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１．メンバー数 

 ８９団体、１７１企業  合計 ２６０（２０１４年２月１日現在） 

 

２.ＩＩＰＰＦ主要活動記録 

 

【２０１３年】 

６月２７日 インド・デリー高裁判事との意見交換会 

 

１０月１０日 「インドにおける模倣対策セミナー」講師とIIPPF

との意見交換会 

１１月２７日～２９日 第１１回知的財産保護官民合同訪中代表団 

（北京実務レベルミッション）派遣 

１２月２日～３日 第３回知的財産保護官民合同訪中代表団（広東省

実務レベルミッション）派遣 

１２月６日～１３日 第２回中東官民合同訪問団派遣 

 

２月１４日 マレーシア政府国内取引・協同組合・消費者省

(MDTCC)と権利者との意見交換会 

２月１９日 ベトナム政府招聘に係る意見交換会 

 

 

３．企画委員会の開催 

２０１３年度は企画委員会を５回、臨時委員会１回開催し、以下の議題につい

て報告・検討した。 

 

(1) 第１回 

日時：２０１３年５月２３日（木）１５：００～１６：３０ 

場所：ジェトロ本部 

議事： 

 企画委員会委員長の選出 

 各委員による自己紹介 

 ２０１３年度の主要事業等の紹介（経済産業省、特許庁、農薬工業会） 

 ２０１２年度実務ミッション（広東）結果概要及び広東省公安庁への情

報提供スキームについて 

 IIPPF10周年記念アンケート結果報告 
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(2) 第２回 

日時：２０１３年８月１日（木）１６：００～１７：３０ 

場所：ジェトロ本部 

議事： 

 退任ご挨拶 

 新規メンバー自己紹介 

 今後の IIPPF の活動と組織（役員体制）について 

 「知的財産政策ビジョン」「知的財産推進計画 2013」における模倣品・

海賊版対策について 

 政府模倣品・海賊版総合対策窓口 2013 年版年次報告書ポイントについ

て 

 海外における著作権侵害などに関する実態調査（中国）について 

 特許庁委託事業（基盤整備事業）主な実施予定 

 第 1プロジェクト、第 2プロジェクトの 2013年度主要活動について 

 

 

(3) 第３回 

日時：２０１３年１０月２８日（月）１５：００～１６：３０ 

場所：ジェトロ本部 

議事： 

 2013年度活動の進捗報告と今後の課題・方向性について 

 業界団体による活動紹介 

 模倣品・海賊版撲滅キャンペーンへのご協力依頼 

 

(4) 第４回 

日時：２０１３年１２月２０日（金）１５：００～１７：００ 

場所：ジェトロ本部 

議事： 

 北京、広東ミッション実施報告 

 中東ミッション実施報告 

 第５プロジェクト（営業秘密）の設置について 

  ２０１３年度総会について 

 

(5) 第５回 

日時：２０１４年２月１７日（木） １５:００～１７：００ 

場所：ジェトロ本部 
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議事： 

  ＩＩＰＰＦ会員入会希望案件（日本弁護士連合会）の対応について 

 ２０１３年度ＩＩＰＰＦ総会議事（案）について 

①総会発表資料のポイントご報告 

②その他（総会運営について） 

 新プロジェクトの趣旨等について 

 



6 

 

(１)第１プロジェクト（中国への協力・要請） 

i)プロジェクトメンバー  

幹 事：日本知的財産協会 

副幹事：(独)日本貿易振興機構 

メンバー： 

アイオン（株）,いすゞ自動車（株）,インターロック（株）,うすい知財コンサ

ルタント（株）,宇部興産（株）,NOK（株）,（株）荏原製作所,王子ホールディ

ングス（株）,（株）オークローンマーケティング,（株）岡村製作所,オリンパ

ス（株）,カシオ計算機（株）,キッコーマン（株）,キヤノン（株）,コイズミ

照明（株）,コニカミノルタテクノロジー（株）,（株）小松製作所,サンデン（株）,

三洋電機（株）,（株）サンリオ,（株）ジーエス・ユアサコーポレーション,（株）

資生堂,JUKI（株）,信越化学工業（株）,住友重機械プロセス機器（株）,セイ

コーエプソン（株）,積水化学工業（株）,ソニー（株）,ダイキン工業（株）,

（株）タニタ,（株）タマス,（株）TJMデザイン,東京エレクトロン（株）,（株）

東芝,TOTO（株）,凸版印刷（株）,トヨタ自動車（株）,（株）ニコン,（株）ニ

チレイ,日産自動車（株）,日中知財管理（株）,日本曹達（株）,日本発条（株）,

日本マイクロソフト（株）,白光（株）,パナソニック（株）,（株）バンダイ,

日立化成工業（株）,（株）日立製作所,（株）日立ハイテクノロジーズ,日立マ

クセル(株),福山ゴム工業(株),（株）富士ゼロックス,富士通（株）,富士通セ

ミコンダクター（株）,（株）富士通ゼネラル,（株）ブリヂストン,（株）ベイ

クルーズ,(株)ポッカコーポレーション,本田技研工業（株）,（株）ミツカング

ループ本社,三菱電機（株）,ヤンマー（株）,（株）ULJapan,（株）湯山製作所,

ヨネックス（株）,（株）リコー,YKK（株）,（NPO）映像産業振興協会,（一社）

カメラ映像機器工業会,（独）工業所有権情報・研修館,（一社）コンテンツ海

外流通促進機構,（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会,植物品種保護

戦略フォーラム,全国陶磁器意匠保護協議会,全国農業協同組合連合会,（一財）

知的財産研究所,（一社）電子情報技術産業協会,（一社）特殊鋼倶楽部,（一財）

日中経済協会,（一社）日本印刷産業連合会,日本化学繊維協会,（公財）日本関

税協会,日本機械輸出組合,（一社）日本経済団体連合会,（一社）日本建設機械

工業会,（一社）日本国際知的財産保護協会,（一社）日本自動車工業会,（一社）

日本自動車タイヤ協会,（一社）日本自動車部品工業会,日本商工会議所,（一社）

日本照明工業会,（一社）日本食品・バイオ知的財産権センター,日本製薬工業

協会,（一社）日本石材産業協会,日本繊維産業連盟,日本繊維輸出組合,日本知

的財産協会,（NPO）日本知的財産翻訳協会,（一社）日本釣用品工業会,（一社）

日本電機工業会,日本電熱機工業協同組合,（公財）日本陶磁器意匠センター,（一
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社）日本時計協会,（一社）日本舶用工業会,（一社）日本バルブ工業会,（一社）

