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2011在華日資企業知的財産権保護貢献部門感謝式　~開催に寄せて~
「在華日資企業知的財産権保護貢献部門感謝式」にご出席くださりありがとうございます。ご承知のとおり、本感謝式典は、中国政府部
門の皆様の日頃のご尽力と、大いなる成果に対して、心からの尊敬と感謝の意を表すことを目的として、毎年 1度開催しているものです。
2008年 4月の第 1回開催から、今年で 5回目を迎えられたことを大変嬉しく思いますとともに、開催に向けご尽力いただきました関係各
位に、まずお礼申し上げます。
さて、2011年は、欧州危機、米国の長引く不況という中において、GDPが世界第 2位となった中国が世界経済を牽引していった一年
でした。私ども中国 IPGも、この中国の成長に併せ、多くの活動を活発に展開でき、素晴らしい一年となりました。加えて、中国政府部門
の皆様に推進していただいた各種特別行動により、知財保護の大きな成果を生んでいただいた年でもあります。
そして、昨年は、日本にとっては大変な災害である東日本大震災が発生した年です。この大変な中において、日本では、「絆」の大切さを
再認識しました。中国政府、また中国国民の皆様からは、いち早く、日本に向けての支援隊、支援物資、支援金等の多大なご支援をきただき、
被災者だけでなく、日本国民全体が中国の皆様との絆を感じることができたと考えます。
上海 IPGは、一昨年の北京 IPGに続き、2012年 9月に設立 10周年という節目を迎えます。従来の経験を踏まえ、刻々と移り変わる

中国の知的財産関連情報をキャッチアップし、共有することに加え、消費者の劣悪模倣品による被害防止、知的財産権が正当に保護される
健全な市場経済社会の維持に貢献することを目的として、私どもは、各種の模倣品対策プロジェクト・消費者啓発活動などを実施しています。
これらは、私どもが、自分たちだけでできるものではありません。私どもは、中国政府部門の現場の皆様とは、一緒に行動し、良かった点・
問題点を共有させていただきました。また、この現場の良かった点・問題点を中央政府部門の皆様と意見交換させていただいて、現場の皆
様が行政執行をしやすい環境ができるように働きかけていただきました。これらは、現場の皆様、中央政府部門の皆様と私どもとの絆がで
きてきているために、達成できたのだと思っております。
僭越ですが、弊社の社是に、「お役立ち」（中国語 :「善于助人」）があります。私ども権利者が、中国政府部門の皆様と絆を育み、また、

お役立ちをさせていただくことで、現場の皆様が行政執行をしやすい環境が一層整えば、最終的に、私ども権利者の利益に繋がると考えて
おります。
こうした日頃のご尽力に対し、この場をお借りしてお礼申し上げますとともに、「2011在華日資企業知的財産権保護貢献部門感謝式」が
中国政府部門の皆様への謝意の象徴となり、日中の絆を一層深めるものになることを、心より期待いたします。

上海 IPGグループ長　丸山 幸之助
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IPGとは

IPGは、模倣品や海賊版といった権利侵害など知的財産権に関する問題に対処するため、情報交
換の場として、さらに現地政府との協力活動をおこなう母体として発足した日系企業の団体です。

2000年5月、中国日本商会の分科会として「北京IPG」が北京にて発足、続いて2002年9月には「上
海 IPG」が、2005年 8月には「広東 IPG」 がそれぞれ発足しました。以後中国以外でも、東南アジア、
韓国やインド、ロシアなどで IPGが発足し諸活動を展開しています。

IPGでは、メンバー企業間の情報交換から現地の知的財産権関連政府部門との連携活動まで活動
範囲を広げ、各国における日系企業の知的財産権問題に関する諸活動の母体として、日本の政府・産
業界のみならず、各国政府からもますます注目され、大きな期待を寄せられています。

中国 IPG活動理念

IPGは、参加する企業 /団体のビジネス活動の最前線である中国の現場において、全てのメンバー企業 /団体が主体となり、各々が
有する知的財産権の保護のみならず、中国の経済発展と全世界の消費者保護のため、積極的に知的財産に関する課題の解決に取り組み、
更なる中日友好関係の構築を目指します。

知的財産権保護貢献部門

「知的財産権保護貢献部門」とは、IPGメンバーである日系企業が、中国における知的財産権保護において、当年に最もご尽力いた
だき、貢献いただいたと考える各地の司法・行政部門を指します。

2011年度も例年と同様、IPGメンバーから数多く寄せられた推薦に基づき、知的財産権保護活動への積極性や自主性、活動の成果
や侵害者・社会全体への影響度、権利者からの要望ヘの協力性、執法手段の先進性や戦略性などを指標として厳正な検討を行ったうえ、
12部門を選定いたしました。
言い換えれば、日系企業が知的財産権保護において、2011年に最もお世話になり、最も感謝したい政府部門ということになります。
本来であれば、中国全土の知的財産権に関連する全ての行政・司法部門が「貢献部門」であると言えますが、代表として毎年貢献部門
を選定させていただき、日系企業より感謝の意を表する式典を開催しています。

IPGでは、今後も毎年同様の式典を開催し、中国の司法行政当局のご尽力が、知的財産権保護の更なる推進につながるよう、微力
ながらご協力していきたいと考えています。

開催趣旨

中国では、WTO加盟以後、知的財産権に関する法律法規や諸制度が急速に整備される中、その運用を担当する司法・行政当局にお
いて多くの知的財産権保護活動がおこなわれています。中には先例としての価値の高い優れた判断をなした案件、当局と権利者との連
携が円滑に行われた案件、消費者保護に寄与する活動など、知的財産権保護推進への影響力が大きい活動が多数存在しています。中
国 IPGメンバー企業は、それら活動の背景にある司法・行政当局の知的財産権保護への姿勢・取り組みに対して深い尊敬の念と感謝
の意を有するとともに、そうした活動が今後中国全土に波及し、消費者保護など知識産権制度の本来目的に積極的に作用することを期
待しています。
中国の知的財産権保護システムは、日本のそれ

とは異なり、行政・司法部門がそれぞれに定めら
れた権限のもとで法の執行を担っています。IPG
が、各地の司法・行政部門の取り組みや活動成果
をメンバー内で取りまとめ、公表・宣伝すること
は、中日両国の相互理解促進、知的財産権保護の
推進など多方面に好影響を及ぼすことが予想され
ます。
こうした背景から、中国 IPGでは毎年、日頃の
司法・行政部門のご尽力に謝意を表するため、「貢
献部門感謝式」を開催しています。本式典が、中
国の司法・行政部門と IPGメンバーである日系企
業との今後の交流促進につながり、中国における
知的財産権保護強化に向けた社会的気運の高揚に
好影響を及ぼすことを祈念しています。
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貢献部門

浙江省寧波市知識産権局
推薦企業

三洋電機株式会社（パナソニック・グループ）

浙江省寧波市知識産権局の活動 /取組み /案件

2010年初めから、慈渓市の工場が、当社の充電式カイロの意
匠侵害品を生産し、韓国等への輸出や国内でのオンライン販売
をしていました。寧波市知識産権局は、2010年 3月の当社申
立てにもとづき、迅速に調査や侵害者への指導を行うとともに、
その後の再犯行為に対しても、2011年 11月に処罰決定を下し
て、最終的な侵害停止に結びつけました。

