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はじめに

　みなさんは、「模倣品・海賊版」1）と聞いて何をイメー

ジされるでしょうか？偽ブランドのバックや違法コ

ピーされた音楽CDなどを漠然とイメージされる方も

多いのではないでしょうか？かく言う私も、経済産業

省製造産業局模倣品対策・通商室に出向して模倣品対

策という仕事に携わるまではそのような漠然としたイ

メージしか持ち合わせておりませんでした。そこで、

この誌面をお借りして、模倣品対策という仕事を皆様

にご紹介したいと思います。すでに本年8月に発行さ

れた知財研フォーラム74号にて、模倣品対策・通商室

の業務について網羅的かつ客観的に紹介しております

ので、この誌面では、最初に模倣品・海賊版被害の現

状等に簡単にふれた上で、模倣品対策・通商室にて私

が経験したことを中心に紹介させて頂きます。「特許審

査官が携わる仕事として、このような仕事もあるのだ

なぁ」ということを実感していただければ幸いです。
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1. 模倣品・海賊版被害の現状

　世界経済のグローバル化や製造技術の進歩・拡散

などに伴い、模倣品・海賊版問題が顕在化したため、

模倣品・海賊版問題は知的財産分野におけるホット

トピックの一つとなっています。模倣品・海賊版の

存在は、企業の適正な国際競争を歪め、権利者が本

来得るべき利益を奪い、新たな創造意欲を減退させ

るのみならず、消費者の健康や安全を脅かし、海外

から高い評価を得ている日本ブランドの価値をも毀

損するものです。

　模倣品・海賊版は違法物品であるため、その性質上、

正確な流通量や被害額などを算出することは困難です

が、世界税関機構（WCO）と国際刑事警察機構（ICPO）

寄稿 2

模倣品対策という仕事に
携わって

特許審査第四部映像機器 審査官　岡本  正紀

1）�一般に模倣品とは、産業財産権（特許、実用新案、意匠、商標）などの権利を侵害した製品を指す。一方、海賊版は、音楽、
映画、コンピュータソフトなどの著作権を侵害する商品を指す。この模倣品・海賊版を総称して、知的財産権侵害品とも呼ば
れる。
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フトなどを利用して頒布されるデジタル海賊版も大き

な問題となっています。このデジタル海賊版は、物理

的に取り締まることが出来ないため、これまで海賊版

対策で採られてきたアプローチとは異なるアプローチ

が求められています。

2. 消費者の安心・安全を脅かす模倣品

　途上国を中心に、あらゆる製品の模倣品が存在して

います。模倣品の多くは安全性や耐久性など品質の面

で問題を抱えています。そして、品質に問題のある模

倣品の中には、消費者の生命や身体に対して重大な危

害を及ぼすおそれのあるものもあります。このような

模倣品は、消費者の目に触れる最終製品のみならず、

消費者の目に触れることのない部品まで多様なものに

及んでおり、模倣品問題の深刻な一面といえます。

　例えば、①ブレーキが効かなくなるおそれのある模

倣ブレーキパット、②保護回路の欠如などにより発

熱・爆発するおそれのある模倣充電池、③土壌汚染を

引き起こすおそれのある模倣農薬などが発見されてい

ます。また、飲料や調味料といった食品の模倣も深刻

であり、品質が維持できないような粗悪な容器にいれ

られた模倣食品や、不衛生な環境で製造されたために、

食材に不純物が含まれている模倣食品が存在します。

の報告書（2004年）では、世界における被害額が約80兆

円（5,000億ユーロ）になるとの試算が示されています。

また、経済協力開発機構（OECD）の研究（2007年）では、

国際貿易における模倣品被害が約20兆円（2,000億ド

ル）以上になるとの試算が示されています。このよう

に、模倣品・海賊版による被害は甚大であり、その被

害は我が国の企業活動にとって看過できない規模と

なっています。

　日本企業の模倣被害等に関する調査結果を「模倣被

害調査報告書」2）として特許庁が公表しています。本

年4月に公表された最新の報告書によると、模倣被害

を受けた企業数は増加しており、「海外における模倣被

害が増加傾向にある」とする企業の割合も高止まって

いることが分かります。また、依然として中国が最大

の模倣被害発生国であることや、模倣品は製造された

国の中で消費されるだけでなく、海外に拡散している

ことなども理解できます。この報告書では、企業規模

別、知的財産の権利別、地域別など我が国企業の模倣

被害について詳細な分析がなされていますので、興味

のある方はご一読されることをお勧めします。

　近年、情報通信技術の発展に伴い、インターネット

が模倣品・海賊版の流通に大きな影響を与えています。

模倣被害調査報告書によれば、模倣被害を受けた企業

の約4割が通販サイトやインターネットオークション

など、何らかの形でインターネットを利用した手口に

よる被害を受けています。世界中をつなぐインター

ネットを利用すれば、海外から直接消費者に模倣品・

海賊版を販売することが可能となります。そのため、

医薬品やブランド品などといった比較的単価の高い物

品を中心に、多くの模倣品が海外サイトを通じて販売

されています。最近では、海外のサイトを利用して購

入した模倣品を国内のインターネットオークションを

介して再販売するなど、流通形態が非常に複雑化して

おり、権利者の対策を困難にしています。特に、イン

ターネットオークションを介した模倣品の流通は深刻

な問題となっています。さらに近年では、物理的に複

製された海賊版（パッケージ）に加え、ファイル共有ソ

2）模倣被害調査報告書（特許庁）：http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/jittai/jittai.htm

保護回路が欠如していたため破裂したカメラ用模倣電池（写真提供：
カメラ映像機器工業会）
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　そして、消費者の安全・安心を脅かすという観点か

ら、近年最も問題視されているのが模倣医薬品です。

模倣医薬品は途上国を中心に世界中に流通しており、

甚大な被害を発生させているとの指摘がされていま

す。途上国における模倣品の流通比率は10％以上で、

特に東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカでは30％

以上になるとの推計もあり、マラリア治療薬などの模

倣医薬品によって多くの人が毎年死亡しています3）。

このような問題を受け、国際刑事警察機構（ICPO）は、

世界保健機構（WHO）との協力の下、中国南部で生産

され東南アジアに流通していたとみられる模倣医薬品

業者の摘発を実施しています。

　一方、先進国における模倣医薬品の流通量は1％未

満と推計されていますが、近年はライフスタイルに関

する模倣医薬品の問題が顕在化しつつあります。これ

は、日米欧ともに税関における模倣医薬品の差止点数

が急増していることからも裏付けられます。これら模

倣医薬品は、消費者の生命や健康を直接脅かすもので

あることから、世界的に模倣医薬品問題に対する関心

が高まっています。

3. 手口を巧妙化する模倣業者

　模倣品・海賊版問題の顕在化に伴い、国際機関、

各国政府、企業等が積極的に模倣品・海賊版対策に

取り組むようになったため、模倣品・海賊版に対する

取締りが徐々に強化されてきています。その一方で、

模倣品や海賊版を取り扱う業者は摘発を免れるために

手口を巧妙化してきています。巧妙化の例としては、

①他人の商標をそのまま冒用するのではなく、誤認混

同を惹起しかねない微妙に類似した商標を用いるケー

ス、②他人の商標を冒用する商品ラベル等とノーブラ

ンド品の本体を別々に製造・管理し、販売時にノーブ

ランド品に当該商品ラベル等を貼付するケース4）、③

デザインの一部のみを模倣するケース5）などが挙げら

れます。

　さらに、このような手口をより巧妙化させたものが、

模倣品の製造・流通における国際的な分業です。これ

は、図1に示されるように、水際（税関）で差し止める

ことが困難なノーブランド品と他人の商標を冒用する

商品ラベル等を別々に輸出し、販売国などで貼付して

模
倣
品
対
策
と
い
う
仕
事
に
携
わ
っ
て

3）�模倣医薬品により毎年20万人がマラリアで死亡、ニジェールで5万人に模倣医薬品による髄膜炎の予防接種が行われ、2500人
が死亡している。（出典：WHO）

4）�摘発されたとしても、没収されるのは商品ラベル等のみであり、ノーブランド品である本体は没収されないため、模倣品取扱
業者に大きなダメージを与えることが出来ない。

5）部分意匠制度が導入されていない国では取締りが非常に困難となる。

輸出取締が緩い国
であれば再輸出も

製品本体の製造工場
模倣ラベルの付いて
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図1　典型的な模倣品製造・販売の国際分業のイメージ
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する前の私はそうでした。