日本ファインセラミックス協会,（一社）日本ベアリング工業会,日本弁理士会

貿易円滑化対策委員会,（一社）日本包装機械工業会,農薬工業会,（公社）発明

協会,（一社）ビジネス機械・情報システム産業協会,BSA｜ザ・ソフトウェア・

アライアンス, 

以上、６８社、４６団体 

 

ii)概要および活動結果 

 

１．訪中ミッション派遣 

第１１回知的財産保護官民合同訪中代表団（北京実務レベルミッション）派遣 

期間：２０１３年１１月２７日～２９日 

参加者：３４名 

訪問先：税関総署、最高人民検察院、国家質量総局、最高人民法院 

 

 ※中国知財保護セミナー開催 

日時：２０１３年１１月２７日（水）１６：３０～１９：００ 

講師：張暁津 北京市第二中級法院知財庭長 

王志勇 康信知識産権代理有限責任公司パートナー 

（元最高人民法院 経済犯罪庭裁判官） 

 

第３回知的財産保護官民合同訪中代表団（広東省実務レベルミッション）派遣 

期間：２０１３年１２月２日～３日 

参加者：２２名 

訪問先：広東省公安庁 

合同意見交換会での交流：広東省知識産権局、広東省工商行政管理局、広東省

質量技術監督局 

 

 

２.中国政府機関との意見交換会 

中国・広東省公安庁招聘に係るＩＩＰＰＦとの意見交換会 

日時：２０１３年１１月１３日 15：00～17：00 

場所：ジェトロ会議室 

中国側参加者：６名 

日本側参加者：２２名 

内容：広東省公安庁の知的財産保護に係る取り組み 
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３．広東省公安庁への定期情報提供（四半期１度） 

第１回（２０１３年７月）：３件 

第２回（２０１３年１０月）：１件 

第３回（２０１３年１月）：４件 ※ミッション訪問時に１件提出済み 

 

 

４．メンバー向けセミナー 

件名：中国商標法の第三次改正について ～とくに模倣品対策の観点から～ 

日時：２０１３年１１月１３日（定期会合時） 

場所：ジェトロ会議室 

講師：BLJ法律事務所 代表 遠藤誠 弁護士 

 

 

５．定期会合 

 以下の日程で計８回の会合を日本知的財産協会会議室ほかにて開催した。 

４月１０日、５月１５日、６月１３日、７月１０日、９月１１日、１１月１

３日、１２月２５日、１月１７日、３月１４日(予定) 
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(２)第２プロジェクト(中国以外の国・地域への対応プロジェクト) 

中東ＷＧ 

①中東ＷＧの活動及びその背景 

 中東ＷＧは、一般社団法人日本自動車工業会を幹事、社団法人電子情報技術

産業協会を副幹事とする体制で活動を行った。ＷＧ会合では、2012 年度の優先

課題である、①当局との関係構築②法令と運用実態との乖離明確化と改善要求

③共通ブラックリスト集約の具現化に向けた活動を行った。 

上記を踏まえ、２０１３年１２月、官民合同訪問団がサウジアラビア及びア

ラブ首長国連邦（UAE）に訪問し、関係機関との意見交換を行った。 

 

②活動記録 

ⅰ）ＷＧメンバー 

 

幹 事：一般社団法人日本自動車工業会 

副幹事：、社団法人電子情報技術産業協会 

メンバー： 

アイオン（株）,宇部興産（株）,カシオ計算機（株）,キヤノン（株）,（株）

小松製作所,澤藤電機（株）,（株）ジーエス・ユアサコーポレーション,（株）

資生堂,セイコーエプソン（株）,ソニー（株）,トヨタ自動車（株）,日産自動

車（株）,日本特殊陶業（株）,日本発条（株）,パナソニック（株）,（株）日

立製作所,日立マクセル(株),富士通セミコンダクター（株）,(株)ポッカコーポ

レーション,本田技研工業（株）,メタウォーター（株）,ヤマハ（株）,（独）

工業所有権情報・研修館,（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会,（一

社）電子情報技術産業協会,（公財）日本関税協会,（一社）日本国際知的財産

保護協会,（一社）日本自動車工業会,（一社）日本自動車部品工業会,日本繊維

産業連盟,（一社）日本ベアリング工業会,日本弁理士会貿易円滑化対策委員会, 

以上、２２社、１０団体 

 

 

ii)概要および活動結果 

 

１．第２回中東官民合同訪問団 

期間：２０１３年１２月６日～１３日 

訪問国：サウジアラビアおよび UAE 
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参加者：３３名 

サウジアラビア訪問先：商工業省、税関（合同開催） 

UAE訪問先：連邦経済省、連邦商標局、ドバイ税関、ドバイ経済開発局、シャル

ジャ税関 

 

※BPG主催 IPフォーラム参加 

 日時：２０１３年１２月１１日、１２日  

 場所：Jumeirah Beach Hotel Conference Centre 

 