1.積極的な事案関与と、公平で迅速な事案処理

①申立て受理後の翌々日には現場検査を行い、さらに、当社代
理人も交えて侵害者を指導し、誓約書にも署名させるなど、
早期解決への取組みを行ないました。
②無効審判請求により事案は一時中断されたものの、当社意匠
権有効の審決確定後、迅速に事案審理を行ない、当社の情報
提供から1ヶ月程度で処罰決定を下しました。

2.侵害品流通の阻止、再犯抑止への影響力

海外輸出やオンラインでの大量販売がされ、かつ、再犯もあ
る深刻な事件でしたが、設備除却等も含む処罰決定がされ、侵
害停止がされ、オンライン店舗閉鎖もさせることができました。

推薦理由

寧波市知識産権局は、海外輸出・オンライン販売もある意匠
権侵害事件につき、関係者を召集し、誓約書に署名させるなど
積極的に解決に尽力をしました。さらに、再犯行為に対しても公
正な対応をし、意匠権有効の審決確定後、迅速に事案審理を行ない、1ヶ月程度で処罰決定を下しました。その結果、問題の根本的な
解決がなされました。

推薦企業から浙江省寧波市知識産権局へのメッセージ /コメント

解決の難しい意匠権侵害事案につき、公正な法律運用により、粘り強く取り組み、解決をいただいた貴局に深く感謝申し上げます。
貴局の対応は、市場の健全な発展へも貢献するものであり、当社も引き続き支援をして参ります。今後とも、ご指導よろしくお願い申
し上げます。

浙江省寧波市知識産権局からのコメント

三洋電機株式会社からご理解及びご支援を頂きまして、誠にありがとうございます。寧波市知識産権局としては、これからも法律の
執行に力を入れ、取締活動と不正行為の防止活動を組み合わせ、日常的な法律の執行と特別取締キャンペーンを組み合わせ、地方保
護主義を根絶し、知的財産権の保護に積極的に取り組み、知的財産権がよりよく保護されるような環境を作って参りたく存じます。

6Our deepest gratitude for IPR Protection in China 2011
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貢献部門

北京市公安局経偵総隊
推薦企業

日産自動車株式会社

北京市公安局経偵総隊の活動 /取組み /案件

2011年 8月18日 北京市PSB経偵総隊と権利者と面談会議を実施し、情報交換を行った。
2011年 8月22日の週 北京市PSB経偵総隊と各区の市場を調査し、部品サンプルを購入し、権利者の鑑定結果を纏め、ターゲッ

トを特定。また、権利者が提供した侵害情報に基づき、公安と数回摘発活動実施前の打合せを行った。
2011年 8月29日 北京市PSB経偵総隊の指導及び調整で 300人あまりの警察が現場に派遣されて豊台区、朝陽区の自動車

部品市場が同時摘発された。現場で日産、トヨタの模倣品取扱の販売店及び倉庫を 20箇所以上捜査し、容
疑者を計 80人余りを拘束した。全押収品の価値は 2090万RMB（その中、トヨタ 390万元、日産 1700
万元余り）以上に達した。

2011年 9月 北京市PSB経偵総隊が全ての案件を検察院へ移送
2011年 9月27日 計 22名（トヨタ模倣業者 5人、日産模倣業者 17人）に対する逮捕許可証が下された。
現在、裁判所へ公訴され、審理中。

推薦理由

北京市PSB経偵総隊の法律を遵守し正義を守る姿勢、速やかな処置、権利者との密な連携、権利者への積極的な支援により、この
ような大きな成果を上げることができた。案件を処理する際には、北京市PSB経偵総隊は、積極的に権利者と交流し、十分な行動計
画を立案した。行動後、丸一日を費やし、容疑者、証拠の確保を行い、当日徹夜で容疑者への取調べ、押収品の価格算定等を実施する
など、迅速に対応頂いた。その結果、検察院への移送も速やかに実施された。
今回の案件は北京市において、史上最大の模倣摘発活動だといえ、その後の中国全土での摘発活動へも繋がった。

推薦企業から北京市公安局経偵総隊へのメッセージ /コメント

貴局の知的財産権侵害に対する正義感、速やかな処置、権利者への積極的な支援により、今回の案件が迅速、かつ円滑に解決でき
たことに厚く御礼申し上げます。特に刑事手段で侵害者に大きなダメージを与え、ニセモノ侵害業者への抑止効果も得られた点を高く
評価致します。

北京市公安局経偵総隊からのコメント

たくさんの交通事故は模倣部品と関係があると言えます。これからも模倣部品の販売行為に対して、摘発に力を入れ続けます。

8Our deepest gratitude for IPR Protection in China 2011
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ՖӲҝ֘ߑગוঈ澞बҼৣՠઋы٠ࡇ �� Ѕҫ澞

䅶䉷ԿҸࠄ݇߿ق؍ўؘஎەӑչ � үեࠩރଵࡣۼыմ幎ҿѕम١੧ؘ֪લ߲ � ઑՃڏङ҈ݕঈސহंսߢ॥ٷ

Ғێ � ђ৲Ӳؔдॠ؆ՠࣲ澝ӤؘՕ੧ङ۫ऋࠄސ澞Րי � 䅶䉷ԿҸرق؍Їଚ՟ࠄўҁОҼ৻ӧࠄўЇܕোИ֢Ҹୂ؍ � ђ৲ݼ߄

ԣԉЊՠ澞ߢҼङ॥ߑ؍Јً՟म١Ҹୂ؍ՃҸୂ؍дҸڱੂ֪

০ୂۅञйЇଚ۫ऋڱ � 䅶䉷ԿҸޞࡣۼ֪ڑ֨ق؍ࣀӱ՟य़֟ՃЉेؔ֜প � ёࣀிӯؘ֪ޑд۸Ӡ੧ԈٷՈݼۨੋުڱ澞

ܱࣂ

澞րԃһІڧ澝ۅ澝۫ऋۅߢПީׂйҿ॥ق؍䅶䉷ԿҸ਼ݐ

�� ऴ߃㓬

३һਘПҼ৻֝Ѫକ୧۸Ӡङث੧եؙեӇٷ۸Ӡ੧Ԉޑؘ

੧д �  � ђ৲ଇਚޅثЗ㏎םङӲ։ҝৠৌङ߲ה澞

�� 㓬ࣛی

ପଋչҸୂ؍ՃҸୂ؍Јً՟म١Ҹߑ؍Ҽङԣҁ � ࣀவثભ֟ך

ՃЉेؔ֜প � ёிӯؘޑдࡣۼ֪ڑԈ澞

�� տԂڦ

چङ㘤ԃࢸڠՃߧݼञйକ୧۸Ӡङڱ � Ӳ։ҝ੧ЏՃ॑ѫфࣿдث

澞ځݼրՃ㤁ڧङםߢ

ܱѢЎচԦࣾ䅤䉥Ծҷ،أࣩف੶

䅶䉷ԿҸ۱ޞࡣۼ֪ڑثځݼ߄ق؍Ѵசङભ֟ךՃЉेؔ֜প � ॥

ЊҿԣҁٷҼߑࡣۼԣલ՟बҼߢ � 澝۸ӠځݼўङࠄԤੋ澞बҼକ୧ݼۨ

ङԃچ � ՃثӲ։ҝЏउչ॑ѫङڧրՃ㘤ߧݼ㽂㏣帹ଚ澞࠴ث � ੮۟શ澞

੪੶ࣩف،Ԧࣾ䅤䉥Ծҷ

����ଣȔڢҽڮ Њսߢ॥ر帖ࣣୂȕ澞яեܔґߓऽજфٶ

ՠҁإыґܴব߄۱ � ▲࠵Ԇࡣۼڠԃچ � ЕԸ۸Ӡҍࣘऽજфߓङ੧О澞
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貢献部門