　しかし、こちらのそんな事情は外部では全く通用し

ません。外部では、特許審査官（特許庁職員）イコール、

知的財産の専門家という目で見られます。模倣品対

策・通商室に着任して早々、部下の模倣品担当係長と

一緒に企業等の相談に対応しなければなりませんでし

た。相談者は、模倣品・海賊版対策の専門家と信じて

相談に来るわけですが、当時の私は、海外における知的

財産の権利行使等についての知識は皆無に等しく、ヒア

リングに徹する態度で何とか面談をこなし、面談後に猛

勉強をして、相談案件の対処をするという状況でした。

それはまるで湖面を優雅に泳ぐ白鳥が、水面下で足をバ

タバタさせているような姿だった思います。ずっと背伸

びをしているような感じで、辛い日々でした。

　このような対応をいつまでも続けるわけにもいきま

せん。そこで、過去の相談案件を全部ひっくり返して

勉強することにしました。大量のファイルと埃に埋も

れましたが、過去の相談案件の処理内容等をつうじて、

多くの知識を吸収し、その後はある程度自信を持って

積極的に相談業務を行うことができるようになりまし

た。また、単に過去の相談案件を勉強するだけではモ

チベーションを維持するのが難しいので、過去の相談

案件を勉強するのとあわせて、過去の相談案件を整理

し、総合窓口のホームページに“相談案件事例集”とし

て載せることにしました。外部に公表するというプ

レッシャーが膨大な知識を短期間に吸収する原動力と

なりました。身長と異なり、がんばって背伸びをして

いれば、能力は確実に伸びます。

4.3 相談案件の受付状況

　相談受付件数は、総合窓口が設置されて以来、情報

提供なども含め、2008年8月末までに973件に達して

います。商品分野は、文具・台所用品・玩具等の雑貨、

生地・衣服等の繊維、電話・電卓・音響機器・テレビ

等の電子・電気機器、冷蔵庫・ミシン・生産機械等の

一般・産業機械、DVD・CD等の光ディスクなど多岐

にわたります。模倣品・海賊版の製造国が判明してい

る相談案件では、中国（香港を含む）が製造国である場

流通させることで実質的に模倣品の輸出を容易にする

手口です。このようにして、様々な形で取締りをくぐ

り抜け、輸出された安価な模倣品は、模倣された先進

諸国企業の利益を奪うのみならず、模倣品が流入した

発展途上国の競合する自国企業や正規品を扱う小売店

舗の利益を奪うなど、深刻な問題になりつつあると指

摘されています。

4. 相談業務編

　これまでの説明で模倣品・海賊版問題についての理

解を深めて頂けたのではないかと思います。ここから

は、模倣品対策・通商室で私が携わった仕事について

紹介します。まずは、2006年10月に私が模倣品対策・

通商室に出向して以来ずっと携わった、政府模倣品・

海賊版対策総合窓口6）における相談業務について紹介

させて頂きます。

4.1 政府模倣品・海賊版対策総合窓口とは

　模倣品・海賊版問題が顕在化するにつれて、企業等

から「役所の相談先がわかりにくい、政府の相談窓口

を一元化すべき」といった声が寄せられるようになっ

たため、「知的財産推進計画2004」において、「政府にお

ける一元的な相談窓口を経済産業省に設置する」こと

が決定されました。これを受け、2004年8月、経済産

業省製造産業局模倣品対策・通商室内に政府模倣品・

海賊版対策総合窓口（以下、総合窓口と表記する。）が

設置され、相談業務が開始されました。

4.2 はじめての相談業務

　相談業務では、関係省庁と連携をとりつつ、権利

者や企業等からの相談や申立に迅速かつ適確に対応

することが求められます。特許審査官は特許権を取

得するプロセス、特に特許審査に関しては専門知識

を有しているものの、知的財産分野全般、特に具体

的な権利行使（エンフォースメント）に関してはそれ

ほど詳しくないというのが一般的な姿ではないで

しょうか。少なくとも、模倣品対策・通商室に出向

6）政府模倣品・海賊版対策総合窓口ホームページ　http://www.meti.go.jp/policy/ipr/index.html
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れ、模倣品と判定された商品は税関で没収されました。

③（独）日本貿易振興機構の海外事務所を紹介した事例

　建設資材を製造している企業から、サウジアラビア

で外国製と見られる模倣品によって被害を受けている

との相談が総合窓口に寄せられました。当該企業は行

政機関への摘発要請や取引業者への注意喚起など行っ

たものの、出荷量は3割減になるとともに、サウジア

ラビアにおいて建設資材の消費が伸びているにもかか

わらず出荷量が増加していないという状況でした。総

合窓口では、当該企業に模倣品製造国と思われる国で

の商標登録などの模倣品対策を助言するとともに、当

該相談案件を政府の制度・運用や法律事務所等のサウ

ジアラビアの事情に詳しい（独）日本貿易振興機構のリ

ヤド事務所に取り次ぎました。当該企業はリヤド事務

所の助言と協力により、サウジアラビアの税関等への

模倣品監視手続きを行うなど対策を実施し、同国市場

において業績を急速に回復しました。

　上記3つの事例以外にも上手く解決したケースは多

くありますが、一方で、総合窓口としての対応の限界

から、相談案件の解決に寄与することができないとい

う残念なケースもありました。多くの場合、模倣被害

発生国で知的財産権を保有しているかどうかが問題を

解決できるかどうかの分かれ道だったと思います。武

器がなければ戦えません。費用等の問題もありますが、

自社の市場とみなしている国では自社の知的財産を

しっかり権利化しておくことが重要です。

4.5 相談業務をつうじて

　審査官時代にも企業など外部の方と面談をする機会

はありましたが、技術説明など、基本的に目的がしっ

かりしており、受け身で済む面談が多かったと思いま

す。相談業務ではもう少しインタラクティブな対応が

求められます。そのため、最初のうちはどのように企

業等と接していくのか、その感覚を掴むのに非常に苦

労しました。多くの相談案件をつうじて、産業界、省

内関係課室、外務省・財務省・文化庁・警察庁等の関

合が約半数を占めています。また、流通形態の観点か

らみると、インターネットを利用した流通形態に関す

る相談が多くなっています。関連法令別では、商標法

が最も多く、著作権法、不正競争防止法、特許法、意

匠法、種苗法の順となっています。相談受付件数は年々

増加しており、総合窓口に対する認識が広まっている

といえます。なお、相談案件の受付状況等について詳

しく知りたい方は、政府模倣品・海賊版対策総合窓口

年次報告書7）をご参照ください。

4.4 具体的な対応事例

　総合窓口への相談が模倣品取扱業者の逮捕や模倣品

排除による業績回復につながったケースもあります。

ここでは、3つの事例を紹介します。

①検挙に至った事例

　総合窓口あてに、福島県内においてペット用衣類の

販売業者がインターネットを利用し、自社の登録商標

に類似した商標を付したペット用衣類の販売を行って

いるので摘発してほしいとの相談が寄せられました。

警察庁から本件相談内容に基づく情報提供を福島県警

察に行った結果、福島県警察本部及び白河警察署は、

本情報に基づく内偵捜査等を実施し、2008年2月、販

売業者を商標法違反により現行犯逮捕しました。

② 関係省庁、大使館、企業が限られた時間の中で協力

して対応した事例

　ウルグアイの税関から日本の在ウルグアイ日本大使

館あてに、中国からウルグアイを経由して他国に運ば

れる二つの貨物の中から、日本企業4社の商品の模倣

品と疑わしきものを相当数発見したとの通報があり、

真贋判定が必要なことから、大使館に対してウルグア

イに支社がない2社に連絡を取るよう協力依頼があり

ました。税関での保管期間は一週間であるため、ただ

ちに大使館から外務省本省を通じて、総合窓口を務め

る模倣品対策・通商室に情報が伝達され、模倣品対策・

通商室から2社に連絡を取りました。真贋判定の結果、

1社の商品は真正品、もう1社の商品は模倣品と判定さ
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7）政府模倣品・海賊版対策総合窓口年次報告書　http://www.meti.go.jp/press/20080630002/20080630002.html
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拡大する中で、知的財産保護の強化に向けた取り組み

の一環として、2006年11月に中華人民共和国最高人民

法院裁判官・最高人民検察院検察官を含む両院の知的

財産担当官を日本へ招聘しました。そして、中国の知

的財産保護制度・法執行の一層の改善を図ることを目

的とし、我が国の知的財産保護に関する取り組みや制

度について中国側に紹介するとともに、我が国関係省

庁、法曹界、知的財産関連団体及び企業との間で意見

交換を行いました。あわせて、中国において知的財産

被害を受けた日本企業等がより効果的な救済措置を講

じられるようにするため、中国における司法制度およ

び知的財産関連制度をテーマとして、両院の知的財産

担当官によるプレゼンテーション及び、日中双方の有

識者によるパネルディスカッションを内容とする一般

企業向けシンポジウムを実施しました。

　まだ、着任して間もないため右も左も分からない状

態だったのに加え、模倣品対策・通商室にとってこれ

が初めての招聘事業でしたので、関係省庁や産業界等

との調整や、意見交換会やシンポジウムの準備などに

大変苦労しました。当時は、「すごいところに異動して

係省庁との接し方や模倣品・海賊版問題について多く

を学ぶことができました。また、相談案件が上手く解

決し、相談者に感謝された時には何ともいえない充実

感を得られました。ここで得た経験や知識は、後ほど

紹介させて頂く海外でのオペレーション等に携わった

際に強力な武器となりました。

5. 中国編

　中国は最大の模倣被害発生国であるとともに、最大

の模倣品輸出国であると考えられており、官民ともに

特に重点を置いた取り組みを行っています。私が模倣

品対策・通商室に着任した当時は、模倣品対策・通商

室は“中国対策室”と呼ばれるほど、中国対策関連の業

務の占める割合が高い状態でした。ここでは、私が携

わった中国関連の仕事について紹介します。

5.1 招聘事業

　私が着任して最初のビックイベントが招聘事業でし

た。模倣品対策・通商室では、日本企業の模倣被害が

天安門（北京）

相談案件に迅速かつ適確に
対応する仕事ぶりは、まさ
に行政官の鏡。模倣品対策・
通商室の縁の下の力持ち、
渡邉係長。

両院訪日団が特許庁を訪問（2006/11：東京）

訪日団長と筆者
（2006/11：東京）
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会がやってきました。業務としての海外出張は、三極

審査官会合で米国（ワシントン）に出張したことがあっ

ただけでしたので、不安と期待が入り混じった状態で

した。内容は、米国商工会議所と中国国際貿易促進委

員会が北京で開催するIPRサミット（Global�Forum�on�

Intellectual� Property� Rights� Protection� and�

Innovation）に、日本の産業界や政府関係者などと参加

するというものでした。上司のプレゼン資料の作成な

ど準備には苦労しましたが、外国政府関係者の振る舞

い方を肌で感じることができたり、第一線で活躍して

いる駐在員の話を聞くことができたりと非常に有意義

な経験をさせて頂きました。まさに、百聞は一見に如

かずという古人の言葉どおりでした。

5.3 知的財産保護官民合同訪中代表団

　経済産業省は、模倣品・海賊版等の海外における知

的財産侵害問題の解決に意欲を有する企業・団体に

よって業種横断的に構成された国際知的財産保護

しまったなぁ。」と思いましたが、これはまだ序の口に

すぎませんでした。ただ、この招聘事業をつうじて、

外国政府との付き合い方の基本的なルールを学べたこ

とは非常に有意義だったと思います。

　初めての招聘事業が無事に終わり、ほっとしたのも

束の間、初めての招聘事業から一ヶ月後の同年12月に

は中国の商標法・反不正当競争防止法の概要及び改正

内容等について、我が国企業の理解を深めるとともに、

当該法制度の一層の改善を図ることを目的とし、中華

人民共和国国務院法制弁公室（法律制定・改正を所管）

及び国家工商行政管理総局（商標法を所管）の知的財産

担当官を日本へ招聘し、関係省庁、知的財産関連団体

及び日本企業との意見交換を行うとともに、一般企業

向けシンポジウムを開催しました。招聘事業の対応に

追われ、気がついたら新年を迎えていました。

5.2 北京IPRサミット

　2007年3月、いよいよ出向後初めて海外出張する機
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両院訪日団を迎えてのシンポジウム（2006/11：東京）

