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【発表概要】 

中国特許調査では、収録のタイムラグや収録データの欠落による検索漏れを補完

するために、英語データベースと併せて中国語データベースを用いて検索する必要

がある。いずれのデータベースを用いた検索においても、検索漏れが発生しないよう

に検索式を作ることが重要である。 

ところで、日本の公報にタイプミス（誤字）があるように、中国の公報にもタイプミスが

存在する。英語データベースにおいて、もし、そのタイプミスが修正されずに機械的

に英語が収録された場合には、その公報を英語キーワードでヒットさせることは非常

に困難になると考えられる。検証した結果、タイプミスを含む中国公報の数は少数で

はあるが、中国語異表記や正しい英語で検索しても拾えない公報が存在することが

判った。 

本稿では、中国語の入力方法とその操作手順を紹介し、中国公報におけるタイプ

ミスの傾向を示す。 
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１．はじめに 
 中国への特許、実用新案の出願数がここ数年で急激に増えていることは周知の事実であ

る(1)。この事実を反映しているかどうかは定かでないが、中国での特許及び実用新案の無

効審判の件数は、2005 年は 684 件だったのが 2010 年には 940 件に増加し(2)、特許権及び

実用新案権に関する侵害訴訟の件数は、2005 年は 186 件だったのが 2010 年には 606 件

に増加した(3)(4)。この事実から、無効審判や侵害訴訟に対応するために、従来の先行技術

文献調査よりも更に網羅性を上げて調査することが求められている。 
中国公報の検索は、一般的に、中国語の英訳を収録したデータベース(以下、英語 DB)

と、中国語原文を収録したデータベース(以下、中国語 DB)と、の双方を用いて行う。英語

DB には、収録のタイムラグとデータの欠落があるので、それを中国語 DB で補完するた

めである。中国語 DB を用いた検索では、一般的には、翻訳サイトなどの各種辞書ツール

を利用して中国語キーワードを調べて検索式を作成する。この中国語キーワードを網羅的

に抽出する方法については石田ら(5)が報告している。 
ところで、日本の公報にタイプミスが存在するように、中国の公報にも中国語のタイプ

ミスが存在する。そのような公報は、中国語 DB で正しい中国語表記で検索してもヒット

しない可能性がある。また、タイプミスされた中国語を機械的に英訳して英語 DB に収録

した場合には、英語 DB でヒットさせることは非常に困難になると予想される。 
 本稿では、まず、タイプミスを含む中国公報がどの程度存在するかを検証した。次に、

中国語の入力方法の操作手順に基づいて、タイプミスが発生する傾向を分析し、タイプミ

スを含む中国公報を中国語異表記や英語で検索して拾うことが可能かどうかを検証した。 
 
２．タイプミスを含む公報の数の検証 
 タイプミスを含む公報の数は、公報全体の数からすれば非常に少ないと予想される。そ

こで、まず、タイプミスを含む中国公報を検索でヒットさせることが、中国特許調査にお

いてどのような意味を持つのかを考察した。 
 図１には、中国語 DB と英語 DB で得られる検索集合の概念図を示した。 



 

図 1 検索集合の概念図 

 
この図において、中国語 DB と英語 DB の各円は、発行年と IPC と検索キーワードとを掛

けて得られる検索集合である。外側の長方形は、発行年と IPC とを掛けて得られる検索集

合である。円の外(瓢箪形部分の外)には、中国語及び英語のいずれの検索キーワードにも

ヒットしない公報が入る。 
本考察では、下の条件で検索を行った。 
データベース：CNIPR 日本語版、ほか 2 つの商用英語 DB 
検索対象公報：公開特許、登録特許、実用新案 
検索対象フィールド：全請求項 
公報発行年：1990 年、1995 年、2000 年、 

2005 年、2010 年 
検索式：公報発行年×IPC×キーワード 
公報発行年は、後述するようにヒットした公報の請求項を全て読む都合上、1990 年、

1995 年、2000 年、2005 年、2010 年に限定し、1990 年以外については、ヒット件数が

120 件程度になるように適宜調整した。IPC は H01M(下層を含む)を用いた。キーワード

しては「電解質」を意味する「electroly＊」(「＊」はトランケーション)と「电解 pre/2 (液 
or 质)」（「pre/2」は、入力した順序で左右の検索語が近接することを意味する近接演算子）、