 

２．真贋判定セミナー 

  

エルビル（イラク）真贋判定セミナー 

日時：２０１３年６月９日（日）９:００～１２:５５ 

場所：Rotana Hotel, Erbil 

参加者数：イラク側 約 125名（イラククルディスタン計画省、税関、クルデ

ィスタン地域経済連合会、エルビル投資促進委員会、商工会議所等）、 

日本側 約 43名 

 

 

３．会合の開催 

 

第１回会合 

日時：２０１３年５月３１日（金）１４：００～１６：００ 

会場：JAMA（日本自動車工業会）16F第 4 会議室 

議題：今期のゴール、スケジュール確認ほか 

 

中東訪問ミーティング 

日時：２０１３年６月２８日（金）１５：００～１７：００ 

会場：日産自動車会議室 

議題：中東訪問についてほか 

 

第２回会合 

日時：２０１３年７月３１日（水）１４：００～１６：００ 

会場： JAMA（日本自動車工業会）16F第７、８会議室  

議題：中東訪問について （訪問予定期間に対する意見募集他） 
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第３回会合 

日時：２０１３年８月３０日（金）１４：００～１６：００ 

場所：JAMA（日本自動車工業会）16F第７、８会議室 

議題：中東訪問について（訪問予定機関の検討、真贋判定セミナー開催進捗他） 

 

第４回会合 

日時：２０１３年９月２４日（火）１５：００～１７：００ 

場所： JAMA（日本自動車工業会）16F 第 2 会議室 

議題：中東訪問について（アポ状況確認、発言要領確認他） 

 

在ドバイ日本人弁護士とのミーティング 

日時：２０１３年９月２５日（水）１０：００～１２：００ 

場所：JAMA（日本自動車工業会）16F第１会議室 

議題：アラブ首長国連邦 模倣品対策：最近の傾向 

 

第５回会合 

日時：２０１３年１０月２１日（月）１５：００～１７：００ 

会場：JAMA（日本自動車工業会）16F 第 2 会議室   

議題：中東訪問について（ロジ確認、提言・主張の確認）  

 

第６回会合 

日時：２０１３年１１月１２日（火）９：３０～１１：３０ 

会場： JAMA（日本自動車工業会）16F第 2会議室 

議題：中東訪問について（発言要領のレビュー）  

 

第７回会合 

日時：２０１３年１１月２２日（金）９：３０～１１：３０ 

会場： JAMA（日本自動車工業会）16F第 2会議室  

議題：中東訪問前の最終確認  

 

 

アセアンＷＧ、インドＷＧ 

①アセアン、インドＷＧの活動及びその背景 

 アセアン及びインドについては、現地の最新知財情勢に関する情報収集を

行った。また、アセアン、インドにおいては、権利者と相手国政府との意見交
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換のみならず、行政機関同士による執行面の意見交換を開催し、より効率的な

執行に向け活発な議論が行われた。 

 

②活動記録 

ⅰ）ＷＧメンバー 

 

事務局：（独）日本貿易振興機構 

メンバー（アセアンＷＧ）： 

アイオン（株）,味の素製薬（株）,アステラス製薬（株）,アネスト岩田（株）,

宇部興産（株）,SMC（株）,大塚製薬（株）,（株）沖データ,オリンパス（株）,

カシオ計算機（株）,キッコーマン（株）,キヤノン（株）,（株）クラレ,（株）

グループス,（株）コア,（株）小松製作所,澤藤電機（株）,（株）サンリオ,（株）

ジーエス・ユアサコーポレーション,シスメックス（株）,（株）資生堂,スズキ

（株）,セイコーエプソン（株）,千住金属工業（株）,ソニー（株）,大東化工(株）,

武田薬品工業（株）,（株）タマス,東芝ホームアプライアンス（株）,トヨタ自

動車（株）,豊田通商（株）,（株）ニフコ,日本ドアーチェック製造（株）,日

本発条（株）,パナソニック（株）,パナソニック（株）エコソリューションズ

社,（株）バンダイ,（株）日立ハイテクノロジーズ,日立マクセル(株),富士通

セミコンダクター（株）,（株）文藝春秋,（株）ベネッセコーポレーション,ポ

ーラ化成工業（株）,(株)ポッカコーポレーション,本田技研工業（株）,（株）

マークアイ,（株）ミスミグループ本社,三井化学（株）,三井・デュポンポリケ

ミカル（株）,ミニストップ（株）,メタウォーター（株）,メトリー技術研究所

（株）,モリト（株）,(株)ヤクルト本社,ヨネックス（株）,ロート製薬（株）,YKK

（株）,(株)ワコール,（NPO）映像産業振興協会,（独）工業所有権情報・研修

館,（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会,（一社）全日本文具協会,（一

社）知的財産教育協会,（一社）電子情報技術産業協会,（公財）日本関税協会,

（一社）日本国際知的財産保護協会,（一社）日本食品・バイオ知的財産権セン

ター,日本製薬工業協会,日本繊維産業連盟,（一社）日本デザイン保護協会,（一

社）日本ファインセラミックス協会,日本弁理士会貿易円滑化対策委員会,農薬

工業会,（一社）ビジネス機械・情報システム産業協会,BSA｜ザ・ソフトウェア・

アライアンス, 

以上、５８社、１７団体 

 

メンバー（インドＷＧ）： 

アイオン（株）,旭硝子（株）,アステラス製薬（株）,アズビル（株）,宇部興

産（株）,SMC（株）,大塚製薬（株）,オーミケンシ（株）,カシオ計算機（株）,
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キヤノン（株）,（株）クラレ,(株)神戸製鋼所,澤藤電機（株）,（株）資生堂,

