庁外で活躍する審査官

模倣品対策・通商室の業務紹介

経済産業省製造産業局模倣品対策・通商室

速水 雄太

抄録
本稿では模倣品・海賊版被害の現状と、それに対して経済産業省製造産業局模倣品対策・通商室が実
施している取り組みの一部を紹介する。また、模倣品対策・通商室の業務を通して得られた経験につい
ても紹介する。

1. はじめに

い。JETRO 北 京 事 務 所 の「日 系 企 業 ニ セ モ ノ 展 示 館」
（http://www.jetro-pkip.org/photo.htm）では中国で発見さ

みなさまは本省の製造産業局に模倣品対策・通商室（よ

れた模倣品・海賊版を公開しておりますので、その一部を
ご紹介いたします（図 1 参照）
。

く「模対室」と略します）という室があることをご存知で
しょうか？ 模対室は 2004 年にできた室であり、 室長、

例示した電池、計算機、二輪車はいずれも著名な日本企

総括補佐、専門官 3 名、総括係長、係員の計 7 人体制で、

業の企業名称に類似する商標を付しており、商標権を侵害

模倣品被害でお困りの日本企業の支援を行っております。

していることは明らかです。注意深く観察すれば、模倣品

かく言う私も 2010 年 10 月に模対室に着任するまでは、

であることに気が付きますが、実際にこれらのコピー商品

模倣品対策といえば国際課模倣品対策班が毎年実施してい

が流通しているのは中国であり、模倣品であることを知ら

る「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」が思い浮かぶ程度

ずに購入してしまう中国の消費者がいてもおかしくありま

で、模対室の存在を知りませんでした。

せん。また、類似商標であればまだ外見から判断すること
が可能ですが、商標、パッケージを含めて完全にコピーさ

この度、当室の業務内容を特技懇誌でご紹介する機会を

れると、外見から判別することは困難です。

頂戴しましたので、まず、模倣品・海賊版による被害状況

模倣品と言うと、いわゆるブランド物のバッグ、靴、財

についてご説明した後、当室の取り組みの概要、模対室で
の経験などを簡単にご紹介したいと思います。

布等のコピー商品を思い浮かべがちですが、日本企業の模

ちなみに、模対室の業務については、2008 年11月に発

倣品が、電気機器、自動車、日用品、食品等あらゆる分野

行された特技懇第 251号で、私の前々任である岡本さんが

で製造され、全世界で流通しているのが現状です。

記事を書かれており、一部重複する内容が本稿に含まれる
点ご容赦ください。また、当室では直近1年間の活動内容を
まとめた年次報告書「模倣品・海賊版対策の相談業務に関す
る年次報告」を毎年公表しておりますので、当室の活動内容
を網羅的に把握されたい場合は、こちらをご覧いただけれ
ばと存じます（Web からダウンロード可能です）
。
なお、本稿の内容はあくまで筆者の個人的見解を示した
ものであり、模倣品対策・通商室の公式見解を示したもの
ではありません。予めご承知置き下さい。

2. 模倣品被害の実情
2.1. 模倣品・海賊版の具体例
図1

まず、実際に流通している模倣品の実例をご覧くださ
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中国で出回っている模倣品の例

（出典）JETRO 北京事務所「日系企業ニセモノ展示館」
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2.2. 全世界での被害額

中国です。特許庁の「2010 年度模倣被害調査報告書」に
よれば、日本企業が模倣品の製造、経由、販売消費のいず

では、全世界でどれくらいの模倣品・海賊版被害が出て

れ か の 被 害 を 受 け た 国・ 地 域 の 被 害 率 で は、 中 国 が

いるのでしょうか。少し古いデータになりますが、経済協

65.9%、次いで韓国 23.0%、台湾 22.3% となっています
（図

力開発機構（OECD）が発表した調査が参考になります。

3 参照）
。また、政府模倣品・海賊版対策総合窓口が受け付

調査によれば、国際的な貿易に占める模倣品・海賊版の被

けた相談のうち、模倣品の製造国が判明しているものにつ

害額は 2007 年で 2,500 億ドル超に達し 1）、全貿易額の約

いて、国別の構成比を集計してみると、中国が 59.5% と過

2% を占めると推定されています（図 2 参照）。2001 年か

半数を占めています（図 4 参照）
。このように、中国にお

ら被害額が増加の一途をたどっていることを考慮すれば、

ける模倣品被害は他の国・地域に比して突出しており、冒

現在の被害額は 2007 年からさらに増大していると思われ

頭、JETRO 北京事務所の日系企業ニセモノ展示館の例で

ます。

ご紹介したように、日本企業製品のありとあらゆる模倣品

なお、この数字には、国内で製造され流通している分の

が製造され、中国国内・国外で流通しています。

被害額およびオンライン上での著作権侵害による被害額は
含まれていないため、これらの被害額も計算に入れれば被
中国

害額はさらに増えます。

65.9%

台湾

22.3%

韓国

23.0%

インドネシア

6.8%

タイ
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図2

9.3%

アフリカ

国際貿易に占める模倣品・海賊版の被害額

3.6%

大洋州

出典：O ECD “Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible
products（November2009 update）”
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図3

2.3. 日本企業の被害額

20%

40%

60%

80%

国・地域別の模倣被害社数（複数回答）

出典：特許庁「2010 年度模倣被害調査報告書」
（2011 年 3 月）

全世界での被害額はもちろん重要ですが、日本政府とし
ては、日本企業がいかほどの被害を被っているのかが最大

ベトナム
1.8%

インドネシア
1.8%

の関心事項です。被害額の正確な見積もりは非常に困難で
すが、特許庁が毎年発行している「模倣被害調査報告書」

日本
15.9%

韓国
5.3%

が参考になります。2010 年度模倣被害調査報告書によれ

その他
5.3%

台湾
10.6%

ば、2009 年度に日本企業が受けた模倣被害額は 1,083 億
円（前年度は 1,072 億円）と報告されています。ただし、
この数値は被害を受けたとアンケートに回答した企業の被
害額がベースとなっておりますので、アンケートへの回答

中国
59.5%

が無かった企業、そもそもアンケート調査の対象とならな
かった企業の存在を考慮すると、実際の日本企業全体の被
害額は 1,083 億をはるかに超えるものと推定されます。

図4

2.4. 中国における被害状況

政府模倣品・海賊版対策総合窓口への
相談件数の国別構成比

出典：政府模倣品・海賊版対策総合窓口「模倣品・海賊版対策の相談業
務に関する年次報告」
（2011 年 6 月）
※ 2004 年〜 2010 年の間に受け付けた延べ 527 件のうち、製造国が判
明しているもの（227 件）について集計。

現在、日本企業が最も模倣被害を受けている国・地域は

1）当初の発表では 2,000 億ドルでしたが、2009 年の更新で 2,500 億ドルに上方修正されました。
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（1）権利別の侵害状況

にしか刑事罰の対象となりません。その「情状が重い」場

侵害されている権利別にみると、中国で最も侵害件数が

合に該当するかどうかは、侵害規模（金額、数量等）が「刑

多いのが商標権侵害です。当室が毎年実施している「中国

事訴追基準」を超えているかどうかで判断され、登録商標

における知的財産権侵害実態調査」では、2007 年度と

冒用罪の場合は、違法経営額が 5 万元を超えていれば刑事

2008 年 度 に 受 け た 商 標 権 侵 害 の 被 害 件 数 は そ れ ぞ れ

罰の対象となり得ます。
「小口化」はその基準を逆手にと

2,925 件と 3,470 件であり、侵害件数全体の約 8 割を占め

り、刑事訴追基準を超えないように、在庫や販売量を小

ております。2009 年度は 4,722 件で全体に占める割合こ

口化することで、刑事罰が科されるのを回避しているの

そ約 6 割に低下しましたが、依然として商標権侵害が最も

です。

深刻である状況に変わりありません（表 1 参照）
。

中身と包装やロゴシールなど別々の場所で
製造し、販売時に合わせる
見た目はそっくりに作り、商標を付けずに
販売
デザイン画だけ送り、他国の業者に OEM 生
産させる方法
正規品の容器や包装を回収し、粗悪なもの
を詰めて正規品と偽って販売
安価な業務用の正規品を仕入れ、模倣した
容器や包装に再封入して販売
正規品であることを示す識別シールを模倣
して添付
デッドコピーの模倣品に正規品と同程度の
価格を設定し販売