国務院法制弁公室・国家工商行政管理総局と日本産業界との意見交
換（2006/12：東京）

IPRサミットの会場風景（2007/3：北京）

IPRサミットの晩餐会が開かれた人民大会堂（北京）
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は総勢約50名のメンバーが参加しました。また、訪問

先となる中国政府機関も実務レベルミッションで15機

関、ハイレベルミッションで11機関と多岐にわたりま

す。さらに、5回目の派遣ということもあり、法制度

整備や取締強化などの要請内容は深化しており、専門

的かつ多岐にわたる内容となっていました。

　模倣品対策・通商室はミッション全体の取りまとめ

役だったため、関係者間の調整等を行う必要がありま

した。私の力不足によるところが大きいと思いますが、

それぞれの立場からそれぞれの思惑でミッションに参

加している関係者間の調整には非常に苦労しました。

また、要請内容等について過去の経緯も含めてキャッ

チアップするため、短期間に非常に多くの勉強をしな

ければならず大変でした。さらに、外部的要因により

ハイレベルミッションの派遣時期が突然変更となるハ

プニングが発生するなど、今になって思い返してみれ

ば、このミッション派遣に携わっていた時期が一番き

つかった気がします。

フォーラム（IIPPF）8）と連携して知的財産保護官民合

同訪中代表団（以下、ミッションと表記する。）を派遣

し、知的財産保護に関連する中国政府各機関に対し、

法制度整備や取締強化などを「要請」するとともに、模

倣品・海賊版対策の強化に資する意見交換やセミナー

の開催などの「協力」を提案しています。

　第1回目（2002年）の派遣以来、すでに派遣回数は5回

を数え、商務部、国家版権局、海関総署（税関）などの

行政機関、我が国の最高裁判所にあたる中国最高人民

法院、我が国の法制局にあたる中国国務院法制弁公室

など、模倣品・海賊版に関係する多くの政府機関を訪

問し、制度・運用の改善要請や協力提案などを行って

きました。

　私は、2007年4月の実務レベルミッションと、同年

9月のハイレベルミッションに携わる機会を頂きまし

た。ミッションは、多くの日本産業界関係者と関係省

庁を含む政府関係者から構成されます。実務レベル

ミッションには総勢約40名、ハイレベルミッションに

8）�国際知的財産フォーラム（IIPPF）は模倣品・海賊版などの海外における知的財産侵害問題の解決をめざす企業・団体の集まり。
現在、ミッション派遣・情報交換・人材育成など4つのプロジェクトチームによる活動を行っており、内外の関係機関と連携
した取り組みを展開している。IIPPFホームページ　http://www.jetro.go.jp/biz/ip/iippf/

全国人民代表大会常務委員会訪問（2007/4：北京）

海関総署訪問（2007/4：北京）

官民合同訪中代表団（2007/9：北京）商務部訪問（2007/4：北京）
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6. 日米欧協力編

　模倣品・海賊版は世界中に拡散しており、世界各地

で模倣品・海賊版対策を講じる必要性に迫られていま

す。しかしながら、各国とも模

倣品・海賊版対策に割くことが

できるリソースは限られている

ため、各国が連携して効率的な

模倣品・海賊版対策を実施する

ことが求められていました。特

に、模倣品・海賊版被害に遭っ

ている企業を多く抱える日米欧

の連携強化が強く求められてい

ました。

　事実、2007年1月に日本国経済

産業省と米国商務省との間で合

意された『日本国経済産業省と米

国商務省との間の知的財産権の

保護及び執行とその他のグロー

バルな課題への協力強化のため

の共同イニシアティブ』9）では、

模倣品・海賊版被害が発生して

いる第三国において、ベストプ

ラクティスの交換等、日米で連

　ただ、ミッション派遣中、連日深夜に及んだ作業中

に関係者から差し入れを頂いたことや、個人的にとて

も怖い存在だったミッション派遣の要である後谷ジェ

トロ北京知的財産部長（当時）からミッション最終日に

“よくやった”と言って頂いた（リップサービスかも知

れませんが……）ことはホロッとしたいい思い出です。

また、結果として、ここで得た様々な経験や知識がそ

の後、中国以外の模倣品対策を推進していくにあたり

非常に役立ちました。苦境は人を育てます。

コラム ● 各国の模倣品市場

　仕事柄、海外に出張に行った際には模倣品市場に足を踏み入れることが
多かったです。私が足を踏み入れたのは、中国・タイ・マレーシア・ペルー・
ブラジルの模倣品市場でした。一般的なことが言えるほどたくさんの市場
を訪れたわけではありませんが、中国についてはニュースなどでも頻繁に
取り上げられているように、ブランド品などが大量に並べられており、客
引きも激しく、非常に賑やかな場所となっています。客には欧米人が目立
ちました。マレーシアやタイは中国の模倣品市場を少し落ち着かせたよう
な雰囲気を感じました。どこも、観光地といったイメージがあり、治安的
にもそれほど不安を感じません。なお、海賊版は街中至るところで売って
います。
　一方、ペルーの模倣品市場は生活感があふれており、現地の人が普通に
買い物をする場といった感じで、外国人は見あたりませんでした。非常に
治安が悪いらしく、ボディガードと一緒に市場に足を踏み入れなければな
りませんでした。時計・衣類・靴・電化製品などが目につき、ブランドバッ
クなどはあまり目にしませんでした。店内では堂々と海賊版が製造され、
どんどん店頭に並べられていました。ブラジルで足を踏み入れた模倣品市
場も現地人を相手にしている感じで、食品市場などと併存しており、模倣
品・海賊版が生活の一部に組み込まれているようでした。模倣品市場を訪
れる度に、模倣品・海賊版対策の難しさを思い知らされます。

9）�「知的財産権の保護及び執行とその他のグローバルな課題への協力強化のための共同イニシアティブ」：知的財産権の保護及び
執行、基準認証、輸出管理、クリーン開発と気候問題、情報セキュリティの分野を含む日米両国が認識するグローバルな課題
について二国間の協力事項をまとめたもの。http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/n_america/us/data/meti_doc_
cooperation20060330.pdf

チャオプラヤー川（バンコク）

弁護士事務所から出向して
いる分部専門官。法律の専
門 家 で あ る 彼 は 模 倣 品 対
策・通商室の重要な戦力で
あり、主に中国対策を担当
している。同年代というこ
ともあり、オンだけでなく、
オフでも頼りになる存在。
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体との連携強化”が挙げられており、現地日系企業の

関心も高いことから、賛同が得られやすい」、「バンコ

クには日米欧政府それぞれが知的財産担当者を駐在さ

せていて、これまでも情報交換等を随時行ってきてお

り、連携した活動の必要性を認識している」との貴重

な情報を頂きました。客観的にも、東南アジア諸国の

中で高い経済力を誇るタイにおける日本企業の模倣被

害は多く、模倣される製品は多岐にわたり、また日本

企業のみならず、欧米企業も大きな模倣被害を受けて

いました11）。そこで、欧米政府に打診したところ、ま

ずはタイにおいて日米欧連携を推進していくことで合

意がとれ、ようやく具体的なフェーズに移行すること

ができました。光明が見えた瞬間でした。

6.2 日米欧官民合同会合

　2007年12月に、タイにおける模倣品・海賊版対策に

かかる日米欧連携を推進するため日米欧政府関係者に

よる日米欧現地会合を開催し、タイを中心とする東南

アジアにおける模倣品・海賊版対策に関する日米欧官

民間の情報交換の促進などを目的とした、日米欧官民

合同会合を開催することで調整がなされました。また、

現地日系企業の支援を仰ぐため、バンコクIPGに参加

し、日米欧連携に関する説明を行いました。

　そして、2008年4月に第1回日米欧官民合同会合が開

催されました。この会合には、日米欧官民あわせて約

100名が出席し、東南アジアにおける日米欧連携の基

礎とするべく、模倣品・海賊版問題に関する情報交換・

意見交換が行われました。

　在タイ日本大使館公使から開会の挨拶、米国国際知

的財産執行調整官及びEU代表部公使から基調講演が

行われたのち、「模倣被害実態」をテーマとしたラウン

ドテーブルⅠが行われ、続いて「今後の対策」をテーマ

としたラウンドテーブルⅡが行われました。最後にラ

ウンドテーブルの結果を踏まえ、日米欧が今後どのよ

うな形で連携強化を図っていくべきかについて議論が

携した模倣品・海賊版対策を実施していくことが謳わ

れていました。また、2007年6月の日・EU定期首脳協

議において採択された『知的財産権の保護と執行に関

する日・EU行動計画』10）では、模倣品・海賊版被害発

生国おける日欧連携の実施が謳われていました。

6.1 手がかりなし

　このような状況から、経済産業省においても、当該

日米共同イニシアティブや日・EU行動計画に基づく

中国以外の第三国における模倣品・海賊版対策にかか

る日米欧連携の具体的な進展が望まれていました。理

想を高らかに謳いあげるのは簡単ですが、具体的に進

展させるとなると話は別です。ミッション派遣が一段

落した私は、模倣品・海賊版対策にかかる日米欧連携

の推進を担当することとなりました。何の手がかりも

なく、教授から新規の研究テーマを与えられたゼミ生

の気分でした。米国の担当者が来日した際に、サラッ

と「どの国で日米協力を推進していくべきだと考えて

いるのか？」と問いかけたところ、何の迷いも見せず

に「ブラジル！」との答えが返ってきて、しばし放心状

態でした……。

　その後、海外における日本企業の模倣被害や対策実

施状況などを研究したところ、ブラジルにおいては日

本産業界も日本政府も模倣品・海賊版対策に関する知

見はあまりなく、日米（欧）連携を推進していくだけの

基礎体力がその時点ではありませんでした。一方で、

東南アジアにおいては、日本産業界も日本政府も模倣

品・海賊版対策に関するかなりの知見を有しており、

人的リソースもそれなりに割り当てられている状況で

した。そこで、東南アジアで日米欧連携を推進するべ

く具体的な調査を行っていたところ、幸運の女神が微

笑みました。

　天野ジェトロバンコクセンター知的財産権担当部長

より、「バンコク日系企業知的財産研究会（通称：バン

コクIPG）の目的の一つに“欧米系政府機関・企業・団

10）�「知的財産権の保護と執行に関する日・EU行動計画」：模倣被害情報の交換等、知的財産権の執行に関する協力事項と、特許
調和等、知的財産の保護についての協力事項を両政府間でまとめたもの。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/shuno16/f_
irp.html#top

