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2019 年 9 月 1 日 

 

中国特許情報講座 その１ 
中国特許情報における誤字・脱字、誤訳問題 

 
アジア特許情報研究会 

伊藤徹男 
 
要約： 
中国特許の英語情報（中国語特許情報が英訳さ

れ、データベースに収録されたもの）には他国の

特許の英語情報より誤表記（スペルミス）、誤訳が

多く、商用英語データベースによる英語検索だけ

では網羅的な調査ができません。そのような中国

特許英語情報の欠落を補完する目的から「中国語

検索」を実施する必要があります。 
本稿で中国特許英語情報の誤表記（スペルミス）、

誤訳の実態を紹介することで「中国語検索」の必

要性を認識していただければ幸いです。 
次回は、「中国語検索」のための中国語の抽出法

を筆者のような「中国語の読み書きができないサ

ーチャー」のために紹介予定です。 
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１．はじめに 

２．中国特許情報の多様性 

２－１．中国特許英語情報の誤表記、誤訳 

２－２．中国語の異表記、誤表記 

３．まとめ 

 

１．はじめに 

 中国特許情報は、毎年および毎月の発行件数が

中国特許庁(CNIPA)の「専利統計年報」として公表

されている 1)。 

それによると、2018 年の出願特許は 1,542,002

件、実用新案は 2,072,311 件、意匠は 708,799 件

と毎年の伸びと共に、驚異的な数値ともなってい

る。日本の特許出願件数は年々減少して、2017 年

では 32 万件を下回る数字と比較しても実に 100

万件以上もの差があることになる。 

図１には中国特許庁統計データを元にした特許、

実用新案、意匠の出願推移、図２には中国語デー

タベース(CNIPR)から求めた公開特許、登録実案、

意匠の出願推移、図３には同様に CNIPR から求め

た登録特許の出願推移を示した。 

 

 

図１．中国専利出願推移（中国特許統計） 

 

 これら出願された情報も出願前に取下げられた

り、方式審査等で拒絶されたりしてデータベース

に収録されて我々の目に触れる公開特許や実用新

案は、約 80～90％程度となる（図２）。日本や台

湾の出願/公開割合と比べると中国の乖離が若干

大きい。 

2019/9/1 現在 

 

図２．データベースから求めた出願推移 

 

 

図３．データベースから求めた登録推移 

 

 膨大に出願される特許も登録となるのは多くは

なく、さらに登録後、維持年金を払って有効なも

のとなっているのはさらに少なくなる。 

 横軸は出願年であるので、公開特許においては

2016 年以降の出願分（図２）が、また、2012 年

以降の登録特許（図３）が毎週のように積み上が

るので留意が必要である。 
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 また、他国と異なり、中国の特許は出願から公

開までの期間が短くなっており、出願から 6か月

以内に公開になるものの割合は 2013 年出願分で

は全出願の 50％を超え、2017 年出願分では実に

65％を超えるまでとなった。2012 年までの早期公

開特許の状況は 2014 年にも紹介したが 2)、最新

の動向を日本特許庁の特技懇誌にも紹介させてい

ただいた 3)。 

 

かつては、出願するだけで助成金がもらえる時

代もあったが、最近では登録に至らないと出願助

成金がもらえないなど厳しくなっているが、それ

でも出願の勢いは衰えるところがない。 

このような状況を捉えて中国特許情報関係のセ

ミナー講師などから「大量の中国特許情報を把握

するのは困難になりつつある」などと発行数の多

さで調査困難性を煽るかのような紹介がなされる

ことがあるが、中国語での査読が必須ならともか

く、大量の中国特許情報もすべて英訳され、英語

データベースとして提供されている。 
 
これまでに発行された中国特許情報は 1985 年

～2019年6月末の時点で公開特許9,943,640件で

あるが、これは WIPO の PATENTSCOPE に収録

された 1993 年以降、2019 年 6 月末までの日本特

許の公開数 9,891,783 とほぼ同等であり、中国特

許を除くワールドワイドな収録数約 5,700 万件と

比較しても中国特許情報の発行数は決して驚くべ

き数字ではないのである。以下で紹介する中国特

許英語情報の異常な点を除けば（正しく英訳され

れば）、何の問題もなく英語で検索・査読できるの

である。 
 

 本稿では、「網羅的に中国特許調査を行うにはど

うすればよいか」、の一つの指針になればと考え、

各種の検証データを示しながら異常な中国特許情

報も含めて紹介したいと思う。雑誌論文とは異な

り、紙数に制限はないので表なども多用した。 
 また、筆者のような「中国語が読み書きできな

いサーチャー」を対象に紹介しているので、中国

語が堪能な方にはもどかしい面もあるかと思われ

るがご了解ください（筆者は読み書きどころか中

国語での会話も全くできません）。 

 

