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弁理士の日中韓の協力
佐藤辰彦（特許業務法人創成国際特許事務所所長・弁理士）

The Past and the Future of a Patent Attorney's Cooperation 
in Japan, Korea, and China

Tatsuhiko Sato
Sato & Associates President, Patent Attorney

　日本，中国，韓国の弁理士が一緒に活動する機会が増加している．日本，中国，韓国は歴史を共有するが，文

化や国民性において多くの違いがある．最近の状況を考慮して，これらの弁理士は互いの理解を深め，知財制度

の活用を通じてこの地域の発展に貢献しなければならない．そのため，これらの弁理士は，これまでの協力関係

を発展させるべきであり，そして，この地域の知的財産制度を調和させることについて互いに協力すべきである．

■キーワード　　弁理士，日中韓，知財制度の活用，制度の調和

1.　はじめに

　弁理士は業務として諸外国から日本への出願の代
理人を行っている．また，諸外国の代理人と提携し
て日本の依頼人から外国への出願を行っており，こ
のような国際業務を行わない者は少ない．各国の出
願の代理はその国の弁理士・特許弁護士によって行
われる．したがって，知財制度が発達した欧米諸国
ばかりでなく，アジア諸国の弁理士同士で業務を通
じた交流は弁理士にとって日常茶飯事である．
　韓国・中国の現行の知財制度はいずれも第 2次世
界大戦以降に設けられたこともあり，すでに弁理士
制度 110周年を迎えている日本の弁理士にとって
は，欧米との交流に比べると韓国・中国の弁理士と
の交流は比較的に新しい．しかしながら，韓国・中
国は隣国として，また，東アジア経済圏の一員とし
て，さらに歴史を共有するため，欧米とはまた異なっ
た弁理士の交流の歴史がある．ここでは，これまで
の韓国・中国と日本の弁理士の交流を振り返りなが
ら今後の日中韓の協力について考えてみたい．

2.　韓国との交流

2.1.　日本弁理士会と大韓弁理士会との交流の契機

　弁理士制度 100年史によると日本弁理士会と大韓
弁理士会との交流にはすでに 40年以上の歴史があ
る．
　1968年に大韓弁理士会が来日して弁理士会館で
講演したのを契機に交流が始まり，1973年，1981

年の来日を通じて 1981年 9月 7日に大韓弁理士会
と弁理士会（当時は日本弁理士会ではなく「弁理士
会」と称していた）の姉妹協定が締結された．

2.2.　日韓合同理事会

　当初の交流は参加会員全員での交流会であった．
人数が増加したため，1991年からは「日韓合同理
事会」の名目で，参加者を原則として理事及び関係
委員会委員に限って交互に相手国を訪問して交流す
ることとし，全会員を対象とする交流会も 3年に一
度に開催することで日韓両国の弁理士の親睦を図る
とともに両国の産業財産権制度に関する情報交換と
制度発展に協力してきている．この交流は現在でも
継続している．
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2.3.　弁理士の個人交流

　その間，韓国の弁理士の多くの方が日本語を流暢
に話されることもあり，個人ルートや会派レベルで
の交流が頻繁に行われてきている．特に，最近まで，
韓国の特許法などの法律は比較的に日本の法律に近
い制度を採用してきたこともあり，日韓両国の弁理
士同士が制度や実務について意見交換することも議
論することも支障がなく，多くの交流が行われてき
た．韓国における弁理士試験の合格者数は最近では
増加してきているが，過去には年間数名の合格者と
いう時代が長く続き，きわめて弁理士の数も少ない
時代があった．その間，日本の高度成長時期には日
本から多くの韓国への出願がなされたが，韓国での
国内出願が少なく，長く日本の輸出超の時代が続い
た．現在の韓国は知財主要会議 5カ国（IP5）のメ
ンバーであり，特許出願件数も日本の半分に近い出
願がある．

