
２０１９年３月１４日

中国ＩＰＧ 戦略・活用委員会
委員長：小林義典（パナソニックR&D蘇州有限公司）

201８年度 戦略・活用委員会
成果報告

『中国特許活用会社/NPE/特許連盟
に関する調査研究』



2

０．委員会メンバー

日産（中国）投資有限公司
キヤノン（中国）有限公司
日立（中国）有限公司
上海金天知識産権代理有限公司
豊田紡織(中国)有限公司
本田技研工業（中国）投資有限公司
東芝（中国）有限公司
豊田汽車（中国）投資有限公司
富士電機（株）北京事務所
日本技術貿易株式会社
森・濱田松本法律事務所
奥林巴斯(北京)銷售服務有限公司
パナソニック(中国)有限公司
松下電器研究開発（蘇州）有限公司

14社
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１．現状認識と課題

NPE/PAの活動可能性大

昨年の認識

情報収集

特許情報分析

・WEB上での定点観測（KW・個社名）
講演会、譲渡特許、無効審判、侵害訴訟、
米国NPE出身帰国者、政策、法制度、等

・年表作成

・特許譲渡情報の確認（授受の両面）
特定企業*「特許法律状態」の監視

毎年、継続的に観測が必要

・特許譲渡の活発化
・政府バックアップで運用、取引の促進
・法制度改定の兆し（賠償金増額）



２．調査目的
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NPE/PAの動向の情報収集及び分析により、

適格にその実態とリスクを把握する

・情報収集のリソースを見極める

・インタビューによる生情報を集める



３．調査研究方法
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当初目論見

活動項目 取り組み 日程 着地見込

最新情報調査 ・WEB/論文等調査
・調査手法の改良

・最新情報収集
・年表,法令update

抽出済み候補
の見極め

・企業情報+知財情報
+WEB情報等で判断

・判断手法の確定
・TRIAL数件実施

PAの動向調査
（特定PA）

・PA調査手法再調査
・WEB情報監視

・調査継続の見極

関係会社等の
ヒアリング

・L社、P社・・・
・律師事務所・・・

偶数月等に設定 ・NPE、特許活用会
社最新動向把握

定点調査とｲﾝﾀﾋﾞｭｰに

注力

定例会合は

2か月毎に開催

継
続

修
正

要
検
討

継
続



４．研究に基づく成果

66

WEB調査（定例） Baidu、微信、SIPO-HP、新聞・雑誌でのKWでの情報収集。
毎月定点観測→情報蓄積

・Baidu ニュースが有効なソース
・26件の知識産権連盟設立を確認、今後動きに要注意
・国内でもNPEの活動あり（酷派→小米、他）

①NPE/PA最新情報調査 『NPE/PA年表』のupdateも含む

②有識者へのヒアリング

柳沈律師事務所様
(1/9)

ご協力感謝いたします!



４．研究に基づく成果
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はんて 特許情報 会社情報 WEB情報 総合評価

No. 対象社名 分析実施担当 自社特許数 譲渡特許数 主要譲受元単位 保有知財技術分野（主要技術） 特許情報コメント
会社定款

（NPE関連項目に着色）
代表者 社員数 出資者の分析における留意事項 会社の登記に関する留意事項 可能性3段階 コメント 留意事項

1 智谷公司

2 高智发明
松下電器研究開発（蘇州）有限公

司

3 上海朗拓高科技投资有限公司 上海金天知識産権代理有限公司 0 0 投資管理、投資コンサルなど 焦世鼎 1

4 深圳中创未来投资有限公司 ーーー

5 高域 森・濱田松本法律事務所

6 深圳峰创智诚科技有限公司
松下電器研究開発（蘇州）有限公

司
16 12

深圳中创未来科技有限公司
（前身の会社）
中国科学院自动化研究所
(2015年に2件のみ）

（自社）オフィスでの情報管理システム
（譲渡）同上

パーキングシステム

譲渡元は大半が中創未来の自社発明
であり、外部購入は少ない

知財管理、コンサル、技術開発、技術譲渡 王活涛

32人(17)
※16年より-12
人、Group会社
に移動？

刘晶，沈剑锋，李富山(21%)，刘涛，王活涛(46%)，一
村资本有限公司，深圳峰创晟远创业投资合伙企业（有
限合伙），上海绍宸投资有限公司

王活涛、沈剑锋，李富山，刘涛，
各氏が中心人物

・ZTE、潤豊（不動産開発）、集佳事務所（特許）との関連あり
・猎云网と連携しネット関連+知財PFを構築。
・中小企業、ベンチャーを中心に知財取引、ライセンス、購入、信託、金融投
資などを行うとの発信あり

