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１.まえがき 

 
・ 世界は現在熾烈なイノベーション競争のさなかにある。企業や非営利組織をも含むあらゆ

る組織がイノベーションを競っているともいえる中で、リーマンショック以降は、国家が主導

するイノベーション競争という側面も強まっている。このような国家レベルのイノベーション

競争の主体としては、欧米各国はもとより新興国がその主役の一角を占め始めたといえる

だろう。 

・ 例えば中国では、現在学術論文の数では米国に次いで既に世界第２位であり、中国の科

学技術強化政策は従来から注目されていた。しかしその研究水準は必ずしも高くなく、イノ

ベーション競争を主導的に推進するには不十分と見られてきた。しかし最近は、科学技術

力だけでなく、これを戦略的に競争力に結実させようとする政策が強化されていることから、

近い将来中国がグローバルなイノベーション戦略においてもリーダーシップを取るようにな

るだろうという見方も増している。 

・ その国が保有する科学技術などの知的資産を、イノベーションに結び付けるうえで、競争

優位の源泉となる知的財産に関する戦略と、普及の基盤となる技術標準に関する戦略は

欠くことのできない車の両輪とも言える要素である。最近では欧米企業が所謂オープンイノ

ベーション戦略の一環として、知的財産戦略と技術標準戦略を組み合わせた事業戦略の

高度化によって、高いマーケットシェアと高収益を実現させた成功例を数多く示していること

が注目されている。 

・ 新興国においても、イノベーション政策・技術標準政策・知的財産戦略の展開はめまぐるし

いものがあるが、中でも中国の動向は際立っており、わが国への影響が少なくない。 

・ 本研究会では、今後の我が国の企業の新興国市場における競争力強化や、国際市場に

おける新興国に対する競争力強化の観点から、2010 年度は中国の国家戦略を分析し、こ

れに対して日本がどのような視点で対処を考えるべきかを議論し、その論点と課題を明ら

かにしようとしたものである。 
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２.最近の中国のイノベーション政策とその実態 

 
・ 新興国におけるイノベーション政策・技術標準政策・知的財産戦略の展開はめまぐるしいも

のがあるが、中でも中国の動向は際立っており、わが国への影響が少なくない。 

・ 中国のイノベーション政策やその実態のうち、日本の産業界・行政が注視すべき主な動向

は以下のとおりである。 

 

(1)中国におけるイノベーション政策 

・ 中国ではイノベーションを「自主創新」と呼び、これを促す政策を次々と打ち出している。 

・ 第 11 次 5 カ年計画、国家中長期科学技術発展計画綱要では自主創新が大目標とされて

いる。2008年には、創新型国家を目指す為の国家値財戦略綱要の公表、企業結合の事前

申告義務を定めた独占禁止法の制定、税制優遇を認めるハイテク企業認定管理弁法制定

（これにより、個人の知的財産取得が進んだ、等の影響が見られた）が行われている。また、

同年（2009 年）自主創新製品認定制度が始まった。2010 年現在、自主創新認定商品を政

府調達において優先的な調達対象とする制度案（政府調達法実施条例）が意見募集の対

象となっている（なお、中国は WTO 政府調達協定に未加盟である）。（下図参照） 

中国の自主創新政策に関連する
最近の動向①

• 自主創新政策は、第11次5ヵ年計画、国家中長期科学
技術発展計画綱要等でも目標とされている。自主創新
を促進するため、税制上の優遇措置、政府調達等の
施策がとられている
・国家知財戦略綱要（2008）：創新型国家の建設（コア
技術の自主知財権の創出・活用を促進、国内企業の
市場競争力を強化）
・独禁法（2008）：企業結合の事前申告義務
・ハイテク企業認定管理弁法（2008）：税制上の優遇措
置を受けるためには、3年以上の自主開発又は5年以
上の実施許諾を通じて、製品の核心技術に対して自
主知財権を有すること等の要件を満たす必要

中国の自主創新政策に関連する
最近の動向②

・強制製品認証（3C）（2009）：IT セキュリティ製品のソ
フトウェアのソースコード開示義務→スマートカード
COS製品のみ？
・自主創新製品認定通知（2009）：自主創新製品の認
定条件として、①中国で知財権を有し、②最初に中国
で商標登録すること等 →2010年意見募集稿（未制
定）では、中国での知財権及び商標権を有すること（使
用権でもよい）に修正
・政府調達法実施条例（意見募集稿）（2010） （中国の
政府調達の規模は39兆円。WTO政府調達協定には
未加盟）：政府調達リストに掲載された自主創新製品
は優先的に調達される

 