２．中国特許情報の多様性 

 中国特許情報に限らず、英語でも中国語でも同

じ意味の用語が様々に表記されることがあるので

（異表記）、これら異表記を検索式に取り入れて調

査するのは当然のことである。 

例えば、「３Ｄプリンタ」に対応する英語も「3D 

PRINTER」「THREE DIMENTIONAL PRINTER」など語尾

変化も含めるといくつかの異表記を挙げることが

でき、さらに同義語として「立体造形」「積層造形」

「光造形」に対応する英語などを含めると異表記

はさらに増える。これらを網羅して検索すれば如

何に膨大な中国特許情報でも難なく目的の情報を

抽出することができる。 

 

ところが、中国特許英語情報の誤字・脱字など

のスペルミス（広くは誤訳ともされるが）は他国

の特許情報の英語情報に比べてかなり多いことが

判明している。また、用語に限らず出願人名の英

語誤表記や誤訳も他国特許情報に比べて多い。そ

のような中国特許英語情報の誤表記、誤訳を補完

する目的で「中国語での調査」が必要な理由がこ

こにある。 
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 中国語での調査においては「中国語独特の漢字

表記」（次回以降紹介）や「中国語誤字」などもあ

り、それらにも留意して調査する必要がある。 

 

 中国特許情報に限らず、各国特許の英語情報は

各国庁からヨーロッパ特許庁に送られ、いわゆる

DOCDB としてワールドワイドな英語情報がマージ

ナルコスト（最小必要限のコスト）で提供されて

いる。多くの商用英語データベースもこの DOCDB

を元にした英語情報でデータベースを構築してい

るが、そのようなデータベースを利用している方

は誤表記、誤訳された中国特許英語情報を対象に

調査していることになる。 

 

２－１．中国特許英語情報の誤表記、誤訳 

１）中国特許英語用語の誤表記（スペルミス） 

 「ployethylene」(誤字)、 「polethylene」(脱

字)などは、「polyethylene」と検索すると抽出漏

れが生じるが、査読では「ポリエチレン」と読め

る。しかし、「聚乙烯」(polyethylene)を「poly 

styrene」などと誤訳されていては「polyethylene」

と検索しても抽出できないし、折角、中国語でポ

リエチレンに関する情報を抽出しても英語情報を

査読する際に「polystyrene」と表記されていれば

ノイズとして除いてしまうことになる。 

 

ここでは、まずポリエチレンの中国語異表記「聚

乙烯 or 聚乙稀 or 聚乙撑 or 多乙烯」で抽出し

た英語用語の誤表記（スペルミス）を紹介する 

 

(1)polyethylene の誤字 

「polyethylene」のスペルの一部が前後してい

たり、他のアルファベットに置き換わったりして

いるもの。 

表１．polyethylene の誤字（2016/4/8 現在） 

 

 

(2)polyethylene の脱字 

「polyethylene」のスペルが１文字欠けている

例。２文字以上欠けている例もある。 

 

表２．polyethylene の脱字（2016/4/8 現在） 

 

 以上の誤表記も polyethylene の中国語「聚乙烯 

or 聚乙稀 or 聚乙撑 or 多乙烯」で検索すればカ

バーでき、英語誤表記を問題にすることはない。 

 また、表１や表２のような誤表記（スペルミス）

まで考慮して異表記として検索式に入れることは
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業務効率の点からとてもできない。 

 

(3)polyethylene の関連用語 

「 polyethylene 」として英語検索すると

polyethylene glycol（聚乙二醇）、polyethylene 

terephthalate（聚对苯二甲酸乙二醇酯：PET）な

ども抽出され、「polyethylene」だけを抽出したい

場合にはこれらはノイズとなる。 

 

中国語で「聚乙烯」と検索すると「醇(alcohol）」

が付加した聚乙烯醇（polyvinyl alcohol：PVA）

が、「亚胺(imine)」が付加した聚乙烯亚胺

(polyvinyl imine)など「聚乙烯」が「polyvinyl」

として抽出される。中国語で「聚乙烯

(polyethylene) 」のみを抽出するには、これら聚

乙烯醇や聚乙烯亚胺を not 演算する方法もあるが、

並列例示されている場合には少し危険である。 

 

 その他の用語の誤表記（スペルミス）例は別表

に紹介したので参照いただければ幸いである。こ

のように中国特許英語情報は日本、韓国、台湾の

英語情報に比べて多くの誤表記が存在する。 

 

２）中国特許出願人名の英語誤表記 

 中国特許情報では、一般に「中国内国出願人名

の英語異表記やスペルミスが多く、外国出願人名

の中国語異表記、スペルミスが多い」ことはよく

知られている。しかし、外国出願人名の英語表記

スペルミスも結構存在する。挙げればきりがない

が、いくつかの例を挙げる。 

 

富士フイルムと現代自動車の例を表３に挙げた。 

富士フイルムの中国語は、富士胶片, 富士写真胶

片, 富士写真软片, 富士摄影胶片などの異表記が

あるが、英語のスペルミスとして以下がある。 

現 代 自 動 車 で も 、 Hyundaimotorcompany, 

HyundaiMotor など本来スペースのあるものがス

ペースなしでの表記がある他、以下のスペルミス

がある。 

 