「电池液」、「电池注液」、「电液」を OR 演算して用いた。検索した結果を図２に示した。 
 

 
 
図 2 1990 年、1995 年、2000 年、2005 年、2010 年に発行された公報についての検索結

果 
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考察を述べる前に、図の見方を説明する。図中の各数値は、1990 年、1995 年、2000

年、2005 年、2010 年の各ヒット件数を合算したものである。本考察では、公報発行年と

IPC とを掛けて得られる全公報の全請求項を読み、公報に記載されている内容が図中での

意味と合致する公報とそうでない公報に分けた。図中に示した分数のうち、上段の数値は、

公報に記載された内容が図中での意味と合致する公報の数を示す。下段の数値は、公報に

記載された内容が図中での意味と合致しない公報の数を示す。例えば、円の外に記載した

「
8

393」のうち上段の 393 は、公報には電解質とは関係がない内容が記載されていて、キー

ワードで検索してもヒットしなかった公報の数を示す。一方、下段の 8 は、公報には電解

質と関係がある内容が記載されているが、キーワードで検索してもヒットしなかった公報

の数を示す(すなわち、この 8 は検索から漏れた公報の数を示す)。 
 本考察では、検索がうまくできなかった理由を検証するために、図中の各分数の下段の

数に着目した。3 つの円において、分数の下段に分類した全(1+1+2+4=)8 公報の全請求項

を確認したところ、2 つの公報にタイプミスが見つかった。また、検索で漏れた 8 つの公

報(円の外の分数の下段)のうち 3 つの公報にもタイプミスが存在した。前者の 2 つの公報

は、タイプミスされた中国語と正しい中国語の両方が公報に記載され、英語 DB には正し

く修正されて収録されていたため、キーワードによる検索でヒットしていた。一方、後者

の 3 つの公報には、正しい中国語が記載されておらず、さらに英語 DB に正しい英訳が収

録されていなかったため、検索から漏れていた。検索から漏れた公報の記載について具体

例を挙げると、中国公報に「电介质」(本来は「电解质」だと思われる)と記載され、英語

DB で同公報の英訳を確認すると「dielectric」や「non-conductor」と訳されていた。そ

のため、この公報は、中国語と英語のキーワードを用いて OR 演算で検索してもヒットし

ない。なお、「电介质」が電解質のタイプミスであると判断した理由は後で述べる。 
また、先に述べた前者の 2 つの公報、及び後者の 3 つの公報について、出願人国籍を確

認したところ、前者の 2 つの公報は、中国国内出願/外国からの出願＝1 件/1 件であった。

後者の 3 つの公報は、中国国内出願/外国からの出願＝3 件/0 件であった。したがって、中

国語のタイプミスは、中国国内出願と外国出願(外国から中国への出願)の両方の公報に存

在し、中国国内出願の方が多い可能性がある。 
 本調査は、サンプルの件数が 600 件程度と少ないので、中国公報全体の特徴を表してい

るとは言えないが、タイプミスを考慮しない検索方法で漏れていた部分のうち、半分程度

は、公報に存在するタイプミスが原因でヒットしなかった可能性があることを示している。

したがって、中国語のタイプミスを含む公報をヒットさせることは、タイプミスを考慮し

ない検索式で漏れていた公報の半分程度を新たにヒットできる点で意味があると考察した。 
 
３．中国語の入力方法 
 中国語のタイプミスの傾向を分析する前に、中国語の入力方法を知る必要があるので、

紹介する。 
 中国語の入力方法は、大別すると、ピンイン入力法、字型入力法、筆画入力法の 3 つが

ある。 



 ピンイン入力法では、キーボードでピンインを

を表すローマ字である。例えば

一般に、ピンイン入力法では

r、i、b、e、n の各キーを押

法では、ピンインを知らなければ

トの配列をそのまま利用できるので

長所である。 
 字型入力法では、キーボードで

部品に分解し、例えば図 3-1
る。 
 

図 3-1 五筆字型入力法 86版

 
例えば、「北京」と入力するときは

ー)を押して入力する。字型入力法

和国のように文字数が多い単語

では、図 3-1 に示したようなキーボードの

要があるが、キーを押す回数

も入力できることが長所である

 筆画入力法では、キーボードで

う (7)。キーボードの各キーには

押す回数は多いが、キーの数

きる。図 3-2 に示すように、

も多く利用されている。 
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キーボードでピンインを入力する。ピンインとは