（出典）遠藤誠「中国におけるイノベーション・技術標準と知的財産」（第 1 回研究会配布資料）4 頁-5 頁（2010 年） 

図 1 中国の自主創新制作に関連する最近の動向 

 
・ 「自主創新」は、新しいものを作るだけでなく、既存のものを組み合わせたものや、既存のも

ののコンセプトを変えることも含んだ概念として捉えられていることが特徴である。コピーに

近いという批判もあるが、組み合わせや多少の改変がイノベーションにつながるという理解

もできる。さらに、海外から技術を導入し、消化・吸収することが重視されている。かつては

国から指導を受けた技術を改変してはいけないとのマインドがあったところ、これを変える

ことが目指されている。これは技術の改変をイノベーションと捉えて促進する流れの要因と

なった。 
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・ イノベーション政策にも関連する中国の施策としては、国防政策の一環として、2009年には

強制製品認証制度で 13 種の IT セキュリティ製品に関して一定の情報開示が求められるよ

うになっていることが懸念されている（実際にはソースコード開示が求められているのはス

マートカードの COS 製品のみのようである）。このようなソースコードの開示も、反面中国に

とってはイノベーション促進に貢献する可能性もある。 

・ また中国の国内市場保護のための基準認証制度（CCCマーク）についても、中国への技術

流出の温床となっていると指摘されており、注視すべきである。現在中国の輸出は、この制

度で厳しく管理されており、その品目も増加の一途である。このことと、中国への投資規制

があることが背景に重なって、中国国内の合弁企業が増しているが、このことが技術流出

の原因ともなっているとも考えられる。 

・ このような中国のルール作りの特徴としては、当初は過激な提案を行って国際社会の反応

をみつつ、実際の運用を決めていくという特徴がみられ、標準のパテントポリシー、国防特

許制度、独禁法などもこのようなプロセスを経ている。 

・ このことから中国の政策展開はリスクをはらみ、常に十分監視しておく必要があるといえる

が、一面このような動きの中には、我が国として有効に活用できる施策と考えられる場合も

ありえる。ただし、中国の政策検討の状況については、その情報の入手が容易でないとの

指摘もあるところである。 

 

(2)中国における知的財産政策、技術標準政策 

・ 中国政府はイノベーション促進施策の一環として、中国企業が自らが保有するかライセン

スを有する知的財産権を活用することを促進する目的とみられる施策を強力に展開してお

り、このことが技術標準政策にも見て取れる。さらに国防的な観点での規制が存在してい

ることは要注意である。例えば 2009 年に行われた第 3 次専利法改正では、技術を外国に

輸出する場合に厳密な審査（機密審査）を受けることが求められたことには注意が必要で

ある。 

Ⅲ 中国における知的財産権問題

• 中国のWTO加盟（2001年）に際し法改正を行い、
基本的な知的財産法制度（特許法、商標法、著作
権法、不正競争防止法）はほぼ整備された

• 2008年に特許法が、2010年に特許法実施細則が改
正された。他の法律も改正作業中。傾向としては
知財権保護強化の方向

• 契約法、技術輸出入管理条例、司法解釈も重要
• 曖昧・不明確な条文が多い
• 知財問題の多様化（単純な模倣品・海賊版事案か
ら、技術契約、職務発明等に係る紛争の増加）

 
（出典）遠藤誠「中国におけるイノベーション・技術標準と知的財産」（第 1 回研究会配布資料）29 頁（2010 年） 

図 2 中国における知的財産権問題 
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・ 2009 年に発表された「特許に係る国家標準管理規定暫定稿」は「標準中の特許を公開しな

い場合無料と看做す」（8 条）、ライセンス条件は通常の実施許諾料を明らかに下回る額（9

条）、ライセンス協議が合意しなかった場合、標準化しないか、強制実施許諾を与える（13

条）などとなっており、衝撃を集めた。しかし、3 月に現地で担当者（朱女史）に話を聞いたと

ころ、パブコメに寄せられた多くの反対意見を受けてすべて改正される見込みである。ただ

し、暫定稿 8 条にあった「標準中の特許を公開しない」行為については、独占禁止法 55 条

但し書きにいう知的財産権の濫用と評価される可能性があり、仮に管理規定から除かれた

としても、外国企業にとって留意すべき点として残る。 

・ 中国ではパテントプールの構築・管理を製品ごとの産業連盟で行っている。このため、業種

の隙間に落ちるようなこともなく、パテントプールの形成が円滑に行われていることが推測

される。 

 