11）�米国企業のタイにおける海賊版被害額は3.6億ドル以上と推計（2007年：米国国際知的財産同盟）され、EUでも輸出税関で差
し止められるタイ国仕出しの件数は中国仕出しに次いで多い。
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内外で色々な障害にぶつかるなど厳しい局面もありま

したが、欧米との交渉の仕方や現地日本勢との協力の

仕方など、教科書では学ぶことができない経験を積む

ことができ、得たものは大きかったと思います。

　また、日・EU知財対話など、本国ベースでの欧米

との各種会議を垣間見る機会があったことも貴重な経

験だったと思います。そして、「規制改革及び競争政策

イニシアティブ」に関する日米両国首脳への第7回報告

書に当該会合に関する事項が盛り込まれるなど、対外

的に評価された点もありがたかったです。なお、当該

会合は、天野ジェトロバンコクセンター知的財産権担

当部長の手厚いサポートがなければ成功しなかったと

思います。この場をお借りして改めてお礼を申し上げ

ます。

なされました。その後、タイ商務省知的財産局長など

のタイ政府関係者も参加したレセプションにて個別事

項について関係者間で意見交換がなされました。同じ

模倣品・海賊版対策というテーマでも、日米欧の興味

がそれぞれ微妙に異なっていた点が興味深かったで

す。業界単位や専門機関単位での模倣品・海賊版対策

に関する日米欧連携はすでに行われていましたが、特

定の地域における模倣品・海賊版対策をテーマにして

日米欧の関係者が業種横断的に参加した会合はこれが

初めてでした。

　個人的にも、当日の会合では司会やモデレータを務

めさせて頂くなど、貴重な経験をさせて頂きました。

当該会合開催に至るまでには、アジェンダについて欧

米との激しい攻防戦もありましたし、それ以外にも国

バンコクIPG（2007/12：バンコク）

日米欧連携の必要性を早い時期から説いてい
た、模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA）担当
の北村専門官。本省で仕事をする上での基礎
を教えてもらいました。仕事に対する熱意と、
先を見据えた仕事の進め方は大いに見習うと
ころがあります。

トロピカルな会場（2008/4：バンコク）

会場風景（2008/4：バンコク）

モデレータを務める筆者（2008/4：バンコク）

司会を務める筆者（2008/4：バンコク）

第5回日・EU知財対話（2008/3：東京）
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食品など消費者の生命や安全にかかわる製品にも広が

るとともに、国際的な分業も進み、手口も巧妙化して

いることを踏まえ、問題の解決に向けて、官民が一体

となって対応することが重要であるなどの意見が出さ

れました。さらに、2008年6月に2回目の懇談会が開催

されました。産業界から、世界規模での模倣被害の拡

大や、インターネットによる被害の拡大、安全・安心

の観点から問題のある模倣品の増加など、模倣品・海

賊版を巡る現状が報告されるとともに、業界としての

取り組み状況などについての紹介がなされました。ま

た、拡大する模倣被害に対応するため、官民間の連携

や情報共有の強化などを期待するといった意見が出さ

れました。

　産業界のトップ等が多数出席する懇談会を開催する

には膨大な準備作業が必要です。懇談会開催の1週間

前には、模倣品対策・通商室に室員総動員令が発令さ

れ、まさに猫の手も借りたいほど忙しい状況となりま

した。室員の見事なチームワークが発揮されたおかげ

で、両懇談会とも無事に乗り切ることができました。

大変でしたが、懇談会終了後、心地よい疲労感に包ま

れたのを記憶しています。気分は部活動です。個人的

には、ロジスティックな作業の進め方について多くを

学べた機会でもありました。

8. 経済連携協定（EPA）編

　今年8月に世界貿易機関（WTO）多角的貿易交渉

（ドーハラウンド）の閣僚会合が決裂したことは皆さん

の記憶に新しいと思います。このWTOは、ラウンド

交渉を通じて等しく貿易障壁（関税など）の削減・撤廃

を目指すもので、最恵国待遇（MFN：Most-Favored-

Nation）の原則が適用されます。WTO協定における「最

恵国待遇」の例外として、「実質上全ての貿易を自由化」

することを条件に、締約国間のみで関税の削減・撤廃

等を目的とした自由貿易協定（FTA：Free�Trade�

Agreement） や 経 済 連 携 協 定（EPA：Economic�

Partnership�Agreement）が認められています。

　FTAとEPAは、FTAが特定の国や地域の間で、物品

の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃する協定

であるのに対し、EPAは自由貿易協定を柱に、ヒト、

7. 大臣懇談会編

　外国政府等に対する要請や協力等の活動を効果的に

実施するためには、実際に侵害情報を保有している産

業界との意見交換や情報共有などをつうじて、実効的

な官民連携を推進していくことが重要となります。そ

こで、2007年11月、甘利経済産業大臣（当時）と電気機

器、自動車、玩具、医薬、化粧品、食品、コンテンツ

などの幅広い分野にわたる産業界代表とによる模倣

品・海賊版対策についての懇談会が初めて開催されま

した。この懇談会では、模倣品問題が、部品、医薬品、

懇談会風景
（2007/11：東京）

懇談会風景（2008/6：東京）

懇談会風景（2008/6：東京）
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り込まれており、当該規定の実施状況のフォローアッ

プの一環として、知的財産の技術的な問題を専門的に

解決すべく、第1回知的財産に関する小委員会（以下、

知財小委員会という。）がマレーシアのクアラルンプー

ルで2008年1月に開催されることとなりました。日本

政府にとっては、この知財小委員会が、マレーシア以

外の国も含め、EPAにかかる初めての知的財産に特化

した小委員会でした。比較的高い製造技術力を有する

マレーシアでは、シンジゲートなどによって組織的に

模倣行為がなされるケースが多く、インクカートリッ

ジなどの分野で甚大な被害が生じていると考えられて

おり、私は模倣品対策という観点から当該知財小委員

会に携わることとなりました。

　模倣品対策・通商室を代表して非公式に外国政府関

係者と意見交換などを行うことはこれまでにもありま

したが、公式な場で外国政府関係者と交渉するのはこ

れが初めてでしたので、大変なプレッシャーを感じた

記憶があります。さらに、「マレー語と日本語だから通

訳が入るな」と勝手に都合良く考えていたところ、協

議は英語との一報が入り、プレッシャーに拍車がかか

りました。

　とはいえ、マレーシア政府関係者に日本政府として

直接働きかけることができる貴重な機会でしたので、

本国ベースで産業界からヒアリングを行いつつ、現地

関係者とも連携して、論点の整理等、知財小委員会へ

向けての準備を念入りに行いました。本件に限った話

ではありませんが、模倣品・海賊版対策という仕事に

おいては、総論で反対されることはありません。総論

で反対するのは模倣業者くらいです。ですから、関係

者の意見に謙虚に耳を傾け、真面目に取り組んでいれ

ば、たとえ障害にぶつかっても、必ずキーパーソンと

なる人物が出現していろいろと助けてくれるというの

が、私の実感です。単に私が幸運だっただけかも知れ

ませんが……。本件においても、事務機器系メーカの

知財担当者やジェトロ・クアラルンプール・センター

の次長から情報提供等、必要なサポートを得ることが

でき、非常に有意義な協議を実施することができました。

モノ、カネの移動の自由化、円滑化を図り、幅広い経

済関係の強化を図る協定である点で異なります。つま

り、EPAでは、関税の撤廃だけでなく、投資や協力な

どを含む幅広い経済関係強化を目指しています。そし

て日本はこのEPAの締結を積極的に推進しています12）。

　皆さんの中には、「突然なぜ、通商政策の話になった

のだろうか？」と思った方もいらっしゃるかも知れま

せんが、このEPAには知的財産に関する規定を盛り込

むことも可能であり、実際多くのEPAに知的財産権の

適正な範囲の確保や権利の執行強化を目的とした規定

が盛り込まれています。

　そして、EPAというものは、発効したらそれっきり

というわけではなく、通常、発行後には、EPA協定に

盛り込まれた規定の運用等の監視や見直しを目的とし

た協議が相手国との合意のうえで実施されます。

8.1  マレーシア

　マレーシアとの間では、2006年にEPAが発効して

います。このEPAにも知的財産保護に関する規定が盛

12）�対外経済政策総合サイト（経済連携協定（EPA）／自由貿易協定（FTA）の推進について）　http://www.meti.go.jp/policy/
trade_policy/epa/index.html

ペトロナスツインタワー（クアラルンプール）。
一方のタワーは日本企業が建設し、もう一方の
タワーは韓国企業が建設した。
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して冷静に粘り強くマレーシア側の議長と交渉してお