えば「日本」のピンインは、声調符号を付して

では、声調符号を入力しないので、「日本」と入力

押し、変換キー(スペースキー)を押して入力する

らなければ入力できないが、キーボードに刻印されたアルファベ

できるので、キーボードの配列を新たに覚える必要

キーボードで字の形を入力する。漢字を字根と呼ばれる

1 に示すように、キーボードの各キーに各字根

 
版のキーボードの配列(6) 

するときは、u、x、y、i、の各キーを押し、変換キー

字型入力法では、辞書に予め登録されていれば、例

単語であってもキーを 4 つ押すことで入力できる

したようなキーボードの配列を覚えるか単語ごとに押すキーを

回数が少ないので速く入力できる。また、字の形

である。 

キーボードで筆画を入力する。筆画とは、漢字を構成

キーには、筆画の形が割り当てられている。筆画入力法

数は少なくて済み、字の形についての記憶が曖昧

、筆画をテンキーに割り当てることもでき、スマートフォンで

 

図 3-2 五筆画入力法のテンキー配列(8) 

ピンインとは、中国語の発音

して Rìběnである。

入力するときには、

する。ピンイン入力

されたアルファベッ

必要がないことが

ばれる約 200 種類の

各字根を割り当ててい

キー(スペースキ

例えば中華人民共

できる。字型入力法

すキーを覚える必

形の記憶が曖昧で

構成する点や線をい

筆画入力法は、キーを

曖昧でも入力がで

スマートフォンで



 なお、中国語入力ソフトの具体名をいくつか挙げると、ピンイン入力法には微软拼音输

入法、谷歌拼音输入法、双拼输入法、搜狗输入法などがあり、字型入力法には王码五笔输

入法、搜狗五笔输入法、极点五笔、万能五笔字型输入法などがあり、筆画入力法には笔划

输入法などがある。ピンイン入力法と字形入力法を組み合わせて入力できるソフトも存在

する。また、これらのソフトは北京語に対応した入力ソフトであるが、これらに加えて、

広東語に対応した入力ソフトや繁体字に対応した入力ソフトもあり、中国語の入力ソフト

の種類は日本語のそれよりも多様である。 

 
４．タイプミスが発生するポイント 
（１）ピンイン入力法でのタイプミス 
 ピンイン入力法では、ピンインから漢字に変換する時に、ピンインが同じ別の漢字に変

換するというタイプミスが発生する。 
 例えば、電解質を意味する「电解质」のピンインは diànjiězhìなので、d、i、a、n、j、
i、e、z、h、i、の各キーを押してから漢字に変換する。図 4-1 は、その変換画面である。 
 