(3)中国における知的財産と技術標準活動の実態 

・ 中国の特許出願件数は、出願段階で見ても審査請求段階で見ても、2009 年にかけて急増

している。実用新案も、2004 年から 2009 年まで、2.8 倍に増え、年間 31 万件程度に至って

いる。 

・ しかし、中国から日本、米国、欧州、韓国への外国特許出願数は現在はまだ極めて少ない。

2007 年では米国に 6,879 件であるが、欧州には 1,632 件、日本、韓国には 1,000 件にも満

たない。中国から日本に出願された特許出願の明細書を読むと、一部には先端的な技術

もあるが、多くはレベルが低く、華為技術、大唐集団等の一部の企業を除くと、中国企業が

海外で技術によって戦うことができる段階にない。 

・ しかし一方、中国政府は中国国内での知財戦略の整備にのみ関心があるのではなく、将

来国際的に戦える知財を保有し、競争力を高めることを意図している。その表れとして中国

中央政府や地方政府は国際出願の費用を支援する制度を近年採用しており、今後海外へ

の特許出願が増加する可能性が高い。 

・ 国内での知的財産権の行使は活発である。国内の特許侵害訴訟の新規受理件数を見る

と、日本に比べると圧倒的に多く、しかも増加傾向にある。また、一般に訴訟大国として認

識されている米国よりも訴訟件数は多い。 

 



 7 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Brazil

China

Germany

India

Korea

US

Japan

 

図 3 主要国特許庁への特許出願件数（WIPO 統計より） 
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図 4 中国における特許出願における居住者／非居住者の割合 
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2005 年〜2009 年までの特許出願件数 
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図 5 中国における主要な自動車企業の特許出願件数 
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（出典）中国国家知識産権局『中国知的財産権保護状況』各年に基づき東京大学政策ビジョン研究センター作成 

図 6 中国における特許侵害訴訟新喜寿件数の推移 
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（出典）日本国最高裁判所、米国連邦最高裁判所 Web サイト掲載の統計に基づき東京大学政策ビジョン研究セン

ター作成 

図 7 日本・米国の知的財産関係民事訴訟件数推移 

 

・ 加えて、国内での知的財産流通も活発であり、「科学技術統計年鑑」に表れている技術流

通契約額は 2008 年に 2,000 億人民元を超えている。 
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（出典）渡部俊也・李聖浩「中国の技術流通市場 -専利ライセンス登録データの分析-」（第 2 回研究会資料）

（2010 年） 

図 8 中国の技術流通市場の推移 

 

・ また特許ライセンスに限ってみても、2008 年前後から爆発的な増加が観測されており、そ

のほとんどは中国企業同士の取引である。2009 年からは中国の大学からのライセンスも

急激に増加しており、中では米国のベンチャー企業が中国の大学から特許ライセンスを受

けたケースも見受けられた。 

 

図 9 中国の登録特許（専利）ライセンス契約における専利件数の推移 
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・ また、技術標準に関連する動向として、ITU-T では中国、韓国からの特許宣誓が急増して

いることが指摘されている。 

特許宣誓書の推移(ITU-T)

Note: data refer to ITU-T
アジア、特に中国と韓国からの宣誓が急増している

アジア

欧州

北米

 
（出典）吉松勇「世界の主要標準化団体における IPR関連課題の取り組み状況について (GSC-15参加報告)」（第

2 回研究会資料）6 頁（2010 年） 

図 10 ITU-T における特許宣誓書の宣誓人国籍別推移 

 
・ 技術標準の必須特許に関しても中国企業のシェアは増加してきており、図 は LTE につい

て必須特許保有宣言している主要特許権者のシェアであるが、31 社中、日本企業が 4 社

あわせて 10％内外なのに対して、中国企業であるHuawei は１社で約 10％を占めるなどそ

のプレセンスは急速に増大している。 

 
図 11 ＬＴＥにおいて必須保有特許宣言を行っている企業の内訳（2010 年 8 月時点） 
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(4)力をつけつつある中国の研究開発力  