2
技術移転を主としている様子
権利行使するにはまだまとまったPFFがないので、
NPE化はまだ先の話と認識

この会社が設立された経緯は聞いてみる価値あり
7番の华第时代科技都の絡みもあり、IVのように機能を分散化させる可能性もある。
「集団」としてwatching要継続

7 深圳市华第时代科技有限公司 キヤノン（中国）有限公司 16 0 - ネットワーク学習システム
発明者の数人は峰创智诚の特許でも
発明者として存在。出願は2017年代
しかない。

特段の知財項目は無く、ソフトウェア、ネット
ワークサービスが主。

王活涛 11
2015年までは個人株主。2016年に中创未来に過半数の
51％の株を移転（売却？）し、すぐに峰创智诚に移転。
2017年には峰创智诚が100％

峰创智诚の100％子会社であり、代
表者も同一

ホームページではHuadeeという名称で知財支援サービス（アラート、知財管理
等）を提供している。3社ほど知財管理システムを提供した成功事例あり。
百度の企業情報では知財支援ソフトウェア等16件を登記している。

2
HP情報からすると知財支援サービスのプラット
フォームを提供しているが、NPEの要素は今のとこ
ろ無い。登記情報も特段の事項はない。

峰创智诚が親会社であり、その意向によっては業態を変える可能性はゼロではない。

8 上海盛知华知识产权服务有限公司 東芝（中国）有限公司 4 0 - 知財管理に関する情報システム

全て同济大学との共同出願。同一の
発明者、同日の出願。同济大学とシ
ステム開発PJ等があり、その一環に
おける一発ものと思われる。

知识产权代理（除专利代理），商务咨询，生物、
化学、材料、机械、电子、信息技术领域内的技
术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，技术
转移咨询服务（除产权交易、产权经纪(ブロー
カー)），会务服务。

纵刚

●株主
上海科技创业投资有限公司が総出資額の93%(1000万
元)を出資、その他は法定代表者及び発明者（1人）を
含む個人（6名）
●出資者
・青岛盛知华知识产权服务有限公司
・青岛中科盛知华科技成果转化有限公司

2018/5/14経営範囲に以下が追加。
技术开发、技术转让，技术转移询
服务（除产权交易、产权经纪(ブ
ローカー)），会务服务。

大学等の研究機関（化学、生物、医学分野が比較的多い）の特許移転業務がメ
インか。
2013年を境に活動が鈍化？
http://www.sinoipro.com/about.aspx

1

9 赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司 豊田汽車（中国）投資有限公司 186 440
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司
深圳富泰宏精密工业有限公司
鸿海精密工业股份有限公司

LED関連（半導体素子含む）、光学系、通信系、ソフトウェア
など非常に多岐に渡る。

基本的に鸿海グループ間でやりとり
が行われている（左記３社は鸿海本
体および関係企業）。一部、関係会
社外（第三者）からの譲渡授受もあ
る模様だが、当該企業の親元は鸿海
なので、純粋に経営上の理由で特許
売買をしているものと思われる。

経営範囲：特許情報コンサル
（ただし代理業は除く）

谢志为 114ScienBiziP Consulting Inc. 外国法人独資

鸿海が51%以上出資している子会社で、元々鸿海から知財業務を受託していた
模様。昨今、シャープが鸿海傘下になったため、シャープの知財業務を受託す
る日本支社も有る模様。
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2016/160912.pdf

2
特許権を一次的に持っているだけ？
SHARPの知財業務を委託されている

10 北京强国知识产权研究院 富士電機（株）北京事務所

11 深圳中科院知识产权投资有限公司 日本技術貿易株式会社 1 2中国科学院长春应用化学研究所
・三角コーンの構造
・蛍光粉の製法

中国科学院の傘下にある唯一の知的
財産運営機構であるため、数多くの
中国科学院研究所からの特許譲渡が
想定される。

知的財産投資 陳暁峰 20程度
国有企業なのに、個人出資者が存在することに多少気
になる。

未公開情報が多い印象

中国科学院傘下にある研究所(中国科学院半導体研究所)が保有している特許を用
いて権利行使しているようです。
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/5/376288.shtm ２＋

中国科学院という大きな組織における唯一の知的財
産運営機構として組織内の特許をもって権利行使し
ているためNPEには該当すると思われる。ただし、
米国型NPEではないと思われる。