セイコーエプソン（株）,ソニー（株）,大日本印刷（株）,武田薬品工業（株）,

（株）タニタ,（株）タマス,トヨタ自動車（株）,豊田通商（株）,（株）ニコ

ン,（株）ニチレイ,日産自動車（株）,（株）ニフコ,日本曹達（株）,日本電気

（株）,日本ドアーチェック製造（株）,日本発条（株）,パナソニック（株）,

パナソニック（株）エコソリューションズ社,（株）日立製作所,（株）日立ハ

イテクノロジーズ,日立マクセル(株),富士通セミコンダクター（株）,(株)ポッ

カコーポレーション,三井化学（株）,三井・デュポンポリケミカル（株）,(株)

ヤクルト本社,ヨネックス（株）,（株）リコー,YKK（株）,（独）工業所有権情

報・研修館,（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会,（一社）電子情報

技術産業協会,（一社）日本映画製作者連盟,（公財）日本関税協会,（一社）日

本国際知的財産保護協会,（一社）日本自動車工業会,（一社）日本食品・バイ

オ知的財産権センター,日本製薬工業協会,日本繊維産業連盟,（一社）日本ファ

インセラミックス協会,（一社）日本ベアリング工業会,日本弁理士会貿易円滑

化対策委員会,農薬工業会,BSA｜ザ・ソフトウェア・アライアンス, 

以上、４３社、１５団体 

 

 

ii)概要および活動結果 

 

１．真贋判定セミナー、侵害発生国におけるセミナー 

  

ベトナム（ホーチミン）真贋判定セミナー 

日時：2013年 9月 20日（金）9:30～15:00 

場所： Ballroom1, Caravelle Hotel, Ho ChiMinh City 

参加者数：ベトナム側 約 50名（税関、市場管理局、知的財産庁）、日本側 約

30名、オブザーバー 約 20名  

  

インドネシア（ジャカルタ）真贋判定セミナー 

日時：2013年 12月 2日（月）9:30～15:00 

場所： ROYAL KUNINGAN HOTEL, “Ball Room” 

参加者数：約 100名（知的財産総局、知的財産総局捜査局、警察、税関、日本

企業、日本政府、ジェトロを含む） 

 

ベトナム（ハノイ）真贋判定セミナー 

日時：2013年 12月 5日（木）8:30～15:00 
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場所：JW Marriott Hanoi, Salon B&C 

参加者数：約 100名（科学技術省監査部、知的財産庁、市場管理局、経済警察、

税関、人民裁判所、日本企業、日本政府、ジェトロを含む） 

 

インド（ムンバイ）真贋判定セミナー 

日時：2013年 12月 19日（木）10：00～13：30 

場所：Hilton International Airport Hotel 

参加者数：約 21名（空港税関、日本企業、ジェトロ含む） 

 

インド地方裁判所判事向けセミナー 

日時：2014年 2月 15日（土）10：00～17：00 

場所：ニューデリー・サケット地方裁判所内会議室 

参加者数：高裁判事、地裁判事合計 110名、日本側講師、ジェトロ等約 115名 

 

 

２．意見交換会 

インド・デリー高裁判事との意見交換会 

日時：2013年 6月 27日（木）9:30～11:30 

場所：ジェトロ 5D 会議室 

参加者：デリー高裁判事 1名、日本側約 20 名（日本企業、経済産業省、特許庁、

ジェトロ） 

 

「インドにおける模倣対策セミナー」講師と IIPPFとの意見交換会 

日時：2013年 10月 10日(木) 10:00～12:00 

場所：ジェトロ本部 9階 B会議室 

参加者：インド講師ほか 3名、日本側 20 名(事務局・通訳 6名を含む) 

 

インドネシア税関と権利者との意見交換会 

日時：2013年 12月 3日（火）10:00～12:00 

場所：インドネシア税関 

参加者：インドネシア税関約 20名、日本側 15名（日本企業、経済産業省、東

京税関、JICA、ジェトロ） 

 

東京税関とインドネシア税関との特別セッション 

日時：2013年 12月 3日（火）14：00～16：00 

場所：インドネシア税関 
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参加者：インドネシア税関約 10名、日本側約 5名（経済産業省、東京税関、JICA、

ジェトロ） 

 

ベトナム税関と権利者との意見交換会 

日時：2013年 12月 6日（金）8:30～10：00 

場所：JW Marriott Hanoi, EventⅡⅢ 

参加者：ベトナム税関約 15名、日本側約 25名（日本企業、経済産業省、東京

税関、JICA、ジェトロ） 

 

東京税関とベトナム税関との特別セッション 

日時：2013年 12月 6日（金）10:00～12:00 

場所：JW Marriott Hanoi, EventⅡⅢ 

参加者：ベトナム税関約 15名、日本側約 25名（日本企業、経済産業省、東京

税関、JICA、ジェトロ） 

 

マレーシア政府国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC)と権利者との意見交換会 

日程：2014年 2月 14日（金）9:30～12:30 

場所：ジェトロ会議室 

参加者：マレーシア側 4名、日本側 12名 

 

ベトナム政府招聘に係る意見交換会 

日程：2014年 2月 19日（水）14:00～16:50 

場所：ジェトロ会議室 

参加者：ベトナム側 6名、日本側 8名 

 

 

３．日本における知的財産セミナーの開催 

ASEAN知財セミナー 

日時：2013年 6月 18日（火）13：30～16：10 

会場：ジェトロ本部 5階展示場 

参加者：158名 

内容 

・JETROによる ASEAN 知財調査について 

・ASEANにおける知財関連判決へのアクセス性について 

・ASEANにおける知財 ADRについて 

・ASEANにおけるドメインネーム制度について 
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インドネシア・フィリピン・ミャンマーにおける模倣対策セミナー 