・ 日本企業を含む外国企業にとっての中国は、長らく安価な人件費を利用した製造拠点とし

ての位置付けであったが、中国の経済力の成長に伴う国内富裕層の増加によって、現在

では市場としての中国の位置づけが重要になっている。さらに最近では研究開発拠点とし

て中国に期待するという変化も認められるようになってきている。 

・ 中国企業の研究開発力は一部の企業を除き欧米企業には劣っており、海外の設計能力や

基幹部品を輸入するなどの技術導入を通じて、自らの研究開発能力の不足を補っている

段階であるため、研究開発力の源泉は中国科学院と大学にあると考えられる。 

・ 中国政府はまた海外の優秀な技術人材の誘致を強化している。2009 年から開始された千

人計画では、研究者に手厚い支援を行うことで、外国の中華系人材にとどまらず日米欧の

人材まで誘致している。 

2我们的宗旨：为客户创造价值

千人計画

海外ハイレベル人材誘致暫定方法

国家重点技術革新事業人材誘致業務細則

重点学科・重点実験室人材誘致業務細則

中央企業・国有商業金融機関人材誘致業務細則

海外ハイレベル起業人材誘致業務細則

11

 「211プロジェクト」、「985プロジェクト」

 長江学者奨励計画

 高等教育機関学科刷新・頭脳導入計画（「111

計画」）

 春暉計画

 留学帰国者科学研究スタート基金

教育部33

 国家傑出青年科学基金

 留学帰国者向け短期帰国・就業・講義支援基金

国家自然科学基金委員会44

人材育成誘致システムプロジェクト

ハイレベル人材育成誘致計画

海外の頭脳導入と人材国際交流育成計画

- アインシュタイン講座教授計画

- 外国専門家特別招聘研究員

- 海外有名学者

- 外国籍青年科学者

中国科学院22

2009年における中国の主な海外人材誘致策2009年における中国の主な海外人材誘致策

中央組織部

 
（出典）NEDO 北京事務所「中国の海外優秀人材誘致政策に関する研究報告」（第 1 回研究会配布資料）2 頁

（2010 年） 

図 12 2009 年の中国における主な海外人材誘致策 

 
・ 日本企業の中で多額の研究開発投資を行う企業においては、欧米での研究開発拠点を減

らしている半面、中国での研究開発拠点設置は増加傾向にある。 



 13 

44.7%

69.9%

44.3%
49.8%

56.8%

41.9%
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中国 米国 欧州(EU15※）

2003年 2007年
 

（注 1）調査対象は総務省「科学技術研究調査」において、社内で研究開発活動を実施していると回答した資本金

10 億円以上の民間企業。 

（注 2）2003 年の欧州は EU15 以外の欧州を含んでいる。 

（出典）文部科学省『民間企業の研究活動に関する調査報告』に基づき東京大学政策ビジョン研究センター作成 

図 13 日本企業の海外研究開発拠点進出先 

 

・ 日本企業の現地法人における研究開発投資額も 2007 年まで増加傾向。2008 年になり 1

社あたりで見るとやや横ばい。 
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500,000 

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

現
地
法
人
研
究
開
発
額
（
百
万
円
）

中国本土 露・印・伯 北米

欧州 その他 有効回答本社企業数
 

（注 1）2006 年の中国本土の製造業の研究開発費については中国本土の値が公表されていないため、香港を含

む中国の額から推計した。 

（注 2）毎年 3 月末時点で海外に現地法人を有する我が国企業を対象に行ったアンケート結果の積み上げであり、

実施対象企業数、回収率に違いがあることに留意が必要である。 

（出典）経済産業省『海外事業活動基本調査』に基づき東京大学政策ビジョン研究センター作成 

図 14 日本企業の現地法人による研究開発額の推移 
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・ しかしこのような中国における研究開発拠点の整備は、従来より欧米企業のほうが盛んで

中国における外資企業の研究開発センターの国別比率では日本の占める割合は 10％以

下にとどまっている（2004 年、NEDO 調べ）。 

・ 日本企業と比べると、欧米諸国は官民一体となって中国市場に入り込む取組みを行ってい

る事例が目立つ点で特徴的である。ロシアの研究センターが中国企業と共同でサイエンス

パークを設立した事例や、国際共同研究の枠組みを活用して機器の販売先開拓スキーム

を立ち上げた事例、ドイツが中国の国家標準案を起草した事例（以下に例示）、政府間共

同実証プロジェクトの成果を中国の政策・基準に反映しドイツの市場拡大の基盤を構築し

た例が見られる。 

事例４：ドイツが中国国家標準案を起草事例４：ドイツが中国国家標準案を起草
～ドイツ経済技術省・フォルクスワーゲン社～

標準化管理委員会

フォルクスワーゲン中国投資
有限公司

全国自動車標準化
技術委員会

自動車寿命認定、回収計算方法標準化に関する覚書
（２００３年）

協力して基準案を作成

2003年：中国での自動車使用年数、寿命、リサイ
クルの基準値への提案作成。
2007年
中古車リサイクル解体企業業者の作業標準に関
する国家標準案（GB22128-2008）

2003年：中国での自動車使用年数、寿命、リサイ
クルの基準値への提案作成。
2007年
中古車リサイクル解体企業業者の作業標準に関
する国家標準案（GB22128-2008）

提案

中国の国家標準として
①：2004年5月17日通達、
2004年11月10日実施
②：2008年より実施

ドイツフォルクスワーゲン社が中国政府機関である中国標準化管理委員会と標準化に関する覚書を交わし、これに
基づき、中国国家標準案を作成。標準を握ることで中国市場への参入を容易に。中国側も、グローバル企業と関わ
ることでの中国標準の国際展開を狙う。

経済技術省
技術・イノベーション局

中独経済協力共同委員会標準化
ワーキンググループ設置

ドイツ 中国

協
力
枠
組
み

実
作
業
体
制 中国自動車

工業協会

中国自動車
研究セン

ター

作
業
内
容

①寿命リサイクル基準
GB/T 19515-2004/ISO
22628：2002

②リサイクル業者作業基準
GB 22128-2008

 
（出典）NEDO 北京事務所「中国と諸外国のイノベーション連携事例」（第 1 回研究会配布資料）5 頁（2010 年） 

図 15 ドイツが中国国家標準案を起草した事例 
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３.中国のイノベーション・技術標準・知的財産戦略に対する日本の視点 