保有特許は3件しかないが、中国科学院傘下にある他の研究所の特許を用いて権利
行使することができるため要注意。

12 北京科慧远咨询有限公司 森・濱田松本法律事務所

13 江苏汇智知识产权服务有限公司 奥林巴斯(北京)銷售服務有限公司 11 87 江苏大学
EV、光ファイバー伝送、材料結構（化学）など色んな分野を係
る。

譲渡された特許数は多く、技術分野
も多い

知識財産権代理サービス；企業管理コンサル
ティング、情報コンサルティング、知識財産権
教育、技術コンサルティング、技術開発、技術
成果インキュベーション、技術移転転化サービ
ス、知識財産権ライセンス、譲渡サービス

韩奎国 40蘇州大学関連企業と江蘇政府投資資金は出資者である
2016.8.30に江蘇政府投資資金は出
資者になった。

【Homepage】http://www.jshzip.com/page3
【記事】http://js.xhby.net/system/2015/11/17/027028367.shtml
同社は高校背景がある特許運営企業である

２－ 大学の特許サービス企業である。
今後、蘇州大学以外の譲渡元に譲渡された特許の件数と分野を注意すべきだと思わ
れる

14
国家运营平台七弦琴知识产权资产

与服务交易网
上海金天知識産権代理有限公司 23 0 - ロボット、倉庫、物流、生活用品など

知識財産権管理サービス；知識財産権譲渡サー
ビス、技術成果インキュベーション、技術移転
転化サービスなど

季节

2014年12月，国家横琴平台获批成立，它是国家知识产权局会同财政部以市场化
方式开展的知识产权运营服务试点之一，这种模式决定了它与民营投资运营平台
有着截然不同的社会属性。它承担了更多知识产权公共服务的责任和使命，其致
力于提供以知识产权金融创新、知识产权跨境交易为特色的全方位、一站式的知
识产权资产交易和服务交易，开创知识产权与资本市场密切结合的知识产权运营
新模式。七弦琴知识产权资产与服务交易网已推出8种主要产品：知识产权资产
（专利、商标、版权）交易，知识产权服务（代理、诉讼、分析、咨询、培训）
交易，知识产权创业项目（以知识产权为核心的创业项目）交易，知识产权运营
（受托、收购、专利池、标准化）服务，创业辅导及投融资服务，研发服务，设
计产业服务，知识产权支撑型商品交易。国家知识产权运营横琴金融与国际特色
试点平台。证明材料来自中华人民共和国国家知识产权局。

2＋ NPEテスト企業の存在

15 深圳市海思知识产权资产管理 日立（中国）有限公司 0 0 - - -
经营范围：受托资产管理、投资管理（NPE関連
見たいです）

孙艳辉 未公示 胡海国の出資比率は90%

①企业信用信息公示报告中公布的，
2017年度报告中，对外投资信息中
的深圳市前海七号网络科技有限公
司，自社特許数3件，保有知財技術
分野（主要技術）：人才管理系统
相关（G06F）2件，2015年申请；
文件评审相关（G06Q）1件，2017
年申请。发明人均为胡海国。
②2017年度报告中，对外投资信息
中的深圳市世纪恒程知识产权代理
有限公司名称相接近的深圳市世纪
恒程知识产权代理事务所2009年至
今年代理案件量40122，美的、中兴、
TCL为主要客户（from soopat），
大部分代理人署名均包含胡海国。

企业信用信息公示报告中公布的该公司网址为：http://sjhcip.alibole.com/点击后，
除标题中的公司名称为深圳市海思知识产权资产管理有限公司外，内容中公司名
称均为：深圳市世纪恒程知识产权代理事务所，介绍的业务内容均为专利申请代
理等代理业务。深圳市世纪恒程知识产权代理事务所，与2017年度报告中，对外
投资信息中的深圳市世纪恒程知识产权代理有限公司名称接近。
除此网址以外，网上未能搜到其他与该企业相关的信息。

再調査 関連先も調査必要

16 上海贵知知识产权服务 日産（中国）投資有限公司 0 18大学（寧波、西安交通、西南交通） H04N テレビ画像通信
全て大学からの購入。また、技術分
野は全てテレビ・画像関係

ハイテク産業領域の技術開発、技術諮詢、技術
サービス、技術譲渡、電子部品、チップ、PC
ハートウェア/ソフトウェア、PCのISセキュリ
ティ以外の製品開発、販売、ビジネスインフォ、
展示会サービス、専利代理以外の知財代理

宋惟忠 不明
上海斯派克斯科技有限公司は知的財産権で245万元を
出資。 １－２ 会社Website含め、情報無し 2

専利代理以外の知財代理が業務範囲に入っており、
WEB調査で開発・製品販売の情報が見つからないの
であやしいと思われるが、購入特許の技術分野は
偏っている＆数もそれほど多くないので、NPEと断
言はできない。