意匠権、特許権（中国では発明専利）の侵害件数は商標
権侵害件数に及びませんが、デザインを模倣し、商標を付
さないで（あるいは変えて）販売するという手口が横行し
ていること、および、中国の技術力向上にともない、技術
模倣の増加が懸念されることから、意匠権、特許権も積極
的に権利取得することが重要です。
表1

侵害対象知的財産権及び違反対象法律別件数

発明専利権
実用新案専利権
意匠専利権
商標権
（うち類似商標）
著作権

68

42

1

4

2

摘発を逃れるために、在庫を貯めずに次々
と出荷しており、在庫を押収できない
その他

104

123

1,558

3,470

4,722

（446）

（675）

（288）

141

188

184

反不正当競争法違反

124

204

1,204

製品品質法違反

319

256

71

1

2

1

その他

7.3%
7.1%
3.9%
13.5%
15.3%

15.3%

住宅内など発見されにくい場所で生産

62

2,925

35.1%

15.5%

正規店舗を装って模倣品を販売

2007 年度 2008 年度 2009 年度

18.5%

16.7%
14.6%

0%

図5

20%

40%

模倣手口の巧妙化の例

出典：特許庁「2010 年度模倣被害調査報告書」
（2011 年 3 月）

（3）再犯の問題
中国では一度処罰されても再び模倣品を生産する再犯行

出典：経 済産業省 2010 年度「中国における知的財産権侵害実態調査」
（2011 年 5 月）

為が後を絶たず、大きな問題となっています。しかも、再
犯時に模倣品の在庫を小口化することにより、たとえ執行

（2）巧妙化の問題

当局による摘発があったとしても、是正命令しか出ないな

近年、中国国内での知財侵害品の摘発件数が増加してい

ど、手口は悪質化しているにもかかわらず、軽い処罰で済

ますが、模倣品製造・販売業者もさるもので、なんとか当

まされる事例が報告されています。他にも、各省、各地方

局による摘発の網をかいくぐるためにあの手この手で法律

執行当局間の連携体制が未整備なことを利用して、生産場

や関連規則の盲点をついてきます（図 5 参照）
。

所を転々と変えて、模倣品を生産し続ける業者もいます。

代表的な手口が、見た目はそっくりに作り、商標を付け

こうした地域を跨ぐ再犯については、仮に摘発されても、

ずに販売するといういわゆる「商標はずし」です。この場

処罰実績データの蓄積・共有が未整備なこともあり、再犯

合、商標を付けていないため、商標権侵害とはなりませ

として厳罰に処される可能性は極めて低いのが現状です。

ん。また、中身と包装やロゴシールなど別々の場所で製

このように中国では、再犯行為が横行していますが、そ

造し、販売時に合わせるいわゆる「分業化」も横行してい

の要因としては、行政罰において再犯行為に対する重罰規

ます。偽造したロゴシール自体は商標法違反で取り締ま

定が整備されていないこと、刑事訴追基準の運用が地方に

ることができるのですが、ロゴシールを張り付ける前の

よって不統一で、刑事移送される侵害行為が圧倒的に少な

商品本体は商標法違反で取り締まることは困難です。一

いこと、模倣行為で得た利益に比べて過料が低いことから

般的に、偽造したロゴシール自体は安価に製造できるた

抑止効果が働いていないこと、さらには、摘発した模倣品

め、ロゴシールだけ没収してもすぐに余所からロゴシー

業者の処罰履歴を適切に管理するシステムが未整備である

ルを調達されてしまいます。その他にも、摘発を逃れる

ことなどが挙げられます。また、模倣品業者は、行政罰を

ために、在庫を貯めずに次々と出荷する「小口化」も横行

ビジネスコストの一つとしか考えておらず、罪の意識が醸

しています。日本では模倣被害額の大小にかかわらず、刑

成されにくい環境にあることも、再犯が絶えない要因であ

事罰の対象となり得ますが、中国では「情状が重い」場合

ると言われています。
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（4）商標の冒認出願（抜け駆け出願）問題

2.5. インターネット上の被害

模倣品・海賊版とは若干問題の性質が異なりますが、日
本企業が頭を悩ませているのが商標の冒認出願の問題で

インターネットの発展、通販サイトを利用した電子商取

す。中国では、有名企業の企業名、商品名、外国の地名、

引の普及に伴い、インターネット上でも模倣品・海賊版が

漫画やアニメのキャラクターなどを、第三者が商標出願

蔓延しています。特許庁の「2010 年度模倣被害実態調査」

する冒認出願が横行しています。経済産業省の 2010 年度

によれば、模倣被害を受けた日本企業のうち、約半数がイ

「中国における知的財産権侵害実態調査」によると、2009

ンターネット上で模倣被害を受けています（図 7 参照）。

年に日本企業が保有する著名な商標・著作物等と同一又は

具体的な被害の態様としては、
「インターネット通販サイ

類似のものが、第三者によって不正に登録された事例が

トによる販売取引」
の割合
（60.7%）
が最も高くなっており、

203 件に上っており、増加の一途をたどっております（表

次いで「商標等の無断使用・類似商標の使用」
（41.1%）
、

2 参照）。

「オークションサイトを使った販売取引」
（29.2%）となっ

これら冒認出願が登録されてしまうと、正当な権利者の

ております（図 8 参照）
。

権利行使に悪影響を及ぼす恐れがあります（図 6 参照）。

日本国内では、日本の ISP と権利者が、プロバイダ責任

また、キャラクターは文具、玩具、食品、日用品など関連
グッズを製造することが容易なことから、自社が事業を

被害あり

行っている（予定のある）指定商品以外で冒認出願される

被害なし

可能性もあることから注意が必要です。
48.3

51.7

表 2 不当に商標登録された事例及びドメインネーム登録
された事例
2007 年度 2008 年度 2009 年度
商標登録事例

107

133

203

27

22

94

ドメインネーム登録

図7

インターネット上の模倣被害状況

出典：特許庁「2010 年度模倣被害実態調査」
（2011 年 3 月）

出典：経 済産業省 2010 年度「中国における知的財産権侵害実態調査」
（2011 年 5 月）
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20.0%

40.0%

商標等の無断使用・類似商標の
使用

60.7%

オークションサイトを使った販
売取引

• 2008 年、ある権利者が自社の登録商標と類似している商標が付されて
いる商品を発見した。また、調査会社を活用し、同類似商標の商品の製
造業者を突き止めた。
• その後、AIC
（商標権侵害を摘発する部署）に申立て、侵害業者に対して
摘発を実施したが、摘発の最中、侵害者が同類似商標の商標登録証を提
示し、権利を取得していることをアピールした。
• 権利を取得している以上、侵害に当たらないと、行政機関が判断し、権
利行使できなかった。