 
・ 以上述べてきた最新の中国のイノベーションに関する現状を踏まえ、日本にとって重要と

思われるポイントが浮かび上がる。 

 

(1)中国の技術標準・知的財産戦略の本質的特徴 

・ 特許出願の増大、ライセンスの増大、知的財産権訴訟の増加など知的財産活動の顕著な

活発化が見られる一方、国際的な特許出願は限定的である。このことを踏まえると、中国

の国際的な研究開発力の向上と知的財産マネジメントの向上が、現段階では一体となって

進展している状況とはいいがたい。知的財産活動の活性化は、現段階ではイノベーション

力強化について中国企業の中国市場における競争力強化を主な視点として取り組んでい

るイノベーション政策の誘導の寄与が大きいものと思われる（ポイント①） 

・ 技術標準政策については、極めて多数の国家標準策定が行われ、しかも中国市場の巨大

さを背景に事実上の国際標準として成り立ちうる可能性を秘めている。その中で、中国は

自国内部でのイノベーション促進のための技術標準政策を取っているのではないかと思わ

れる。さらに「特許に係る国家標準管理規定暫定稿」に示されたように先進国企業の特許

権を骨抜きにすることが出来かねない政策（強制標準の場合には特許権の実施料は無料

にするとの方針案）が（そのような意図の有無に関わらず）検討されている。これも外国の

技術を取り込み、自国のイノベーション力強化に結び付けようとする政策の一環と捉えると

整合的である（ポイント②） 

・ 上記のように、知的財産政策と技術標準政策においてはイノベーション政策が主導的な立

場にあると推測される一方で、中国の知的財産政策所管官庁と技術標準政策所管官庁の

連携は出来ているといえず、また、民間の側ではそもそも知的財産政策に関わる業界団体

が存在しないこともあり、中国における標準政策と知財政策は高度には統合されていない

ものと思われる（ポイント③）。その表れが、「特許に係る国家標準管理規定暫定稿」であっ

たのではないか。 

・ イノベーション政策が国内産業保護の手段として用いられていることが指摘されているが、

これに加えて、政府の後押しで日本企業を含む外国企業を買収する動き（「走出去」）につ

ながるなど、外国企業は公平に中国市場に参入することが難しくなっている側面がある(ポ

イント④)。 

・ そのような状況にもかかわらず、欧米諸国や韓国は、政府と企業の連携による施策により

上手に中国に参入をする取組みを進めているのではないか（ポイント⑤） 
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(2)中国・各国企業の知的財産活動による新たな「チャイナ・リスク」が生じているとする認識 

・ 知的財産活動が活発化する中、日本企業等を相手に知的財産権侵害訴訟を行うことがス

テータスとして認識されているとの指摘もある。中国においては知財紛争が増加し、日本企

業が訴えられるケースが増加するのではないか。とりわけ、実用新案、意匠制度がリスクと

なることが懸念される（ポイント⑥）。 

・ 「自主創新」が外国技術の取り込みを意味していることから示唆されるように、必ずしも独

自のアイデアであることを推進するイノベーション政策を取っておらず、中国企業の研究開

発力が現状それほど高くないという状況において、競争力のない産業をも保護する傾向が

強い地方においては模倣品に対するエンフォースメントはそれほど強力ではない面もある。

なにより中国政府の方針が、広大な中国の各地域に浸透しにくい状況も認められる。以上

の状況を考えると、このような模倣品の跋扈が今後も相当の長期間継続する可能性が高

いと思われる（ポイント⑦） 

 

(3)中国の技術標準・知的財産戦略に対する戦略構築を行う際に前提として考えるべき「日本企業

にとっての中国」に関する視点の変化（ポイント⑧） 

・ 以上述べてきた中国における特徴ある技術標準戦略、知的財産戦略を、日本がどのよう

にとらえ、どのような対処と働きかけを行っていったらよいのだろうか。大きな流れとしては

現在中国の知的財産権制度が整備され、保護体制の強化が図られていることは、日本企

業が大きな損失を被る模倣品や海賊版の問題が解消する方向であり歓迎すべき方向であ

る。しかし前述したように中国の場合は、そのような整合的で均一な変化が起きにくいため、

知的財産権保護強化の進展が、模倣品と海賊版の抑止に直接つながらない可能性もある。

一方中国では既に日本や米国を上回る知的財産侵害訴訟件数をみても、紛争が起きやす

い状態にあり、日本企業が紛争に巻き込まれる恐れも増しつつある。この 2 つの懸念に対

して日本政府は、そして日本の企業はどのように対処し、働きかけを行っていったらよいの

だろうか。さらにこの知的財産戦略は、中国の成長性のある市場を背景にした独特な技術

標準政策とも整合しているとは言い難いことから、日本政府と日本企業が対処を考える上

で不透明さにつながる。 

・ このような中国のイノベーション政策における不透明さや矛盾する傾向を前提として、我が

国がどういう対処を行う必要があるのかを考える上で、まず近い将来日本の産業が中国を

どのような関係をもつようになるのかという点を整理しておく必要がある。 

・ 従来日本の産業と中国とのかかわりは、安価な人件費に支えられた製造拠点としての中

国という視点で評価されてきた。しかしこの視点は現在大きく変化しつつある。現在および

今後の中国を評価する視点の変遷を踏まえて、今後の中国に対する対処と働きかけを考

える必要がある。 

 