表３．出願人のスペルミス 

富士フイルム 現代自動車 

Fiji Photo Film 
Fuji Phot Film 
Fuji Fiml  
Fujitsu Photo Film 
Fji Film  
Fujfilm 
Fijifilm 
Ujifilm  
Fuji Photo Eilm 
Fuij Photo Film 
Fuij Film 
Fujii Film 
Fuji Phont Film 
Fuji Photo Fiolm  
Fuji Filim 
Fuji Fiml 
Fumi Photo Film 
Fuji Filmstrip 

Hyundan Motor 
Hyundai Motpr 
Hyundal Motor 
Dai Motor 
Hyundaii Motor 
Hundai Motro 
Huyndai Motor 
Hundai Motor 
Hyandai Motor 
Hyndai Motor 
Huandai Motor 
Hyndai Motor 
Huyndai Motor 
Hyundai Motro 
Hynudai Motor 

 

村田製作所には３０以上のスペルミスがある中

で「Mutata manufacturing」のスペルミスが CNIPR

で 584 件、DOCDB 系商用英語データベースで 637

件（2018 年末時点）は看過できない問題である。 

 

韓国の LG伊诺特(LG Innotek)社では「IG(アイ

ジー) Innotek」と表記されている特許文献が以下

の数だけ存在する。 

公開 366 件/登録 381 件/実案 16 件/意匠 9件 

 （2019 年 8月時点） 
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見た目では「I(アイ)」は小文字の「ｌ(エル)」

に見えるとは言え、商用英語データベースを常用

している者には驚きである。 

 

３）中国特許用語の英語誤訳 

 スペルミスの問題とは異なり、中国語の英語訳

が全く違う他の用語（出願人）に訳されている問

題である。スペルミスの場合には、中国語で検索

すればそれらはカバーされるが、誤訳となるとど

うしようもない。 

 

表４．英語用語の誤訳（発明の名称中） 

 

 

 PE(polyurethane)のように略号にわざわざ間違

った英訳が付与されている例も多く、おもしろい。

もちろん、公報中（発明の名称）には誤訳英語で

表記されたポリウレタンの中国語（聚氨酯などの

異表記）が併記されていないことは確認済み。 

 英語で「polyurethane」と検索すればこのよう

な polyethylene 関係の公報もヒットすることに

なる。 

 

 もう１つ、これも化合物名の誤訳問題なので化

学以外の分野の方には恐縮ですが。 

 アルコールやカルボン酸の極性基はそれぞれヒ

ドロキシ基または水酸基(-OH hydroxy)、カルボキ

シ基(-COOH carboxy)と称されている（旧 IUPAC

命名則では hydroxyl、carboxyl とも表記した）。 

 中国語では、それぞれ羟基、羧基と表記する。

中国語表記が似ているせいもあってこれらが混同

されて誤訳されることがある。 

 

表５．英語用語の誤訳 

 TI AB  CL 

羟(hydroxy)を carboxy(羧)と誤訳 

羧(carboxy)を hydroxy(羟)と誤訳 

26 758 1462 

15 159  392 

2000-2018 年公開特許 

 これも中国語で折角、羧基(carboxyl)を抽出し

ても査読英語に「hydroxyl」とあればノイズとし

て除いてしまう。ここでも誤訳英語で表記された

中国語が併記されていないことは確認済み。 

 

４）中国特許出願人名の誤訳 

 2016 年の INFOPRO で「中国における特許ライセ

ンス情報収集の留意点」4)として発表した中で、

誤訳された出願人の例を挙げ、誤訳のパターンと

して表６を挙げた。 
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表６．出願人名誤訳のパターン 

 

 Case１の例では以下の誤訳例があった。 

 

表７．出願人名の誤訳 

 

 権利移転やライセンス情報もないのにどうして

このような誤訳が発生するのか不思議である。 

 

 また、「中国英訳用語や英語出願人表記は 100%

信頼できない」というキッカケになった出願人誤

訳例を表８に示した。 

 

表８．LG Electronics と検索して得られた誤訳 

 

 

 さらに中国語で「富士胶片(FujiFilm)」と検索

したのに「Fujitsu」と英訳されている例もある。 

2000-2018 公開特許では、「富士胶片株式会社」

が「Fujitsu Ltd」と英訳されているもの 14 件、

「Fujitsu Photo Film Co., Ltd.」と英訳されて

いるもの 1件あった。15件のいずれも権利移転や

ライセンス情報はない。中国では「富士胶片(Fuji 

Film)」は「富士通」の関連会社とでも思われてい

るのであろうか。 

 また、「Endoscope Apparatus」と出願人フィー

ルドに入力して検索すると CN201210096264.2 が

ヒットする。ダウンロードしてデータを調べてみ

ると中国語情報には「富士胶片株式会社」とある。 

 