り、「さすがだなぁ」と思いました。私はというと、初

陣ということもあり、自分の議題で頭がいっぱいで、

戦力外を決め込みじっとしていました（笑）。まだまだ

未熟者です。

　なお、この知財小委員会の結果を受け、日本政府等

の協力の下、ジェトロ・クアラルンプール・センター

のアレンジで、マレーシアで深刻な模倣被害を受けて

いる日系事務機器メーカ等とマレーシア税関による真

贋判定セミナーが2008年4月にマレーシアのクアラル

ンプールで開催されました。私も参加させて頂きまし

たが、マレーシア税関も前向きな対応で、非常に有意

義なセミナーでした。

　この知財小委員会に携わったことで、通商政策関係

の知識を深めることができましたし、産業界からの

ニーズの聴取、論点の整理、相手国政府への打ち込み

という一連の作業に主体的に関与するという有意義な

経験を得ることができました。知財小委員会開催の直

前に開催予定日が突然マレーシアの休日になってしま

い、出張直前に開催延期の決定がなされバタバタした

ハプニングなども、今ではいい思い出です。

　簡単に協議内容に触れると、日本側からは、①商標

権に係る税関差止の申請手続きの簡易化、②意匠権に

係る税関差止制度の導入、③模倣品業者摘発後の処

罰・押収物品の破棄の透明化等について改善要求を行

いました。あわせて、マレーシア税関職員の模倣品・

海賊版取締り能力の向上を目的とした真贋判定セミ

ナーの開催を提案しました。

　マレーシア政府もこれらの改善要請について真剣に

受け止めるとともに、商標権に関する税関差し止めの

申請手続きの簡素化については、差し止め申請フォー

ムの項目すべてに記載できなくとも、まずは知的財産

庁に相談すれば可能な範囲で差し止めるよう対応する

など具体的な対応策を示しました。また、税関職員に

対する日本製品の真贋判定セミナー開催に協力したい

との表明もありました。

　この知財小委員会では、模倣品・海賊版問題だけ

でなく、意匠制度等も議題となっていたため、特許

庁から久保地域政策室長なども参加され、日本側の

議長は久保室長が務められました。知財小委員会全

体に関わる事項でマレーシア政府と日本政府との意

見が食い違い、場が乱れたときも、久保室長は議長と

クアラルンプールの模倣品市場。欧米からの旅行者と思われる人が
客の大半を占めていた。

知財小委員会
（2008/1：クアラル

ンプール）

税関セミナー集合写真（2008/4：クアラルンプール）

税関セミナー
（2008/4：クアラル

ンプール）
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Experts�Group：知的財産権専門家会合）15）が設置され

ています。

　従来からAPECは模倣品・海賊版対策に取り組んで

おり、様々な提案等をしています。知的財産保護に向

けて国際的な取組を進めるため、日本はAPECの場に

おいても、模倣品・海賊版対策に積極的に取り組んで

おり、これまで、権利者や企業等への模倣品･海賊版

対策に関するウェブサイトを通じた情報提供や産業界

への相談窓口等となる知的財産権（IPR）サービスセン

ターの各エコノミーへの設置（2003年）やAPEC模倣

品・海賊版対策イニシアティブの策定（2005年：日米

韓共同提案）を提案し、実現してきました。

　IPRサービスセンターについては、我が国では2004

年11月以降、政府模倣品・海賊版対策総合窓口が担っ

ています。このIPRサービスセンターは、日本の他に

米国、豪州、ニュージーランド、カナダ、中国、韓国、

香港、マレーシア、メキシコ、シンガポール、タイ、ベ

トナム、台湾にも設置されています。また、APEC模倣

品・海賊版対策イニシアティブに関連する6つのモデ

ルガイドライン（図2参照）を継続して実施していくこ

とと、知的財産の保護・執行を強化するためのさらな

る取り組みをおこなっていくことが、2007年9月に採

択された閣僚会議の共同声明に盛り込まれています。

9. アジア太平洋経済協力（APEC）編

　APEC（Asia-Pacific�Economic�Cooperation：アジ

ア太平洋経済協力）13）は、1989年に発足したアジア太

平洋地域の持続的発展に向けた地域協力の枠組みで

す。現在、参加メンバーは21エコノミー 14）となってい

ます。2008年の議長国はペルーです。APECには、

CTI（Committee�on�Trade�and� Investment：貿易投資

委員会）の公式サブグループとして、各エコノミーの

知的財産権分野の専門家が集まり、専門的かつ具体的

な検討を行うIPEG（Intellectual�Property�Rights�

13）対外経済政策総合サイト（APEC）　http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/apec/
　　外務省ホームページ（APEC）　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/index.html
14）チャイニーズ・タイペイ及び中国香港が参加しているため、「国」ではなく、「エコノミー」という表現を用います。
15）特許庁ホームページ（IPEG）　http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/apechome.htm

マヨール広場にある大統領府（リマ）

APEC模倣品・海賊版対策 
イニシアティブ 
（2005年）

① 模倣品・海賊版取引の削減
② インターネット上の知財侵害の削減
③ メンバー間の協力強化
④ 能力構築支援

2005年

2005年2005年

2006年

2006年

2007年

模倣品・海賊版の取
引削減のためのモデ
ルガイドライン

模倣品・海賊版から
サプライチェーンを
保護するためのモデ
ルガイドライン インターネット上の

模倣品・海賊版販売
を防止するためのモ
デルガイドライン

不正な複製を防止す
るためのモデルガイ
ドライン

知的財産権に係る効
果的な公衆周知のた
めのモデルガイドラ
イン

知的財産権に関する
能力構築を強化する
ためのモデルガイド
ライン

図2　APEC模倣品・海賊版対策イニシアティブと6つのモデルガイドライン
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と協力し、合同セッション成功に向けて、各エコノミー

の税関制度や知的財産保護に係るキャパビルの実施状

況を調査するための調査票を作成・配布・回収し、回

収結果に基づいた分析を行ったり、合同セッションで

行うプレゼンテーションの準備に取り組みました。開

催地がペルーであったため、黄熱病の予防接種などと

いった出張準備にも時間を割かれ、作業に費やす時間

が意外と少なくて苦労しました。他のエコノミーとの

やりとりや、資料作成などといった諸々の作業はすべ

て英語でしたので、英語で仕事をすることに慣れてい

ない私としては、その点でもかなり苦戦を強いられま

した。おかげさまで、この仕事を通じて英語力がどれ

ほど向上したかは分かりませんが、少なくとも、英語

を使って仕事をする“免疫”はついたのではないかと思

います。人間、追い詰められると成長します。

　合同セッションには、各エコノミーから約70名が出

席し、日本から、合同セッションを開催した背景や目

的、水際取締のためのキャパビル活動の必要性と現在

の取組、各国の税関手続の概要についてプレゼンテー

ションを行うとともに、米国から、IPR水際取締のた

めの革新的技術の取組（模倣品を含むリスクの大小を

参考に取締を行う「リスクモデル」等）についてプレゼ

ンテーションを行いました。その後、当該プレゼンテー

ションをベースとした議論がなされ、最後に、IPEG

議長が「今回の合同セッションを成功裡に進めること

ができた。今後、お互いの活動をよく理解し、共通の

9.1 執行機関との国際協力

　国際的な模倣品・海賊版の拡散の防止において効果

的な取締りを実現するためには、水際での対策を強化

することが重要だと考えられています。そこで、2007

年5月に、日本は、知的財産所管当局と税関等の執行

当局との間でさらなる情報共有を進めていくことを目

的とし、「知的財産保護のための執行機関国際協力」を

提案しました。同年7月に開催された貿易担当大臣会

合において当該提案に取り組んでいくことが奨励され

ました。これを受け、各エコノミーの知的財産所管当

局と税関等執行当局による意見交換・情報共有の促進

に、IPEGとSCCP（Sub-Committee� on� Customs�

Procedures：税関手続小委員会）が取り組んでいくこ

ととなりました。

　具体的な取り組みとして、知的財産の侵害実態、侵

害物品、侵害事業者名等の情報共有の促進に向けた議

論を行うために、IPEGとSCCPとによる合同セッショ

ンを2008年2月にリマ（ペルー）にて開催しました。

　この知的財産保護を目的とした執行機関との国際協

力は、模倣品対策・通商室が提案したものでした。私

は執行機関国際協力の担当者として、財務省や経済産

業省アジア太平洋地域協力推進室（APEC室）の担当者

合同セッション集合写真（2008/2：リマ）

合同セッション（2008/2：リマ）

合同セッションでプレゼンを行う筆
者（2008/2：リマ）
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レゼンテーションをアレンジした張本人である私は、

アリューシャン列島の火山が爆発した影響で乗ってい

た飛行機が遅延し、このACBDをドタキャンしてしま

いました……。自然の力にはかなわないとはいえ、財

務省やABAC日本の担当者には大変なご迷惑をおかけ

してしまいました。中継地のロサンゼルスで眠れない

一夜を過ごしましたことは今でも忘れられません。

9.2 情報共有促進イニシアティブ

　先ほど紹介したように、APECにおいては、2005年

に合意された「APEC模倣品海賊版対策イニシアティ

ブ」に基づき、6つのIPRガイドラインを策定し、知的

財産の保護及び執行の強化に努めてきました。しかし

ながら、模倣被害発生国における取締りが強化される

一方で、模倣品・海賊版事業者は、ブランドの付いて

いない製品とブランドラベルを別々の国で製造し、販

売時点において貼付する等の国際的な分業を行うな

ど、摘発を逃れるために手口を複雑化・巧妙化・国際

化してきており、新たな問題が発生しています。

　これらの問題に効果的に対応するためには、模倣

品・海賊版関連情報の共有を促進し、官民が連携して

対策を進めていくことが重要です。このため、世界的

に知財保護活動を行っている企業が保有する国際分業

や巧妙化手口に関する情報等、摘発促進に役立つ情報

を収集・整理・集約した上で、関係国の取締機関に効

果的に提供し、摘発に役立てる仕組みを構築していく

課題を議論すべきである。情報を共有することで、お

互いがハッピーになれる。今後の動きについては、各

グループに持ち帰って議論してみて欲しい。今回の合

同セッションは、“useful�exercise”であった。今後も情

報共有する努力を進めていこう。」と総括されました。

　当日、私を含めた日本の関係者は、IPEG議長や

SCCP議長などと、マージン（会議の合間）の場で、合

同セッションの進め方等について意見調整を行った

り、自らプレゼンテーションを行ったりと、合同セッ

ションを無事に終えるのに必死で、気がついたら合同

セッションが終了していたといった感覚でした。特に、

大勢を前にした英語でのプレゼンテーションは人生初

でしたので、死ぬほど緊張しましたが、ありがたいこ

とに評判は上々でした。人間、頑張れば何とかなるも

のです。

　その後、この知的財産保護のための執行機関国際協

力が高く評価され、2008年6月の貿易担当大臣会合に

て、模倣品・海賊版に対する国際協力を通じたさらな

る取組や、知的財産関係機関、権利所有者、執行機関、

民間部門の間での情報共有が重要であるとの内容が議

長声明に盛り込まれました。

　IPEGとSCCP間における模倣品・海賊版対策に係

る協力をさらに推進するべく、2008年8月にリマで開

催されたACBD（APEC�CUSTOMS� -�BUSINESS�

DIALOGUE：税関ビジネス対話）にて、日本の

ABAC16）（APEC�Business�Advisory�Council：APECビ

ジネス諮問委員会）関係者による、税関における模倣

品・海賊版対策の重要性等をテーマとしたプレゼン

テーションをアレンジしました。ACBDで民間から発

表を行なったのはABAC日本のみであり、またACBD

の趣旨に合致した内容の有意義なプレゼンテーション

であったため、関係者から非常に歓迎されました。こ

の取り組みは、IPEGやSCCPの上位機関であるCTI

（Committee� on�Trade� and� Investment：貿易投資委員

会）などで、日本の貢献を高く評価する発言がなされ

るなど、模倣品・海賊版対策における日本のプレゼン

スを大いに高めました。

　ここで話が終われば格好いいのですが、実はこのプ

16）ABACについては9.3で解説します。

筆者がドタキャンしたACBD（2008/8：リマ）
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倣品・海賊版関連情報を情報共有するための仕組みを