日時：2013年 8月 5日（月） 13:30～17:10 

会場：ジェトロ本部 5階展示場 

参加者：193名 

内容： 

・フィリピンにおける商標権保護と模倣対策戦略について 

・ミャンマーの知財法整備の状況について 

・インドネシアにおける商標権保護と模倣対策戦略について 

 

インドにおける模倣対策セミナー 

日時：2013年 10月 9日（水） 13:30～17:10 

会場：ホテルオークラ東京 別館 オーチャードルーム 

参加者：174名 

内容： 

・インド知的財産の概況 

・インド模倣品マッピングの概況 

・知的財産権とインターネット 

 

マレーシア模倣品対策セミナー～BoB制度を中心とした行政摘発について～ 

日時：2014年 2月 13日（木）15：00～17：40 

会場：ジェトロ９ＢＣ会議室 

参加者：56名 

内容： 

・マレーシアの模倣品対策・取締りの取り組み全般について 

・その取り組みの中で BoB制度について紹介 

・権利者との意見交換会 

 

ベトナム知的財産セミナー ～ベトナム知財保護関連機関の取締権限・所管範囲

と知財保護強化に向けた日越官民連携による取り組み～ 

日時：2014年 2月 19日（水）9：30～12：30 

会場：ジェトロ 5階展示場 

参加者：168名 

内容： 

・ベトナム知財保護関連機関の概要 

・知的財産権執行業務、取締措置への関わり 

・行政機関による取締措置の現状 
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・水際取締の現状‐財政省税関総局の取締権限、所管範囲、事例‐ 

・民事、刑事措置の現状‐ベトナムの裁判制度について‐ 

・知財保護強化に向けた日越官民連携による取り組み‐日越共同イニシアチブ 

の取り組みを中心に‐ 

・日越共同イニシアチブ WT5の進捗について‐日本側の要望を受けたベトナム 

政府側の対応状況‐ 

・日本企業の知財取締事例‐ベトナムにおける知財侵害の現状と知財保護関係 

機関と協力した取締について‐ 

 

 

４．会合の開催 

アセアンＷＧ 

 

第１回会合 

日時： ２０１３年６月１９日（水） 10：00～11：00 

場所：ジェトロ本部 9E会議室 

議題： 

・2013年度 ASEAN WG の事業計画について 

・ASEANでの関心国や各社の被害実態の簡単な紹介 

 

第２回会合 

日時：２０１３年１０月１８日（金）14：00～16：00 

場所：ジェトロ本部 5C会議室 

議題： 

・ベトナム・インドネシア真贋判定セミナー及び関係機関との意見交換につい

て 

・ベトナム政府関係者招聘について 

・マレーシア政府関係者招聘について 

・ＲＣＥＰについて 

 

第３回会合 

日時：２０１４年２月１９日（水）14:00～16:50 

場所：ジェトロ会議室 

議題： 

・ベトナム政府機関（科学技術省監査局、商工省市場管理局、公安省経済警察

局、財務省税関総局）との意見交換。 
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・模倣品の摘発・取締り手法、捜査権限、他機関との連携等について。 

・税関の疑義品確認プロセス、保証金等について 

 

インドＷＧ 

 

第１回会合 

日時：2013年 5月 31日（金）10：00～12：00 

場所：ジェトロ 5D 会議室 

議題： 

・インド・デリー高裁判事意見交換会の進め方 

・２０１３年度の主要事業等の紹介・進め方 

 

第２回会合 

日時： 2013年 10 月 10 日(木) 10 :00～12:00 

会場： ジェトロ本部 9階 B会議室 

参加者： 20 名(事務局 ・通訳 6名を含む ) 

議題： 

・「インドにおける模倣品対策セミナー」講師と IIPPFとの意見交換 

 

 

ロシアＣＩＳ・東欧ＷＧ 

①ロシアＣＩＳ・東欧ＷＧの活動及びその背景 

 本ＷＧは、ロシアＣＩＳおよび東欧地域での実効性の高い模倣品対策に資す

るため情報収集を行うと共に、参加メンバー間で同対策について意見交換を行

うことを目的として、２０１０年６月に設立した。設立当初は研究会として活

動していたが、昨年度より WGに格上げされた。 

 今年度は、日本におけるロシア知財制度の最新情報の提供を目的として、ゴ

ロジスキー＆パートナーズの弁護士、および連邦税関局局長を招聘し、東京と

大阪にてセミナーを開催した。また、講師と日本企業知財担当者との意見交換

の場を設けた。 

 また、現地政府との関係強化を目的としてロシアを訪問し、北西税関向け真

贋判定セミナー及び政府機関・関係団体との意見交換を実施した。 

ニュースレターの作成を通じて、昨年度に引き続きロシアＣＩＳおよび東欧地

域における知財情報の収集・提供も行った。 
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②活動記録 

ⅰ）ＷＧメンバー 

事務局：（独）日本貿易振興機構 

メンバー： 

アイオン（株）,味の素（株）,宇部興産（株）,SMC（株）,カシオ計算機（株）,

キッコーマン（株）,キヤノン（株）,（株）ゴールドウイン,（株）サクラクレ

パス,（株）資生堂,セイコーエプソン（株）,ソニー（株）,トヨタ自動車（株）,

日本発条（株）,パナソニック（株）,日立建機（株）,本田技研工業（株）,ヨ

ネックス（株）,YKK（株）,（独）工業所有権情報・研修館,（一社）コンテン

ツ海外流通促進機構,（一社）電子情報技術産業協会,（公財）日本関税協会,（一

社）日本国際知的財産保護協会,（一社）日本食品・バイオ知的財産権センター,

（一社）日本電気制御機器工業会,日本弁理士会貿易円滑化対策委員会, 

以上、１９社、８団体 

 

ii)概要および活動結果 

 