５）英語誤表記、誤訳についてのまとめ 

スペルミスは中国語検索でカバーできるので問

題ない、と言えるが、誤訳に関しては、なすすべ

がない。 

 但し、「出願人名の誤訳」については、権利移転

やライセンスなどがないかどうかも調べなければ

ならないし、仮に権利移転やライセンスがなされ

ていてもデータベースに収録された情報が修正さ

れていないこともあり得る。 

 

スペルミスの問題ではないが、英語データベー

スにおいてドイツ語表記、あるいはフランス語表

記されているものなどは当然、英語では抽出でき

ない。わずかではあるが英語に翻訳されていない

ものもあることを考えると、ここでも中国語検索

の必要性がわかる。 
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ドイツ語表記例 

AN：200710106581.7 

用于分割材料的装置和方法 

Vorrichtung und verfahren zum trennen von 

werkstoffen 

(Google 翻訳：Device and method for separating 

materials) 

 

2010 年頃に「英語情報は、中国語収録後 3か月

ぐらいは機械翻訳で提供し、その後、人間翻訳し

ている。」というベンダーさんからの説明があった

が、現在、提供されている英語情報が人間翻訳に

よるミスであるとすれば、バラエティある誤表記

の多い理由も納得できる。 

 むしろ機械翻訳の誤訳の方が１つの中国語に対

し、ゆれの少ない誤訳用語（出願人名）で表記さ

れるので誤訳英語を忖度して査読でき、調査担当

者としてはありがたい。人手翻訳で訳の分からな

い用語や出願人名に英訳されたのでは査読できな

い（誤った情報でノイズとして除いてしまったり

する）。 

 

２－２．中国語の誤表記 

１）中国語用語の誤表記 

 中国語英語情報の誤表記、誤訳については、出

願時の出願人の英語情報の中国語への翻訳が誤訳

に結びついている場合もあると思われるが、中国

語にも誤表記（誤字）と思われるものがある。 

 

 INFOPRO2014 で渋谷は「タイプミスを含む中国

公報に関する留意点」と題して、いくつかの中国

語誤表記について指摘し、その中で紹介する中国

語の誤表記はタイプミスによるものであるとして

いる 5)。 

 

Azobisisobutyronitrile の中国語誤表記 
熱開始触媒で AIBN(Azobisisobutyronitrile)と

いう化合物がある。やはり英語スペルが長いので、

お決まりの英語スペルミスは当然ある。 
「bis」は「２つ」を意味し、「di」も同様の意

味であるので、azodiisobutyronitrile は異表記と

も言える。日本語では「アゾビスイソブチロニト

リル」というように「bis」の表記が一般的である

と思われるが、azodiisobutyronitrile の表記もそ

れなりに存在する。ここでは中国語の誤表記（誤

字）について紹介するので 20 を超える AIBN の

スペルミスについては議論しない（別表参照）。 
 

表９．AIBN の中国語誤表記 

 
2000-2018 公開特許 

 

③「庚」は「hepta(七)」を表し、「丁(butyl)」

の誤記である。 

 ④は「二」(bis)が欠落したもの。 

 ⑨「乙」は ethyl であるが、「异(iso)」の誤記。 

 ⑩「氢」は hydrogen であるが、「腈(nitrile)」

の誤記であろう。 

 ⑪は最後尾の「腈」(nitrile)が語頭にきたもの
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で中国語を直訳すると「nitrile azobisisobutyl」

となる。 

 ⑫「已(hexyl)」は「异(iso)」の誤記であろう。

CN201410223037.0 には「偶氮二已丁腈(AIBN)」と

略表記も添えられているので誤表記とは言え、よ

しとしよう。 

したがって、AIBN の異表記として中国語検索式

に使えるのは、①、②、⑦、⑧ぐらいであろう。 

 しかし、①～⑫の誤表記を含む１２種の AIBN

の中国語表記はすべて「Azobisisobutyronitrile」

または「Azodiisobutyronitrile」と英表記されて

いるので前述の英語誤表記とは異なり、英語検索

で AIBN の中国語誤表記をカバーできる。 

 

nitrile に該当する各用語に「%nitrile」を and

演算してそれぞれ抽出すると「腈」が最も多い。 

 「nitrile」として正しい中国語は「腈」と「氰」

ぐらいで、「睛」と「晴」は、「腈」からきた誤表

記ではないかと思われるが、それでもそこそこ存

在する。また、「青」が nitrile と訳されているも

のもあるが、これも「腈」からきたものかもしれ

ない。 

 

表１０．nitrile 中国語の出現数 

 

(要約中の件数：2019 年 8 月現在) 

誤表記の原因はここでは深く考察していない。 

 

主として、化学用語（化合物）誤表記の一例を

紹介したが、他の分野の技術用語や一般の用語に

も中国語誤表記は存在するものと思う。機会があ

れば追加したい。 

 