湖南省湘潭県公安局
推薦企業

JBMIA（Canon/RICOH/TOSHIBA/KONICA MINOLTA/SHARP/
KYOCERA）

湖南省湘潭県公安局の活動 /取組み /案件

湘潭県公安局は湖南省湘潭県において、2010年 7月から 2011年 4月にかけ
て、5回に渡り21拠点で摘発をおこなった。結果として、逮捕者 17名、刑事拘
留10名、住居監視 1名となった。
押収ブランドは、JBMIA共同各社（Canon/RICOH/TOSHIBA/KONI-

CAMINOLTA/SHARP/KYOCERA）の 6社。総押収品は、トナーボトル
8,426本、大量の空容器および包装材、並びに偽造用設備多数であった。罰金総
計は 890,000RMB。
湘潭県公安局は案件状況よって、数回法執行員を他の省市に派遣し、現地調査

をすると共に、権利者等による建議及び情報を採用して、科学的・合理的、かつ
実行できる戦略を策定した。また、湘潭県公安局は上記各案件をシリーズ案件と
して、中国公安部に報告したので、公安部及び各省市級公安機関から、積極的な
協力が得られた。
このような戦略的な対応により、様々な困難及び不安定な条件がある異地執法
でありながら、順調な摘発を実施し多大な効果を得ることができた。

推薦理由

湘潭県公安局の推薦ポイントは、積極性、戦略性、影響力の 3点である。

1.積極性

摘発、尋問を 3回も繰り返し、大規模ネットワークの摘発に至った。

2.戦略性

公安部及び各省市級公安機関との連携により、困難及び不安定な条件のもとで
ありながら、順調な異地執法を実施できた。  

3.影響力

今回の連鎖的効果、摘発の強さにより、偽造・販売業界及び社会への大きな影響・
効果を与えた。

推薦企業から湖南省湘潭県公安局へのメッセージ /コメント

湘潭県公安局においては、異地執法に伴う困難及び不安定な条件があったにもかかわらず、積極的に各関連当局と連携し、大きな成
果をあげていただきました。このような、各案件の連鎖的効果、摘発の強さには、偽造・販売業界及び社会への影響・震撼の効果があ
ることは言うまでもありません。大変感謝します。

湖南省湘潭県公安局からのコメント

当選を嬉しく感じています。今後とも、引き続き積極的に権利者との協力を強化し、更に法執行力を向上させ、各知的財産権を犯罪
行為をより厳しく摘発するように努力します。

10Our deepest gratitude for IPR Protection in China 2011



帖ࢳୈ

І٠ٖࡢਸ਼ݛॡفࣂ
ܱী

Іࡢ /6- ਗٳжѪ

І٠ٖࡢਸ਼ݛॡࡕࣩفࣂԇ �ٖҀӃ؟ ѝߥ�

Ї١ٗ੧ݺࣲق߶डषࣲהЉю֨ٯޙङ߶ࣲչґٗܔҁИՈڱдѩڑङۨ働ͫ৲ЌОЇ /6- ङѫմѣЏيڐ
дકךсչٮԉԈ澞���� ЈײؠӄङПсٶ

ͬͩ Љԃҷ੦ٖৃהҀسঐڿىڏрࡗ

���� ٶ � ߃ �� ЊЇޙ /6- ԄҸગו৴ٗߕҁুشङ � ѫ澞ͧПҸ՛Р੧д۞с؟ ٗҁুشङݕӄײؠЈͨ
ʒثৠৌࣘИޢ߲ࡣޗҁ⛵ৱޞҘङͧࡣސځث'/) ङࡣސ߲ݜչਸ֠ঈͨ
ʓثৠৌࣘङҁ⛵ৱչЈыմङҼͫेޢࡣޗЉਈѼચҿҼޞҘङڷͧࡣސځثચ݇չ۴ঈͨ
ʔثৠৌࣘੂڱबҼѼચޞҘङଠऀگࡣљՃث՟ଔڢࡣзыմײѾељৣה澞
ʕؘஎݱҁИङொչࡨ۞

ͭͩ Љ࠷ીѝࣼһѢЎڿىڏрࡗ

���� ٶ �� ߃ � ЇܬனୂўٗЏԣѫї੮֝ͧԕ૱ࡖߎޙЊޙ
/6- ѫմͨР੧д۞сѫ澞

ͧٗЏԣѫї੮֝ङݕӄײؠЈͨ
ʒЇ١ङऽજфߓґەܔӑ
ʓৣהӐؔаङӟӀەӑͫҝӈфսۻ㝗եङەࣲהӑ
ʔஅ࠲Ӳҝ։ҝыմӇࣘङࡣސ

ܱࣂ

ͬͩ Оԇ㓬炔ҷٴ㓬

Ї١ٗ੧ݺࣲقߊљߛ▲फؼЇ /6- ङ՟Зٗҁুشչ՟ѫմѣЏݕӟङ֠ࡌҍࣘ߶ߓչЉڢ࠳ॼжঈबҼސ
வङொيڐપޢԈͫޙثѣЏङ҈ݕࡌд߄ۅثङٮԉ澞ײࡁঝѷЈவ҆РङொՃ੧ୂݺؘ֨எݱҁИङӀѽࣲה
ূਭͫࣀ৲ҁОѣЏߛપީљݗङ澞Ї١ٗ੧ݺࣲقପଋРԄӄेޢؠ澝冞ؘङપޢѫͫОѣЏङऽજфߓґܔЏԇ
ҟӟдٮ֪םߢԉ澞

ʒثளޙऀ҅ࡣѣЏ߶ङܥڃ澝ٺճङەӑͫ݇߿ҿЉգङӄূؠਭ۱ځثङଔૅۅࡣ੧પޢ澞
ʓثৠৌࣘИ՟ڢзыङଔૅۅࡣչەਭૹ୍੧પޢ澞

ͭͩ Үૡ㓬炔ࣛی㓬

Ї١ٗ੧ݺࣲقОдثЇ١ӄङսսன։ڃङૄଳ੧ڂڨࣲͫߊљߛ▲फ҈ݕՠգਸߎোबҼङڃͫٷ
॥يڐߢы۵ׁ⡭ঈԈ澞Շ࣫ଔࡣ੧ОٷޞЉީюՈԥষङͫৣה৲ЌثबҼѣЏङЏԇਈԃङݕ澝அ࠲ҍߓ੧ОङՇࣿљՃث
ѣЏङੈ੧ٮԉঈͫђ৲߄ԃ֪ҏд࠳ս١֫ङҡډՇي澞ЇଚङԈӄؠչەӑգޞЭ҈ݕোЇ /6-ͫ ћઍОЇ۩࠴ं
澞ۅүङ۞Уչї੮ٯள߄ӀؠԈӄङقࣲݺ١ٗ੧

