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1 東アジア諸国の商標制度 中川　博司 三枝国際特許事務所

2 知的財産権の保護と技術移転 日中合弁事業の実務 中島　敏 社団法人商事法務研究会

3 中国技術移転法制の問題点 中島　敏
日本LES中国問題
ワーキンググループ

4 知的所有権制度と技術移転 最新・日中合弁事業 中島　敏 社団法人商事法務研究会

5 アジア「知的財産」戦略 黒瀬　雅志 ダイヤモンド社 1994/12/8

6 国際比較法シリーズ　現代中国民事訴訟法 斎藤　明美 晃洋書房 1992/3/20

7 アジア諸国における知的財産保護 知的財産研究所　編 通商産業調査会 1995/10/15

8 アジア諸国における知的財産保護 知的財産研究所　編 通商産業調査会 1995/10/15

9 中国特許制度の解説 佐藤　文男 発明協会 1994/12/23

10 中国知的所有権の全貌 魏　啓　学 コマースクリエイト 1993/10/20

11
アジア〔知的財産〕戦略
－激変する各国制度への対応－

黒瀬　雅志 ダイヤモンド社 1994/12/8

12 中国知的財産権判例１００選 日本国際貿易促進協会 日本国際貿易促進協会 97.10

13 中国特許法逐条解説　日本語版 本田　崇 本田国際特許事務所 1998/1/12

14 中国知的財産権ハンドブック 張　輝・韓登営　編 東京布井出版 1999/4/30

15

日本と中国の特許制度についての比較研究特許
審査制度を中心に
Comparative Study on tha Patent Systems
between China and Japan -Focusing on the Patent
Examination system-

(財)知的財産研究所　編 (財)知的財産研究所 Ｈ11.3

16 資料　第２７６号　アジア諸国のＡＤＲ ライセンス委員会 日本知的財産協会 2000年3月

17
平成１１年度総合開発計画調査事業 工業化政策
形成調査　アジア諸国における知的財産保護

知的財産研究所 知的財産研究所 平成12年3月
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18 資料　第２８３号　中国における意匠制度 意匠委員会 日本知的財産協会 2000年12月

19
資料第３００号 アジア模倣品対策フォーラム開催
報告書　企業経営を揺さぶる模倣品

日本知的財産協会 日本知的財産協会 2002/2/19

20
資料第２９４号　アジア・オセアニア諸国での特許取
得上の留意点

日本知的財産協会 日本知的財産協会 2002年6月

21
中国特許法・特許法実施細則審査指南（審査基
準）　日本語版

本田国際特許事務所 本田国際特許事務所 2002/8/1

22 日中商標保護協定 小林　慶基、後藤　晴男 発明協会 1978.3.

23 模倣対策マニュアル 日本貿易振興会投資交流部 1998.3.

24 模倣対策マニュアル－改訂版 日本貿易振興会投資交流部 2000.3.

25 模倣対策マニュアル－改訂版 日本貿易振興会投資交流部 2001.3

26 模倣対策マニュアル 日本貿易振興会投資交流部 2002.3

27 ＷＴＯ加盟に向けた改正中国特許法 小谷　悦司、今道　幸夫、 梁　艶 経済産業調査会出版部 2001.9

28 改正中国特許法解説
日本アイアール知的財産活用研
究所

あいあーるＢｏｏｋｓ 2000.12

29 中国特許制度の解説 佐藤　文男 発明協会 1994.12

30 中国の工業所有権侵害事例・判例集 日本貿易振興会投資交流部 2000.3.