２）文字化け文字 

 中国語の誤表記として WEB ブラウザ上では視認

できない「季 氢氧化物」や「磺酸 盐」など文

字化けした用語が中国語 CNIPR などで表示される

ことがある。これらの文字化け文字もエクセルや

ワード、unicode のメモ帳に貼り付けておけば

copy&past して検索できる。つまり文字化けした

部分も文字情報を保持しているのである。 

 おもしろいことにこれら文字化け文字は CNIPR

（WEB ブラウザ）では文字化けして確認できない

が、WIPO の PATENTSCOPE ではイメージとして表示

され、CNIPR でも示されていない構造式などもイ

メージ情報で貼り付けられていることがある。 

 図４に燐化合物（phosphonium）関係の文字化け

例を示した。 

 

 

図４．中国簡体字文字化け文字(phosphonium) 
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「季 氢氧化物」は、PATENTSCOPE では「季鏻氢

氧化物」と表示される。CNIPR で出願番号検索す

ると公開段階では文字化け文字として収録されて

いるが（図５）、登録段階では修正されて文字化け

なしで収録されている（図６）。 

 

 
図５．「季 氢氧化物」で検索 

 

 
図６．「季鏻氢氧化物」で検索 

 

 このように中国特許情報（簡体字）には若干の

文字化け文字が存在するが、このような文字化け

文字は（やはり化合物に多い）台湾特許（繁体字）

でも存在し、簡体字より出現頻度は高いがここで

は議論しない（2015 年台湾特許庁訪問議事録参

照）。 

 

３．まとめ 
 若干の異常な中国特許英語情報の影響で中国特

許を把握することの難しさについて検証データを

示しながら紹介してきた。 
 中国語の英語誤表記（スペルミス）は、当該用

語（出願人名）のほんのわずかで「そんな 0.1％
にも満たない情報を議論するのもどうかと思う。」

という批判もあるが、決して、「そんなわずかなス

ペルミスを抽出して検索式に取り入れる」、という

ことは意図しておらず、上述したように「英訳ス

ペルミスも中国語で検索すればカバーできます」

ということを紹介するのが本旨である。 
特許情報中に含まれる中国語にも誤字なども存

在するので「中国語で調査すれば万能である」と

いうことを主張するものでもない。 
誤表記ではない「英語表記＋中国語表記」で検

索することでほとんどカバーできます、というこ

とである。 
 

 特許調査も研究者や技術者が実施している「出

願前の先行技術調査」であれば網羅的でなくても

多少の漏れは許されるが（その点では、調査の網

羅性を期待しない研究者や技術者が自分が扱う技

術の概要を把握する程度であれば DOCDB 系英

語データベースで問題ないとも言える）、特定の技

術を中国で実施しようとする場合などのような

「権利侵害調査（クリアランス調査）」などでは１

件の漏れも許されない網羅的調査が求められる。

「そんな 0.1％にも満たない・・」と嘲笑する方

は、そのような権利侵害調査においても「多少の

漏れは仕方ない」ということで調査されているの

であろうかと首をかしげてしまう。 
 
 中国語の読み書き、会話もできない筆者が、堂々

と「中国語で中国特許情報を調査する」極意なる
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セミナーを開催しているのも、次回以降紹介する

英語情報から中国語を拾って検索する手法「中国

語の読み書きできないサーチャーのための中国語

抽出法」によっているためである。日頃、この方

法で中国特許調査を実施しており、その手順を図

７に示した。 
 

 
図７．中国特許調査プロセスの概念図 

 
 
 もちろん、中国語の読み書きができるサーチャ

ーは中国語で調査する方が効率的であるが、まず

商用英語データベースで英語異表記を駆使して

（もちろん特許分類なども）抽出し、上述したよ

うな英語情報の欠落を補完するために、英語情報

を元に中国語異表記を抽出し検索する、という方

法を採用している。英語情報と中国語情報をマー

ジして英語検索から得られなかった公報番号を元

に再度、英語データベースで検索すれば英語情報

を網羅的に取得することができる。それらの英語

情報も誤訳でない限り、忖度して査読が可能であ

る。 
 JPO の中韓翻訳検索システムを活用すれば中

国特許情報が日本語でも査読できるので効率的で

ある（しかも、DOCDB 系の商用英語データベー

スより翻訳精度は良好である）。 
 それでもなお、中韓翻訳検索システムの日本語

訳ではクレームなどが把握しづらいという時は英

語情報に当たるか、外部へ中国語情報を翻訳に出

すなどすればよい。これまでのところ外部に翻訳

に出すような事例はほとんどなかった。 
 
４．参考文献 
1)http://www.cnipa.gov.cn/tjxx/index.htm 
2)https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201
407/jpaapatent201407_079-085.pdf 
3)http://www.tokugikon.jp/gikonshi/292/292kik
o01.pdf 
4)http://patentsearch.punyu.jp/asia/INFOPRO 
2016A33.pdf 
5) http://patentsearch.punyu.jp/asia/INFOPRO 
2014type_miss.pdf 
6)Japio Yearbook2018 
http://www.japio.or.jp/00yearbook/files/2018boo
k/18_2_04.pdf 
7)Japio Yearbook2019 投稿中(「ASEAN・東アジ