ͮͩ ऴ߃㓬炔১О㓬

Ї١ٗ੧ݺࣲقثԄҸગו৴ߕչࡖ૱னୂўঈЇ١֫Їପރ㏎םङսҁО୍ґثܔͫ݇߿пфսङࣔ
չЇͫޞգ࠴Џԇ澞Њܔґߓऽજфيڐګ /6- ▲फљيڐߛսߓҒێङсͫ॥֪ߢ૯йऽજфߓґܔԈ澞

ܱীচІ٠ٖࡢਸ਼ݛॡࣩفࣂ੪੶

Ї١ٗ੧ݺࣲقߊљثߛЇ /6- ељдםԃङܴݵչٮԉͫ崤࠴੮۟શ澞ପଋЊЇ١ٗ੧ݺࣲقङсͫ۩ћ
Ї /6- ङકךѫմѣЏЉю▲࠵ԆдثИ֢ऽજфߓґࣙܔӑङઍજչࣲઆͫգيڐ֨ޞबҼЏԇङޞҘЭݕдߓЏԇङ
ૅչࣤݼ澞߈٥ՅސङਧױҼяեਈڪޘײ▲לङڱӱՇڭߊͫيवՅސङՠҁਈלЇ▲ࠡك澞
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貢献部門

上海市工商行政管理局
推薦者

上海 IPG運営幹事会

上海市工商行政管理局の活動 /取組み /案件
上海市工商行政管理局商標監督管理処は、日常の商標管理・保護等の業務に加え、上海 IPGメンバー向けに多くの協力・交流を行

っている。2011年の主な交流は次のとおりであった。

1.事務機消耗品WGとの意見交換

2011年 9月22日に、上海 IPG事務機消耗品WGの代表 3社との間で、意見交換会を開催。（WGからの質問項目）
①ネットワーク犯罪の最上流業者を調査できない場合の対応手段（AICでの捜査の手段、範囲等）
②ネットワーク犯罪の最上流業者と下流業者の関係が判明したものの、つながりを立証できない場合の対応手段（必要な証拠、手続等）
③ネットワーク犯罪を立証できた場合の法適用、各違法当事者に対する処罰の考え方
④実務上の問題・注意点

2.自動車部品関係企業との意見交換

2011年 12月7日に、日本自動車部品工業会の代表（上海 IPG会員含む）との間で、意見交換会を開催。（工業会からの質問項目）
①上海市における知的財産権保護の状況
②処罰決定書の発行状況、押収した模倣品の処理
③模倣業者による再犯を防止するための手段

推薦理由

1.協力性・公平性

上海市工商行政管理局は、以前より、上海 IPG内の各WGや個別会員の要望に基づき、商標権侵害・不正競争に関連する不明点
の解説を行うなど、日系企業のニーズに即した対応を継続している。例えば、次のように、行政部門がどのような実務的対応を行って
いるかといった、企業では十分な知見を有し得ない点について明確かつ質の高い説明会を実施するなど、企業による知的財産権保護実
務への協力度は高い。
①無許諾で日系企業の商標を表示する店舗看板について、表示対応毎の違法性解釈を説明
②ネットワーク犯罪の各当事者の違法性、度合いなどを説明

2.先進性・戦略性

上海市工商行政管理局は、市内小売店によるブランド品の仕入れ管理等を徹底するため、契約フォーマットの事業者への提供や人材
育成等を継続的に行っている。違法行為発見時に単に処罰を科すのみでなく、関係企業の能力向上など、侵害発生の予防や企業へのリ
ソース補助を行い、正規品市場の健全な発展を促している。こうした継続的な取り組みの概要は、適宜上海 IPG向けにも情報提供さ
れており、全体として極めて先進的な取り組みと考えられる。

3.積極性・自主性

上海市工商行政管理局では、事務機消耗品や自動車部品など、上海市における流通の盛んな商品を選定し、当該商品の特性に応じた
知的財産権保護業務を遂行しています。上海 IPGに対しても、従来より、商品毎の情報提供を要請するなど、積極的な権利保護措置
を行っています。

推薦者から上海市工商行政管理局へのメッセージ /コメント
上海市工商行政管理局による長年にわたる上海 IPGへのご支援に深謝します。上海市工商行政管理局との交流により、多くの会員
企業が、中国における知的財産権保護の状況について理解を深めるとともに、関連業務遂行の充実化、効率化をはかることができました。
今後も従来同様に IPGとの良好な関係を維持し、ますますご活躍ください。