構築するという“リアル”な提案は過去に各エコノミー

からなされた提案とはやや毛色の異なる提案でした。

実際、議長に呼び出され、「君たちは本当にこの提案を

する気なのか？」と問いただされもしました（笑）。

　当日のIPEGでは、私が特攻隊長（スケープゴート？）

になり、「模倣品・海賊版関連情報の共有促進イニシア

ティブ」を各エコノミーの前で提案しました。「日本が

得体の知れない提案を突然してきた」といった何とも

言えない微妙な雰囲気が漂いました。きっと一瞬の出

来事だったのでしょうが、私にはとても長い時間に感

じられました。その後、各エコノミーからの質問や否

定的なコメントにさらされました。“もはやこれまで”

といった状況でしたが、最終的には、インターセッショ

ナリに議論を継続していく17）という合意を得ることに

成功しました。これも、APEC室担当者による各エコ

ノミーへの根回しのお陰だと思います。

　余談ですが、会議に参加した当初、「なぜ、国名を記

した横長のプレートを立てている人がいるのだろう

か？じゃまなのかな？」と疑問に思っていましたが、プ

レートを立てることで発言したい旨を議長に伝えると

いうお作法であることを知りました。きっと、国際会

議では常識なのでしょうが。国際会議のイロハも分か

らない私はAPEC室担当者の庇護の下、様々なお作法

ことが重要であると考えられています。

　実際、知財侵害物品の関連情報の交換については、

2007年に策定した「キャパシティビルディング・ガイ

ドライン」の中でも、APECエコノミー間で国際協力

すべきテーマとしてあげられています。

　そこで、経済産業省は、各エコノミーの企業をはじ

めとする産業界の取組みによって、模倣品・海賊版関

連情報を収集・整理・集約し、関係国の取締機関に効

果的に提供するとともに、各エコノミー間での情報共

有を可能とすることによって、効果的・効率的な模倣

品・海賊版対策の実現を目指すことを目的とした「模

倣品・海賊版関連情報の共有促進イニシアティブ」を

2008年2月のIPEGで提案しました（図3参照）。

　この提案は、上層部の強力なイニシアティブによっ

て打ち出された提案でしたので、模倣品対策・通商室

とAPEC室が総力を挙げて対応することとなりまし

た。具体的な提案内容等については模倣品対策・通商

室が担当し、APEC内での調整についてはAPEC室が

担当するという仕切りでした。私は先ほど紹介した知

的財産保護のための執行機関国際協力の担当だったた

め、同じAPECだからということで、本件についても

メインで担当することとなりました。

　従来、IPEGではセミナーの開催、ガイドラインの

作成、調査の実施などが主な活動内容でしたので、模

企業
（海外支社）

企業
（本社）

知財関連
法執行機関

知財関連
法執行機関

知財関連
法執行機関

（日本企業） 模倣品・海賊版関連情報の収集・提供に係る日本のパイロット・プロジェクト（案）

1. 情報収集

1. 情報収集企業

プラットフォーム

プラットフォーム

運営主体
（民間組織等）

2. 情報分析、
　要約、共有

2. 情報分析、
　要約、共有

企業

各国エコノミー

オプション1

各国エコノミー

オプション3

オプション2

（＊インターネット、冊子、
　　メーリングリスト等の使用)

3. 情報提供

3. 情報提供

連携

各国エコノミー（日本と同様のプラットフォーム）

企業

図3　情報共有のイメージ

17）次回IPEG会合までメールベースで各エコノミーと議論すること。
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コラム ● 衝撃のインターナショナル・カラオケ

　IPEG初日の会議が終了した後、ペルー工業所有権
庁（INDECOPI）からの参加者に声をかけられました。
彼女はJPOが実施した商標に関する研修を日本で受
けたことがあるとのことでした。その場にいたIPEG
メンバーでいろいろと話しているうちに、なぜか、
ペルー側がカラオケに行こうと提案してきました。
その場にいた、韓国・チリのメンバーと一緒にカラ
オケに行くことになりました。
　ペルー参加者の車に乗せられて着いたのは電飾が
輝くカジノでした。カジノの中にカラオケがあると
のことでしたが、日本勢はすでに不安一杯です。お
店に入った瞬間、「映画館？」と思うような店内が日
本勢に追い打ちをかけてきました。
　日本のカラオケボックス（個室）をイメージしてい
ましたが、ペルーでは映画館のように1つの大きな
スクリーンに向かってすべての客が座り、店内の全
員で一つの歌を聴く形式が一般的とのことです。ま
るで、コンサートです。
　当たり前ですが、曲リストのほとんどがスペイ
ン語でした。店内はスペイン語が飛び交っており、
日本勢と韓国勢は完全なアウェイです。徐々に我々
の順番が迫ってきます。隣に座っている韓国勢も
苦戦するかと思いきや、英語で見事に歌い上げて
きました。他のお客さんもノリノリです。韓国の
方が先に順番が回ってくるのでラッキーなどと
思っていた日本勢の緊張は頂点に達しました。い
よいよ日本勢の番です。なぜか、奇跡的にチェッ
カーズの“涙のリクエスト”がリストに入っていたの
で、我々日本勢は迷うことなく“涙のリクエスト”を
選択しました。歌っている最中、今までに経験し
たことのない寒い空気が店内に漂いました。真夏
のペルーが一瞬にして真冬です。初戦、日本勢は
完敗でした。
　2度の失敗は許されない雰囲気でしたので、日本
勢は他人が歌っているときも、どの曲にしたらよい
かについてずっと合議をしていました。最終的に、
ヴィレッジ・ピープルの “YMCA” にすべてを賭け、
背水の陣で臨みました。歌い出した直後はシーンと
していてドキドキしましたが、両手で「Y」「M」「C」

「A」の4文字を表現しつつ踊り出す客なども少しず
つ現れ出し、最終的に店内は明るいムードに包まれ
ました。日本勢、見事な挽回でした。こんなに苦し
いカラオケは人生初めてでした。

特設テントで開催されたIPEG（2008/8：リマ）

IPEGの会議風景（2008/8：リマ）

を学習させて頂きました。実践は最高の学習機会です。

　2008年8月のIPEGでは、2月以降にインターセッショ

ナリな議論を各エコノミーと積極的に展開していった

ことや、前回のIPEGでお作法をだいぶ身につけたこ

ともあり、あまり場を乱すことなく、共同提案国を獲

得したり、日本の取り組みを推進していくことを

IPEGとしてサポートするとの決議を得るなど、日本

提案をかなり前進させることができました。

　産業界の負担や提供する情報の内容など、様々なパ

ラメータのバランスを上手く調整することができれ

ば、模倣品・海賊版関連情報を情報共有するための仕

組みは、効果的・効率的な模倣品・海賊版対策の実現

IPEG集合写真（2008/8：リマ）
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に大きく寄与することができると思います。実際、

2008年6月の貿易担当大臣会合に向けたABACから貿

易担当大臣への書簡の中でも模倣品・海賊版関連情報

を共有することの重要性について言及されています。

日本が議長国を務める2010年に、「模倣品・海賊版関連

情報の共有促進イニシアティブ」が一定の成果をあげ

ることを期待しています。

9.3 APECビジネス諮問委員会（ABAC）

　ABAC（APEC�Business�Advisory�Council：APEC

ビジネス諮問委員会）18）は、APECの唯一の公式民間

諮問機関として首脳・閣僚らにビジネス界からの意見

を直接表明する機会を与えられている機関です。

APEC首脳が「民間ビジネス界からの声」を直接聞くメ

カニズムとして1995年のAPEC大阪会合にてその設立

を決定したことを受け、ABACは1996年から具体的な

活動を開始しています。その最大の役割は、域内の貿

易・投資の自由化・円滑化という目標を達成するため

APECでの作法をいろいろ
と 教 え て く れ たAPEC室
IPR担当の柳沢係長。イン
ターナショナル・カラオ
ケの戦友でもある。

コラム ● 旅行ガイドの治安情報は役に立つ

　大抵の旅行ガイドには、観光客を狙った現地の犯
罪について紹介されています。とあるモスクワの旅
行ガイドには、“観光客の前でわざと財布を落とし、
観光客が親切心から財布を拾ったところで、財布の
お金が足りないと文句をつけ、観光客の財布を調べ
るフリをして財布を強奪する” という事件が紹介さ
れていました。それを読んだときは、「こんなマンガ
みたいなことって本当にあるのかしら？」と思って
いました。
　私は会場となったホテルからやや離れたホテルに
泊まっていたため、赤の広場を横切るかたちで会場
まで通っていました。そうしたら、ある日、見事に
財布をわざと落とす犯罪グループに出くわしまし
た。身なりのいい小太りの男が私の目の前でわざと
らしく財布を落とし、後方両サイドから仲間と思わ
れる男性2人が大声をあげて（たぶん、「財布が落ち
たー」みたいなことを言っていたのではないでしょ
うか。）、私の近くに迫ってきました。事前に情報を
得ていた私は落ちた財布には目もくれず、近くのパ
ン屋に逃げ込み難を逃れました。事前に情報を得て
なければ、拾って落とし主に声をかけていたことで
しょう。旅行ガイドの治安情報は侮れません。