 17 

①製造拠点としての中国 

安価な人件費を活用する視点であるが、最近では賃金の上昇や通貨切り上げ、さらには

労働者の権利意識の高まりなどから、その魅力は他の新興国に比べて減退しつつあると言

われている。 アパレル産業やコンテンツ製作分野では既に中国で製造するメリットは殆どな

くなりつつあるとする意見もある。一方中国企業自身も、より安価な人件費を求めてベトナム

などのアジア近隣諸国に進出する傾向も現れ始めている。 

 

②市場としての中国 

GDP 世界２位となり、既に購買力のある中間層以上の人口が 3 億人程度存在すると言わ

れる中国は世界市場の中で際立った注目を受けている。特にリーマンショック以降日本や欧

米先進国の景気が低迷する中、08 年 11 月に、2 年間で 4 兆元の景気刺激策を発表し、実

際に積極的な財政出動を継続してきたことによって減速することなく経済成長を実現させたこ

とで、その注目度は圧倒的に高まっている。 

 

③研究開発拠点としての中国 

中国の組織的研究開発水準の評価は議論があるところであるが、世界水準でもトップレベ

ルの中国の研究開発・技術人材は、海外からの優秀な研究開発人材を招聘すると同時に、

海外に渡航した自国人材の呼び戻しを進める所謂海亀政策などの貢献もあり、着実に増加

している。このような背景もあり、先述したように研究開発拠点として中国を位置づける事業

者も出現している。このように研究開発拠点としての中国に注目する傾向は今後も加速する

可能性がある。 
 

④グローバル市場（新興国ボリューム市場）における競争相手としての中国 

中国のイノベーション政策は過去、中国企業の中国市場内での競争力向上に力点が置か

れていたが、国際競争を意図した知的財産、技術標準戦略を実施している Huawei 

Technologies のように、今後はグローバルに活躍する中国企業が増加することが予想され

る。日本企業は今後、これらグローバル市場に進出する中国企業と、中国国内ではなくグロ

ーバル市場において競争する局面が想定される。 

 

・ このようなそれぞれの視点に立った時、対中国の知的財産および技術標準に関する施策

は異なってくる。 

・ 技術標準の面では、すなわち製造拠点としての中国を重視する姿勢からは、日本の製造

標準の普及と漏えいへの対処や、国際規格への不完全な対応の蔓延に対する対処が重

視されるだろうが、市場としての中国を重視する場合は、国家強制標準の動きと独自規格

への対応と、むしろこの閉じた市場を日本企業の技術標準戦略上どのように活用できるの

かという考え方が重要になる。また知財面ではいずれの視点でも模倣品対策は重視される
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が、製造拠点としての視点からは、技術流出対策や OEM 先からの不良品流出対策が、そ

して市場視点では、中国企業の知的財産権の侵害と訴訟のリスク軽減が重視される。この

ようにどのように中国をとらえるかによって、我が国の中国に対する知財・技術標準に関す

る対処と働きかけの内容が異なってくるだろう。 

・ このような内容を、製造拠点としての中国、市場としての中国、研究開発拠点としての中国、

グローバル市場における競争相手としての中国のそれぞれについてまとめたのが表１であ

る。 

 
表 1 中国の技術標準・知的財産戦略に対する視点（仮説）と日本の対応 

 製造拠点としての中国 市場としての中国 研究開発拠点としての

中国 

グローバル市場にお

ける競争相手としての

中国 

技術 

標準 

政策 

○日本の製造標準の

普及と漏えいへの対

処 

○国際規格への不完

全な対応の蔓延に対

する対処 

○国家強制標準の動

きと独自規格への対

応および閉じた市場の

活用 

○標準戦略を通じたイ

ンフラ関連ビジネスへ

のアクセス 

○独自規格への中国

特許の組み込み 

○欧米の内容の不透

明な規格の導入と改

良利用に対する対処 

 

○中国独自規格の普

及への対処 

○信頼性の低い中国

の認証制度による認

証を受けた製品への

対抗 

知的 

財産 

戦略 

○技術流出対策 

○模倣品対策 

○OEM 先からの不良

品流出対策 

○模倣品対策 

○知財戦略を通じたイ

ンフラ関連ビジネスへ

のアクセス 

○知的財産権の侵害

者としての訴訟のリス

ク軽減 

 