 
図 4-1 电解质の変換画面 

 
この図に示すように、変換候補として「电解质」の他に(誘電体を意味する)「电介质」も

表示される。「电介质」のピンインは diànjièzhì で、声調以外は「电解质」と同じだから

である。ここで、入力者が、手を滑らせて、或いは意味の違いを知らずに、「电介质」に変

換すると、タイプミスが発生する（上記２．で「电介质」をタイプミスだと判断したのは

これが理由である）。 
 
（２）字型入力法及び筆画入力法でのタイプミス 
 字型入力法や筆画入力法では、形が似た別の漢字に変換するというタイプミスが発生す

る。また、字型入力法では、入力者が各単語に対応するキーを予め覚えて入力するという

使い方もするので、入力者が誤ったキーを一度覚えると、同じタイプミスを繰り返すこと

がある。 
 例えば、ヘキサンを意味する「己烷」は、万能五筆字型入力法では、まず、「己」を入力

するために、n、n、g、の各キーを押し、1 を押して確定する(図 3-5 参照)。次に、「烷」

を入力するために o、p、f、の各キーを押し、1 を押して確定する(図 3-6 参照)。字型入力

法では、入力者が漢字の形を思い浮かべてからキーを押して入力するので、もし、思い浮

かべた漢字が間違っていると、タイプミスが発生する。例えば「己烷」の場合には、「己」



を、形が似ている「已」や「巳」に間違うことが考えられる(それぞれ三画目の始点の位置

が異なる)。もし間違うと、「己」と「已」と「巳」は、全く違う漢字なので、「己烷」を検

索キーワードにしてもヒットしなくなる。「巳烷」と記載された中国公報を英語 DB で確認

したところ、「巳烷」が hexane に修正されて収録されている公報が多かった。しかし、例

えば「环巳烷」が「ring alkane」と英訳されている公報も散見された。巳を無視して「环

烷」として英訳されたと考えられる。 
 

 
図 3-5 己の変換画面 

 

 
図 3-6 烷の変換画面 

 

字型入力法では、上述したように 1 文字ずつ変換する方法の他に、専門用語の辞書をイ

ンストールすると、例えば「己烷」の 2 文字を 4 つのキーで入力することもできる。この

場合、もし、入力者が誤ったキーを覚えると、タイプミスが繰り返される。その結果、公

報に記載される 1 つの単語が全て間違いになり、検索では非常にヒットしにくくなる可能

性がある。 

 
５．タイプミスの英訳の検証 
 中国語の文字入力では、上記３．で述べたように、タイプミスの発生ポイントに傾向が

あるので、その傾向に基づけば、タイプミスを考慮した検索式を作ることができる。 
 ピンイン入力法でのタイプミスを予想するためには、まず、検索キーワードのピンイン

を知る必要がある。ピンインは、辞書やオンライン翻訳を利用すれば、日本語や英語から

でも調べることができる。検索キーワードが専門的な用語で、辞書等に収録されていない

場合には、漢字 1 文字ずつピンインを調べる。なお、1 つの漢字が複数のピンインをもつ

場合もある(多音詞)ので、注意が必要である。ピンインが分かれば、中日辞書等でピンイ

ンが同じ別の漢字を調べることによって、タイプミスを予想することができる。ピンイン

入力法のソフトウェアを実際にインストールして、入力しながらタイプミスの候補を抽出

するのも良い方法だと思われる。 
 字型入力法及び筆画入力法でのタイプミスを予想するためには、似た形の字を予想する。

具体的には、例えば、中国語辞書の部首引きを利用し、部首が似ている別の漢字がないか

を調べる。ピンイン入力法と同様に、字形入力法や筆画入力法のソフトウェアを実際にイ

ンストールして、入力しながら抽出するのも良い方法だと思われる。なお、字形入力法や

筆画入力法でのタイプミスの予想は、漢字に慣れ親しんでいる日本人にとっては比較的に

容易だと思われる。 
 表 1 には、正しい検索キーワードとそのタイプミスの例と、そのヒット件数を示した。

タイプミスの例として挙げた文字列の中には、例えば「电介质」のようにそれ自体が別の



意味の正しい単語である場合があるので、ここでは、検索式として、検索キーワードと IPC
と公報発行期間と、を掛けた検索式を用いた。なお、表 1 には、正しい単語で検索した結

果と、タイプミス候補の文字列で検索した結果を分けて書いたが、重複する公報もある。 
 この検索の条件は下の通りである。 
 データベース：CNIPR 日本語版 
 検索対象公報：公開特許、登録特許、実用新案 
 検索対象フィールド：全請求項 
 公報発行期間：1990 年～2010 年 
 

表 1 タイプミスの例とヒット件数 
 

検索キーワード 
(正しい単語/タイプミス例) 

IPC ヒット件数 

(点播/电波、颠簸) A01 552/15 
(干燥、乾燥/千燥、于燥、干

噪、干澡、干操、于操、杆操) 
A23 16,802/106 

(不锈钢/不绣钢、不秀钢) B22 911/2 
(水合反应/水和反应) C07C 172/12 
(己烷/已烷、巳烷) C07C 3,736/96 
(苯/笨) C07C 26,271/14 
(沥青/沥清) E01 1,782/10 
(入口/人口) F02 6,011/6 
(半径/半经) G01 9,232/33 
(电解质/电介质) H01M 13,796/157 