12Our deepest gratitude for IPR Protection in China 2011



帖ࢳୈ

䁿㾲ࣾঔҼ٠ٖਸ਼ݛॡفࣂ
ܱѢЎ

ѪडړߝЇࣔ֗уЎ߁

䁿㾲ࣾঔҼ٠ٖਸ਼ݛॡࡕࣩفࣂԇ �ٖҀӃ؟ ѝߥ�

���� ٶ � ߃ � ۩Ҹ՛ପଋલ߲ � Շ࣫д䂑㿄मҽ١І㿄ߑऄ߄ஒҸ՛ͧљ

Јএ०ȔІ㿄ߑऄȕͨ ؿӟՍԭٷҸ՛Ȕ4GZOUTGRȕս߶જ۩߄ࣿф٫ם֨

ङҍࡊߓ䀿澞۩Ҹ՛է֪ڢङҽ١ٗͧق љЈএ०Ȕقڢȕͨ 澞ה߲ࡌબٷઝ

הҿ੧߲ثઝեଊବՉࣲ۩Ҹ՛قڢ � фսߓ㝗ҍۻٷੂ߲֫࣫֨ ���� Ֆ澞

சե � થقઍؔІ㿄ߑऄङ੧Оًйҍߓ੧О � ҁӟд࡚ݶҍߓфս澝ৣ �� Ѕ

ҫङ੧ৣהݺӐؔ澞

���� ٶ � ߃ � І㿄ߑऄقڢثङ੧ৣהݺӮӐЉ߆ � ӟݕ  

�� սЇ҅ऀङȔ4GZOUTGRȕ߶જ֨ԭީؿՠߓࡣӯ � ًй߶જਫߐঝՇޢ

ͧঈգйੋҁߓ 澞ͨ

�� ԭ߄Ȕ4GZOUTGRȕ߶જङԕঔ֨И֢֢ӄٝՈڱдיЋӯߓ澞

�� ӟՍ҅ऀङؔԆٗфսЉѫحਚ֢ӄોৱфࣿ澝Љث߶ߓы

ଭؘۨஎ݃؞ � 澞ߓ߶ҍۨߣЉ࠴֜

ঈࣲं � էҽ١ֽԚыࡣࡇஓݕӟ੧ݺઝ峚澞

࠴ث � ӟݕऄЇଚࣲंߑІ㿄ؼقڢ  

�� ׂйऽજфߓङֿ֪ۅ � ֨ѕ֢Ոڱङऽજф֨ߓИ֢Љਈࡨٝܐثӆ

ङ 4GZOUTGR ߶Ћऀߓ澞

���4GZOUTGR ङ߶ߓО֨үߓ � Ќଋؘૅؙ߲ � ६ؔםۅйיЋӯߓ � 澞ܔӱѩүґڱથځ

�� ऽજфߓҍߓЉљҍߓৱީի֨Пଋ୪ՃЉљ؞݃߄зؘՇࣿЊիОۨߣў � ԽճङؔԆٗ੧Оًй澦߶҆ߚޑؘࡣ澧

আ � ੧О澞ߓ۱ܶङҍߚ

ঈࣲंݕӟՆ橋Фѿ � ӟङݕߑલܶӟЇଚІ㿄ऄڠ �ͨ 澝�ͨ ۅ۞ېङߓҍ׳дҿٙޥՆ࠳ � ߂澞ৣהݺङ੧ځҁӟबگࡣ݇߿

ե � ▲ؙৈߧӮؔقڢਆઝ澞

���� ٶ � иؙࡌӟЇઝબݕஓࡣࡇէҽ١ИыߑІ㿄ऄ߃ � Ѹ֨ڈࡣЇՉӱقڢङܐଅե֛ݭЇઝ � הݺङ੧قڢՉдݎৄ߂

ৣӐؔ澞

ܱࣂ

ٶ � И֢֢ӄҍߓЏৱљӟՍ֢יङ 5+3 фս࡚ح߄ਚИ֢ોৱфࣿ � ߶ҍۨߣђ৲Љ؞ыؘஎ݃ߓ߶ଭۨ߄࡚۪

ৣהߓОࣲंଡହҍߓ � љՃرѕыࡨӆ߶ःબיЋӯܐثߛ߶ҍߓઍؔФঝङٙ׳ԗҍࠄߓўЉךލ澞ࣔӰީҼйӟՍ֢י
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貢献部門

浙江省紹興市工商行政管理局
推薦企業

パナソニック株式会社

浙江省紹興市工商行政管理局の活動 /取組み /案件

2010年 5月、当社調査により、浙江省紹興市三江機電有限公司（以下、三江機電と記述）が当社ブランド「National」を付した
インドネシア向け輸出用ポンプを大量生産中との情報を掴んだので、地元の紹興市工商局（以下、同局と記述）へクレームを提出し摘
発を要請した。同局は当社のクレームを受けて速やかに摘発を行い、現場にて侵害品 9,538台を発見、押収した。その後、同局は三
江機電の侵害行為を認定し、侵害品没収・罰金 90万元との行政処罰決定を下した。

2011年 1月、三江機電は同局の行政処罰に対して不服し、
1.商品に使用される「National」マークはインドネシアにてロゴ芸術類発明という権利（著作権相当）あり
2.「National」ロゴ入りパッケージは中国国内でも意匠権取得済み
3.海外輸出用OEM商品で中国消費者の混同惹起または商標権者の実際損害につながらないため、商標権侵害に当たらない
などを主張して紹興市越城区人民法院へ行政訴訟を提起した。
これに対して同局は三江機電の上記理由に対して、
1.商標権の地域性により、他国で取得した権利は中国にて登録されたNational商標権に対抗できない
2. National商標は「National」ロゴ入りパッケージ意匠より先行登録されており、また、無審査の意匠権より実体審査される商標
権のほうが権利の安定性が高いため優先的に保護するべき

3.侵害者の主観的意図および権利者の実害有無は知財権侵害認定の要件ではない、海外輸出用OEM商品生産は「商標法実施条例」
第3条が指す侵害行為にあたるなどの抗弁をしたほか、上記1）、2）を通して侵害行為を巧妙化する三江機電の悪意を改めて指摘し、
法律に基づいた正しい行政処罰であると主張した。一審の結果は同局の勝訴となった。

2011年 4月三江機電は紹興市中級人民法院へ上訴し二審を起こしたが、法廷にて同局の抗弁を受けて上訴を撤回し、前述の行政処
罰を受けることにした。

推薦理由

近年、海外輸出用OEM商品で中国消費者の混同惹起または商標権者の実際の損害につな
がらないため商標侵害に当たらないとの理由で侵害処罰を逃れたり、他人の登録商標を意匠と
して登録し侵害認定に対抗したりする中国国内侵害業者による巧妙的な侵害事例が増えてきて
いる。特に海外輸出OEM生産の侵害認定問題については明確な司法解釈がなく侵害認定困
難な状況である。紹興市工商局はこのような巧妙化侵害行為に対して断固たる取締りを行った。

推薦企業から浙江省紹興市工商行政管理局へのメッセージ /コメント

侵害業者は地元の有力企業、且つ侵害認定困難の海外輸出OEM生産問題にもかかわらず、
法律に基づいて地方保護主義なく公平に侵害認定・処罰を行って、巧妙化する侵害行為に対
して現行法律を正しく適用した徹底的な対処により極めて大きな侵害けん制・抑止効果を果た
していただいた貴局に非常に感謝します。

浙江省紹興市工商行政管理局からのコメント

法に基づいて取締りを実施することは行政機関としての職責です。中国にて登録される商標
権であれば、国内権利者および外国権利者共に平等かつ公平に扱い、その権利を法律に則って
保護します。

14Our deepest gratitude for IPR Protection in China 2011
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貢献部門

広東省広州市工商行政管理局
ᕝ湾分局
推薦企業

夏普株式会社

広東省広州市工商行政管理局ᕝ湾分局の活動 /取組み /案件

2011年 3月 広州誼園の販売店及びその倉庫（店舗と別の場所）にて当社の電
卓模倣疑義品を発見。

3月15日 当局への摘発要請（店舗とその倉庫に対して）。
4月1日 販売店を摘発、その後、その倉庫を摘発。
<販売店 >
店員は捜査を拒絶したが、模倣疑義品が店頭に展示してあった為、言い逃れが
出来ずに最終的に、AICは店頭在庫の電卓 23台のみを押収。

<倉庫摘発 >
店舗とは別の場所にある倉庫の金網越しに倉庫内の大量在庫を発見。関係者が
現場に不在だった為、倉庫を丸ごと金網越しに封印対応をした。

4月2日 翌日、公安局職員と同行し、再び倉庫を訪れたが、倉庫内にあっ
た封印済みの大量在庫が、侵害者によって、運び去られて、消え
ていた。

6月22日  処罰決定書発行。処罰内容 :罰金 35,000元　
（参考 :当社電卓の正規品の販売単価 :80元 ~90元、当社電卓模倣品の販売単価
:20元前後）

推薦理由

広州市 AIC 哌湾分局（黄沙工商所）の本案件（販売店、倉庫への摘発）は、
最終的には、販売店の店頭在庫の電卓、僅か 23台の押収に留まりましたが、①
摘発当日、鍵のかかった倉庫（責任者不在）への捜査権限に限界のあるAICの
立場を盾に取った侵害者の捜査妨害行為、②カギのかかった金網の倉庫内で発見
された大量の在庫（倉庫の金網越しに倉庫ごとAICが封印した）を、翌日、AIC
が公安と連携し、押収に行った際には、在庫を丸ごと運びだしていたという悪質
な隠ぺい行為、③侵害者が「営業許可書」を取得していなかったこと、等を AICが忌々しき問題として、罰金 35,000元という高額
の罰金を科して頂いた。また、摘発から処罰決定書発行までは僅か 3カ月以内という迅速な処理も、高く評価し、推薦する。

