特許侵害紛争事件の審理に関する法律の若干の問題の解釈二》第８条

に、「機能的特徴」についてより明確に定義されている。即ち、「機能的特徴」とは、構成、

成分、工程、条件又はこれらの間の関係等について、その発明において奏する機能又は効果

によって限定される技術的特徴を意味する。また、司法解釈第８条には、「当業者は請求の

範囲を読むだけで、上記機能又は効果を実現する具体的な実施形態を直接的に、明確に特定

することができる実施形態は除外する」ことが記載されているように、機能的特徴に属しな

い場合についても説明されている。機能的特徴の保護範囲については、その機能を実現でき

るすべての実現の形態を含むと考えるべきである。具体的に、『特許審査指南 2010』には「請

求の範囲に含まれる機能的制限の技術的特徴は、該機能を実現可能な実施形態のすべてを

カバーすると理解されるべきであることが記載されている。また、特許侵害訴訟において、

機能的特徴は明細書に記載された実施形態に均等する範囲までとされる。『最高人民裁判所

特許侵害紛争事件の審理に関する法律の若干の問題の解釈』には、「裁判所は、請求項にお

いて機能又は効果によって記載される技術的特徴について、明細書及び図面で説明された

該機能又は効果の具体的な実施形態及びそれと均等する実施形態に基づいて、該技術的特

徴的内容を特定すべきである」と記載されている。 

 

そのため、特許審査段階では保護範囲が過大であると指摘されて拒絶されたり、最終的に

特許になっても、権利侵害の判定において明細書に記載された実現形態及びそれと均等す

る形態のみに限定されるケースもよく見受けられる。 

これらの点を踏まえて、侵害訴訟においてより広い保護範囲を図れるように、機能的特徴

である技術的特徴を記載する際に、明細書にできるだけ多くの詳細な実施形態を記載すべ

きであり、特に機能的特徴によって該機能や効果を実現できる原理を記載することが有効

である。 

 

さらに、権利侵害判定の時に、機能的特徴については、まず機能又は効果を実現するため

に不可欠な技術的特徴を判断する必要がある。このため、この不可欠な技術的特徴は明細書

の記載によって限定されるため、明細書に記載された技術的特徴のうち、その機能や効果を

実現するために不可欠な技術的特徴及び不可欠な技術的特徴でないものを明確に記載する

のが望ましい。そうすると、権利侵害判定において、機能的特徴による保護範囲が過度に限

定されて、特許権者に損失を与えることを回避することが可能となる 
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