31
ビジネス方法ソフトウェアの特許性
アジア経済構造改革等支援（３Ｅ研究院）事業専門
家派遣実施報告

張　平 日本貿易振興会海外調査部 2002.3

32
アジア経済構造改革等支援(３Ｅ研究院)事業専門
家派遣実施報告書　平成１１年度

日本貿易振興会海外調査部 2000.3

33
アジア経済構造改革等支援(３Ｅ研究院)事業専門
家派遣実施報告書　平成１２年度

日本貿易振興会海外調査部 2001.2

34
アジア経済構造改革等支援(３Ｅ研究院)事業専門
家派遣実施報告書　平成１３年度

日本貿易振興会海外調査部 2002.3

35
アジア経済構造改革等支援(３Ｅ研究院)事業専門
家派遣実施報告書

日本貿易振興会海外調査部 2001.6
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36
中華人民共和国中国特許情報検索システム開発
用教育システム長期調査報告書

国際協力事業団 1986.2

37 中国への技術・特許ライセンス要覧 ニホンブレーン 1979.3

38 中国への技術・特許ライセンス要覧－改訂版－ ニホンブレーン 1985.5

39
中国地域における機械産業の製品サードウェア化
等による知的生産システムの方策調査報告書

中国産業活性化センター 2002.3

40
中国地域における機械産業の製品サードウェア化
等による知的生産システムの方策調査報告書

中国産業活性化センター 2003.3

41 中国知的財産権ハンドブック 張輝、韓登営 東京布井出版 1999.4

42 中国知的所有権法の理論と実際 中国法学全集 8 鄭成思 成文堂 1998.2

43
中国特許情報検索用教育システム開発事業実施
協議調査団報告書

国際協力事業団 1986.8

44
中国特許情報検索用教育システム開発事業エバ
リュエーション調査報告書

国際協力事業団 1990.9

45 中国の工業所有権侵害事例・判例集 ジェトロ海外工業所有権情報 日本貿易振興会投資交流部 2000.3

46 中国の工業所有権侵害判例集－改訂版－ ジェトロ海外工業所有権情報 日本貿易振興会投資交流部 2002.3

47 中国の工業所有権侵害判例集 ジェトロ海外工業所有権情報 日本貿易振興会投資交流部 2001.3

48 中国の製品品質監督検査制度 ジェトロ海外工業所有権情報 日本貿易振興会投資交流部 2000.3

49 中国の知的ライフ・スタイル 林語堂［他］ 青銅社 1979.12

50 中国の特許法 今日の中国 周国 北京周報社 1986

51
平成１１年度アジア経済構造改革等支援(３Ｅ研究
院)事業専門家派遣実施報告書

日本貿易振興会海外調査部 2000.3

52 中国の知的財産の近況 知財権フォーラムＮｏ．４１ 200０年春号 関　和郎 知的財産研究所

53 外国特許制度概説第9版 朝比奈宗太 東洋法規出版
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54 中国知的財産権ハンドブック 張　輝・韓　登営 東京布井出版

55 中国特許制度の解説 佐藤文男 発明協会

56 中国特許法の第2次改正と残された課題 知財管理 Ｖｏｌ．５１－Ｎｏ１－２００１ 中島敏

57
中国特許及び実施細則の第二次改正に伴う実務

上の諸問題について
知財管理 劉　新宇 ２００２年２月号

58 中国の実用新案制度に関する問答 特許ニュース 劉　新宇 2002年6月27日

59
中国のＷＴＯ加盟に伴う知的財産制度の変化と展

望
特許研究 Ｎｏ３４ 劉　新宇 2002年10月

60 中国特許法ー日本特許比較表 知的プリズム Ｎｏ２ 劉　新宇 経済産業調査会 2002年11月

61 中国特許実務について 知的プリズム Ｎｏ３ 劉　新宇 経済産業調査会 2002年12月

62 新専利法詳解 第1版 国家知識産権局条法司 知識産権出版社 2001年8月

63 専利権の保護 第１版 尹　新天 専利文献出版社 1998年11月

64 専利侵権判定実務 第1版 程　永順 法律出版社 2002年3月

65 外観設計専利申請審査指導 第2版 劉　桂栄 専利文献出版社 1998年12月

66 審査指南 第2版 国家知識産権局 知識産権出版社 2001年10月

67
中国の知的財産権における先行権利衝突の取扱

い
ＩＩＰ　ＦＯＲＵＭ 夏号 劉　新宇 2002年8月23日

68
中国における共同研究開発および委託研究開発

における特許権の取り扱い
ＡＩＰＰＩ 劉　新宇 2002年10月