29.2%

コンテンツやデザイン等の著作
物の違法コピー
インターネットを活用して提供
している機能やサービスの模倣
営業秘密・ノウハウ等の流用

20.4%
3.7%
1.2%

その他

図6

悪意で登記された商標によって抗弁され、
摘発が失敗した事例

図8

会社
A 社（マーカーペン）
B 社（自動車用フロア用マット）

2010
年度

9.2%

インターネット上の権利侵害の態様

出典：特許庁「2010 年度模倣被害実態調査」
（2011 年 3 月）

出典：
「模倣対策マニュアル中国編」
（2011 年 3 月）

表3

80.0%

41.1%

インターネット通販サイトによ
る販売取引

事例概要

60.0%

中国サイトで販売されている模倣品の割合

総数

サイト情報から
模倣品と判断できる品

サイト情報から
判断できない品

試買品の
模倣品の割合

202

0

202

89.4%

見た目上の
汚染率
0%

汚染率
（推計）
89.4%

85

85

0

-

100%

100%

C 社（バトミントンラケット）

113

38

65

0%

57.5%

57.5%

D 社（キャラクター人形）

153

143

7

60%

93.4%

96.2%

E 社（化粧品）

64

29

19

70%

45.3%

66%

F 社（腕時計）

54

21

33

93.7%

38.8%

96.1%

（出典）経済産業省「インターネット上の模倣品流通実態調査」
（2011 年 4 月）
（注）
「汚染率」は総数に占める模倣品の割合。以下の計算式で算出。
汚染率＝（サイト情報から模倣品と判断できる品＋サイト情報から判断できない品×試買品の模倣品の割合）／総数
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制限法ガイドライン等検討協議会や、インターネット知的

をとりつつ、丁寧かつ迅速な対応に努めております。

財産権侵害品流通防止協議会を設立して、両者の協議によ

政府総合窓口では、2004 年 8 月に窓口が設置されて以

り権利侵害情報の削除に関する自主ガイドラインを作成す

来、2010 年末までに合計 3,651 件の相談や情報提供等を

るなど、インターネット上の知的財産権侵害品の流通防止

受け付けました。2009 年にメールによる匿名の情報提供

に有効な活動を行っています。

の受け付けを開始してから、電子メールによる情報提供件

一方、中国では、依然としてインターネット上で多くの

数が大きく伸びており、増加傾向が続いております（図 9

模倣品が販売されています。2010 年度に経済産業省が実施

参照）
。

した「中国におけるインターネット被害実態調査」では、イ

3.2. 知 的財産権の海外における侵害状況調査制度（協

ンターネット上にある中国のショッピングサイトをモニタリ

議申立制度）

ングし、当該ショッピングサイトにおける模倣品の流通割
合を調査いたしました。その結果、多くの商品分野におい
て日本企業製品の模倣品が流通していることが判明してお

本制度は、民間企業等が海外で知的財産権を侵害された

ります（表 3 参照）
。また、最近は日本語で買い物できる中

場合、企業や業界団体からの申立に基づいて日本政府が侵

国サイトもあることから、日本の消費者が被害に遭うケー

害状況について調査を行い、必要があれば、二国間協議や

スも増えています。インターネット上では国境をまたいで

WTO をはじめとする国際約束に基づき解決を図る制度で

被害が発生するため、摘発には国際的な協力が不可欠です。

す（図 10 参照）
。
2005 年に本制度ができてから、これまでに 3 件の申立

3. 模倣品対策・通商室の業務

がございました。1 件目は 2005 年 4 月に一般社団法人電
子情報技術産業協会（JEITA）から申立のあった、香港にお

このように中国をはじめとして世界で模倣品・海賊版被

ける商号登記の問題です。申立内容は、世界的に著名な日

害が発生している中、当室では、模倣品・海賊版被害を受

本の電機メーカー6 社の商標が、無断で第三者の商号の一

けている日本企業に対してさまざまな支援を行っておりま

部として香港で登記されており、香港の法制度上の問題か

すので、それらのいくつかを紹介いたします。

ら、商標権者である我が国電機メーカーにとってこれらの
商号を効果的に抹消・変更する手段がない、というもので

3.1. 相談業務

した。本件については、香港特別行政区政府と 4 回にわた
る協議を重ねた結果、2010 年 7 月に香港の会社法が改正

模倣品対策・通商室には、
「政府模倣品・海賊版対策総合

され、問題の解決に至っております。

窓口」
（以下、
「政府総合窓口」）が設置されており、模倣品・
海賊版被害でお困りの日本企業の皆様から、個別相談を受

外国政府の制度・運用等の対応に問題があることにより、知的財産権に関
し利益が適切に保護されていない事案がある場合

け付けております。政府総合窓口が開設された背景とし
て、模倣品・海賊版による被害を受けている企業等が、法

申立者（日本国内の企業、経済団体等）

令等の問い合わせや、外国政府への働きかけなどを求める

申立
政府が二国間協議等を行うべきか否かを判断するために必要な証拠を示す

際に、相談先がわかりにくい、複数省庁に関係することも
総合的に対応すべきといった指摘がございました。これら

日本政府（政府模倣品・海賊版対策総合窓口）

の指摘を受け、2004 年 5 月、知的財産戦略本部で、政府
の一元的な相談窓口を開設することが決定され、同年 8 月、

調査実施の可否決定（申立から原則 45 日以内に回答）

当室に政府総合窓口が設置されました。政府総合窓口では、
権利者や企業等からの相談や申立に対し、関係省庁と連携

申立者
調査申立に基づく調査
（申立から原則 6 ヶ月以内に結果回答 or 回答が遅れる場合は理由・見通しを連絡）

1500
情報提供

申立者

相談
1000

（二国間協議等を行う場合）

1490
953

500

0

12
36

図9

92
100

210
46

221

170

86

99

63

日本国政府の対応
二国間協議、国際約束（WTO 紛争処理手続き等）に基づく解決
調査に関する報告書を作成

73

図 10

相談および情報提供の受付件数の推移
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2010 年 2 月に同じく JEITA から申立のあった、トルコ

訪中代表団を派遣し、広東省人民政府汪洋書記をはじめと

における商標権侵害に係る刑事裁判の問題については、問

する広東省人民政府の幹部との会談を行いました。会談で

題の早期解決に向けてトルコ政府と協議を継続中です。ま

は、日本と広東省との間で知的財産保護に関する協力を強

た、2011 年 7 月には、一般社団法人日本動画協会及び一

化していくことで合意しました。

般社団法人日本映像ソフト協会から、マレーシアにおける

（2）覚書に基づく取り組み

著作権侵害に関して申立があり、現在、マレーシアの制度
および被害状況について調査を進めているところです。

2009 年度は、日本政府と中国政府の知財関連部門との
間で、知財保護に関する 4 つの覚書が交換され、新たな政

3.3. 中国に対する取り組み

府間対話の場が設置されるなど、中国政府との交流・協力
関係が一層強化されました（図 12 参照）
。これら覚書に基

当室は、日本企業から受け付けた相談、申立、ヒアリン

づく取り組みを紹介いたします。

グ結果等に基づき、各国政府に対してさまざまな働きかけ
を行っております。なかでも中国は最大の模倣被害発生国
であることから、特に力を入れております。以下では、主

中国
国務院

な取り組みのいくつかをご紹介いたします。

(1) 知財 WG
設置等覚書
(2009.6)

商務部
(MOFCOM)
国家工商行政
管理総局
(SAIC)

（1）官民合同ミッション

(2) 商標等の
協力覚書
(2009.8)

商標局
(CTMO)

政府と産業界（国際知的財産保護フォーラム IIPPF2））と
が共同で、2002 年からほぼ毎年、官民合同訪中代表団を

国家知識産権局
(SIPO)

派遣しています。国家工商行政管理総局（SAIC）、国家知

国家版権局
(NCAC)

ります。これまでの成果としては、専利法や、商標法の改
正案に日本の要請内容が反映されたほか、運用面では、刑

特許庁
(JPO)

文部科学省
(MEXT)

(4)著作権等の
協力覚書
(2010.3)

図 12

事訴追基準の引き下げや知的財産関連の判例・商標審査基

日本国
政府

(3)特許庁間協力覚書
(2009.12)

識産権局（SIPO）、国家版権局などの中央機関を訪問し、
法制度や運用面での改善要請と協力事業の提案を行ってお

経済産業省
(METI)

文化庁
(ACA)