赤の広場（モスクワ）

ABAC全体会合（2008/5：モスクワ）

ABAC情報・作業部会（2008/5：モスクワ）18）ABAC日本ホームページhttp://www.keidanren.or.jp/abac/
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　現時点での中南米における模倣被害は、中国・東

南アジアなどに比べ顕著ではないものの、確実に増

加しており、今後、被害が拡大する可能性が大きく、

国を挙げて中南米における模倣品・海賊版対策を強

化すべきとの声が上がっていました。実際に中南米

での模倣品・海賊版対策に興味を有する日本企業43

社に調査を行ったところ、多くの日本企業がすでに

模倣被害に遭っていることが判明しました（図4、5を

参照）。そこで、模倣品対策・通商室は中南米におけ

る模倣品・海賊版対策に着手することとなり、私は

中南米における模倣品・海賊版対策の推進も担当す

ることとなりました。

の課題にどう対応すべきかを民間の立場から提言する

ことにあります。

　このように、APECとABACは密接な関係にあり、日

本がAPECでリーダシップを発揮していくためには、

ABAC日本との連携が不可欠です。特に、知的財産に関

する事項については、権利者である民間サイドの声が

重要であるため、我々がAPECで諸活動を行う際には、

ABAC日本との連携を密にしていくことがカギとなり

ます。私は、担当する案件に関してABAC日本との連携

を図るため、2008年5月にモスクワで開催されたABAC

の会合に参加させて頂きました。各エコノミーのビジ

ネス界を代表する人物が集まる全体会合や部会の仕切

り方など、我々があまり目にすることのできない舞台

裏を垣間見る貴重な経験をすることができました。

10. 中南米編

　中南米では、中国や東南アジアなどで製造されたと

見られる日本製品の模倣品・海賊版が広く流通し始め

ており、中南米が模倣品消費大国となる潜在的リスク

が高まっていると考えられています。中南米で確認さ

れている日本製品の模倣品は、自動車部品、インクカー

トリッジ等の事務機器消耗品、電器・電子機器、機械

部品など多岐にわたっており、アニメやゲームソフト

などの海賊版も存在します。こうした模倣品・海賊版

は消費地に直接持ち込まれるもののほか、チリなどの

太平洋沿岸諸国を経由し、中南米各地に拡散している

と推測されています。

大聖堂（ブラジリア）

図4　中南米における模倣被害状況 

43社中、『模倣品の存在を確認しており、すでに具体的な対策を実施
している』と回答した企業が16社、『模倣品の存在は把握しているが、
具体的な対策は実施していない』と回答した企業が7社、『模倣品が存
在する可能性は高いが、具体的な事実は把握していない。』と回答し
た企業が8社、『模倣品が存在する可能性は低い』と回答した企業が12
社。すでに模倣被害を受けている企業は23社と約半数を占める。 

模倣品が存在する可能性は低
い。

模倣品が存在する可能性は高
いが、具体的な事実は把握して
いない。

模倣品の存在は把握している
が、具体的な対策は実施してい
ない。

模倣品の存在を確認しており、
すでに具体的な対策を実施し
ている。

0 5 10 15 20
ホンジュラス
ベリーズ
バルバドス
ハイチ

ニカアグラ
ジャマイカ

エルサルバドル
トリニダード・トバゴ

コスタリカ
エクアドル
グアテマラ
ボリビア
ベネズエラ

ドミニカ共和国
ウルグアイ
コロンビア
パラグアイ
メキシコ

アルゼンチン
ペルー
パナマ
ブラジル
チリ

企業数

図5　模倣品の存在が確認されている国（複数回答）
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　このため、日本企業が中長期的に有望な事業展開先

の一つと考えているブラジルを中心に、中南米地域に

おける日本企業の模倣品・海賊版対策を推進するため、

経済産業省、外務省（在外公館を含む）や（独）日本貿易

振興機構などの協力の下、ブラジル日本商工会議所や

中南米で事業展開する日本企業数十社による知的財産

の保護に向けた活動が開始されることとなりました

（図7参照）。

　このように説明すると、“あっさり”解決策を導き出

したように思われるかもしれませんが、地球の裏側で

実効的な活動を開始するためには、長く険しい道を歩

まねばなりませんでした。模倣品対策・通商室に着任

してから獲得した知識・経験・ネットワークをフル活

用させ、様々な調査や関係者との調整に約半年を費や

しました。卒業論文を作成する気分です。経済産業省

から出向している吉村一等書記官をはじめとする現地

在外公館等の強力な支援のもと、何とか現地ベースの

活動を軌道に乗せることができました。

　まず、2008年4月にサンパウロのブラジル日本商工

会議所にて、2008年最初の官民合同会議フォローアッ

プ合同作業部会会合に含まれる形で、中南米IPG（中

南米知的財産保護グループ）準備会合が開催されまし

10.1 現地日系企業の組織化

　日本企業の模倣被害実態が明確に把握されていない

中南米において効果的な模倣品・海賊版対策を実施し

ていくには、模倣被害実態を効率よく正確に把握する

ことが重要です。このためには、現地において日系企

業が業種横断的に知的財産問題を取り扱えるよう組織

化を図ることが効果的ですが、中国・東南アジアとは

状況が異なり、中南米に駐在している日本企業の知的

財産担当者は図6に示されるとおり、非常に少なく、

中南米にあるリソースだけでは組織化を図ることが困

難な状況にありました。

図6　中南米知財担当者所在地（複数回答）  

43社中、中南米知財担当者の配置先は、日本33社、アメリカ8社、
ブラジル2社、その他2社、不在7社となっている。中南米に配置さ
れている知財担当者は非常に少ない。 

不在

その他

ブラジル

アメリカ

日本

図7　中南米IPGのネットワーク

CNCP（海賊品・知的財産侵害対策会議）

米国政府機関

EU政府機関
（在ブラジル
EU代表部）

米国系
商工会議所・企業

EU系
商工会議所・企業

サンパウロ駐在
日本企業

在ブラジル大使館

リオ総領事館

サンパウロ総領事館

JETROサンパウロ

ブラジル日本商工会議所

経済産業省
模倣品対策・通商室
米州課・中南米室

外務省
知的財産権侵害対策室

南米課

経済産業省原課

日本企業本社
IBL

工業所有権院（INPI）

リオ総領事館

在ブラジル
大使館

＜中南米IPG＞
ブラジル国内 日本＜ブラジル政府機関等＞

＜ブラジル国内の他国産業界＞

税関関係（サントス港等）

法務省、外務省、開発商工省
連邦警察、連邦道路警察、連邦収税局

（ブラジルのコンピュ
ータ企業等より構成
されるグループ）



135 tokugikon  2008.11.12. no.251

模
倣
品
対
策
と
い
う
仕
事
に
携
わ
っ
て

戦略委員会及びジェトロ・サンパウロセンターの共催

にて第2回中南米IPG会合が開催されました20）。この会

合には、現地日系企業を中心に、海賊版・知的財産侵

害対策会議（CNCP）のアンドレ事務局長などを含む30

名以上が参加しました。司会はジェトロ・サンパウロ

センター所長が務め、始めに吉村書記官より、第2回

中南米IPG会合開催に至った経過及び、中南米IPGへ

の東京からの支援体制やブラジルでの関係組織との連

絡状況など中南米IPGネットワークの現状について説

明がなされました。続いて、私より、中南米における

日本企業の模倣被害について現地関係者に理解を深め

てもらうために、本国ベースで産業界の協力を得て収

集した中南米における日本企業の模倣被害事例を紹介

し、①模倣されている商品は運輸・機械部品、電子機

器、時計、スポーツ用品等からゲームソフトまで多岐

にわたること、②多くの模倣品・海賊版が中南米以外

た19）。当該会合には、現地会合としては多い、官民あ

わせて約30名が参加しました。在ブラジル日本国大使

館の総務参事官が司会を務め、初めにブラジル日本商

工会会頭、サンパウロ総領事がそれぞれ開催の挨拶を

行い、その後、吉村書記官より、ジェトロ・サンパウ

ロが実施した現地模倣被害実態把握アンケート調査の

回答結果について報告を行いました。これに続き、私

より、「模倣品・海賊版問題の現状」、「中南米IPG構想」、

「中南米IPG構想に対する本国産業界の反応」などにつ

いてプレゼンテーションを行い、吉村書記官より現地

の状況及び、今後の想定される中南米IPGの活動方針

について説明がなされました。最後に、質疑応答及び

出席者間での活発な議論を経て満場一致で中南米IPG

の設立が承認されました。

　2008年7月には、ブラジル日本商工会議所において、

ブラジル日本商工会議所のコンサルタント部会・企画

19）�ブラジル日本商工会議所記事　http://box129.bluehost.com/~camarado/jp/index.php?option=com_content&task=view&id=2732
&Itemid=1267

20）�ブラジル日本商工会議所記事　http://box129.bluehost.com/~camarado/jp/index.php?option=com_content&task=view&id=3135
&Itemid=1395

サンパウロの日本人街、リベルダージ

会合風景（2008/4：サンパウロ）

会合風景（2008/7：サンパウロ） 大使館・ジェトロ・商工会・CNCP関係者との
集合写真（2008/7：サンパウロ）

会合風景（2008/4：サンパウロ）

サンパウロの模倣品市場
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ような活動形態であっても、現地でモーメンタムを維