推薦企業から広東省広州市工商行政管理局ᕝ湾分局へのメッセージ /コメント

本案件は、悪質な行為への「重罰化」、「捜査権限に限界のあるAICの公安との連携による対応」、「（責任者不明）の倉庫への摘発」、「迅
速な処罰決定書の発行」等、どれも、我々権利者が模倣品ビジネス撲滅に向けての取組みをする中で、重要かつ喫緊の課題として常日
頃から当局にお願いしている事項に、十分に応えて頂いた称賛に値する模範事例になったと、非常に感謝しております。

広東省広州市工商行政管理局ᕝ湾分局からのコメント

知的財産権の保護、偽造・劣悪品を取締まることは、工商部門の神聖な職責です。模倣品の取締業務を貫徹し、消費者、経営者に登
録商標の専用権を尊重し、保護する観念を樹立させ、全社会の為に、健全且つ調和のとれた商業環境作りをしていきます。

16Our deepest gratitude for IPR Protection in China 2011
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貢献部門

広東省珠海市工商行政管理局
高新区分局
推薦企業

セイコーエプソン株式会社　愛普生 (中国 )有限公司

広東省珠海市工商行政管理局高新区分局の活動 /取組み /案件

本件は、珠海市において偽物のエプソン製品を生産する疑いのある
いくつかの工場をターゲットとしたものです。これらの偽物製造工場は、
生産量が大きく、下流に広い地域をカバーし、広東に出荷していただけ
でなく、物流業者を通じて偽物製品を国内の多くの都市へも絶えず発
送していました。
継続的な監視を経て、偽物を生産する疑いのあった10余りの工場に

関する証拠を全面的に把握し、2011年 9月に珠海市工商行政管理局
高新区分局に摘発の要請を提出しました。珠海 AIC高新区分局では、
本件をたいへん重要視してくれ、積極的に有効なサポートを提供してい
ただきました。当該分局は周到に準備し、事前に大量な調査をした後、
夫々 9つの偽物製造工場、一ヵ所の包装作業所及び 1つの輸送業者に
対して一連の摘発行動を行いました。
今回の一連の摘発行動において、合計 16007個の偽物のエプソンインクカートリッジ、6637個のエプソンインクカートリッジ用パ

ッケージが差押えられました。

推薦理由

珠海市工商行政管理局高新分局では、弊社のクレームを受けた後、本件をたいへん重要視していただき、周到な準備と真剣な調査
の実施により、僅か一ヶ月以内に 9つの工場、1つの包装作業所と1つの輸送業者を法律に従って厳しく摘発していただきました。
本案の成功は、案件に係る違法業者を極めて厳しく処罰しただけでなく、更に現地における他の偽物業者にも大きな打撃を与え、ま

た市場の秩序を正常化し、消費者の合法的な権益を保障するものです。

推薦企業から広東省珠海市工商行政管理局高新区分局へのメッセージ /コメント

珠海市工商行政管理局高新分局が、本件の一連の摘発案件についてたいへん重要視し、効果的な対応をしていただいたことに深く
感謝いたします。また、平素より知財権保護に対するたゆまぬ努力と多大な貢献についても併せて感謝の意を表したいと思います。

広東省珠海市工商行政管理局高新区分局からのコメント

偽物を摘発し、企業の合法的な権益を保護し、正常の経済秩序を維持することは、法的執行部門の尽すべき職務です。今後、私達
もこれまでと同様に企業の合理的な権利維持行為を支持します。
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貢献部門

江蘇省昆山市質量技術監督局
推薦企業

欧姆龍（中国）有限公司 /パナソニック株式会社

江蘇省昆山市質量技術監督局の活動 /取組み /案件
オムロン
江蘇省 TSBからの指示に従い、昆山市 TSBは対象の 8店舗に対し取締を実施した。
対象市場 :昆山港龍建材市場、昆山玉山鎮超華商貿城、昆山億豊機電城
侵害製品 リレー、タイマ、マイクロスイッチなど制御器機製品
侵害類型 商標侵害、企業名称住所の偽造、ニセモノを本物と偽る
申立概要 上記市場内の計 8店舗が模倣品を扱っている疑いがあったため、権利者より江蘇省 TSBに申立を行った。
取締結果 模倣品販売店舗 4軒において、模倣品リレー 1513個、タイマ 14個、マイクロスイッチ152個が発見された。その他 4

軒は模倣品販売未発見。全ての取締製品が押収された。
パナソニック
江蘇省 TSBからの指示に基づき、昆山市 TSBは16店舗に対して検査を実施した。2名ずつ 4チームに分かれ 16ターゲットへの
検査を行った結果は以下のどおりであった。
対　　象 昆山港龍建材市場（昆山市青陽北路西側）、昆山商貿城（昆山市震川西路）
侵害製品 配線製品（コンセント、スイッチなど）
侵害類型 商標権侵害
申立概要 同市場内の計 16店舗が模倣行為を行っている疑いがあったため、初犯者情報して TSBに申立を行った。
検査結果 多数の模倣品在庫を有するターゲット -------- 7店舗

 10個未満の模倣品在庫を有するターゲット --- 5店舗
 模倣品の発見されなかったターゲット -------- 4店舗

TSBは侵害品 622個を全て押収、処理した。

推薦理由
オムロン
1.レスポンスの迅速さ :当社による告発情報を重視し、直ぐに取締の実施に関して連
絡していただけました。その後模倣品販売業者に対し現場取締の実行ができた。

2.真剣さ :模倣品を発見次第、商品の数に関わらず、一つ一つカウント・記録・押収
ができ、案件処理の態度は謹厳且つ真剣であった。
パナソニック
1.迅速な出動、手続 :速やかに出動するとともに、摘発後、短期間で処理を終えた。
2.小さな案件へも全て対応 :処分が困難と予想されるものや在庫がほとんどないと見
込まれるものも複数含まれていたが、昆山 TSBは、全てのターゲットを検査した。

3.適正な処罰 :押収品数量の多いターゲットには高い罰金を科し、少ないターゲット
には軽い処罰を科すなど、納得感のある処罰の認定であった。

4.処罰決定書の発行 :権利者要望への配慮をいただけた。

推薦企業から江蘇省昆山市質量技術監督局へのメッセージ /コメント
オムロン
昆山市 TSBは権利者による告発情報を受けて、直ちに取締を実施し、積極的に権利者の合法権益を保護しました。取締の執行プロ

セスは規範的であり、案件処理も謹厳であります。昆山市 TSBの指導者及び取締担当者の皆様に対し、心より感謝と敬意を表します。
パナソニック
権利者からの通報後、真摯な態度で小さな案件までへも全て対応していただけ、今回のように効率的に対応いただければ模倣品に抑

止に効果が高いと考えます。昆山 TSBの業務への真剣な協力的姿勢に感謝しています。

江蘇省昆山市質量技術監督局からのコメント
企業が自ら自分の権利を守ることが非常に大事だと思います。今後も引き継ぎ企業と協力していきたいと思います。
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貢献部門

広東省佛山市南海区
質量技術監督局
推薦企業

YKK株式会社

広東省佛山市南海区質量技術監督局の活動 /取組み /案件

佛山市南海区質量技術監督局は、独自の情報網を持ち、2009年に初めて「YKK」偽物製造工場の情報を、弊社に連絡し、摘発が
成功して以来、弊社と良好な協力関係を保っている。2011年も継続して協同で佛山市南海区の偽物製造工場を取り締まっている。摘
発の際には、偽物製品だけでなく、金型や機械設備等の機械設備も押収して再犯を阻止し、摘発効果の最大化を図っている。