4 つの覚書

準等の公開など、日本の要請に沿った改革が実施されてい
ます。

日中知的財産権ワーキング・グループ
2009 年 6 月に交換された「経済産業省と中国商務部と
の知的財産権保護に関する交流と協力に関する覚書」に基
づき、日中知的財産権ワーキング・グループ（以下「知財
WG」
）が設置されています。知財 WG では、日中双方が模
倣品・海賊版に係る問題意識を共有し、双方が協力して解
決策の検討を行います。知財 WG の特徴は、覚書を締結し
た経済産業省と商務部のみならず、日中双方の知財関連機
関が参加する点です。これまでは、個々の政府機関と個別
協議を実施してきましたが、知財 WG が設置されたことに
より、日中両国の知財関連の政府機関が一堂に会して知財
保護全般に関する議論が展開できるようになりました。特

図 11

第
 7 回官民合同訪中代表団（ハイレベル）知識
産権局訪問（2010 年 8 月）

に、関係機関が複数にまたがる再犯問題や行政罰強化等の
問題について、意見交換を行うことが可能となりました（
図 13 参照）
。

また、中央のみならず地方政府への働きかけも行ってお

2011 年 10 月 24、25 日、神戸で開催された第 3 回知財

ります。2011 年 4 月、執行の現場を指揮、監督している

WG では、インターネット上の侵害対策、日本の地名を用

地方政府との交流を促進する観点から、広東省に官民合同

いた農林水産品の取締等について提案や要請を行うととも

2）国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）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・団体が業種横断的に
集まった団体であり、産業界の意見を集約するとともに、我が国政府との連携を強化しつつ、国内外の政府機関等に対し、一致協力して行動し
知的財産保護の促進に資することを目的とする。メンバーは、2011 年 12 月現在、147 社・90 団体。
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に、ACTA の内容について中国側に紹介し、中国法との整

ロシア、スイスとも定期的に開催しておりますが、他国と

合性について共同で研究する方向となるなど、知財に関連

の WG と比較して、日本との知財 WG は情報交流と協力の

する幅広い議題について意見交換を行いました。

促進の点で協力関係が非常に緊密であると、 第 3 回知財

中国は知財 WG と同様の会合を米国、欧州、ブラジル、

WG で中国側共同議長を務めた商務部の楊副司長からコメ
ント 3）がありました。
経済産業省と中国国家工商行政管理総局との覚書に基づく

日中知的財産権ワーキング・グループ

経済産業省

・次長・審議官級の共同議長。
・毎年１回、日中交互で開催。
・知的財産保護に関する法制度
から執行・運用面まで幅広い
テーマを議題として取り扱う。
特許権

商標権

著作権

取締り

司法措置

その他

特許庁
関連部門
・
・

日中双方の交流と
協力が一層促進

図 13

取り組み
2009 年 8 月、中国国家工商行政管理総局との間で「知
的財産保護の協力に関する覚書」の交換が行われ、商標等
の知的財産保護に関する協力の枠組みを構築し、知財保護

商務部

の取り組みを促進することに同意しました。
関連部門

覚書の具体的な内容は、①日中共同で協力分野における

・

「年間作業計画」を策定する、②商標権侵害の執行に係る

・

案件についての情報提供及び照会を行う、③事務レベル

・

ワーキング・グループの開催、④日中協力の内容を公表す

中国の知財保護
環境整備が進展

るとともに、関係機関へ内容を通知する、などが盛り込ま
れています（図 15 参照）
。2010 年 7 月には年間作業計画

日中知的財産権ワーキング・グループの概要

に従って、中国北京において、第 1 回日中模倣品事務ワー
キング・グループを開催し、再犯者に対する罰則強化や刑
事移送基準と地方機関への周知徹底、模倣品生産における
分業化の問題等について意見交換を行いました。

3.4. 中国以外の地域における取り組み
以上、中国に対する取り組みの一部をご紹介いたしまし
たが、模倣被害は中国以外でも発生しており、当室では、
それらの地域の被害相談を受け付ける他、現地政府機関に
対してさまざまな取り組みを行っております。以下では、
私が担当している地域
（韓国、台湾、東南アジア、中南米）

図14 第 3回日中知的財産権ワーキング・グループ 於神戸

の状況について簡単にご紹介いたします。

（2011 年 10 月 24,25 日）

協力分野
双方の共通
する所掌分野

・商標の登録、審査、異議、審判及び管理
・模倣品の取締り
・不正競争行為の防止
・インターネット関連の知的財産保護
・普及啓発活動等

3. 事務レベルワーキング・グループの開催

・
1. 共同で協力分野の
「年間作業計画」を策定

・重点協力分野についてワーキング・グループを開催
・最低年 1 回、双方が交代で主催
・開催時期、議題（重点協力分野）等は、双方の協議により決定

・
2. 情報提供及び照会
・商標権侵害の執行に係る案件についての情報提供及び照会。
権利者

相談
情報提供

申立等

協力内容
・協力分野に関する協議及び共同研究
・協力分野での人材育成
・協力分野についての情報交流

経産省・特許庁

4. 周知・透明性の確保
・日中協力の内容の公表と関係機関（地方機関含む）への通知

情報提供及び対応状況の照会

経産省・特許庁

国家工商総局

協力活動・成果を公表、通知

不合理な対応
地方工商局

国家工商総局

図 15

地方工商局

地方工商局

その他関連機関

SAIC との覚書に基づく協力の概要

3）リップサービス的な面もあるでしょうが、交流の深さでは他国の WG に遅れは取っていないのではないかと思います。
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中国の自主的な取り組み（特別行動）

⑥知的財産権保護の宣伝強化からなり、各政府機関がこれら
の項目に関してさまざまな取り組みを実施しました。

2010 年 10 月から 2011 年 6 月までの 9 か月間 4）、中国政府

特別行動の成果については、2011 年 7 月に開設された仮

は「知的財産権侵害及び模倣品・粗悪品の製造・販売の摘発

想的な成果発表展示会（http://ipr.cntv.cn/）において、閲覧

に関する特別プロジェクト活動」
（以下「特別行動」）を実施

することが可能です（図 16 参照、英語での閲覧も可）。一例

いたしました。過去、各執行機関が個別に取締りキャンペー

をあげると、日本企業の最も関心の高い刑事罰については、

ンを実施した例はありますが、温家宝総理の指導のもと、国

公安当局が、約 3 万人の容疑者を逮捕し、約 1 万 3 千の製造

を挙げて模倣品・海賊版の取締プロジェクトを実施するとい

拠点、約 5 千の流通拠点の摘発を実施、押収品価値は約 130

うのは初めてのことです。

億元に相当し、前年同期と比較し 4 倍以上の増加となりまし

特別行動の内容は、①製造部門における管理監督の強化、

た。また、当室が日本企業のいくつかにヒアリング調査を実

②市場における管理監督の強化、③輸出入およびインター

施した結果、行政摘発件数、押収点数、押収品価額は概ね増

ネット上の知的財産の保護強化、④刑事司法による摘発の強

加したほか、刑事摘発や自主摘発の増加等の成果もありまし

化、⑤政府機関において正規ソフトウェアを全面的に使用、

た。しかし、業種別にみると重点取締り製品でない企業は取
締実績が減少した例もありました。
特別行動は一旦終了しましたが、摘発活動は継続すること
が重要です。日本政府は中国政府に対して、折に触れて取締
りの継続を要請してまいりました。その結果、2011 年 11 月
9 日に温家宝総理が主宰した国務院常務会議において、取締
りを継続的に強化する必要性があることに言及がなされ、全
国知的財産権侵害及び模倣品製造・販売取締り業務指導グ
ループの設立が決定されました。
今後も中国が知財侵害品の取締りを継続することを期待