2.4.　アジア弁理士協会の創設

　日韓の交流の草創期において，日本・韓国・台湾
が創立メンバーとなり，1969年に国際連合の下部
機関であるWIPO（世界知的所有権機関）に国際団
体として参加するべく日韓台においてアジア弁理士
協会（APAA）構想が生まれた．同年 12月に APAA

の設立総会が東京で開催され 3カ国でスタートし
た．これにより，APAAの代表がWIPOの知的財産
に関する諸問題についての専門家会議や外交会議に
参加できるようになった．日本弁理士会も 1969年
からWIPOの会合に会員を派遣し，2006年から正
式な永久オブザーバーとして認められて常時招聘さ
れるようになった．この APAAを通じた日韓の弁理
士の交流は盛んで，日本弁理士会のルートと重複す
る形で交流が行われている．

3.　中国との交流

3.1.　日本弁理士会と中華専利代理人協会との交流の
契機

　弁理士制度 100年史によると日本弁理士会と中国
との交流にはすでに 30年以上の歴史がある．
　1977年に締結した日中の商標相互保護協定が契

機である．これによりに日中間での商標出願が可能
となった．そこで 1978年に日本弁理士友好訪中団
を結成し，訪中して中国国際貿易促進委員会などの
工業所有権団体と情報交流を行い友好関係の樹立に
努めた．その後，1979年，1980年に訪中する一方，
同年には中国商標視察団が来日している．それを契
機に，日本弁理士会の中に「中国工業所有権制度研
究委員会」が設けられ中国の制度研究が始まった．

3.2.　研修生の受け入れ

　1980年に中国国際貿易促進委員会からの研修生
受け入れの要請を受け，日本弁理士会は中国研修生
委員会を設けて 3名の研修生を受け入れた．1984

年に第 2次の研修生を受け入れた．その後は後記す
る日本国際貿易促進協会内の中国特許協力会に引き
継がれ，現在も継続して研修生を受け入れている．

3.3.　日中合同理事会

　1985年に特許法が制定され，1988年に中国に特
許出願等の代理人制度が発足し，中華全国専利代理
人協会が設立された．その会長が 1987年の弁理士
制度 90周年記念式典に参加され，そこで日中の定
期交流会の開催が提案され，日中両国の弁理士の親
睦を図るとともに両国の工業所有権制度の発展に寄
与するため「日中両国弁理士会合交流会」を両国が
交互に訪問する形で交流が始まった．
　1990年からは「日中合同理事会」の名目で参加
者を原則として理事及び関係委員会委員に限って交
互に相手国を訪問して交流するようになった．これ
は現在も継続されている．2011年で 23回目を迎え
た．日中合同理事会の開催にあたり，合同の特許セ
ミナーなどが開催されてきている．

3.4.　東アジア知的所有権代理人団体協議会

　1997年には札幌で日中韓三国の弁理士会の首脳
によるサミットが開催され共同声明を発表した．そ
の後，日本弁理士会は弁理士制度 100周年記念事業
として「東アジア知的所有権代理人団体協議会」が
開催された．
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3.5.　AIPPI・APAA ルートを通じた中国・韓国との
交流

　弁理士の中国との交流は日本弁理士会のルートの
みならず，国際知的財産保護協会（AIPPI）及びア
ジア弁理士協会（APAA）のルートでも行われてき
た．
　AIPPI日本部会は，1987年には日中工業所有権
問題懇談会を北京で開催し，1999年まで交互に相
手国を訪問して開催してきたが，2000年からは日
中韓知的財産懇談会が開催されるようになり 3カ国
の持ち回りで 3カ国の法律改正や共通の懸案事項に
ついて調査研究をしている．（AIPPI・JAPAN50年史）
　しかしながら，APAAは日韓台が創設メンバーで
あり，中国と台湾との政治的な問題があるため，
APAAは中国の加盟を進めるために規約改正までし
て努力しているものの，いまだ中国と台湾との調整
ができず，中国が加盟していない状況にある．
　この状況は中国を語ることなくしてアジアを語る
ことができない時代に真に不幸なことである．この
問題が早期に解決され，中国が APAAの中でアジア
諸国の弁理士・特許弁護士と交流できるときが来る
ことを期待してやまない．