2011年には佛山市南海区質量技術監督局は、5回出動し、合計 6工場に対して摘発を実行し、「YKK」の偽物生産行為を阻止した。
出動の迅速さ、関連工場への同時摘発、偽物の他の場所への移送を阻止し押収等、何れも当該行政機関の高いエンフォースメント能力
を裏付けている。以下は最近 2年の摘発実績 :
摘発実績 :2011年度――摘発件数 6件 ;押収量 :偽ファスナー 77,060本、偽スライダー 639,444個、生産設備 4台。2010年
度――摘発件数 13件 ;押収量 :偽スライダー 877,814個、偽部品1,956,004個、金型 13セット

推薦理由

1.偽物製造を含む各種違法行為を権利者に通報する独自の情報網を持ち、偽物製造を発見次第権利者に連絡し、協力し合いながら摘
発を実施できる体制となっており、先進的、かつ戦略的なエンフォースメントとなっている。

2.以前摘発した工場を巡回検査の対象に入れて自主的にチェック ;偽物製造業者を教育し、必要な場合には現地政府機関の協力も求め
る等、再犯させない努力は、佛山市南海区質量技術監督局が法律執行部門としての積極性と自主性を裏づけしている。

3.工場への摘発を実行 ;偽物製造設備や金型の押収、「YKK」以外の商標権侵害品を発見した場合にも押収し、摘発効果の最大化を図り、
他の行政機関の模範となる摘発を実行。

推薦企業から広東省佛山市南海区質量技術監督局へのメッセージ /コメント

1. 2009年以降、長い間貴局と良い協力関係を保ってきました。貴局が YKK
株式会社の知的財産権保護の全ての活動に対し、感謝申し上げます。

2.摘発及び案件処理における貴局のエンフォースメントの先進性と戦略性、積
極性と自主性に感謝致します。

3.知的財産権保護は任重くして地道な仕事であり、今後とも相変わらずご支援
受け賜りますようお願い申し上げます。

広東省佛山市南海区質量技術監督局からのコメント

今年の貢献部門に選定いただき、光栄に思います。日々業務におけるご評価
とご支援に対し、YKK株式会社と日本貿易振興機構に感謝します。今後も権利
人の合法権益を保護するために頑張りたいと思います、ありがとうございます。

22Our deepest gratitude for IPR Protection in China 2011



帖ࢳୈ

Іࡢࡢһ
ܱѢЎ

ЅਓࣔړߝѪड澝ࣂү � З֡ � ୡҷ՚ޥઞۯ

Іࡢࡢһࣩࡕԇ �ٖҀӃ؟ ѝߥ�

ЇҼ߲הдһઋ ��� ⩰澝��� ঔऀࣻ㳳ߡङࣲҰ

ङঞ澞ЗӟՍৱީ֨ߎЏउ߄դङ֨ٯৠৌЇҁࠄङঞ

ӲଭҸ՛澞֜Оঞߎ૯ЇЉਈઓૺ߶ � ۱љЉਈ֨И֢֢ӄ

۸Ӡ࠴Ҹ՛澞ЇҼђ֨Зঞङࣻ㳳ߡЇૉव▲ڙԭ

ङय़ҟߓएѷ߶ҍީލӮߛ澨8/)5.澩դ०չֺ՚ङ߄

үङٯளީࡣ � ўࠄӯৱङӯञ澞Зߓ߶дܔङםڮٷ

ИङঞࣀՑџқ � Ѕ২ҫ � Ѹљ֨١֫ੴ୦։ङঞढ݅

ङઢ � बڢй ������ ढͧ ��� Ѕ 83(ͨ 澞

ҿࠩ � ҼйІऄߑङࠄў � ЇҼ֨▲ٶИ҈ݕд � ў

ܕە � ҿИ � ўީҼйԡحѽঝޏङսङܕە � Ո僯ԈЭ

Ոڱдۨԅ澞

ܱࣂ

їङઆޞ۱ҁӟङӦߓঝֺङ߶ҍ࠴ثҼЇ۱ଚЇײ

ୋ � ૯ߎўࠄրङЉююީЗڧ � ঞӲଭҸ՛ङҿѕङث

ԇՃࣿۨߣф୦։ֺࣘङ՟ゃएৱ֨ପ࣪ਭ۱҅ऀङ߶ॐ

ӱ㘤ҁऀ � ҅ѕћљࣿۨߣф୦։ֺࣘ � ٯրީளڧ

ङ澞םٚ

י࠴ � ЇҼ֨юю � д҈ݕୌէІҸ՛ٶ � ўࠄўङ

Ғێ � य़॥ߢՠҁङ⾺ީہҿѕҼङࠥਸ澞

ܱѢЎচІࡢࡢһࣩأ੶

ঞӲଭҸ՛Ո僯ࡌࡣޗўЈߚӯৱंй֨ऩӹङߓ � ׂ

৲ࣀঞӲଭҸ՛ङ۸Ӡ澞ҝӈثдڒݹЇߎ � ପଋЇҼث

ҁӟङઆୋ҆ࠄ࠴ � ۩ћՁ୍ࣆޏд۸ثӠҝӈঞӲଭҸ՛

ङ߈٥澞яե � ۩ћѫԊԃէ՟И֢҈ݕقڢҒێ澞۟શЇ

ҼҁӟङӦޞїङઆୋ澞

י࠴ � ள۟ٯશЇҼ॥҈ݕߢҒٷێՈ੧Ո僯੧О澞

Іࡢࡢһࣩ੪੶

ЇҼڮҽՀЊࠄࠩ࠴ўङછଣ澞߈٥яեЊ߶ߓы

֨ऽજфߓҼґސܔவਈ߄বإङՠҁ澞

2011�֧ԡݺઞѢЎऍ੫уҐ۵帖ࢳୈ

23



貢献部門

上海税関
推薦企業

三菱電機株式会社、理光（中国）投資有限公司

上海税関の活動 /取組み /案件

上海税関は、ダンボール 310箱分、合計 6.2トンという大量の理光のトナー（粉）を差し止めた。この輸出者は、当業界では有名
なネットワーク犯罪の頂点にいるトナー製造会社であり、トナー（粉）自体には、商標を記載できないために、中国国内でも摘発をで
きなかった会社である。このダンボールには、一見、商標というよりは、単なる「RICOH」という名称と型番が印刷された紙切れが、
張ってあるだけであった。このような商標権侵害の解釈は、大変先進的なものであり、商標権者の利益を大きく守るものである。こ
の案件は、トナーだけでも 4万USDの価値があり、更に、市場で販売されるトナーカートリッジに換算すると、33,500本相当（約
500万RMB）になるものである。
また、三菱電機の案件について、上海税関は、年間 8件も情報提供をした。このうち1件は、半導体という新たな商品であり、この
差止めをできた。 

推薦理由

上記のような商標権侵害の画期的な解釈は、この案件だけでなく、他のトナー製造会社のビジネスや生産販売チェーンの形の犯罪を
構成する各嫌疑者の流通時の全ての表記に影響し、生産販売チェ
ーンの形の犯罪を構成し難くするものであって、影響が大変大きい。
また、1社だけで年間 8件もの情報提供をするという協力的かつ
積極的な姿勢は、他の税関の模範である。