図 16

特別行動成果展示会

しつつ、その動向を注視していく必要があります。

（1）韓国

このように、商標権侵害を専門に取り締まる警察隊を立

韓国は、2004 年に米国通商代表部（USTR）のスペシャ

ち上げた背景として、既存の警察の人的資源不足と専門知

ル 301 条報告書で優先監視国に指定される 5）など、 模倣

識の不足が挙げられます。一般的に、警察は殺人や強盗な

品・海賊版の製造・流通被害が深刻でした。しかしながら、

どの凶悪犯罪に対する捜査への優先度が高く、知財専門の

韓国政府は知財権侵害品の取締り強化などの政策を推し進

担当官を置くことがなかなかできません。当然、知財に関

めた結果、かつての「模倣大国」とも言える状況から大き
く改善しています。たとえば、日本国税関における仕出国
構成比

別の輸入差し止め件数を見てみると、韓国は中国に次ぐ 2

100%

位ながら、近年その割合は大きく低下してきております
（図 17 参照）。2009 年には、 初めて監視国から外れるな

81.5%

80%

ど、知財保護の取り組みは着実に進展しております。

60%

韓国では、日本にはない取り組みも実施されているの

40%

で、ご紹介いたします。
1 点目が 2010 年 9 月 8 日に発足した「商標権特別司法警

71.1%
48.2%

44.5%

20%
20.0%

察隊」です。商標権特別司法警察隊は韓国特許庁の組織の

0%

一部なのですが、商標権侵害に関して模倣品の押収や刑事

平成 18 年

平成 19 年

6.8%

2.5%

12.4%
平成 20 年

平成 21 年

平成 22 年
中国

立件も可能という強力な権限を有しています。張り込みや

図 17

潜入捜査など、本職の警察も顔負けの本格的な捜査を行

韓国

中国・韓国の差止件数（構成比）の推移

（出典）財 務省「平成 22 年の税関における知的財産侵害物品の差止状
況」
（2011 年 3 月）

い、商標権侵害を摘発します。

4）当初は 2011 年 3 月までの半年間の予定でしたが、後に 3 か月延長されました。
5）2005 年に監視国となり、1 ランク緩和

tokugikon
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する専門知識も乏しくなりがちです。その点、商標法を所

3 点目が 2009 年 5 月に運用開始された「知的財産権情

管している特許庁が摘発を行えば、担当官の専門知識とい

報統合情報管理システム IPIMS（Intellectual Property

う点では非常に望ましい状況であり、人的資源不足を解消

Information Management System）
」です。このシステム

することにもつながります。

は税関と権利者との間のやり取りを電子化し、国境措置の

また、商標権特別司法警察隊の取り締まりにより、取締

効率化・迅速化に貢献しています。システムの利用の流れ

り実績も伸びました。商標法特別司法警察隊が導入される

は以下の通りです。

前の 2010 年 1 月から 8 月までの 8 か月間で、刑事立件さ

①商標権者をはじめとする IPIMS 利用者が、関税庁のイ

れたのはわずか 15 人ですが、導入後は同年 12 月までの 3

ンターネットサイトにアクセスし、監視してほしい商標権

か月間で刑事立件は 45 人であり、直前の 8 か月間の実績

や著作権を予めオンライン申告しておくと、②権利侵害の

を既に上回っております。また、2011 年 8 月までの 1 年

疑いのある物品が発見された場合、税関から SMS や電子

間で刑事立件 141 人、押収物品 48,081 点（正規商品価額

メールを通じて IPIMS 利用者に連絡が届き、③ IPIMS 利用

にして約 120 億ウォン相当）に達しています（表 4 参照）
。

者はシステムに接続し、税関がアップロードした疑義侵害
物品の画像データを確認し、鑑定結果をシステムに登録す
ると、④税関は、鑑定結果に基づいて当該物品を差し止め

表 4 検察・警察合同および商標権特別司法警察隊の取締
り実績
商標権特別司法
警察の導入以前

区分

2010.1～2010.8

あるいは通関する、というものです。従来、税関と権利者
とが書面でやり取りしていた部分を電子化することで、迅

導入後

速な真贋判定ができますし、税関が侵害疑義物品の画像

2010.9～12 2011.1～8

刑事立件（人）

15

45

96

押収物品（点）

2,860

28,629

19,452

データを提供してくれるので、権利者は疑義侵害物品が発
見された税関まで出向く必要がありません。

（出典）韓国特許庁（2011 年 9 月）

（2）台湾
台湾では海賊版被害が深刻です。日本のコンテンツで被

2 点目が「知的財産保護オンラインモニタリングシステ

害が大きいのはテレビドラマとアニメです。日本でテレビ

ム IPOMS（Intellectual Property Online Monitoring

放送あるいは DVD が発売されると即座に字幕付きの海賊

System）」です。IPOMS は、オープンマーケット 6）やショッ

版が市場に流通するため、日本の権利者が台湾で正規版を

ピングサイトにおいて、知的財産権侵害の疑いのある商品

出す頃には既に海賊版が市場を席巻している状態となって

の販売を 24 時間監視するシステムです。知財侵害品を発

おり、正規版でビジネスを展開する機会が著しく損なわれ

見すると、ショッピングサイトの管理者や取締機関と連携

ております。

した出品削除やサイトの遮断などにも対応しています。

台湾当局も海賊版の摘発に動いておりますが、効果的な

IPOMS が稼働を開始したのは 2009 年からですが、監視

取締りの実施には様々な課題があります。たとえば、日本

対象サイトの拡大（タオバオ、アリババなど中国のショッ

のコンテンツは「日本コーナー」のようなスペースに陳列

ピングサイトも対象）、真贋識別 DB（正規品価格情報、隠

されて販売されており、当局の担当官にしてみれば、日本

語、ブラックリスト）の拡充、情報収集間隔の短縮など、

コーナーに含まれている海賊版の全てをまとめて摘発した

常にシステムの高度化が図られています。

いという要求があります。しかしながら、コンテンツ毎に
権利者が異なることから、期限内に全てのコンテンツの権

①

①収集

④分析

利者に連絡を取って権利確認をすることは非常に困難で

・オープンマーケット、イン
ターネットショッピングサ
イト情報の収集

す。この問題に関しては、一般社団法人コンテンツ海外流
通 促 進 機 構（CODA） が、 米 MPA（Motion Picture

②探知

② ・偽造の疑いのある商品の自
動抽出

Association）とも協力しながら、権利確認への協力体制構
築に尽力しておりますが、根本的な解決にはまだ時間を要

・サイト管理者、取締機関に連絡
③ ・オフライン取締りと連携し
て対応

する状況です。
このように、取締当局にしっかり摘発してもらう事も

③対応

重要ですが、権利者の協力なくして効率的な取締りは実

④ ・模倣手口等を分析して、シ
ステムの高度化につなげる

図 18

現できないところに、模倣品・海賊版対策の難しさを感じ
ます。

IPOMS の監視サイクル

6）誰でも商品を販売登録でき、その商品を消費者が購入する仕組みのショッピングモール
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（3）東南アジア

東 南 ア ジ ア に は 知 的 財 産 グ ル ー プ IPG（Intellectual

東南アジアは古くから日本企業が製造拠点、販売拠点と

Property Group）が多数活動しており、当室もこれら IPG

して進出しており、それに伴い日本企業の模倣品・海賊版

の活動を支援しております（図 21 参照）
。IPG は、知財保

も多く流通しております。特許庁の 2010 年度模倣被害調

護に意欲の高い現地日系企業のグループであり、企業間で

査報告書でも、東南アジア諸国の模倣被害率は、インドネ

知財保護に関する情報を共有する他、現地当局に対して働

シア 6.8％、 タイ 10.5％、 マレーシア 7.4%、 シンガポー

きかけを行っております。

ル 6.9%、ベトナム 6.8%、フィリピン 4.6％と、個々の国
で見ると中韓台に及びませんが、ASEAN 全体としてみる
と被害は決して少なくありません。
北京