 
(注) 
点播：日本語でも同じく「点播」。種子を一定間隔で一粒または数粒ずつまく方法を意味す

る。 
干燥：日本語では「乾燥」。 
不锈钢：日本語では「ステンレス」。 

水合反应：日本語では「水和反応」。 

己烷：日本語では「ヘキサン」。 

苯：日本語では「ベンゼン」。 
沥青：日本語では「アスファルト」。 
 
 例えば、「水和反応」は、中国語では「水合反应」や「水合」、「水化」などである。表 1
では、「水合反应」のタイプミスの例として「水和反应」を挙げた。「水合反应」の「合」

のピンインは hé であるが、「和」もピンインは hé なので、「合」を「和」にタイプミスす

ることを予想した。なお、日本語では「水和反応」が正しいので、日本人にとっては「水



和反应」と入力されていてもそのタイプミスに気づきにくいと思われる。「水和反应」と記

載された中国公報を検索したところ、表 1 に示したように、172 件の公報がヒットした。 

中国公報に中国語のタイプミスがある場合、通常は英語 DB で検索結果を補完する。そ

こで、これら 172 件の公報が英語 DB で補完できるかどうかを検証するため、いくつかの

公報の英語 DB での英訳を調査した。その結果、複数の英語 DB で「water and reaction」
と英訳されていた。「和」は中国語では「～と～」の意味があるので、「水和反应」が「水

と反応は」と解釈された訳である。このように「water and reaction」と英訳されて英語

DB に収録されると、水和反応を意味する正しい検索キーワード「hydration reaction」で

はヒットしない。したがって、これらの公報は、英語 DB では補完しきれず、検索から漏

れることになる。 
 また別の例として、中国公報に「电介质」と記載された場合に、「电介质」がどのように

英訳されるのかを調査した。表 2 には件数が多かった上位 5 個の英訳を示した。 
なお、この検索は以下の条件で行った。 
中国語 DB：CNIPR 日本語版 
検索対象公報：公開特許、登録特許、実用新案 
検索対象フィールド：発明の名称 
公報発行期間：1990 年～2013 年 

 
表 2 电介质の英訳とヒット件数 

 
CNIPR 日本語版での电介质の英訳 ヒット件数 

dielectric% 936 
ferroelectric% 65 
electric% 27 
electroly% 17 
die electric 2 

 
この表に示した 5 つの英訳のうち、1 番目の「dielectri%」と 2 番目の「ferroelectric%」

は「电介质」の英訳として正しいと考えられるが、3 番目～5 番目の「electric%」「electroly%」

「die lectric」は、誤訳であるか、誤った中国語の英訳であった。電解質のタイプミスと

して記載された「电介质」の英訳は、1 番目の検索結果にも 2 番目の検索結果にも含まれ

ていた。したがって、中国語のタイプミスによる検索漏れを英語 DB で補完することは困

難だと考えられる。 

 一方、表１で dielectric%又は ferroelectric%でヒットした公報に関し、IPC の確認した

ところ、内容的に誘電体を示す电介质と記載された公報には B32B や C01G、C03C、C04B、

H01B、H01J，H01P，H01Q が付与され、電解質のタイプミスとして电介质が記載され

た公報には C08 や H01M が付与されるという傾向があり、一定の差が見られた。したが

って、この IPC の違いを利用することは、タイプミスで記載された「电介质」を補完する

ためにある程度有効だと考えられる。 



７．まとめ 
 ここ数年、中国への特許及び実用新案の出願数は急激に増え、中国での無効審判及び侵

害訴訟の件数も増えている。そのため、中国特許調査においては網羅性を上げることが求

められている。 
 ところで、中国公報に中国語のタイプミスがあると、正しい中国語キーワードではヒッ

トしない。また、英語 DB に、タイプミスされた中国語を機械的に英訳して収録した場合

には英語でもヒットしない。したがって、検索漏れを減らすという点で、タイプミスを考

慮して検索することは意味があると考えられる。 
 中国語の入力方法には、大きく分けて、ピンイン入力法、字型入力法、筆画入力法があ

り、それぞれの入力方法には、タイプミスの発生ポイントに傾向があるので、タイプミス

を予想して検索式を作成することにより、従来よりも網羅性を上げた検索をすることがで

きる。 
 
 本稿は、2014 年度のアジア特許情報研究会のワーキング「CNIPR 活用」の一環として

行ったものをまとめたものである。 
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