3.6.　中国特許協力会

　1980年代後半に，有志の弁理士で自己資金を出
し合い「日中交流センター」が組織され，交流事業
を通じた中国における知財専門実務家の育成支援が
開始された．これは 1986年の弁理士有志の訪中団
が契機である．「日中交流センター」が弁理士会の
研修生受け入れを引継ぎ，物心ともにボランティア
で支援して中国研修生を受け入れた．その後，これ
を発展させ，日本の有志の特許事務所が資金を出し
合い設立された「中国特許協力会（日本国際貿易促
進協会）」を通じて，中国の知財専門実務家の研修
生受け入れ支援をしてきている．2011年の段階で，
これまで受け入れた研修生は 28名になる．草創期
の研修生の多くは，現在，中国の大手特許事務所の
所長や幹部として活躍している．
　「中国特許協力会」は，1991年から毎年，中国に
おいて「中国知財セミナー」を開催し，今年で第
19回を迎え，2012年には第 20回を迎える（開催地 :

北京・上海・昆明・瀋陽・広州・青島・重慶・南京・
貴陽・天津・北京・厦門・佛山・成都・武漢・ハル
ビン・杭州・西安・鄭州）．
　中国特許協力会は，1991年より現在に至るまで
毎年欠かさずに，中国各省で，地方知識産権局，中
国の実務家，中国企業の教育のための「中国知財セ
ミナー」の事業を行ってきた．このセミナーでは，
日本の弁理士・弁護士の講師による知財実務家ばか
りではなく，特に中国の地方政府が希望する情報で
ある「知財管理の視点としての日本企業成功事例」
を提供できるように，日本企業からの講師を含めた
代表団が組まれている．近年は中国側も日本側の講
師に対応する講師の講演を行っている．
　中国特許協力会で開催される「中国知財セミナー」
の事業は，中国の地方政府（地方知識産権局）に大
きく歓迎されている．参加者は，常に 100名を越え，
平均 150名を集めており，多いときで 300名に近い
ときもあった．20年に亘って，これほどまでに，
中国側の参加者を集めることができるセミナーは珍
しい．

3.7.　日本弁理士会と中華商標協会

　2003年に日本弁理士会は中華商標協会と日中の
商標制度の発展と相互の親睦を図るため交流協定を
締結した．その後，日本側は毎年中華商標協会の年
次大会・商標祭りに参加し，中国側は隔年のペース
で訪日し日中合同理事会および会員向けセミナーを
開催してきている．中華商標協会は日本側の要望を
受け入れて，たびたび中国最高人民法院の知財法廷
の裁判官や商標局の審査官・審判官を同行し講演を
行ってきた．
　中国の特許は国家知識産権局，商標は国家工商行
政管理総局の下部機関の商標局が管轄となってい
る．中華全国専利代理人は特許・実用新案・意匠の
代理人であり，商標の代理をすることはできない（中
国は 2000年のWTO加盟の際に商標代理人制度を
廃止した）．
　日本弁理士会は中華全国専利代理人協会との交流
の歴史は長いものの，商標部門の中国関係機関との
交流は少なかった．中国では直接政府機関と交流す
ることは困難であり，日本弁理士会は，国家工商行
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政管理総局の外郭団体である中華商標協会とを通じ
政府機関・商標代理人・企業の商標部門と交流を図っ
ている．
　中華商標協会には商標代理分会という組織があ
り，商標出願の代理を行っている企業・事務所の構
成メンバーが所属しており，商標の代理業務・商標
の実務についての日本弁理士会の交流のカウンター
パートになっている．

