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はじめに 	  
	  

	 近年、中国の行政機関および司法機関において、知的財産権保護に関する法制度の更な

る整備や運用強化が図られています。しかしながら、模倣品や権利侵害は依然として多く

あります。 

権利者が模倣品を発見した場合、一般的には、調査会社を通じて摸倣業者・権利侵害者

の特定や、違法行為の事実確認や証拠の確保等を行った上で、効果的な措置を講じること

になります。昨今では摸倣業者による手口の巧妙化やインターネット取引サイト等の新し

い媒体の利用などに対応するため、調査会社による調査手法も多様になってきました。 

本書では、中国で摸倣対策・権利侵害対策を専門的に扱う調査会社のうち、日本語で対

応できるところのみを一覧としてまとめ、また、特徴的な摸倣行為に対する調査手法につ

いてご紹介しています。本書が、これから中国で摸倣対策を始められる方にとって、少し

でもご参考になりますと幸いです。 
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調査会社一覧 

北京中誉威聖信息諮詢中心 

●	 会社概要 

  中文会社名：北京中誉威聖信息咨詢中心 

  英文会社名：Genuineways Inc. 

  本社住所：北京市東城区東四塊玉南街 32 号 金泰銀豊大厦 3 階 

         TEL：+86(10)5830-9377 FAX：+86(10)5830-9355 

         e-mail：mailto:mail@genuineways.com 

         home page：http://www.genuineways.com 

  主な顧客：Canon, Epson, Brother, JBMIA, Lenovo, Creative, BENZ, BIC, YSL, Ferragamo, etc. 

  得意分野：知的財産権侵害調査及び取り締り、商務調査 

  設立年月：1995.12. 

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

曹来禧（き） +86(10) 5830-9377 +86(10) 5830-9355 caolaixi@genuineways.com 

法律専門卒、CCPIT 勤務

14 年 、業界経験 25 年   

叢（そう）芳 +86(10) 5830-9377 +86(10) 5830-9355 cf@genuineways.com 特許商標代理人経験 15 年   

張静軒（けん） +86(10) 5830-9377 +86(10) 5830-9355 hollych@genuineways.com 

弁護士、特許商標代理人

経験 15 年   

胡娟（えん） +86(10) 5830-9377 +86(10) 5830-9355 hujuan@genuineways.com 商標代理人経験 10 年  

小林正弘 +86(10) 5830-9377 +86(10) 5830-9355 xiaolin@genuineways.com 

清華大学留学、法学博士、 

業界経験 2 年   

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能○ 不可 その他 可能○ 不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能○ 不可 その他 可能○ 不可 その他 

   補足：弊所は設立から既に 10 年余りの歴史があり、中国で最も早く調査業務を開始した機構の一つです。中国全土の 20 

       あまりの都市にオフィスを設けており、国内外のクライアントに特許商標代理、知的財産権保護、模倣品摘発、商務 

       調査及び弁護士業務などを含む全面的な法律と商務サービスを提供しています。弊所は、中国国内および世界各 

         国に IT、プリンター機消耗材、電子商品、ラグジュアリーアイテム、アパレル、ドリンクおよび酒、化学工業、自動車 

         部品などの多様な分野にわたる企業およびブランドのクライアントがおり、市場調査、ビジネス調査及び知的財産権 

         保護などのサービスを提供し、豊富な経験、技術を有しています。 

         当グループには中譽威聖知識産権代理有限公司と中譽威聖弁護士事務所も含まれています。 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 北京 広州 深セン 済南 青島 成都 重慶 

調査員人数 10 20 20 2 2 2 2 

拠点 南昌 沈陽 大連 ハルビン 杭州 鄭州 ウルムチ 

調査員人数 1 2 2 3 2 1 1 

   補足：上記、各地の調査員は全て自社社員であり、ターゲット内部情報提供者および臨時スタッフは含んでおりません。 

       弊所の調査員及び他の専門スタッフは弊所に入社する以前に、それぞれ PSB、武警、AIC、法律、財務会計、会計 

       検査、医薬、貿易、新聞、保険とコンピュータなどの分野で数年の勤務経験があり、豊かな専門調査知識、技能と経 

       験を備えています。 
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●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