ア特許調査における PATENT SCOPE の徹底活

用」) 
 
 
 上記 URL は、いずれも 2019 年 8 月 31 日に確

認したもの。 
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５．あとがき 
 ここで紹介した内容は、筆者がこれまで 10 年

以上に亘って中国特許情報セミナーあるいは

INFOPRO などの情報関係学会などで力説、紹介

してきたものであるが、セミナーの内容は聴講者

以外には公開されないため、先行文献としては認

識されがたいので（いわゆるグレー文献というら

しい）WEB に公開することで、少なくともセミ

ナー資料より先行文献としての価値があるのでは

ないかと思う。 
 
 筆者が現在の会社で居候することになった当初

（ちょうど 10 年前）、上司から「うちの会社には

優秀な中国人や韓国人を抱えているので中国語や

ハングルで調査する際には是非相談してくださ

い。」というアドバイスを受け、中国語やハングル

の読み書きができない筆者としては「渡りに船」

とばかりに何度も相談したことがある。その結果、

彼らが指摘するのは「こんな中国語は使いません

よ。間違いですよ。」と、そして検索式中の中国語

の異表記をとらえて「なぜ、こんな正しくない中

国語を使うのですか」というものであった。 
サイエンティストとして優秀な彼らから見ると、

中国特許情報という狭い世界の、しかも、それが

例え特許情報の中に過去に存在した中国語あるい

は中国語誤字を検索式に採用するのは看過できな

い、というものなのかもしれない。しかし、「特許

情報中にはそのような中国語誤字も修正されずに

収録されているのですよ。」と訴えても平行線であ

ったので、それ以来、中国語検索式で彼らに相談

することはなかった。中国語が堪能であるからと

いって、必ずしも検索用中国語異表記を収集でき

る訳でもないことを実感した。 

 また、中国語や韓国語、ベトナム語など原語に

不案内な状態では原語調査はできないと判断し、

外部のネイティブなこれら外国人を擁する調査会

社あるいは現地事務所などに調査依頼をすること

もあるかと思う。上司に「現地調査をしました。」

と報告すると、多少の原語を理解する程度のキャ

リアを積んだ日本人サーチャーの報告よりも安心

されることもある。 
しかし、上述のような異表記などを網羅できて

いない検索式では網羅的な調査、特に無効化資料

調査や権利判断が求められる侵害予防調査などは

任せられないと疑問が生じる。 
 原語の査読（公報の読み込み）はネイティブな

担当者に任せるとしても、少なくとも検索式の確

認（異表記が考慮されているかどうか）、あるいは

異表記を網羅した検索式での関係公報の抽出まで

は、ある程度原語調査に慣れた日本人サーチャー

が担当すべきだと思う。 
幸いなことに日本人であれば多少の中国語用語

などは簡体字といえども漢字なので「何となくわ

かる」ことも多い。欧米などの英語圏の方からす

れば「中国語」は日本人がタイ語やアラビア語を

見るようなものではないかと思うと大きなアドバ

ンテージでもある。 
 
 ここで紹介してきた誤表記（スペルミス）、誤訳

は、中国特許英語情報のほんの一部であり、

CNIPR を運営する中国知識産権出版社に対して

用語の誤表記、誤訳や出願人名の誤訳について大

量の検証データを添えて修正をお願いしたことも

あるが、「中国特許庁の了解がないと修正できな

い」ということで未だに修正されてはいないのは

残念である。 



13 
 

別表 

【AIBN の誤表記】 

Azobisisobutyronitrile, Azodiisobutyronitrile

の英語スペルミス例 

azoisobutyronitrile 

azodiisobutanenitrile 

azodiisobutylnitrile 

azadiisobutylnitrie 

W9azo-isobutyronitrile 

azo-di-isopropylcyanide 

azo-bis-iso-butyronitrile 

azodiisobutyronitrile 

azobisisobutylnitrile 

azodisobutyronitrile 

azodiisobulyronitrile 

azo-diisobutylnitrile 

2azodiisobutyronitrile 

diisopropylazodicarboxylate 

diisobutyronitrile 

zaodiisobutyronitrile 

azadiisobutanenitrile 

azodiiso-butyricnitrile 

Azo-bis-isobutyronitrile 

azo-bis-iso-butyrynitrile 

azodiisobutyroitrile 

azodiisobutyronitrile 

azo-diisubutyronitrile 

azodiisobutylnitrile 

azo-bis-iso-butyrynitrile 

azobisisbutyronitrile 

 

