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はじめに  

 今回ご紹介するのは、中国知産宝司法データ研究センターの主導により制作された、「2016年北京知識産権法

院司法保護データ分析報告」の中の一部の統計データです。 

 2016年の北京知識産権法院における新受案件は10638件で、結審案件は8111件でした。結審案件件数は、

2015年比（5432件）49.3％増となっています。 

１．行政事件 

商標 

裁決取消率 

24.０% 

裁決取消率 

12.5% 

専利（発明・実用新案・意匠） 

ⅰ.行政事件における裁決取消率   

 2016年度の商標専利行政一審事件のうち、商標において結審された事件は4356件、うち裁決取消事件は

964件、取消率は24.０％、結審された専利事件は592件、裁決取消事件は55件、取消率は12.5％にのぼりま

した。 



ⅱ. 事件の内訳に見る裁決取消率の情況 
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2．民事事件 

ⅰ.民事一審事件における原告勝訴率の分析 
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 2016年、北京知識産権法院において結審された商標民事事件は108件で、うち一審民事事件は26件、原告

の勝訴率は92.9％でした。結審された専利民事事件は452件で、うち一審民事事件は444件で、原告の勝訴率

は79.5％でした。 

種別 原告勝訴率 

特許 70.4％ 

実用新案 55.6% 

意匠 93.2％ 

   

 専利の内訳にみる原告勝訴率は、右の表の 

通りとなっています。 

 



ⅱ.民事二審事件においての原判決変更及び差し戻し 

変更・差し戻し率
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商標 
 

専利 

３．民事一審事件の損害賠償金額 

種別 
平均賠償額（元） 賠償支持率 

2016年 2015年 2016年 2015年 

専利 1,324,372 449,916 63.9% 46.6% 

著名商標 2,267,686 620,000 63.9% 78.5% 

種別 
賠償額中間値（元） 賠償額最高値（元） 

2016年 2015年 2016年 2015年 

専利 112,500 250,000 50,000,000 3,000,000 

著名商標 350,500 135,000 10,000,000 3,000,000 

各種専利事件の平均賠償金額及び賠償請求支持率の統計 

6,037,713  

1,814,000  121,556  
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平均賠償金額 平均賠償請求支持率 

変更率 75％ 

平均賠償金額（単位：中国元） 平均賠償請求支持率 



４．審理期間 

ⅰ.民事一審事件における審理期間の分析 
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ⅰ.行政一審事件における審理期間の分析 
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2015年平均審理期間（日） 2016年平均審理期間（日） 

商標行政事件 2016年平均審理期間（日） 2015年平均審理期間（日） 

拒絶査定不服審判 109  104 

異議申立 393 179 

異議申立決定に対す
る不服審判 

125 ‐※ 

無効審判 273 166 

取消審判 283 192 

（内訳） 

専利行政事件 2016年平均審理期間（日） 2015年平均審理期間（日） 

拒絶査定不服審判 325  179 

無効審判 373 181 

※異議申立決定に対する不服審判は、2014年に規定されたものであるため、2015年の結審事件に当該項目は含まれません。 
 

出典：知産庫「北京知識産権法院司法保護データ分析報告2016年」 



２．中国知財最新ニュース  

「中国Eコマースレポート（2016）」によると、2016年、中国におけるネットショッピングのユーザー数は、4億

6700万人となり、全ネットユーザーの63.8％を占める結果となりました。また、2016年中国におけるEコマースの

取引額も、26兆1000億元（日本円約400兆円）と、世界Eコマース小売市場の39.2％を占めたということ

でした。中国では、モバイル端末によるショッピングが、ネット消費の主流となりつつあり、2016年、モバイル端末で

のショッピングはネットショッピング全体の70.7％を占め、昨年同時期を15.3％上回る結果となりました。 

 
出典：CRIonline 

出典：中国人民網 

出典：中国知識産権新聞 

シャープが中国家電大手“Hisense”を提訴 

シャープは、北米での液晶テレビ販売において商標ライセンス契約を結んでいた中国の大手家電メーカー 

“Hisense”（海信）に対し、品質の低い製品を販売し、シャープの評判を落としたとし、シャープブランドの使用

差し止め、及び損害賠償として、一億ドル（日本円約110億円）を請求しました。 

シャープ側によると、Hisenseは、シャープとの契約に背き、低品質および低価格の液晶テレビを、シャープブランド

として販売していたということです。 

小中学校での知財教育に向けた講習がスタート 

6月5日、国家知識産権局は、中国小中学校における知財教育の講習会を北京で実施し、全国から100名

余りの関係責任者、及び教師が参加しました。中国では、2015年より、小中学校における知財教育の導入を

試験的に始めており、現在までに、約60校が試験校に認定されています。今回の講習会では、実際に知財授

業を導入している試験校の授業視察を行い、美術の授業での商標描写、陶芸の授業での意匠の知識習得勉

強、新設された非物質文化遺産課の授業等、知財の新教育についてのあり方を講習会を通して学びました。 

 