商標 ○ 商標侵害案件 120 件完了/14 年度 

知的財産権申請 ○ 特許申請 3200 件、商標申請 3200 件 

税関登録代行 ○   

調査 ○ 市場調査と商務調査案件約 350 件受理/14 年度         

取締り ○ 
AIC、TSB、PSB などと協力して、200 人余りのターゲットに対して摘発を成功。案件金

額が 3500 万人民元を超えました。/14 年度 

司法対応 ○ 
金額の大きな権利侵害案件が、AIC 又は TSB によって PSB に移送され或いは直接

PBS により立案され、計 16 件余りの刑事案件摘発に成功しました。/14 年度  

企業秘密 ○   

● 取締りベストケース：  

  ①2003 年、深センのある印刷工場での偽造包装関連刑事案件が QBPC の 2003 年ベスト案件に選出。 

  ②2004 年、北京瀋氏の偽造 HP 消耗材刑事案件が QBPC の 2004 年度ベスト案件に選出。 

    録商標偽造案件として、CCTV のニュースで報道。 

  ④キヤノン、エプソン、ブラザー社の代理人として、広州市天河区にて、2007 年～2009 年に渡り"登録商標専用権保護イベン 

     ト"を実施。 

  ⑤2012 年、弊社代理の武漢侯氏の偽造消耗材製造関連刑事案件は、摘発効果が顕著で、JBMIA の推薦により当該案件 

    の担当執行機関が“在華日資企業知的財産権保護貢献部門の優秀執行部門”に選出。 

  ⑥2013 年、日本の某有名ゴム株式会社を代理し、そのブランドの偽造ホイールディラーの刑事摘発に成功。 

  ⑦2014 年、某 IT 企業を代理し広州と東莞でそのブランドの偽造プロジェクターﾗﾝﾌﾟを偽造･販売している一連のターゲット 

    （工場、ディーラー、倉庫）を発見し、摘発成功。 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 北京 北京 済南 深セン 広州 天津 寧波 

執行機関 PSB TSB AIC TSB AIC TSB AIC 

商品 
プリンター

消耗材 
服 薬品 

プリンター消

耗材 
化粧品 バッグ バッグ 

補足 
Hp canon 

epson 
DUNHILL GLAXO 

Hp canon 

epson 
P&G 

DUNHILL  

BOSS 
LV 

地域（市レベル） 青島 河南 浙江 広州 ハルビン 天津 仏山 

執行機関 AIC AIC AIC PBS PSB AIC AIC 

商品 靴 
デジタル

製品 
電子製品 タイヤ 

プリンター消

耗材 
自動車部品 医療機器 

補足 adidas DELL TORAY YOKOHAMA 
Hp canon 

epson 
HONDA NSK 

 補足：中国各地の司法､行政管理部門及び主務部署と良好かつ安定した業務協力関係を構築しています。 

       IT、プリンター消耗材、自動車部品、アパレル、電気製品及び化粧品などの分野で多くの成功ケースがあります。 

● その他 PR： 

・キヤノン 2012 年度模倣品対策ベストパートナーに選出。 

・クライアントを代表として深センをはじめ全国各地の公安、工商などの執機関に模倣品摘発中の協力と支援についての表敬訪 

 問を実施。 

・執法機関と協力して消費者啓蒙イベントを展開。 
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上海擁智商務諮詢有限公司 

●	 会社概要 

  中文会社名：上海擁智商務諮詢有限公司 

  英文会社名：IP FORWARD China 

  本社住所：上海市黄浦区西藏南路1208 号８階 

         TEL：+86(21)3366－4261 FAX：+86(21)3366－4266 

         e-mail：mailto:ipf@ip-fw.com 

         home page：www.ip-fw.com 

  主な顧客：日本政府関係機関、日本貿易振興機構、電機、自動車、建設機械、事務消耗機器、産業機械・部品、音楽・映 

         像・キャラクター製品、文具、玩具、化粧品、日用品、食品、衣服の各業界の大手日系企業、業界団体等 

  得意分野：①知的財産権侵害行為に対する調査・効果的対応、②中国知的財産関連法規に関する法的助言・訴訟対応、 

         ③①②を含めた模倣対策に関する総合コンサルティング 

  設立年月：2011 年11 月 

※	 但し、主として、模倣品調査・摘発を担当する IP FORWARD China Anti-Counterfeiting は、2005 年11 月に設立され、設立以降、一貫し