○活発な技術移転市

場の活用、対応 

○中国研究開発拠点

における中国イノベー

ション施策の活用 

○技術流出対策 

○現地発明のグロー

バルな活用 

○職務発明対価の取

り扱い 

○模倣品対策 

○新興国での権利獲

得 

○中国企業のロイヤリ

ティ不払い等による価

格競争における不利

への対処 

 

・ 今後これらの４つの観点の重要性がどのように変化していくかによって、日本の中国に対

する戦略が異なってくるだろう。この比率を定量的に見積もるのは困難であるが、図は予想

される傾向を模式図として表したものである。製造拠点としての位置付けが相対的に縮小

する一方、市場としての位置付けは今後 10 年間漸増傾向で、ここに研究開発拠点として、

およびグローバル競争相手としての視点が入り込んでくるといった形になるのではないだろ

うか。 

・ このような予測をもとに、表 1 に示された今後の中国への対処の処方箋を考えていく必要

がある。 
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図 16 今後予想される日本が中国をみる視点の変化の例（イメージ） 

 

４.中国のイノベーション・知的財産・技術標準戦略に関する論点と課題 

 

ここまで中国に関するイノベーション政策、知的財産政策、技術標準政策の動向とそこで起きてい

る現象についてのデータを整理し、それぞれのつながりを解釈して、日本の中国をみる視点を加

味して、注目すべき 8 つの点をまとめた。 

 

Ａ イノベーション動向における注目点 

 

①  知的財産活動と技術標準活動の活性化は、現段階ではイノベーション力強化について中

国企業の中国市場における競争力強化を主な視点として取り組んでいるイノベーション政策の

誘導の寄与が大きい 

②  中国は自国内部でのイノベーション促進のための技術標準政策を取っている 

③  中国における標準政策と知財政策は高度には統合されていない 

④  中国の国内企業強化策で、外国企業は公平に中国市場に参入することが難しくなってい

る 

⑤  中国の複雑な状況にもかかわらず、欧米諸国や韓国は、政府と企業の連携による施策

により上手に中国に参入をする取組みを進めている 

 

Ｂ 新たなチャイナリスクに関する注目点 

 

⑥  中国の知財紛争は今後も増加し、日本企業が訴えられるケースが増加するとりわけ、実

用新案、意匠制度がリスクとなる 
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⑦  中国特有の事情により、知財保護強化が行われれば減少するはずの模倣品問題が今後

も相当の長期間継続する可能性が高い 

 

Ｃ 日本にとっての中国をみる視点の変化 

 

⑧ 日本にとっての中国は、製造拠点としての位置付けから市場としての中国に移りつつある。

さらに今後 10 年で研究開発拠点としての中国およびグローバル市場における競争相手として

の中国が重要になり、それぞれの視点から日本が重視すべき対処や関わり方が変化する。 

 

以上８つの点を踏まえ、以下に今後検討していくべき論点を導出する。 

 

(1)イノベーション政策に関わる論点 

・ イノベーション政策に関わる論点としては以下の 2 点の論点が挙げられる。 

 

①知的財産創出拠点としての中国の戦略的な活用方法（論点１） 

・ わが国の空洞化を進めないこととのバランスを取りつつ、研究開発において中国を活用し、

かつ、公平な市場参入を確保するにはどのようなことに留意すべきか（④から導かれる論

点）。 

・ 活発化する知的財産流通活動を戦略的に活用するにはどのようにすればよいのか（①か

ら導かれる論点）。 

 

②欧米諸国、韓国、台湾等第三国の対中国イノベーション戦略対応の理解（論点２） 

・ 欧米が対中国イノベーション戦略対応をとる中、韓国、台湾も戦略的対応を模索している

のではないか（⑤から導かれる論点）。このことを理解することで、日本の対中国戦略構築

に役立つのではないか。 

 

(2)標準および標準と知的財産の交錯領域に関わる論点 

・ 標準と知的財産に関しては以下の 3 点が挙げられる。 

 

①中国の標準制度の課題と改善（論点３） 

・ 現状の標準制度は、強制標準基準のあいまいさ、標準化組織の閉鎖性、地域標準や業界

標準の存在などにより、外国企業にとって市場参入の障壁として機能している可能性があ

る。また CCC 認証制度も、対象品目の追加ルールや認証基準の国際標準との乖離などに

より、やはり外国企業にとっての参入障壁となっている。これらの基準認証制度に関し、国

際的により透明性の高い制度の構築を働きかける余地があるのではないか（②、⑥から導

かれる論点） 
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②中国における標準と知的財産の組織的連携とは（論点４） 

・ 中国においては国家標準管理委員会やその関連組織と知識産権局の間の連携が図られ

ていないとすれば、どのような連携があることが望ましいのか（③から導かれる論点）その

ためどのような働きかけが望ましいのか。 

 