１．真贋判定セミナーおよび意見交換会の開催 

 

北西税関（サンクトペテルブルク）真贋判定セミナー 

日時：2013年 11月 13日（火）13:00～17:25 

場所：CORINTHIA HOTEL ST.PETERBURG 

参加者数：ロシア側 約 17名（北西税関庁関係者）、日本側 約 13名 

 

 

２．意見交換（ロシア知的財産関係機関との意見交換） 

 

DLA Piper（調査会社）との意見交換会 

日時：2013年 11月 12日（火）10:00～11:30 

場所：DLA Piper  

参加者：DLA Piper 側 3名、日本側 10名（日本企業、経済産業省、ジェトロ） 

 

内務省サンクトペテルブルク支局との意見交換 

日時：2013年 11月 13日（水）9:30～11:00 

場所：ジェトロサンクトペテルブルク内会議室 

参加者：内務省側 2名、日本側 7名（日本企業、経済産業省、ジェトロ） 
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Molotok（ECサイト）との意見交換会 

日時：2013年 11月 14日（木）12:00～13：00 

場所：Molotok 

参加者：Molotok 側 3名、ゴロジスキー＆パートナーズ弁護士 2名（オブザ

ーバー参加）、日本側 6名（日本企業、経済産業省、ジェトロ） 

 

ロシア連邦税関局との意見交換 

日時：2013年 11月 14日（木）16:00～17:00 

場所：ロシア連邦税関局 

参加者：連邦税関局側 4名、日本側 8名（日本企業、経済産業省、ジェトロ） 

 

Vlasta Consulting（調査会社）との意見交換 

日時：2013年 11月 15日（木）16:00～17:00 

場所：ロシア連邦税関局 

参加者：Vlasta Consulting 側 3名、日本側 7名（日本企業、経済産業省、ジ

ェトロ） 

 

 

３．ロシア知的財産セミナーの開催 

 

ロシア知的財産権最新情勢セミナー 

日時：2013年 10月 7日（月） 14:00～16:45（東京） 

   2013年 10月 9日（水） 14:00～16:45（大阪） 

会場：ジェトロ本部 5階 ABCD会議室（東京） 

   ホテルニューオータニ大阪 ウィステリア（大阪） 

参加者：151名(東京) 35名（大阪） 

内容： 

・外国企業が直面する知財問題（ジェトロモスクワ事務所所長） 

・ロシアにおける民法（第Ⅳ編）改正案と知的財産権裁判所 

（ゴロジスキー＆パートナーズ カウンセラー/弁理士 ニコライ・ボグダノフ

氏） 

・関税同盟域内における水際対策 

（連邦税関局 貿易規制・通貨輸出管理局 ピョートル・バクラコフ局長） 

・並行輸入の最近の動向および不正商品の頒布と戦うための法的措置 

（ゴロジスキー＆パートナーズ 弁護士/弁理士 セルゲイ・ワシリエフ氏） 
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４．会合の開催 

 

第 1回会合 

日時：２０１３年６月１０日（火）14:00～15:00 

場所：ジェトロ９C 会議室 

議題： 

・２０１３年度ＷＧの活動方針・計画の議論 

・ロシア真贋判定セミナー（案）について 

・同セミナー後の関係機関訪問等のご要望について 

・各社のロシア模倣対策に関する最近の問題意識、関心事項 

 

第 2回会合 

日時：２０１３年１０月８日（火）10:00～12:00 

場所：ジェトロ９B 会議室 

議題： 

・10/7セミナー講師との意見交換 

 

臨時会合（第 3回） 

日時：２０１３年１０月２３日（水）10:00～12:00 

場所：ジェトロ９C 会議室 

議題： 

・ロシア訪問のスケジュール確認、各訪問先での質問内容調整、役割分担 

 

第 4回会合 

日時：２０１４年２月３日（月）16:00～17:30 

場所：ジェトロ 9F 会議室 

議題： 

・2013年 11月ロシア訪問（北西税関セミナー、関係機関訪問）の報告 

・次年度事業について議論 

 

 

５．ニュースレターの配信 

 

ロシアにおける知的財産権に関わる法制度・ビジネスの主な動きや、特定の判

決について掘下げて解説したニュースレターを 3ヶ月ごとに配信した。 
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③今後の活動 

・【情報収集・発信】知財法制度・権利執行制度に関する情報等で、過去 3年間

の活動で収集できなかった情報、および過去 3 年間から更新されている情報

を収集、発信することで、最新の制度概要を把握する。 

・【政府機関との連携強化】現地で開催される政府主催の会議への参加等を通じ

て、現地政府機関や関係機関との協力関係を強化する。 
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（３）第３プロジェクト（情報交換プロジェクト） 