中国のEコマース貿易額が世界の4割に 

中国の企業が、2016年11月、食品と広告のカテゴリーにて、商標「山梨桃」を登録するよう中国商標局に申

請していたことがわかました。 「山梨桃」の商標登録が認められた場合、今後「山梨桃」の名称が入った商品を、

中国で販売することができなくなる可能があるため、県は、異議申し立てを行う方針であることがわかりました。 

農林水産省の統計では、山梨県はモモの収穫量が全国１位。現在中国では、桃の輸入が認められていないも

のの、県は、将来的なことを視野に入れ、販売の妨げになるものは、できるかぎり防いでいくと方針であるとのこと

です。 

 
出典：産経ニュース 

中国企業で「山梨桃」を商標登録申請、県は異議申し立ての方針 



海外でも勢いのある中国企業・業界とは？ 

【２】気になるあの話題  

 先日WIPOより、2016年のPCT出願状況についての報告が発表されましたが、その中で、中国のPCT出願件

数は、前年比44.7％増と大幅に増加しました。出願件数上位10社の中に、中国からは3社が入っており、 1位

の中兴通讯(ZTE）においては、前年比△91.3％も出願件数を伸ばしています。  

順位 企業名 国 
2016年の 

PCT出願件数 
前年比 

1   中兴通讯(ZTE）     中国 4123  △91.3％ 

2     華為（Huawei） 中国 3692 ▲5.3％ 

3 クアルコム 米国 2466 △1.0％ 

4 三菱電機       日本 2053 △28.9％ 

5 LG電子 韓国 1888 △29.6％ 

6 ヒューレット・パッカード(HP) 米国 1742 △33.0％ 

7 インテル 米国 1692 △35.4％ 

8 京東方（BOE） 中国 1673 △36.3％ 

9 サムソン電子 韓国 1672 ▲0.7％ 

10 ソニー 日本 1665 △20.6％ 

2016年PCT出願上位10社 

 続いて、欧州及び米国において、出願の多い中国企業をご紹介いたします。 

出典：WIPO 

順位 企業名 件数 

1   華為（Huawei）      2390 

2   中兴通讯(ZTE）     680 

3 小米(Xiaomi) 514 

4  京東方（BOE）      148 

5 比亜迪·(BYD) 67 

    2016年EPO中国企業ランキング(出願) 

順位 企業名 件数 

1 台積電（TSMC）      2390 

2    華為（Huawei）     1202 

3  京東方（BOE）  870 

4  鴻海精密(Hon Hai)    803 

出典：EPO 

2016年USPTO中国企業ランキング（登録） 

※ USPTO登録ランキングTOP50に入った中国企業4社（台湾含む） 

出典：IFI Claims 

順位 技術分野 件数 前年比 

1  数字通信    2203 △9.2％ 

2     コンピューター技術 892 △24.1％ 

3 電信 555 △6.3％ 

4 電気機械、設備、 エネルギー   410 △49.6％ 

5 視聴技術 343 △45.3％ 

6 輸送 188 △79.0％ 

7 その他消費品 179 △64.2％ 

8 有機精密化学 176 △43.1％ 

9 半導体 173 △147.1％ 

10 光学 162 △21.7％ 

出典：EPO 

EPOにおける中国企業の出願技術分野ランキング（2016） 

 半導体分野は、前年比147％増と大幅

増、輸送分野においても79％増という結果

が出ています。これらの分野は、中国が国とし

て注力している技術分野です。今後は、半

導体、インテリジェンスカー（自動運転）、

生物医薬等、技術分野への注目も欠かせま

せん。 



【２】中国にまつわるあれこれ  

中国人とビジネスする上で知っておくべきこと 

 

 

 

 

 

 中国人とビジネスで係る中で、大変だと感じたことのある方も少なくないのではないでしょうか。中国と一言でいっても、

そこには13億人近い人々がおり、56もの民族があり、地域ごとに言語や文化、習慣等さまざまな違いがあります。そん

な中国の、主要都市の人々の地域別特徴をご紹介したいと思います。相手を理解した上でコミュニケーションをとること

ができれば、ビジネス上での成功につながるかもしれませんね。 

 
              出典：BIZCHINA.jp 

CHINA 

★ 

★ 

★ 

北京 

上海 

広州（広東省） 

北京人 
・大雑把 
・小さいことはあまり気にしない 
・スケールの大きいものに興味有 
・実利よりもメンツを重視 
 
上海人 
・安全第一主義 
・合理的且つ冷静 
・大きな野望より目先の確実な利益 
・身なりも重視 
 
広東人 
・商売人気質 
・チャレンジ精神旺盛 
・チャンスは逃がさない 
・win-winの関係を重視 

 
 