て、模倣品調査・摘発業務に従事。 

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

分部悠介 +86(21) 3366-4265 +86(21) 3366-4266 yusuke-wakebe@ip-fw.com 日本国弁護士・弁理士 

島田敏史 +86(21) 3366-4262 +86(21) 3366-4266 toshifumi-shimada@ip-fw.com 日本国弁護士 

陸洋森 +86(21) 3366-4263 +86(21) 3366-4266 yangsen-lu@ip-fw.com 模倣対策部 コンサルタント 

周婷 +86(21) 3366-4261 +86(21) 3366-4266 ting-zhou@ip-fw.com 
模倣対策部 コンサルタント 

※中国人弁護士資格保持者 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能○ 不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能○ 不可 その他 

  補足：・日本人弁護士2名、中国人弁護士2名（弁護士資格保持者を含む）が所属しており、中国法を前提とした法的アドバイスを含むコミ 

       ュニケーションが可能 

・	 日本人スタッフ及び日本留学経験が有り日本語が流暢な中国人スタッフが多数在籍しており、日本企業様との円滑なコミュニケ 

 ーションが可能 

      ・欧米、アフリカ、ASEAN のクライアント対応も多く、英文報告書の作成、英語による会議も可能 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 上海市 広州市 成都市 武漢市 瀋陽市 温州市 義鳥市 

調査員人数 11 10 3 2 2 1 1 

●	 提供可能なサービス：  
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内容 供給可能 補足 

知的財産権出願 ○ 商標権登録、専利権登録、著作権登録、異議・無効審判、その他各種ライセンス登録 

調査 ○ 
模倣業者調査、冒認出願人調査、商標使用実態調査、財産・信用調査、事業調査、営業秘密

侵害実態調査、横流し実態調査、公証人アレンジ 

行政・刑事摘発 ○ 摘発申し立て、摘発同行及びフォロー、処罰決定書の取得、表敬訪問アレンジメント 

警告状・ 

賠償金交渉・訴訟 
○ 警告状送付、賠償金公証、民事訴訟 



税関対応 ○ 
税関差止、訴訟   

※元税関の知財担当職員である中国人弁護士が在籍しており、税関関連業務の実績多数 

インターネット模倣 

対策 
○ 

主要オンラインマーケット上での模倣品調査、Ø 各サイトへの権利登録代行・削除申立・フォ

ロー、主要検索サイト SEO 悪用対応 

専利権侵害対応 ○ 調査、証拠収集、公証、摘発、訴訟等 

営業秘密侵害対応 ○ 調査、証拠収集、公証、摘発、訴訟等 

 

● 取締りベストケース：  

  2012 年7 月～8 月、国務院主導の下、国家公安部が主体となって実施された、特定の経済犯罪を重点的に取り締まるため 

  の特別活動「破案会戦」と協働する形で、公安動員のもとで計14 都市において建設機械部品模倣業者に対する大規模な 

  摘発を実施。36 の模倣業者を摘発、約14 万点の模倣品を押収、23 名の身柄を拘束し、11 名を刑事訴追。単発の摘発に終 

  始せず、上流の製造業者を含む模倣業者ネットワークを解明し、刑事摘発を通じてこれを一掃。 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 22 省5 自治区全国各地 

執行機関 AIC／PSB／TSB／その他関連当局 

商品 
電気製品、医薬品、建設機械部品、船舶部品、玩具、DVD、電子製品、半導体、車部品、ベアリング、衣服、 

文房具、オイル、食品、化粧品 

補足 
模倣行為の商流・ネットワーク、模倣行為の集積地等を解明の上、費用対効果を 大限考慮した戦略的対応

が可能 

● その他 PR： 

  IP FORWARD グループは、中国・新興国における知財支援全般・模倣対策、 進出支援、業務拡充サポートを主要業務とする、 専門コン

サルティング・調査会社、弁護士・弁理士事務所（中国商標代理事務所認可あり）で構成される、総合コンサルティング・グループです。 

◆IP FORWARD サービス概要 

 