プロジェクトメンバー 

幹 事：（独）日本貿易振興機構 

副幹事：日本弁理士会 

メンバー： 

アイオン（株）,アステラス製薬（株）,（株）アドバンテスト,（株）イトーキ,

うすい知財コンサルタント（株）,（株）生方製作所,宇部興産（株）,SMC（株）,NSK

マイクロプレシジョン（株）,（株）エフ・シー・シー,エルメスジャポン（株）,

（株）オークローンマーケティング,（株）岡村製作所,（株）カナツー,キヤノ

ン（株）,（株）キングジム,（株）クラレ,光洋産業（株）,(株)コーセー,コー

チ・ジャパン（同）,（株）ゴールドウイン,（株）小松製作所,（株）サクラク

レパス,サンデン（株）,（株）サンリオ,（株）資生堂,JUKI（株）,住友重機械

工業（株）,ソニー（株）,（株）高島屋,タカタ（株）,（株）タカラトミー,（株）

タニタ,（株）タマス,中興化成工業(株),テーラーメイドゴルフ（株）,（株）

TJMデザイン,寺西化学工業（株）,東亞合成（株）,東京エレクトロン東北（株）,

東レ（株）,ナクシス（株）,日産自動車（株）,日中知財管理（株）,日東電工

（株）,日本曹達（株）,日本バルカー工業（株）,白光（株）,（株）バンダイ,

日立建機（株）,（株）平田精機,ヒロセ電機（株）,（株）フェリシモ,福山ゴ

ム工業(株),富士通セミコンダクター（株）,（株）ブリヂストン,（株）ベイク

ルーズ,ペガサスミシン製造（株）,（株）ベネッセコーポレーション,（株）ミ

キモト,ミズノ（株）,（株）ミツトヨ,三菱レイヨン(株),メタウォーター

（株）,(株)ヤクルト本社,ヤンマー（株）,（株）ULJapan,ヨネックス（株）,

ルビコン（株）,YKK（株）,（NPO）映像産業振興協会,（独）工業所有権情報・

研修館,（一社）全国優良石材店の会,全日本ブラシ工業協同組合,（一社）全日

本文具協会,全日本ベッド工業会,（一社）電子情報技術産業協会,（一社）特殊

鋼倶楽部,（一財）日中経済協会,（一社）日本オフィス家具協会,（一社）日本

玩具協会,（公財）日本関税協会,（一社）日本国際知的財産保護協会,日本自動

車部品協会,（一社）日本石材産業協会,日本繊維産業連盟,（一社）日本電気制

御機器工業会,日本電熱機工業協同組合,日本弗素樹脂工業会,（一社）日本ベア

リング工業会,日本弁理士会貿易円滑化対策委員会,（一社）日本縫製機械工業

会,（一社）日本陸用内燃機関協会,（一社）日本流通自主管理協会,（公社）発

明協会,（一社）ビジネス機械・情報システム産業協会, 

以上、７０社、２６団体 
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ii)概要および活動結果 

 

＜情報交換会＞ 

 

第１回情報交換会（２０１３年７月５日（金）） 

・「模倣品共通ＤＢ研究会開催報告」 

YKK株式会社 ファスニング事業本部 事業推進部 

知的財産保護・管理Ｇ Ｇ長 古稲 計氏 

・「ヨネックス案件に見る商標権侵害民事訴訟」 

ヨネックス株式会社 法務室 知的財産課 課長 大久保 淳氏 

・「中国模倣品対策の現状」 

株式会社コーセー 法務室 大隅 重樹氏  

・参加者による意見交換会： 

モデレータ・・日本弁理士会（産業競争力委員会）黒瀬雅志弁理士 

 

第２回情報交換会（２０１３年９月１１日（水）） 

・「模倣品共通ＤＢ研究会開催報告」 

 コーチ・ジャパン合同会社 法務部長 影島 瑞穂氏 

・「最近の中国模倣品取締りに関する現場からの報告」 

ジェトロ上海 市場開拓部・知識産権部長 秋葉 隆充 

・参加者による意見交換会： 

モデレータ・・日本弁理士会（産業競争力委員会）黒瀬雅志弁理士 

 

第３回情報交換会（２０１２年１２月１８日（火）） 

・「模倣品共通ＤＢ研究会開催報告」 

 コーチ・ジャパン合同会社 法務部 マネージャー 真栄田 祐子氏 

・「株式会社ブリヂストンの模倣品対策事例」 

株式会社ブリヂストン 知的財産本部 石上 千哉子氏 

・「株式会社 TJMデザインの模倣品対策事例」 

株式会社 TJMデザイン 開発本部 特許グループ 

マネージャー大久保 国明氏 

・参加者による意見交換会： 

モデレータ・・日本弁理士会（産業競争力委員会）黒瀬雅志弁理士 

 

第４回情報交換会（２０１４年２月６日） 

・経済産業省委託事業 模倣品等対策事例集の作成について 
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 ㈱野村総合研究所 主任コンサルタント 水之浦 啓介氏 

・インドにおける模倣品情勢に関する現場からの報告 

 ジェトロニューデリー 今浦 陽恵 

・参加者による意見交換会： 

モデレータ・・日本弁理士会（産業競争力委員会）黒瀬雅志弁理士 

 

 

＜模倣対策共通ＤＢ(データベース)研究会＞ 

 

第１回サイバーネットワーク情報交換会（２０１３年５月２３日（木）） 

・日産にて 会員企業同士の情報交換会 

 

第１回研修会（２０１３年６月１２日（水）） 

・財務省知的財産課へ相談（情報の共有） 有志にて 

 

第１回情報交換会（２０１３年７月５日（金）） 

・「模倣品共通ＤＢ研究会開催報告」 

紹介 （２０１３年７月２３日（火）） 

・ＢＰＰ ＷＳ、日産にて、アパレル、鞄業界に対し 

 

第２回研修会 （２０１３年８月２０日（火）） 

・有志にて、侵害社情報共有掲載起案、コーチにて 

９月末完了。 

 

第２回情報交換会（２０１３年９月１１日（水） 

・「模倣品共通ＤＢ研究会開催報告」 

 

紹介 （２０１３年１０月２３日（水）） 

・ＢＰＰ ＷＳ、楽天にて、アパレル、鞄業界に対し 

個人情報共有の課題 

 

第３回情報交換会（２０１３年１２月１８日（火）） 

・「模倣品共通ＤＢ研究会開催報告」 

 