17

北京墨丘科技有限公司

奥林巴斯(北京)銷售服務有限公司

7 2 华为技术有限公司

通信
自社保有特許数も、譲渡された特許

数も少ない。
技術開発、技術プロモート、技術コンサルティ

ング、技術サービス、技術譲渡など

孙鹏飞 19

北京墨丘科技咨询中心は北京墨丘科技有限公司の投資
者である

経営範囲にライセンスに関する業
務はない

【homepage】 http://www.mqpat.com/
当社は2017年設立し、AI技術に基づいて、特許を運営する会社である
【記事】http://pe.pedaily.cn/201706/20170619415600.shtml
同社は約千万元の融資を完成した。この記事に同社の業務に言及した。

3 自社保有する特許数が少なく、係る分野も狭い（通
信）

同社は2017年設立し、今後の出願動向を注意すべきだと思われる

北京墨丘科技咨询中心 0 0 - 黄伟才 0

18
北京中科创大创业教育投资管理有限

公司
松下電器研究開発（蘇州）有限公

司
0 0 - ー ー 投资管理；资产管理；项目投资 单祥双 33左記董事長が筆頭

投資中心の企業のよう
社員数は2016/22人→2017/33人に
増

http://www.zkcd-edu.com/qyjj.html
中科招商集团の傘下、深圳文化产权交易所を運営 1 教育、文化事業関係であり、関係薄いのでは？

19 广东高航知识产权运营有限公司 パナソニック(中国)有限公司 0
20

（再譲渡した特許は4394件）

華為技術有限公司（395）、鴻富精密
工業（深圳）有限公司（115）、中興
通訊股份有限公司（99）、英業達股份
有限公司（48）、比亜迪股份有限公司
（15）

通信、電池、車両
殆ど譲受特許、技術分野は主に通信
関係、各種設備・装置及びその製
造・制御方法

技術情報諮問サービス、科学技術仲介サービス、
科学技術成果鑑定、市場調査、各種代理（工商
登録等）

楊雄 105法定代表者の楊雄（個人）以外、10社の会社も投資
2015年10月19日に社名は広州高航
知識産権諮問有限公司を広東高航
知識産権運営有限公司に変更

会社HP
http://www.gaohangip.com/
譲渡知財は、特許と商標に分類
特許リソースを人類生活需要（医学、農業、家用）、作業・運輸（車両、運輸
包装）、化学・冶金（塗料、コンクリート、冶金）に分類。
更に、高品質の特許リソースを新エネルギー、集積回路、医薬科学、精密化学
工業、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能、生物工程、新
材料、リチウム電池に分類
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同社は12年設立したが、自社名義の出願は4件が存
在（出願権を譲受したと思われる）。外部からの譲
受特許（4414件）は殆ど譲渡した（4394件）、自
社保有特許は少なく（20件）、技術分野も多岐

2017年度は100社の特許譲渡数ランキングにNO.2、知財運営力に高く評価された。
（2017年度のSIPO登録データにより、譲渡特許は191606件、そのうち、発明は
102195件、実用は73627件、意匠は15784件）
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3段階

１：低
２：注
３：危

「3」高い確率で権利運営をするNPEのような組織といえる
「2」可能性はあるが判断難しい、要継続調査（＋、－を付加可）
「1」NPEのような危険性は低い。

「３」
1社
「２+」

2社

を抽出

http://www.zkcd-edu.com/qyjj.html中科招商集团の傘下、深圳文化产权交易所を運営


４．研究に基づく成果
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項目 わかったこと （抜粋）

中国でのNPE ・まだ活発ではない。
活動あり、多くない、未成熟。PFもそれほど強くない。
但し権利を着々とためている

・今年度時点、中国市場でメジャーは未だ外国のNPE
スマート系、通信系、プロセッサ系

・北京、上海、広州、深センで開廷

特許連盟の動向 ・設立件数は増大している
・しかし連盟外部からではなかなか具体活動確認困難

特許譲渡情報から
のNPE予測

・ひとつの見方としては有効ではないかと思われる
課題は「如何に譲渡情報を引き出し、加工するか？」



５．実務への提言
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・定点観測の継続

・情報収集、特許情報分析等を通じ、
自社関連事業分野でのNPEの存在を把握
し、その動向を監視すること
また、その対抗策を講じておくこと



６．積み残された課題
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継続

・WEB・訴訟情報等の定点観測

・インタビュー（有識者・関係各社）

2019年度も委員会継続予定
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ご清聴頂き、ありがとうございました

メンバーの皆さん、
一年間ご苦労様でした！