【半導体(semiconductor)の誤表記】 

semi conductor, semiconductive, 

semiconduction, semiconducting やハイフンや

スペースを含む用語などは異表記として許容でき

るとしても以下のようなスペルミスは困ったもの

である。すべて中国語「半导体」で検索したもの。 

したがって、「semiconduct% or semi conduct% or

半导体」でほとんど網羅できる。 

semi のスペルミス   conductor のスペルミス 

seconductor  

emiconductor  

smiconductor  

seiconductor  

semconductor  

somiconductor  

seniconductor  

esmicondcutor  

simiconduter  

seimiconductor  

secmiconductor  

subconductor  

seminconductor  

simiconductor  

seimconductor  

semciconductor  

seminconductor  

asemiconductor  

siconductor  

sesmiconductor  

semioconductor  

simiconductor  

aemiconductor  

skmiconductor  

simeconductor  

semioconductor  

semlconductor  

simeconductor 

semionductor  

semicnductor  

semicoductor  

semiconuctor  

semicondctor  

semicondutor  

semiconducor  

semiconductr  

semiconducto  

semiconducter  

semiconducteur  

semicondcutor  

semioconductor  

semidoncudtor  

semicontructor  

semicanductor  

semixonductor  

semiconcutor  

seminconductor  

semicondoctor  

semicondustor  

semiconductior  

semiconduetor  

semiconducotor  

semiconducrtor  

semiconductro  

semidoncutor  

semicocductor  

semiconductrice  

semiconcuctor  

semiconductur  

semi-conductr  

semi-hardened  

semi-condcutor  

semi-condustor  

semi-coductor  

semiconduotive  

semiconducotr  

semicondudctor  

semicorductor  

semiconoductor  

semiconductcor  
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【refrigerator(refrigerater)の誤表記】 

脱字スペルミス  スペルミス 

frigerator 

efrigerator 

rfrigerator 

rerigerator 

refigerator 

refrgerator 

refrierator 

refrigrator 

refrigeator 

refrigertor 

refrigeraor 

refrigeratr 

refrigerato 

refirgerator 

refrigenrator 

erfrigerator 

frfrigerator 

rifrigerator 

redrigerator 

regrigerator 

reprigerator 

refrgierator 

refreigerator  

refrigeraotr 

refrigator 

referigerator 

refriperat% 

refregerat% 

refrigeat% 

frigerator% 

rofrigerator% 

refvigerator 

repriperator 

refrigetator 

refrigeoator 

refrigrater 

reffrigerator 

refrigertor 

nefrigerator 

efrigerator 

 

 refrigerator(refrigerater)の中国語異表記も

多いが、ほぼ以下の用語で網羅できる（同義語も

含む）。 

 

「refrigerator or refrigerater or 冰箱 or 冰

柜 or 冷柜 or 冷库 or 冷箱 or 冷机 or 冰霜 

or 冷却库 or 制冷机 or 制冷器 or 制冷装置 or 

制冷设备 or 制冷系统 or 冷藏库 or 冷藏车 or 

冷藏机 or 冷藏器 or 冷藏箱 or 冷藏柜 or 冷藏

设备 or 冷藏装置 or 冷冻机 or 冷冻箱 or 冷冻

装置 or 冷冻设备 or 冷冻柜 or 冷冻车 or 冷冻

器 or 冻结机 or 冻库 or 致冷设备 or 致冷器 

or 致冷机 or 致冷装置 or 冷却装置 or 低温贮

藏库 or 保冷库 or 冷气机 or 储藏箱 or 冷存储 

or 雪柜 or 冷藏保温 or 冷藏保鲜」 

（中国語異表記には freezer も含む） 

 

誤表記、誤訳ではなく、単に英語用語や中国語

用語・出願人異表記が多いものもある。 

 

異方導電の異表記 

英語異表記 中国語異表記 

anisotropic% conduct% 

anisotropic%-conduct% 

anisotropic% electroconduct% 

anisotropic-electroconduct% 
anisotrop% electric% conduct% 
anisotrop% electric%-conduct% 

aeolotrop% conduct% 

aeolotrop% electric% conduct% 

ACF 

异方导电 

异方性导电 

异向导电 

异向性导电 

异方向导电 

异方向性导电 

各向异导电 

各向异性导电 

各向异性的导电 

各向异性电导 

各向异性传导 

异性导电 

非等向性导电 

ACF 

 anisotropic% conduct%など英語用語で検索す

ると、若干意味の異なる「双向导电, 双向导通, 全

方位导电, 定向导电」や「各向异性热传导 or 各

向异性导热 or 各向异性热导」（熱伝導）のような

ノイズも拾う。当然、中国語検索すると异方导电

（異方導電）の英語スペルミスも多い。 

 「anisotropic, electrically conductive」の

ようにカンマが入った表記や「电导各向异

(electrical conductivity anisotropy)」のよう

に異表記とも受け取れる表記もある。 
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水素貯蔵合金の異表記 