第３回研修会（２０１３年１２月２５日（水）） 

・ポータルサイト使用方法講習 
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（４）第４プロジェクト 

プロジェクトメンバー（順不同）   

幹 事：(公社)発明協会 

副幹事：(一財)対日貿易投資交流促進協会，ＢＳＡ｜ザ・ソフトウェア・アラ

イアンス 

メンバー：宇部興産（株）,ソニー（株）,（ＮＰＯ）映像産業振興協会，経済

産業省,（一社）コンテンツ海外流通促進機構,（一社）コンピュータ

ソフトウェア著作権協会,（一財）対日貿易投資交流促進協会,（一社）

特殊鋼倶楽部,（公財）日本関税協会,（一社）日本国際知的財産保護

協会,日本弁理士会,（一社）日本流通自主管理協会,（一社）日本レコ

ード協会,（公社）発明協会，BSA｜ザ・ソフトウェア・アライアンス

（以上、２社、１３団体） 

活動内容 

（１）大学での講座を活用した人材育成協力活動 

 ・東京大学大学院（２０１３年５月８日（水）） 

  知的財産の講座の中で、東京大学大学院 安川聡准教授がＩＩＰＰＦの活

動等について講義 

 ・千葉大学（２０１３年１１月１９日（火）） 

  知的財産の講座の中で、東京大学大学院 安川聡准教授がＩＩＰＰＦの活

動等について講義 

 ・政策研究大学院大学（２０１３年１１月２６日（火）） 

  ＩＩＰＰＦ第４プロジェクト協力講義として、㈱カプコン法務部長 伊達

裕成氏が「企業法務―知的財産関連業務―」について講義 

 

（２）青少年向け知財保護教育活動（出張！ＩＰカルチャー教室） 

 ・東京都中央区教育センター（２０１３年７月２０日（土）） 

  中央区内の小学５年生と保護者を対象に「出張！ＩＰカルチャー教室～親

子で学ぼう！知的財産」を開催 

（協力：日本弁理士会（関東支部）） 

 

（３）真正品、模倣品・海賊版の展示 

 ・東京都中央区教育センター（２０１３年７月２０日（土）） 

  上記（２）に併せて開催 

（協力（順不同）：㈱サンリオ，（一社）コンピュータソフトウェア著作権協

会，特許庁，（一社）日本商品化権協会，（一社）日本時計協会，（一社）日
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本流通自主管理協会，（一社）日本レコード協会） 

 ・東京都中央区教育センター（２０１３年９月２１日（土）） 

  第４２回中央区児童・生徒発明くふう展（中央区教育委員会主催）に併せ

て開催 

（協力（順不同）：㈱サンリオ，（一社）コンピュータソフトウェア著作権協

会，特許庁，（一社）日本商品化権協会，（一社）日本時計協会，（一社）日

本流通自主管理協会，（一社）日本レコード協会） 

 ・科学技術館（東京都千代田区北の丸）（２０１４年３月２６日（水）～３月

３０日（日）（予定）） 

  第７２回全日本学生児童発明くふう展（（公社）発明協会主催）に併せて開

催 

 （協力（順不同）予定：㈱サンリオ，（一社）コンピュータソフトウェア著

作権協会，特許庁，（一社）日本商品化権協会，（一社）日本時計協会，（一

社）日本流通自主管理協会，（一社）日本レコード協会） 

 

（４）消費者向け啓発活動（ウェブサイトの活用） 

  ＩＩＰＰＦのウェブサイトによる消費者向けメッセージの発信等を通じた

国民各層への普及啓発 
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インターネットＷＧ 

 

ＷＧメンバー 

事務局：（独）日本貿易振興機構 

メンバー： 

キヤノン（株）,（株）ゴールドウイン,（株）サンリオ,（株）資生堂,セイコ

ーホールディングス(株）,ソニー（株）,（株）タマス,TOTO（株）,日産自動車

（株）,白光（株）,（株）バンダイ,（株）ファンケル,（株）ベネッセコーポ

レーション,三菱鉛筆（株）,ヨネックス（株）,（一社）コンテンツ海外流通促

進機構,（一社）電子情報技術産業協会,（一社）ユニオン・デ・ファブリカン, 

以上、インターネット研究会：１５社、３団体 

インターネット勉強会：４０社、１２団体 

 

ii)概要および活動結果 

 

１．真贋判定セミナー 

  

タオバオ・アリババスタッフ向け真贋識別セミナー 

日時：2013年 10月 30日（水）14:00～17:15 

場所： アリババ渓西園区 3号楼 2F 万松書院 

参加者数：アリババグループ 安全部 知識産権関係者等 約 65名 

     中国 IPG 10 社 20名(IIPPF企業 1社を含む) 

 

 

２．意見交換会 

米国人弁護士および Coach社、NIKE社との意見交換会 

日時：2014年 1月 21日（火）10:00～12:00 

場所：ジェトロ 9A 会議室 

参加者：米国人弁護士 1 名、Coach・NIKE 各社知財担当者、日本側約 25 名（日

本企業、経済産業省、ジェトロ） 

 

 

３．日本における知的財産セミナーの開催 

米国インターネット取引模倣対策セミナー 

日時：2014年 1月 20日（月）13：30～17：15 
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会場：ホテルオークラ東京 別館 オーチャードルーム 

参加者：158名 

内容 

・米国電子商取引における現在の法的問題 

・グローバル企業の模倣品に対する取組 

 

 

４．会合の開催 

 

インターネットＷＧ研究会 

 

第１回会合 

日時： ２０１３年４月２５日（木） 15：30～17：00 

場所：ジェトロ本部 会議室 

議題： 

・タオバオとの共同調査について 

・日中インターネットシンポジウムについて 

・今年度現地委託調査について 

 

第２回会合 

日時：２０１３年１１月２５日（月）17：10～18：10 

場所：ジェトロ本部 会議室 

議題： 

・タオバオ模倣品率調査の進捗報告 

・タオバオ、アリババスタッフ向けセミナー報告 

・米国インターネットセミナー進捗報告 

 