◆IP FORWARD グループの強み 

  ・ 知的財産権保護、模倣対策に特化した専門調査会社、弁護士事務所、弁理士事務所が一体として業務を遂行する体制 

   を構築していること 

  ・ 信頼できる調査を通じて、提訴・摘発に必要な証拠を収集できること 
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 映橋知識産権諮詢（上海）有限公司 

  中文会社名：映橋知識産権諮詢（上海）有限公司 

  英文会社名：EIKYO IP Consulting Co., Ltd. 

  本社住所：上海市徐匯区淮海中路1375 号啓華大厦7A 

         TEL：+86(21)5423-1500 FAX：+86(21)5424-2920 

         e-mail：mailto:patent@eikyo-consulting.com 

         home page：http://eikyo-consulting.com 

  主な顧客：東洋紡、三菱自動車、オハラ、リコー、アルインコ、住友鉱山、ミマキ、KTS、廈門金龍、中国国際広播公司 

        （CCTV）など 

  得意分野：特許出願、訴訟代理、税関調査、展示会調査、一般消費市場調査、B to B 調査、企業内部調査（監査）、その他 

        の文献調査 

  設立年月：2012 年7 月 

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

高野 博成 +86-1818621012323 +86(21) 5424-2920 takano@eikyo-consulting.com 

慶應義塾大学理工卒、パナソニック

株式会社AVC 社知財部、康信事務

所パートナーを経て、映橋を設立 

丁 利華 +86(21) 5423-1500 同上 patent@eikyo-consulting.com 
華東政法大学院終了、華誠事務所8

年勤務を経て、2012 年映橋に加入 

何 潔如 +86(21) 5423-1500 同上 patent@eikyo-consulting.com 

慶應義塾大学理工学研究科修了、

パナソニック株式会社知財本部、

IPROC を経て、映橋に加入 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能  不可 その他 可能  不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能  不可 その他 可能 不可 その他 

  補足：日本語ネイティブと日本語学科出身者、日本留学経験者が数名いるため、円滑なコミュニケーションが可能である。 

       また、理系出身者による対応のため、B To B 調査を得意としている。 

       更に、当社代表が毎月日本出張を行っているため、突発的な事件に関して緊急打ち合せ、緻密な論議も可能である。 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 上海(７名） 北京(15 名） 蘇州 台北 

調査員人数 4 名 3 名 1 名 1 名 

  補足：当社顧問には、中国薬品食品管理局、中華医学会、中華薬学会などの OB、元専利代理人協会会長、元 高裁知的 

        財産庁裁判官、国家標準化局関係者、税関総署関係者、公安機関関係者等が在籍しているため、中国行政・民間団 

        体に強いパイプを持っている。そのため、行政・業界団体情報の入手、分析が強みである。 

●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

知的財産権利化 〇 
電子・機械・材料・医学分野の発明発掘、特許出願、中間処理対応（面接を含む）、特許複審

への対応 

税関調査・登録代行 〇 輸入・出税関データ調査、上海市、廈門市税関の税関差止め実績2 件/2014 年 

侵害品調査・入手 〇 国営大手企業への内部情報、サンプルの入手、悪質な模倣先の商流把握及び証拠入手 

工商取締・刑事告訴 〇 サンプル横流し、商標ラベルの違法生産・加工への対応。成功5 件/2014 年 

司法対応 〇 特許民事訴訟への代理 5 件（2013、14 年合計）   

企業秘密 〇 
日本大手自動車メーカー、日本大手建築材料メーカー、日本大手オムツ生産機器メーカー、

中国大手レアアースメーカーなどの依頼対応実績あり 
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● 取締りベストケース：  