東南アジアでは、執行機関の担当官の取締り能力向上の
ためのトレーニングセミナーを各地で開催しております。

ニューデリー

たとえば、2011 年 9 月にタイのバンコクで開催した真贋
判定セミナーでは、タイの税関や警察をはじめとする執行

ダッカ

韓国

上海
広州

カラチ

機関の職員を対象に、日本企業の担当者から自社の真正品

バンコク

と模倣品との見分け方をレクチャーし、執行機関職員の真

クアラルンプール

贋判定能力の向上に貢献しました（図 19、図 20 参照）。

ホーチミン
シンガポール
ジャカルタ

このようなセミナーは、権利者と執行機関との間の協
力関係構築にも非常に有益であり、両者が良好な関係を
図 21

保つことで取締りの増加が期待できます。たとえば、税

IPG 活動地域（他にもロシア、中南米で活動）

関が模倣品の疑いのある貨物を発見し、権利者へ権利確

（4）中南米

認を要請したいが連絡先が分からないといった事態が発
生した場合、日頃からセミナー等を介して税関と権利者

中南米地域の模倣品被害の特徴は、中国やアジア地域か

が良好な連携体制を構築しておくことにより、権利確認

らの模倣品流入が支配的で、域内における模倣品の製造が

が円滑に実施でき、結果として模倣品の通関防止につな

少ないという点です。パナマのコロン港やチリのイキケ港

がります。

に陸揚げされた貨物の多くは、大消費地であるブラジルに
向けて域内を輸送されます（図 22 参照）
。また、模倣品の
密輸も横行しており、密輸には犯罪組織が関与していると
言われています。
ブラジルとは年 2 回、日伯貿易投資促進合同委員会が開
催されており、政府間の対話の機会があります。合同委員

図 19

タイ真贋判定セミナー 於バンコク（2011 年 9 月）

図 20

図 22

真正品と模倣品の展示の例

tokugikon

主要な模倣品流通経路

出典：ブラジル法務省、連邦警察
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会の下には知財について話合う知財 WG も設置されてお

頃にはほぼ交渉が終わっていたという状況です。交渉の様

り、過去の知財 WG では模倣品被害を受けている業界から

子については、ACTA 交渉を主に担当した通商政策局通商

ブラジル側に直接被害状況を訴え改善を要求した他、日本

機構部が執筆された紹介記事が、
「METI ジャーナル」の平

側からの協力事業として、ブラジルで真贋判定セミナーを

成 23 年 1・2 月号に掲載されておりますので、そちらをご

開催することを提案しました（真贋判定セミナーは 2011

覧いただければと思います。

年 11 月に開催したので、詳細は後述）。

2011 年 10 月に東京で開催された ACTA 署名式（図 23 参
照）
には、協定交渉に参加したすべての国・地域が参加し，

3.5. 多国間の取り組み

そのうち，国内手続きを終えた 8ヶ国の代表が協定に署名
を行いました。6 カ国が批准することにより ACTA は発効

（1）A
 CTA（Anti-Counterfeiting Trade Agreement）

します。今後の方向性としては、加盟国の拡大はもちろん、

偽造品の取引防止に関する協定（仮称）ACTA は、知的

FTA や EPA の知的財産章に ACTA に対応する条項を盛り込

財産保護のための新たな国際的枠組みです。既存の枠組み

むことにより、実質的に ACTA と同レベルの保護を広めて

である TRIPS 協定が成立したのは 1995 年ですが、 模倣

いくことなどを目指していくことになります。

7）

品・海賊版被害の国際化、インターネット上での被害の深

4. 模対室での貴重な体験

刻 化 へ の 対 応 が 困 難 に な り つ つ あ り ま す。ACTA は、
TRIPS 協定の規律を超える「民事上の手続」、
「国境措置」
、
「刑事上の手続」、
「デジタル環境における知的財産権の執

以上ご説明したように、模対室の業務は特許審査実務と

行」等について規定しています。たとえば、税関の職権に

は大きく異なっており、その分、得難い経験をたくさんさ

よる水際取締りは、TRIPS 協定では任意規定にとどまって

せていただきました。印象に残っているものの中からいく

いましたが、ACTA では、税関当局が侵害の疑いのある物

つかご紹介いたします。

品の解放を職権により停止する手続を不正商標商品及び著

4.1. 相談業務の事例

作権侵害物品の輸出入について義務づけています。また、
「刑事上の手続」に関して、不正ラベルの使用（製造、譲
渡など）を刑事罰の対象とすることが規定されている他、

政府総合窓口にはさまざまな内容の相談が寄せられま

「デジタル環境における知的財産権の執行」に関しては、

す。以下は、実際に私が担当した相談案件の一例です。

アクセス・コントロールやコピー・コントロールを含む技

相談者は日本の大手企業で、相談内容は商標の冒認出願

術的保護手段の回避を防ぐための適切な法的保護について

に関するものでした。具体的には、韓国において自社のブ

定めることとされています。

ランドとよく似た商標が第三者によって登録されており、

ACTA 交渉の経緯を簡単に述べると、2005 年 8 月の G8

当該登録商標（以下、
「本件商標」
）を無効にするため、韓

サミットで日本が ACTA の必要性を提唱し、2008 年 6 月

国の特許法院で争っているというものでした。そのために

に第 1 回交渉会合開催、2010 年 10 月に東京で開催された

は、本件商標の出願時に相談者のブランドが韓国国内ある

第 11 回交渉会合で大筋合意に達しました。私が模倣品対

いは国外で著名であり、商標権者に不正の目的があったこ

策・通商室に着任したのが 2010 年 10 月なので、出向した

とを示す必要がありました。相談時点ではまだ韓国国内で
事業を展開しておらず、韓国国内の著名性を証明すること
は困難だったため、必然的に日本国内での著名性を証明す
る方針となったのですが、本件商標出願時期がかなり早
かったことから、その当時に著名であったことをどうやっ
て証明するかが課題でした。
経済産業省あるいは当室の名前で、著名性や周知性を
直接的に認定する書面を発行できれば簡単なのですが、当
室にはそのような権限はありません。その代わり、著名
性を推認する事実を紹介することで、著名であることを
間接的に訴えかける書面を作成することは可能です。た
とえば、日本で防護商標を取得している、日本の無効審
判あるいは不競法の訴訟で勝訴した等の事実があれば、こ

図 23

れらの事実を紹介する書面を作成することで、相談者を

ACTA 署名式

7）一般的に ACTA は「アクタ」と読みます。
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支援することができます。

この相談事例では、当室、JETRO（本部およびソウルセ

しかしながら、相談時、日本での防護商標出願はまだ出

ンター）
、東京商工会議所、相談者が一丸となって取り組

願中であり、審査結果は訴訟の証拠提出期限に間に合いま

みました。この事例を通し、知的財産を守るということは

せん。また、無効審判や不競法の訴訟の実績もないことか

一筋縄ではいかないということを実感するとともに、それ

ら、いまひとつ決定打に欠ける状況でした。

を支援するサービスがいろいろあることがわかり、大変勉

そんなときに、東京商工会議所の証明センターで、商

強になりました。

標・サービスマークの「周知証明」発行サービスがあると

4.2. 招聘事業

いう情報を JETRO が入手いたしました。このサービスは、
過去のある時点から商標・サービスマークを継続的に使用
し、周知性を得ていることの証明書（図 24 参照）を発行し