 日本語でも「水素吸蔵合金」や「水素吸収合金」

などとも表記されるが、中国語の異表記も多い。 

英語異表記 中国語異表記 

hydrogen storage alloy 

hydrogen storing alloy 

hydrogen absorb% alloy 

hydrogen absorp% alloy 

hydrogen bearing alloy 

hydrogen reserv% alloy 

hydrogen contain% alloy 

hydrogen occlud% alloy 

hydrogen occlussion alloy 

hydrogen-stored alloy  

stored-hydrogen alloy 

 

贮氢合金 

吸氢合金 

储氢合金 

蓄氢合金 

氢储存合金 

氢气储存合金 

氢存储合金 

氢吸储合金 

氢储藏合金 

氢气储藏合金 

储氢的镁合金 

氢吸藏合金 

吸藏氢的合金 

氢吸附合金 

氢吸收合金 

氢包藏合金 

氢吸留合金 

贮氢电极合金 

吸收氢合金 

吸附氢合金 

吸附氢的合金 

氢气吸附的合金 

氢吸存合金 

吸留氢合金 

吸放氢合金 

氢吸贮合金 

含氢合金 

 oxygen-storaged alloy, nickel storage alloy

などの誤訳、hdrogen storing alloy, hydroyen 

stored alloy などのスペルミスもあるが、「alloy 

electrode for absorbing hydrogen」など英語表

記では様々に表現される。いずれも上記「英語異

表記＋中国語異表記」で検索すればほぼ問題ない。 

 

 

出願人のスペルミス 

 出願人のスペルミスも挙げればきりがないが、

以下の例がある。中国語で抽出されるもの。 

住友化学 村田制作所 

SumitomoChemical  

Simitomo Chemical  

Sumitomo Chemcial 

Sumotomo Chemical 

Suminoto Chemical  

Sumiktomo Chemical  

Sumimoto Chemical  

Smitomo Chemical  

Suitomo Chemical  

Sumotomo Chemical  

Sumiotomo Chemical 

Sumitoom Chemical  

Samitomo Chemical  

Sumitomo Chimical  

Sumitomo Chenical 

Sumitoma Chemical 

Sunitomo Chemical  

Smitomo Chemical  

Samitomo Chemical 

Sumitono Chemicals 

Mitomo Chemical  

Sumitomo Co., Ltd. 

Chemical Company 

Sumitomo Company 

Sumitomo 

Marata Manufacturing 

Marata Mfg 

Maruta Manufacturing 

Muara Manufacturing 

Muirata Mfg 

Mura Manufacturing 

Murada Seisakusho 

Murat Manufacturing 

Murat Mfg 

Murata amanufacturing 

Murata Manccfacturing 

Murata Manfacturing 

Murata Mannfacturing 

Murata Manuacturing 

Murata Manufacruring 

Murata Manufactring 

Murata Manufactuirng 

Murata Manufacture 

Murata Manufacturig 

Murata Manufacturng 

Murata Manufascturing 

Murata Manufauring 

Murata Manufucturing 

Murata Maufacturing 

Murata Maunfacturing 

Murata Mnaufacturing 

Murate Manufacturing 

Murato Manufacturing 

Muratra Manufacturing 

Muratu Manufacturing 

Murauta Mfg 

Muruta Mfg 

Muruta Seisakusho 

Mutata Manufacturing 

MUTATA MFG 

 村田製作所は、中国語では「村田制作所」、英語

では「Murata Manufacturing or Murata Mfg or 
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Murata Seisakusho」でほぼ網羅できる。 

 

出願人名の誤訳（スペルミスではなく） 

 前記したが、日本版 CNIPR で出願人名に

「 Endoscope Apparatus」として検索すると

CN201210096264.2 がヒットし、出願人名は「富士

胶片株式会社(ENDOSCOPE APPARATUS)」とあり、発

明 の 名 称 に は 「 内 窥 镜 装 置 (ENDOSCOPE 

APPARATUS)」とある。 

 Espacenet でも出願人名「ENDOSCOPE APPARATUS」

では AN: CN201210096264 がヒットする。 

 

 住友ゴム(Sumitomo Rubber)も「住友橡胶 or 住

友像胶 or 住友橡膠 or 住胶」のような異表記も

あるが、同じ住友グループとは言え「住友化学」

が「Sumitomo Rubber」と誤訳されていたりする（住

友ゴムとの共願が１件あるが(CN02118695.2)）。 

 

 本文中で触れたように、用語、出願人共、いず

れも誤表記、誤訳を含まない正規の「英語異表記

＋中国語異表記」で検索すれば例示したような誤

表記、誤訳を考慮することなく目的の集合を抽出

することができる。 

 したがって、正規の「英語異表記」および「中

国語異表記」は検索用語、出願人名として把握し

ておくことが必要である。 

 英語も中国語も異表記が多い用語、出願人名が

あるものがあるので、筆者は次回紹介するような

独自の用語・出願人辞書を WEB サイトに設けて

（「ゆれたん」というサイト）、暇を見つけては（会

社から、あるいは自宅からアクセスして）追加、

修正して実務で活用している。 

 

 中国語の用語、出願人異表記の抽出法は次回紹

介の予定。 

 