4.　今後の日中韓の協力

4.1.　日中韓の知財制度の動向

　中国は 2008年 4月「国家知的財産戦略綱要」を
発表し知財戦略を国家戦略として位置づけ，2009

年 10月に第 3次特許法改正し，先進国として制度
を完備した．現在，商標法改正を準備中である．
　中国は 2010年に日本を GDPで追い越しただけ
ではなく特許出願（発明特許出願）件数でも日本を
凌駕し米国についで第 2位になった．中国政府が
2009年に策定した「全国専利事業発展戦略」によ
れば特許・実用新案・意匠の出願件数を 2015年に
は 200万件にするという方針を打ち出している．
2011年 9月には中国は日本と特許審査ハイウエイ
（PPH）について合意した．
　韓国は 2009年 7月「知的財産強国実現戦略」を
発表し知的財産の創出と保護の促進と行政と司法の
体系の整備を目指し，世界における知財のハブにな
る構想を掲げて知財制度の改革を急速に進めてい
る．そして，2011年 4月に念願の知財基本法が成
立した．韓国・米国の FTAが承認され発効し，韓
米の知財制度もこれによりさらにハーモナイズされ
ることになる．これまで韓国は日本の知財制度の後
追い的な制度改正が多かったが，近時は日本の制度
とは異なる新しい制度改革を試みている．そこでは
知財を通じて韓国を強国にするとの政府の意思が現
れている．
　日米欧中韓の特許出願件数は世界の特許出願件数
の 8割を越す．日中韓 3カ国の特許出願件数は欧米
の特許出願件数の合計を越す時代が来ている．国際
的な知財制度のハーモナイズに向けての知財主要国
会議（IP5）でも日中韓の発言力は大きくなってき

ている．また，韓国・中国の政府の知財機関も国際
的な知財制度の改革に意欲的である．

4.2.　弁理士の日中韓の協力

　日中韓の弁理士は業務上頻繁に交流しており，ま
た，日本弁理士会や AIPPI，APAAなどの公的団体
を通じて交流が行われているばかりではなく，私的
にも緊密な交流がある．
　日中韓の東アジア経済圏の一体化は国を超えて進
んでおり，産業構造も一体不可分の関係になりつつ
ある．その中にあって，知財制度は比較的にハーモ
ナイズされてきているものの，いまだ制度や運用の
違いがある．経済・産業構造が一体化すればするほ
ど，日中韓における知財の運用はこの地域の経済の
発展に大きく影響することになる．世界的な知財制
度のハーモナイズの動きは IP5での流れと並行して
FTAや EPAでのバイでの制度調和が進んでいる．
　これまでは日本製品が韓国・中国の模倣品の被害
にあってきた．そのための紛争もある．しかし，最
近では日本企業が中国企業から特許権侵害で訴えら
れて敗訴するケースも出てきている．
　これからは日中韓の弁理士は日中韓の領域で一体
になって活動することが益々増加する時代となっ
た．日中韓は歴史も共有するところもあるが文化や
国民性などで多くの違いがある．その中で，最近の
日中韓の状況を踏まえて，一層相互の理解を深め，
この地域の発展のために知財制度の活用を通じて貢
献しなければならない．そのため，これまでの協力
関係を進展させ，制度のハーモナイズへの協力や実
務での研究・研鑽の協力を深化させていかなければ
ならない時代が来ている．それが日中韓の各国の発
展にも寄与することになるであろうと確信する．
　このたび，日本知財学会と韓国産業財産権法学会
との提携，日本知財学会と中国知識産権研究会との
提携についで，韓国産業財産権法学会と中国知識産
権研究会との提携が行われ，日中韓の知財学会の連
携が実現できた．これにより，知財の世界で，これ
までの日中韓の政府レベル・企業レベル・知財専門
家レベルでのネットワーク以外に学術的なネット
ワークができたということであり，大変に意義深く，
これからの益々の発展を期待したい．このような知
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財の世界での多層的な交流は日中韓での知財制度の
相互理解とハーモナイズを一層促進し，東アジアの

経済の発展に寄与するものと信じている．