次に、2011 年 8 月 21 日から 27 日にかけて、中国税関

てくれるものであり、今回の相談案件のように、外国で冒

を日本に招聘した際の体験についてご紹介します。

認出願の被害を受けている場合の証拠として非常に有用で

招聘事業では、模倣被害が発生している国（主に中国）

8）

す 。

において、模倣品対策の施策を企画・立案している中央政

ただし、発行には通常 1カ月程度の期間を必要とするら

府の担当者、あるいは、現場で模倣品の取り締まりを実施

しく、1カ月もかかっていては、証拠の提出期限に間に合

している地方行政・司法機関の担当官を日本に招聘し、日

いません。東京商工会議所の担当者に問い合わせてみたと

本の政府機関や企業団体を訪問して意見交換などを実施し

ころ、商標・サービスマークの継続使用を証明する証拠を

ます。これらを通して、彼らに日本政府・産業界の知財保

（申請者が）集めるのに時間がかかるため、発行まで 1カ月

護の取り組みについて理解を深めてもらうとともに、相互

程度の時間がかかるが、証拠さえそろえば短期間で証明を

の人的・情報交流を促進し、その経験を帰国後の取り締ま

発行できるという回答でした。そこで、東京商工会議所の

り強化に生かしていただくことが目的です。また、招聘し

担当者には早期の証明書発行を依頼すると同時に、相談者

た担当官を講師として一般向けのセミナーを開催すること

には証拠の収集を急いでもらいました。相談者は全社総出

もよくあります。このようなセミナーは、普段、一次的な

で証拠集めに奔走し、1 週間で必要な証拠を集めることに

情報に触れる機会の少ない日本企業の皆様が、制度や運用

成功。東京商工会議所からも短期間で証明書を発行しても

に関する有用な情報を入手するまたとない機会となってお

らうことができました。これを受けて、当室からは、東京

ります。

商工会議所発行の周知証明や、シェアや店舗数などの事実

さて、招聘事業を成功させるためには、事前にさまざま

を紹介しつつ、相談者のブランドが著名であることを述べ

な準備が必要です。招聘対象である中国税関と、招聘時期、

る陳述書を作成し、相談者にお渡しすることができました。

招聘対象者等を調整する必要があるため、まずはこちらの
提案をレターにして中国税関総署に送付し、調整を開始し
ました。中国税関総署とのやり取りは JETRO 北京事務所
を通して行いましたが、JETRO 北京事務所の迅速な対応
にいつも助けていただきました。一方、日本国内では、訪
問先の決定と、訪問先での意見交換・見学内容の調整が必
要です。経済産業省および IIPPF 訪問は必須として、東京
税関、日本関税協会知的財産情報センター（CIPIC）
、電子
情報技術産業協会（JEITA）
、シャープ株式会社に訪問を依
頼し、いずれもご快諾いただきました。その後、訪問日程
や意見交換の議題調整では、招聘事業の委託先でもある
JETRO 本部とも密に連携して一つ一つ調整し、何とか日
程を組むことができました。早め早めの対応を心がけてい
たつもりでしたが、招聘直前の 8 月中旬は、企業の夏季休
暇の時期と重なったこともあり、最後は少し慌ただしく
なってしまいました。
8 月 21 日にいよいよ中国税関からの訪問団が来日し、
22 日の午前から各機関・企業の訪問がスタートしました。

図24 東京商工会議所証明センター発行の周知証明の見本

8）
「周知証明」

は、原則、証明書発行時点の周知性を証明するものであり、過去の任意の時点での周知性を証明するものではないので注意が必要で
す。しかし、過去の時点のシェア等の証拠次第では、過去の時点で周知であったことを証明することも可能とのことです（実際にそのような証明
書を発行した事例も存在する）。
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4.3. 海外出張

この機会に中国税関の面々や、訪問先の方々とコネクショ
ンを作るというのも重要なので、私も全訪問先に同行させ

韓国編

ていただきました。東京税関では、江東区新砂にある東京
外郵出張所を訪問し、郵便物の検査風景を視察しました。

2010 年 11 月、第 3 回韓国 IPG セミナーに参加するため、

差し止めした貨物の保管場所には、中国や韓国発の郵便小

韓国のソウルに出張しました。当室に着任してはじめての

包がうず高く積まれており、いまだ模倣品を購入する日本

海外出張であり、なおかつ、公務で海外に行くのもはじめ

の消費者が絶えないという事実を実感しました。 また、

ての経験であり、緑色の公用旅券が新鮮でした。

シャープ株式会社訪問では最初に歴史・技術ホールを見学

出張初日はソウル市内のホテルで第 3 回韓国 IPG セミ

し、シャープの歴史および技術力を目の当りにしました。

ナーに参加しました。セミナーは非常に盛りだくさんの内

中国税関の職員も、日本の技術力の高さに触れることで知

容で、韓国 IPG の事務局を務めている JETRO ソウルセン

財保護意識が向上し、知財侵害品の取り締まり強化のモチ

ターの活躍ぶりに感銘を受けました。セミナーでは、韓国

ベーション向上につながったものと期待されます。

IPG、商標権特別司法警察隊、韓国知識財産保護協会の 3

全体を通して、事前に意見交換の議題を調整しておいた

者の覚書署名式も催されました。覚書には、韓国 IPG と商

ことから、中国税関側も各議題に対してしっかり準備して

標権特別司法警察隊の間にホットラインを構築することも

きており、情報収集という意味では成功でした。しかしな

明記されており、この覚書に基づいて、韓国 IPG として商

がら、中国税関総署の出席者のランクが若干低く、意思決

標権特別司法警察隊に対して個別案件の取り締まり等を要

定者に対して日本側から要望をぶつけるという面では不十

請することができます。セミナーの後は参加者の交流会が

分だったというのが反省点です。

開催され、在韓日系企業の方だけでなく、韓国の弁護士事
務所の方々とも交流いたしました。韓国語は全く話せない
ので、英語での会話も覚悟していたのですが、みなさん日
本語が上手で拍子抜けした記憶があります。
出張 2 日目は、日本知的財産協会（JIPA）の河本副理事
長（当時）を団長とする代表団とともに韓国特許庁を訪問
しました。代表団の皆様は外国政府との交渉に慣れたベテ
ラン揃いで、意見交換の内容もさることながら、交渉の場
の流れや作法についても大変勉強になりました。意見交換

図 25

コラム

の場では、私も発言の時間を頂戴し、韓国が実施している

中国税関招聘（IIPPF 意見交換、シャープ訪問）

中国の方との交流

次に、食事に関して言うと、冷たい食べ物はあまり受け
がよくありません。日本に招聘する際は、日本料理を味わっ

模対室の業務では、中国の方と交流する機会が多いことか

てもらいたいということで和食のお店に案内することが多

ら、これまで中国の方との交流の経験から気がついたことを

いのですが、刺身や酢の物などはそれほど箸が進まないよ

書き連ねてみます。

うです。一方、お酒が飲めない方はほとんどいないので、

まず、片言の中国語でも話しかけると好印象です。これは

とりあえず乾杯（カンペイ）しておけば仲良くなれます。文

中国人相手に限った話ではありませんが、外国人と仕事をす

字通り杯を空け、お互いに杯を見せて飲み干したことをア

る際、言葉の壁というのは常に立ちはだかります。そのよう

ピールするとすぐに酒を注がれてまた乾杯…という一連の

なときに、相手の母語で会話しようという努力は、たとえ片

流れが何度も繰り返されるので、私を含め酒に弱い人には

言であっても相手には好印象を与えるものです。最初の名刺

少々つらいかもしれません。中国税関招聘の際も、夕食会

交換では、たとえ通訳さんが隣にいても中国語で話しかける

で限界を超えるまで飲まされて、次の日は一日体調不良と

ようにしています。 たとえば、
「您好！ 我的名字是速水。

いう苦い思い出があります。そのかわり、何度も乾杯を交

sushui、hayami 都可以。」
（こんにちは、私の名前は速水で

わしたことにより確実に互いの距離が近くなったのも事実

す。sushui でも hayami でもどちらでもいいですよ。）といっ

なので、否定ばかりもできません。

た感じです。中国語は発音や抑揚が難しいので、名刺の漢字

審査官交流で SIPO の審査官と交流する機会もあると思い

を見せながら自己紹介したほうがうまくいきます。このよう

ますので、中国語での自己紹介に（肝臓に自信があれば乾杯

に自己紹介すると、たいていの場合中国語読みの sushui で

の応酬にも）是非挑戦してみて下さい。

呼んでもらえるようになります。
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対中国の模倣品対策について情報収集するとともに、今