推薦企業から上海税関へのメッセージ /コメント

我々権利者は、トナー製造会社の摘発を諦めていました。ところ
が、今回の上海税関の解釈により、摘発に希望を持つことができま
した。今後、我々は各中国当局への情報提供に努力をいたします。
画期的な解釈をありがとうございました。
また、上海税関の協力的かつ積極的な姿勢の情報提供や取り締
まりに、感謝をしております。

上海税関からのコメント

今回の案件評価に参加でき、非常に嬉しく存じます。今後は知的
財産権の税関保護で商標権者とより緊密に協力して行きたいです。
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貢献部門

寧波税関
推薦企業

電気化学工業株式会社、株式会社日立製作所

寧波税関の活動 /取組み /案件

電気化学
寧波税関は、2011年に数回、当社に模倣品発見の連絡をしました。連絡対象の輸出品は、模倣品でした。当社は、その全てについ

て、差し押さえをすることができました。輸出を差し止めた商品は、粘着テープでした。一回あたりの差し止め商品数は、数万個から
数十万個でした。
日立
1. 2009年寧波税関に模倣品ランプ 39,000個の輸出を差止めいただきました (2010年処罰済 )。さらに通関ドキュメントの情報に基
づき製造工場で大量の模倣ランプを摘発できました。公安局による製造工場調査等に対し、寧波税関にご協力いただいたお蔭で、刑
事立件に成功し、2011年に製造工場と経営者に対して刑事罰を科すことができました。

2. 2010年寧波税関に模倣品掃除機 771台の輸出を差止めていただき、2011年に模倣品の没収や罰金 16,700元を科していただき
ました。また、公安局へ本案件を移管いただきました（別途摘発された製造工場とともに案件処理中）。

推薦理由

電気化学
当社は、寧波税関の活動に対し、非常に感謝しています。寧波税関は、自
主摘発に積極的です。寧波税関は、知的財産権保護に関する各種活動を自主
的に実施しています。
寧波税関の法律執行（摘発等）や各種活動は、他の行政機関の模範と言

えます。
日立
税関における積極的な差し止め対応に加え、他の当局との協力も推進いた

だいていることにより、複数の案件で大きな成果を出していただきました。

推薦企業から寧波税関へのメッセージ /コメント

電気化学
工業製品の税関での模倣品発見は大変であると実感しています。当社は、
数度の模倣品摘発に対し、寧波税関に感謝の意を表します。
日立
模倣品対策に関して多大なるご尽力、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げま

す。今後とも引続きご協力賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

寧波税関からのコメント

寧波税関は、日本貿易振興機構および IPGからの「2011年度最優秀知
的財産権保護貢献部門」賞の授与に感謝いたします。日立と電気化学工業株
式会社による我々の仕事への支持・支援に感謝いたします。今後も業務の中
で、各権利者と密接良好なコミュニケーションと交流を継続することを希望
しております。
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貢献部門

黄埔税関
推薦企業

夏普株式会社

黄埔税関の活動 /取組み /案件

-案件 /活動（1）-

【当社から黄埔税関に提供した「模倣品を積載したトラックが運び込まれたという情報（港
名、コンテナ番号等）」に基づく差止め】
2011年 :3件･･･差止め品 :ブラウン管テレビ :計 465台、DVDプレーヤー :計 97台
①税関への情報提供（1/17）→税関差止め（2/21）
②情報提供（3/25）→税関差止め（4/19）　
③情報提供（3/25）→税関差止め（4/27）　

-案件 /活動（2）-

【税関の自主差止め】
2011年 :7件･･･差止め品 :ブラウン管テレビ :計 436台、DVDプレーヤー :計 20台、電卓 :計 80台
① 3/25、② 6/22、③ 7/20、④ 9/9、⑤ 9/26、⑥ 10/26、⑦ 11/7

推薦理由

1.差止め件数の増加
当社の模倣品の多くは広東省で生産され広東省の税関から輸出されるケースが殆どです。その為、当社は 2011年に黄埔
税関に、当社の模倣品に関する情報（※）を提供致しました。
近年、税関での通関業務の増加、模倣業者の巧妙化 (権利者が対応しにくい土、日、夜間を狙っての通関手続き等 )に伴い、
模倣品差止めの難易度が高くなっていますが、黄埔税関は、当社（権利者）より提供した情報を積極的に自らのリスク分析
に役立て、通関現場職員に徹底し、税関での権利者の権益保護に努め、実績を残して頂きました (例えば、自主差し止め件
数は 2010年 :3件→ 2011年 :7件に増加 )。
（※）中国では生産をしていない商品名（これらの商品が中国から輸出される場合は、模倣品である可能性が非常に高い）、

模倣品多発商品、模倣品の主な仕向国等の情報。
2.処罰決定書の発行
処罰決定書が発行されないままになる案件も多い中、黄埔税関には、2011年、合計 12件の処罰決定書を発行して頂き

ました。
3.権利者への情報開示
過去の没収品の廃棄状況、廃棄方法についての当社からの問合せに対し、大変丁寧に対応して頂きました。
以上の黄埔税関の権利者への貢献は、評価に値すると判断致しますので、推薦致しました。

推薦企業から黄埔税関へのメッセージ /コメント
模倣品の主たる生産基地である中国で生産された模倣品は、インターネット取引の普及で国際取引が容易になったことも

あり、中国以外の国・地域でも被害が深刻化してきております。しかし、対応リソースの問題で、現状、現地（中国以外の
国・地域（特にアフリカ、中近東等））での積極的かつ効果的な対策が困難な状況で、中国水際での模倣品差止め対策は、益々
重要になっております。今後ともご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

黄埔税関からのコメント
イノベーションは既に経済社会の発展に、欠かすことのない動力となっています。黄埔税関は引き続き合法的な貿易を保護し、イノ
ベーションの発展促進を任務とし、権利者との協力を更に密接にして、知的財産権の保護レベルの向上に努めます。知的財産権保護の
業務において、今後も弛まず奮闘し、前進していきます。
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江蘇省知識産権局

推薦企業  上海 IPG立法研究ワーキング・グループ (計 18社 )

珠海市公安局

推薦企業  上海 IPG事務機消耗品WG各社（計 7社）

広州市公安局番禺区分局

推薦企業  カシオ計算機株式会社

広州市公安局越秀区分局経偵大隊

推薦企業  日産（中国）投資有限公司

江蘇省呉江市工商行政管理局

推薦企業  JUKI株式会社

江蘇省淮安市（洪澤）工商行政管理局

推薦企業  シャープ株式会社

上海市工商行政管理局宝山分局、上海市公安局宝山分局

推薦企業  株式会社デンソー

江蘇省質量技術監督局

推薦企業  ミシン業界共同推薦（計 2社）、株式会社カネボウ化粧
品、上海 IPG農薬ワーキング・グループ (計 6社 )

珠海市質量技術監督局

推薦企業  理光 (中国 )投資有限公司

義烏市質量技術監督局

推薦企業  上海 IPG電卓ワーキング・グループ (計 4社 )

大連税関

推薦企業  三洋電機株式会社

2010在華日系企業知識産権保護貢献部門

���� ֧ԡݺઞѢЎऍ੫уҐ۵帖ࢳୈ

2011�֧ԡݺઞѢЎऍ੫уҐ۵帖ࢳୈ
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