 北京は、政治の中心部で、国営企業等、多くの企業が集中している地域です。「ビックになりたい！」と思っている人

も多く、細かいことは気にせず、スケールが大きく自分にメリットのある仕事などに関心を示す傾向にあるようです。 

北京人の傾向 

①時間管理を細かく気にしない人が多い。スケジュールをしっかりコントロールし、時間に余裕を持った行動が必要。 

②メリットのある事，ビックな事には、容易にＹＥＳ！という可能性があるので、言葉の信憑性を見極める力が必要。 

③メンツをとても気にするので、人前で注意をしたり、恥をかかせることはＮＧ。何かあった際は陰でこっそり伝えるのが◎ 

 上海は、商業精神にあふれている都市で、ビジネスの中心部。合理的な人が多く、北京人とは反対に、確実な利益

が得られる方法を、冷静に追い求めるのが上海人です。日本人の性格と似ていると言われているのが、この上海人です。 

上海人の傾向 

①国際的なビジネス交渉にも慣れており、スムーズに交渉を行うことができる。口先だけの約束を行うことはなく、相手を

信用できる場合が多い。 

②保守的な人が多く、ビジネス上でのメリットを相手が納得するまで十分に伝えることが必要。時間を要する場合も多い。 

 広東は、長きに渡り、香港やマカオといった国外資本エリアとの貿易が盛んで、根っからの商売人気質の人たちが多く

住んでいるエリアです。”どんなことでもまずはやってみる“、「考えるより行動」タイプが広東人の特徴です。 

広東人の傾向 

①新しい商機があれば、「取られる前に先手を打つ」精神。多少のリスクがあっても、チャンスがあれば積極的に行動。 

②ビジネスを成功させるには、 win-winの関係が重要と考える。お互いのメリットが最大限になる提案を好む。 

 



当Newsletterに含まれる情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、特定の目的を前提とした利用、その他専門的なアドバイス等を行うものでは
ございません。IP案件に関するご相談は、個別に弁理士までお問合せください。 

＜Newsletterに関するご意見やご質問がございましたら、下記までお問合せください。＞ 
こんなことを知りたい！等のご要望もお待ちしております。 
北京品源知識産権代理有限公司 日本オフィス 担当 朴（バク） Tel: 03-5847-8242 / Email: Tokyo@boip.com.cn 

  

             それではまた次号でお会いしましょう。下次再见！ 

 
 
 
 
 

中国の結婚事情 

 未婚・晩婚化が日本では進んでいますが、中国でも日本同様、未婚・晩婚化が社会問題となっています。中国で

の未婚者は、「結婚したくてもできない」人が多く、適齢期になっても結婚していない男女は「剰男・剰女」（余った

男、余った女）と呼ばれ、映画の題材にもなるほどの流行語となりました。 

「男性は若くてきれいな女性を、女性はお金持ちを求める」 

 中国の男女が恋愛をするのにあたり、重視する主なポイントは次の通りです。 

男性 ：1位 外見 2位 性格 3位 生活習慣 4位 年齢 5位 家庭背景 

女性 ：1位 性格 2回 外見 3位 経済状況 4位 能力・将来性 5位 生活習慣 

 そして独身男女が最も理想とする、結婚相手のタイプは以下の通りとか。 

    在住エリア   学歴    身長    年齢   月収                              職業 

男性   北京   大卒  175～180  33歳  20,000元（約32万円）会計士・税理士・公務員 

女性   広東   大卒  159～163  28歳  5,000元（約8万円）  経理・看護師・人事職 

※参考までに都市部の平均月収は14万円くらいです！ 

 そしてそして、中国（特に北京などの北の方）では女性が強いと言われていますが、 

結婚相手の男性に必ずと言っていいほど求めるのが下記条件になります。 

１ 新居を購入していること 

中国都市部の住居は非常に高く、一般的なマンションでも、日本円で一億円以上する物件はめずらしくありません。 

２ 車を持っていること 

上海や北京などの都会では、車がなくても不自由なく生活できますが、車の所有は中国人にとってはひとつのステータ

ス。車の購入、ナンパ―プレートの購入、税金などに日本の何倍もの費用がかかります。 

３ 都市部の戸籍であること 

中国には戸籍制度というものがあり、農村エリアの戸籍と、都市部の戸籍とでは待遇が大きく変わってきます。農村エ

リアの戸籍の人が、都市部で暮らそうとすると、家や車が購入しづらい、就職しづらい、子供の教育費に更なる費用が

かかる・都市部での進学が難しいなどのさまざまな問題が発生します。 

 その他にも、新居の名義が新郎・新婦の名義である（離婚した時の財産分与）、結婚式費用を新郎が負担す

る、などの要求もあります。                        中国の男性の皆さま本当にお疲れさまです！ 

第8回は 
「カードで支払えますか？」 

海外に行ったときなどは、現金よりもカードで支払う方が便利だったりしますよね。でも
中国では、カードが使えないお店も多いので、お会計の前に聞いてみましょう。 

カード決済をすることを、刷卡（shuā kǎ ）、 

クレジットカードのことを、 信用卡（xìnyòngkǎ）といいます。 

可以刷卡吗？  
kĕ yǐ shuā kǎ ma？ カード決済できますか？ 

可以刷信用卡吗？ 
kĕ yǐ shuā xìn yòng kǎ ma？クレジットカードは使えますか？ 
                                                                                以上です！ 

 
 
 
 
 

出典：「珍愛網」「2016年独身者現状調査報告」 