持するのはなかなか難しいことですので、本国や在外

公館等が活動を適宜サポートしていくことが重要であ

ると考えます。

10.2 ブラジル政府とのコンタクト

　模倣品・海賊版問題に対処できる執行力を有してい

るのは現地政府ですから、現地政府との良好な関係が

無ければ、せっかく現地日系企業の模倣品・海賊版対

策に関する活動が活発化しても、絵に描いた餅となっ

てしまいます。そこで、現地日系企業の組織化を推進

するのと同時に、ブラジル政府との良好な関係の構築

にも取り組みました。

　ブラジルには、先述した「海賊版・知的財産侵害対

策会議」（CNCP）という組織があります。このCNCP

は法務省の代表を議長とし、外務省、開発商工省など

の関係省庁、連邦警察局、連邦道路警察局、連邦収税

局などの取締機関、立法機関である上院・下院、そし

て問題意識の高い民間団体の代表で構成されており、

ブラジル政府として一元的に模倣品・海賊版対策を講

じる専門組織です。

　2008年7月にブラジル法務省においてCNCPの臨時

会合を開催して頂き、現地日系企業組織化の取り組み

や、ブラジルにおける日本企業の模倣被害の実態につ

いて紹介するとともに、CNCPと意見交換を行いまし

た。機微な情報が含まれるため、詳しい内容について

ここで紹介することはできませんが、CNCP事務局長

で製造されている疑いが強いこと、③ドメインや商標

の不正登録などといった模倣品・海賊版問題と密接に

関係する諸問題が存在することなどについて説明を行

いました。

　次に、日系企業より、「ブラジルに於ける模造品対策

の現状」として、自社の模倣被害事例や対策事例等の

紹介及び、自社製品の模倣品の実物の紹介がなされま

した。また、中国における模倣品製造業者のプロフィー

ルや、模倣品の拡散を助長している各国の市場・中継

地などについての説明もなされました。最後に、ブラ

ジル政府への要望や権利者の課題についての説明があ

りました。続いて、アンドレ事務局長より、「CNCPの

活動状況」として、模倣品・海賊版対策の必要性、

CNCPの設立経緯及び活動方針、摘発実績、具体的な

対策事例などについて説明がなされました。その後の

質疑応答では被害企業の対策、犯罪組織からの危害防

止対策、知的財産権侵害に科される罰則などについて

意見交換がなされ、2回目の会合も成功裏に終わりま

した。

　2回の会合をつうじて、現地関係者間で活動イメー

ジの共有化も進みつつあります。現地ベースでの模倣

品・海賊問題対策は決して派手である必要はなく、関

係者で歩調をあわせて地道に継続的に活動していくこ

とが大切です。模倣品・海賊版対策に関する自社の経

験等について情報交換を行う井戸端会議が定期的に開

催されるというのが効果的かつ、現地にあまり負荷を

かけないベストな活動形態ではないでしょうか。この

コラム ● サンパウロの治安

　サンパウロは治安の悪い都市として有名です。最初
に衝撃を受けたのは、空港での迎えてくれた方の行動
でした。その方いわく、「到着ロビーから普通に車に乗
ると、強盗に車を尾行され襲われる可能性があるので、
人の流れに逆行する形で出発ロビーから車に乗りま
す。」とのことでした。その後も、いろいろな方から拳
銃強盗の話を聞きました。公共バスの中などにも拳銃
強盗がいるようで、拳銃強盗が一種の職業となってい
ます。襲われた人もさっさとあきらめて財布を渡すよ
うです。道を歩くときは、車道近くを歩いていると拳
銃強盗の車が横にとまって襲ってくるから、壁の近く

を歩きましょうとも教わりました。私が訪れたほとん
どのビルの入り口は空港並みのセキュリティでした。
一部のビルでは指紋も採られました。ビルに入るため
に指紋を採られたのは、人生初です（笑）。
　とはいえ、現地の方は普通に出歩いているようです。
実際、私も大使館や領事館の方と徒歩で移動すること
も結構ありましたし、滞在しているホテルの近くにあ
るスーパーマーケットにも一人で行きました。ほんの
一部しか見てないとはいえ、聞いていたほどの危険は
感じませんでした。ただ、地下鉄の切符販売窓口に“防
弾ガラスです” とデーンと書かれているあたり、油断
は禁物なのかも知れません。
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11. その他の業務編

　これまでに紹介した以外にも、模倣品・海賊版対策

の知見を求められる様々な単発業務がありました。模

倣品・海賊版問題は比較的注目されている分野でした

ので、研究会での発表、外国人研修生や大学生向けの

講演、被害実態調査などといった業務もありました。

からは、ブラジルの長い国境に比し取締当局の人員に

限りがある中にあって、日系企業グループからの情報

提供は、犯罪捜査の効率を高めるために極めて貴重で

あり、ブラジル政府としても日本側との連携を積極的

に進めていきたいとの前向きな発言がなされました。

この意見交換をつうじて、ブラジル政府と中南米IPG

との今後の連携強化に向けて、確かな手応えが得られ

たと思います。また、より効率的な模倣品・海賊版対

策の実施を目指し、閣僚級会合を活用したり、ブラジ

ル企業や現地欧米政府機関との連携を視野に入れた意

見交換を行うなどといった活動も展開しています。そ

して、ブラジルでの経験を生かし、模倣品対策・通商

室はメキシコでの模倣品・海賊版対策にも取り組み始

めました。

　この中南米に関する業務は、立場の異なる様々な関

係者の意見を取りまとめつつ、大量の関連情報を分析

して一定の方向性を打ち出して遂行する必要がありま

したので、この業務をつうじて応用力と総合力を身に

つけることができたと思います。

CNCPメンバーとの意見交換後に撮った写真
（2008/7：ブラジリア）

ブラジルの官庁街。各省庁は団地のよう
なまったく同じ建物に入っている。外務
省と法務省だけは違う建物に入ってい
る。（ブラジリア）

ブラジリアの模倣品市場（外部）

法務省入口

労働戦士の像の前でポーズ
をとる現代の労働戦士、吉
村書記官と筆者。奥に見え
るのが大統領府（2008/7：ブ
ラジリア）ブラジリアの模倣品市場（内部）

カナダ大西洋岸地方最大の文化・経済の中心都市であるハリファッ
クス
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倣品・海賊版などによる知的財産侵害に対する対策・

執行についての国際的な連携の強化を図ることを目的

としたもので、米国・カナダをはじめとした40カ国以

上の政府、インターポールなどの国際機関、民間企業

等が参加する盛大なものでした。模倣品・海賊版問題

に対するアプローチ方法が国によってかなり異なって

おり、非常に勉強になったことを記憶しています。こ

れらの業務は外部関係者と接する機会の多い業務でし

たので、視野を広めるいい機会となりました。

12. 番外編

　最後に、仕事以外のことについて簡単にふれたいと

思います。私が所属していた模倣品対策・通商室は製

造産業局参事官室内にあります。この参事官室（特許

庁で言えば総務課）は、若手が多く、企業等からの出

向者も多いため、活気がありつつも和気あいあいとし

た雰囲気でした。そのため、非常に業務に取り組みや

また、模倣品・海賊版問題は消費者にとっても重要な

問題ですので、日本政府としても広報に力を入れてお

り、新聞やテレビにおける政府広報21）の内容等を考え

るといった仕事もありました。気分は監督です。さら

に、模倣品・海賊版問題は国際的な問題であるため、

国際会議への参加を求められることもあり、私はカナ

ダのハリファックスで開催された“2008�International�

Law�Enforcement�IP�Crime�Conference"という国際会

議に参加する機会を頂きました。この国際会議は、模

21）政府広報の一例（政府広報オンライン）http://www.gov-online.go.jp/useful/video/contents/200703.html

会議風景（2008/6：ハリファックス）

大学生への講義風景（2007/7）

会議場に併設された展示ブース。多くの欧米企業が
自社製品と模倣品の比較展示をしていた。（2008/6：
ハリファックス）

職場で参加したマラソン大会（2007/11：埼玉県彩湖）

模倣品対策・通商室の紅一
点、周囲に気を配りながら
テキパキと仕事をこなす吉
岡さん（特許庁出向者）。私
が出張先で購入した怪しげ
な食品を試食し、適切なコ
メントをしてくれる貴重な
存在。モスクワで買ったイ
ンスタント・マッシュポテ
トが一番おいしかったとか。
特許庁出向者の親睦会” はっ
ぱの会”の現幹事でもある。
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る機会を与えて下さった特許庁の皆様、特許審査以

外の業務経験がほとんど無い私を温かく迎え、いろ

いろと教えて下さった経済産業省本省・他省庁や産

業界の皆様にこの場をお借りして心よりお礼を申し

上げます。

（注）�本稿は筆者の個人的見解を示すものであり、経済

産業省・特許庁等の公式見解を反映しているもの

ではありません。

すい環境にありました。飲み会はもちろん、テニスや

マラソン大会といったイベントも盛んでした。また、

省全体に共通することですが、刻々と変化する国内外

の情勢に対応しなければならない業務が多いためか、

みなさん、非常にアクティブで勉強熱心だなと感じ

ました。省内部で担当課によって企画される研修も

多く、私も語学研修以外に“通商・国際研修”、“WTO

研修”、“知的財産コース研修”などといった研修を受

けさせて頂きました。これらの研修では、大学教授

等の外部の講師に加え、第一戦で活躍されている多

くの省内職員が講師を務められており、専門的な知

識のみならず、実務的な知識も得ることができるの

で効果的に知識を吸収することができました。さら

に、業務を遂行するにあたって、図書館で調べても

出てこないような性質の情報が非常に重要となって

くることが多いため、みなさん、人的ネットワーク

を非常に大切にしているなと感じました。私も、人的

ネットワークのおかげで、ちょっとした雑談から問題

解決の糸口を発見し、行き詰まりを打開できたことが

何度もありました。

13. おわりに

　特許審査も模倣品対策も同じ知的財産という

フィールドにあります。しかしながら、特許権とい

う新たな知的財産権を付与する特許審査が、高度な

専門的知識を要求される仕事であるのに対し、知的

財産活用の一形態である模倣品対策は、広範で体系

的知識を要求される仕事であるという点で異なりま

す。このように特許審査とはまったく異なる模倣品

対策という仕事に携わったことで、知的財産という

ものが非常に多面的であることに気づかされました。

模倣品対策・通商室で経験した2年間は私にとってと

ても有意義な2年間でしたし、この2年間で得た経験

や知識は今後の特許庁での業務でも大いに生かせる

ものだと思います。この寄稿が、特許審査官が携わ

る仕事の広がりを理解するための一助となれば幸い

です。

　特許審査の迅速化に全力で取り組んでいる苦しい

時期にもかかわらず模倣品対策・通商室で仕事をす
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