開催する事によって、模倣品・海賊版の更なる取締り強化

後、対中国の模倣品対策で協力していくことを確認しまし

が期待できます。

た。その後、12 月には韓国特許庁の方が模対室を訪問して

余談ですが、ブラジルでは、訪問を受け入れた側がメモ

意見交換会を開催するなど、協力関係は続いております。

用紙や筆記用具を準備しておくのが慣例です。日本であれ
ば、訪問する側がこれらを持参するのが当然で、手ぶらで

ブラジル編

訪問しようものならやる気を疑われるところですが、ブラ

2011 年 11 月にブラジルのサンパウロで真贋判定セミ

ジルでは逆のようです。真贋判定セミナーでは JETRO サ

ナーを開催した際、セミナーを共催する経済産業省の代表

ンパウロがブラジル側参加者のためにメモ用紙と筆記用具

としてセミナーに参加してまいりました。また、真贋判定

を抜かりなく準備しており、イベントを成功させるために

セミナーと同日に、第 5 回中南米 IPG 会合が開催されたの

は多くの方の知見をお借りする必要があることを再認識し

で、そちらでは当室が実施した中南米模倣品流通実態調査

ました。

の概要について講演してまいりました。

5. 今後の展開

このセミナーは開催までに非常に長い時間がかかったた
め、かなり思い入れがあります。セミナー開催を企画した
のは 2010 年の 4 月頃からで、私の前任の塩澤さん（現在、

世界の知財を取り巻く環境は日々変化しており、それに

イギリスのケンブリッジ大学に留学中）の頃から温めてい

合わせて当室の業務も改善していく必要があります。今後

たものです。過去、ブラジルでは経済産業省主催の真贋判

の当室の取り組みの方針として、大きく 3 つの項目がござ

定セミナーを開催したことがなく、日伯貿易投資促進合同

います（図 27 参照）
。

委員会の場でブラジル側に開催を提案してもなかなか同意

1 点目は産業界との連携強化です。相談を受けた個別案

が得られずに苦労しましたが、ようやく 2011 年 11 月 29

件を一つ一つ解決していくことが、最終的には模倣品問題

日にサンパウロで開催することができました。

全体の解決に繋がるとの認識のもと、関係課室と連携して

飛行機の乗り継ぎと時差に苦しみつつ、セミナー前日に

個別相談への対応を充実させてまいります。また、現地日

サンパウロに到着。ブラジル側参加者が予定どおりに集ま

系企業との連携強化も重要です。IPG 会合への参加や連携

るか多少不安でしたが、当日は 150 名収容の会場はほぼ

会議を通じて交流を深める他、海外 JETRO 事務所、在外

満席となり、胸をなでおろしました。講演の後にも活発な

公館には現地の日系企業から相談が寄せられますので、こ

質疑応答がなされ、取締り担当官の関心の高さがうかがえ

れら関係機関の協力のもと、現地日系企業への支援を強化

ました。

していく予定です。

本セミナー開催により、日本企業とブラジル当局との関

2 点目は中国対策の一層の強化です。模倣手口の巧妙化

係構築が一歩前進したところですが、この勢いを継続する

が進み、悪質な再犯者への対策として、中国政府に対して

ことが今後の課題です。たとえば同様のセミナーを各地で

法制度の整備を要請するとともに、パブリックコメント等
の機会で積極的に意見を提出する他、刑事訴追基準の運用
徹底を支援するため、地方政府の執行官向けにセミナーを
開催するなどの取り組みを推進します。
また、中国国内でインターネットが普及するにつれ、イ
ンターネット上の被害も将来増加していく恐れがあるた
め、今のうちからしっかり対策していくことが大切です。
これまでに日中インターネットシンポジウムを 2 回開催
し、日中のショッピングサイト運営者および権利者の交流
を促進しており、今後も同シンポジウムを継続して開催し
ていく他、権利侵害品販売サイトに関する情報交換スキー
ムを整備することにより、中国の執行当局の取締りを支援

図 26

ブラジル真贋判定セミナー

2011 年 11 月
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します。たとえば、日本語表記で模倣品を販売している中

1 年以上が経過しました。今振り返ってみると、着任当初

国サイトは、一般的に中国の執行官は権利侵害の判断がつ

は審査実務と模倣品対策業務との相違に戸惑うことも多

かず発見する事も困難ですが、そのようなサイトの情報を

く、室員の皆様や関係課室、省庁、産業界の皆様にご迷惑

日本政府が提供することで、当局の取締り促進が期待され

をかけてばかりだったと記憶しております。それでも何と

ます。

かやってこれたのは、省内外の関係者の方々から助けてい

日本企業のニーズが強い、商標の冒認出願対策も推進し

ただいたからにほかなりません。語学の素養や知財一般の

てまいります。現行の制度では冒認出願の疑いのある出願

知識も必要ですが、普段から情報収集に努め、人的ネット

を発見しても、公告されるまでは権利者は国家工商行政管

ワークを構築することが重要であり、それは模対室の業務

理総局（SAIC）に対して行動を起こす事ができません。そ

に限った事ではありません。

こで、当室では METI と SAIC との覚書に基づいて公告前の

模倣品対策・通商室に出向する機会を下さいました特許

情報提供を行っております。情報提供を行った案件につい

庁の皆様、当室でお世話になった関係者の皆様に、この場

ては、公告前の審査段階で拒絶されるものも多く、一定の

をお借りして御礼申し上げます。残された任期中も模倣

成果が出ております。今後も覚書に基づいた情報提供を強

品・海賊版の撲滅に向けて精一杯業務に励む所存ですの

化していきます。

で、引き続きご支援を頂戴できれば幸いです。

さらに、地方政府との協力強化も今後の課題です。中央
政府と交渉を進めることも重要ですが、実際に摘発を行っ
ている地方の政府機関との協力なくして、真に実効性のあ
る模倣品対策を実現することはできません。2011 年 4 月
に広東省人民政府に官民合同ミッションを派遣したことを
きっかけとして、2011 年 12 月に実務者レベルの官民合
同ミッションを派遣した他、広東省政府の知財関連部門職
員の日本招聘事業計画など、広東省政府との交流を一層促
進していきます。将来的には広東省以外の省とも交流を広
げていくことができればと思います。
3 点目は新興国対策の強化です。BRICs 諸国（都合上、
中国を除くブラジル、ロシア、インド）等の新興国は、今
後の経済発展とともに大規模な模倣品の製造・流通被害が
発生する恐れがあり、
「第 2 の中国」とならないように、早
い段階から対策が必要です。2011 年には 10 月にロシア、
11 月にブラジルで初めて真贋判定セミナーを開催するな
ど、協力事業を着実に実施しております。2012 年 2 月に
は、インドでも真贋判定セミナーを開催する予定です。ま
た、IIPPF ではインド WG が活動しておりますし、ロシア、
中南米では現地で IPG が組織され、現地政府との交流が進

profile

展しております。産業界のニーズを踏まえつつ、活動を広
げていく予定です。また、経済連携協定（EPA）や ACTA 等

速水 雄太（はやみ

を通した知財保護基盤の強化も進めてまいります。

平成 15 年 4 月 特許庁入庁（特許審査第四部電子商取引）
平成 19 年 4 月 審
 査官昇任（特許審査第四部情報セキュリ
ティ）
特許審査第四部審査調査室の併任を経て、
平成 22 年 10 月より現職。

6. 最後に
本稿では模倣品・海賊版被害の現状とそれに対する取り
組み、模倣品対策・通商室で得た経験等についてご紹介い
たしました。模倣品対策は特許審査と同じく知的財産保護
という土俵の上にありながら、審査実務とは距離があるた
め普段あまりなじみの無い世界の話だったかと思います。
模倣品・海賊版対策の現状を理解する上で、本稿の内容が
少しでも皆様のお役に立てたとしたら幸いです。
2010 年 10 月に模倣品対策・通商室に着任してから既に
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