③対中国を観点としたときの標準における特許権の位置づけとは（論点５） 

・ 「特許に係る国家標準管理規定暫定稿」は日本企業をはじめとする外国企業にとっては混

乱を生じさせるものである一方、ホールドアップを防ぐには良い仕組みであると評価する見

方も出来る。また独占禁止法 55 条の但し書きも、その運用が公益的視点に沿って行われ

るならば、標準技術に対するホールドアップやパテントトロールを防ぐ仕組みとして有効に

活用できる可能性がある。標準との関わりで知的財産の位置づけはどのようなものが望ま

しいのかを整理し、中国の動きを知財保護の軽視として頭ごなしに否定するのではなく、先

進的な試みとして、その動きをサポートしていく余地もあるのではないか（②から導かれる

論点） 

 

(3)知的財産制度に関わる論点 

・ 知的財産制度に関しては以下の 4 点が挙げられる。 

 

①中国における知的財産制度およびその運用の課題（論点６） 

・ 日本企業が模倣被害を受け続けることが想定されるのであれば、適切な知的財産権保護

が望まれる。一方で、強すぎる知的財産権保護はわが国企業が知的財産権侵害の被告と

された際のリスクとなる。そうであるとすると、中国の知的財産制度においては、どのような

変化および運用が望ましいのか（⑥、⑦から導かれる論点） 

 

②中国における知的財産関連団体の構造に関する課題（論点７） 

・ 中国における知的財産に関する民間団体、学術団体は必ずしも成熟しておらず、日本の

民間団体、学術団体とのパートナーシップが十分機能して日本からの提案が適切に議論さ

れる状況にない。中国における知的財産関連団体の構造はどのようなものが望ましいの

か？そのような働きかけや支援は可能なのか（③から導かれる論点） 

 

③対中国を前提とした、諸外国の知的財産関連団体と日本との連携の状況のあるべき姿とは

（論点８） 

・ 対中国に向けて知的財産制度に関する働きかけを行う際に、中国以外の諸外国の知的財

産関連団体とどのような連携をはかるべきか？ 
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④中国における産業財産権の安定性の課題（論点９） 

・ 日本企業が中国において産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権）侵害の被告とされる

リスクを考えると、高い質の実態審査が行われ、産業財産権の法的安定性が高いほうが

望ましいと考えられる一方、模倣品の氾濫に対しては権利行使手段を迅速に確保するた

めに短期間の審査の実現も望まれる。日本企業にとって、どの点に中庸を求めるべきであ

るのか？（⑥、⑦から導かれる論点） 

 

8 つの分析ポイントとこれらの論点との関係を以下に図にまとめた。 

①知的財産活動と技術標準活動の活性化は、
イノベーション政策の誘導の寄与が大きい

②中国は自国内部でのイノベーション促進の
ための技術標準政策を取っている

③中国における標準政策と知財政策は高度
には統合されていない

④中国の国内企業強化策で、外国企業は公
平に中国市場に参入することが難しくなって
いる

⑤欧米諸国や韓国は、政府と企業の連携に
よる施策により上手に中国に参入をする取組
みを進めている

⑥日本企業が訴えられるケースが増加すると
りわけ、実用新案、意匠制度がリスクとなる

⑦中国特有の事情により、知財保護強化が
行われれば減少するはずの模倣品問題が今
後も相当の長期間継続する可能性が高い

⑧ 日本にとっての中国は、製造拠点としての位置付けから市場としての
中国に移りつつある。さらに今後10年で研究開発拠点としての中国およ

びグローバル市場における競争相手としての中国が重要になり、それぞ
れの視点から日本が重視すべき対処や関わり方が変化する。

（論点１）知的財産創出拠点としての中国の戦略的な活用方法

（論点２）欧米諸国、韓国、台湾等第三国の対中国イノベーション
戦略対応の理解

（論点３）中国の標準制度の課題と改善

■分析を踏まえた今後のチャイナリスク

■最新の中国イノベーション動向の分析

（論点４）中国における標準と知的財産の組織的連携

（論点５）対中国を観点としたときの標準における特許権の位置
づけとは

（論点６）中国における知的財産制度およびその運用の課題

（論点７）中国における知的財産関連団体の構造に関する課題

（論点８）対中国を前提とした、諸外国の知的財産関連団体と日
本との連携の状況のあるべき姿とは

（論点９）中国における産業財産権の安定性の課題

■ 日本にとっての中国

■ 検討が必要な論点

 

図 17 分析ポイントと論点 
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■ 本報告書は「新興国におけるイノベーション・技術標準と知的財産戦略研究会 2010年

度報告書」の一部抜粋版です。本報告書についてのお問い合わせ先は 

 

東京大学 先端科学技術研究センター 渡部研究室 

TEL 03-5452-5332 

FAX 03-5452-5334  

へお願いたします。 

 

またメールでのお問い合わせ

は http://www.watanabelab.rcast.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/access.html 
よりお願いたします。 
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