  日本大手スポーツメーカーの依頼で、悪質な模倣品メーカーを刑事告発し、刑事裁判に勝訴。 

  事件の発覚：以前税関登録を行った税関より、被疑商標侵害製品の存在との通報。侵害側の把握：税関登録者の実態を調 

  査し、さらに侵害被疑者の中国国内在庫の調査および初歩的な証拠の所得。 

  被害側の対応：調査結果によって、侵害被疑者が従来工商取締りの対象であることが判明し、悪質業者である。 

  被害金額が刑事立案のハードルを越えたため、税関より該当証拠を取得し、侵害側の管轄公安機関に刑事告発をした。 

  裁判での対応：被疑者に対して検察側が実刑を求刑し、さらに付加民事損害賠償を請求。 

  判決およびその後：侵害側の法人代表に対し、実刑の判決が下された。同時に民事損害賠償請求が認められた。 

  その結果、類似製品による侵害被害が大幅に減少した。 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 廈門市 蘇州市 成都市 広州市 上海市 北京市 台北市 

執行機関 公安機関 公安機関 裁判所 裁判所 工商行政管理局 裁判所 裁判所 

商品 バトミントン 金属材料 生活用紙 電子部品 オムツ 自動車関連 光学材料 

補足 知財侵害の刑事立案 

展示会 

知財主管

部門 

民事訴訟 サンプル流出 証拠保全など 民事訴訟 

  補足：代表高野博成を筆頭に、中国における知的財産権の保護に尽力していると同時に、日本企業の元知財担当者を中 

        心に、クライアントのニーズに応じて、知的財産権戦略の策定、実施に協力している。 

       また、代理人である弁護士、弁理士に元裁判官など複数が在籍し、裁判所、公安機関との交流も円滑に行える。 

● その他 PR： 

  具体的な業務内容として： 

 １．発明発掘、特許出願、複審対応及び無効審判。  

 ２．模倣品調査、入手及び取締。  

 ３．特許、商標などの権利侵害に対する民事訴訟の代理、刑事告発。  

 ４．知的財産関連セミナーの開催、講師の派遣。  

 ５．知的財産権の侵害鑑定、価値評価及び売買。  

 ６．中国における政策の調査、特に税関関連、通信規格関連、医薬関連、環境関連を得意としている。  

 

 当社のモットーは、「クライアントのために、 善なソリューションを提案し、事業を円滑に進めることを期す」である。 

侵害品などで悩まされているクライアントのため、時間及びコストを共に 小限に抑え、課題解決できるようにするのは我々の職務である。 

 そのため、日本語でクライアントと十分に事前議論をし、対策を練ってから、調査を開始する。 

証拠品を迅速かつ低コストで入手できることを特徴としている。 

更に、製法、ノウハウないしビジネス機密の侵害に関して、侵害側の内部への潜入調査も可能である。 

終目的として、侵害者に対し、合理的かつ効果的なダメージを与え、今後の侵害品の減少に繋げる事である。 
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上海新諍信知識産権服務股份有限公司 

  中文会社名：上海新諍信知識産権服務股份有限公司 

  英文会社名：SINOFAITH IP GROUP. 

  本社住所：上海市浦東大道555 号裕景国際商務楼B 座28 階 

         TEL：+86(21)6168-2616 FAX：+86(21)6168-2956 

         e-mail：mailto:kevin.sun@sinofaith-ip.com 

         home page：http://www.sinofaith-ip.com 

  主な顧客：多国籍企業、国際組織、業界団体のうち、情報・通信機器と消耗品、照明器具、自動車部品、食料品・飲料、設 

         備機器・エネルギー機器、機械部品、家電製品、ベアリング、建築部材、衣服・装身具、オーディオ製品、生活用 

         品、医薬品などの分野をカバーしている。これらの分野には５０社以上の日本企業の顧客が含まれる。 

  得意分野：知財権に関する課題への対策立案、政府関係、市場、競合他社の調査と証拠入手、法律機関との連携、刑事追 

         求、税関保護、ネット上の権利保護、民事訴訟などを得意とする。 

  設立年月：2009 年1 月 

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

範（ファン）利明 +86(10) 8498-9898 +86(10) 6499-1919 liming.fan@sinofaith-ip.com 

代表者として北京に勤務、英国

に１年間留学し L.L.M を取得。 

于（ユ）波 +86(10) 8498-9898 +86(10) 6499-1919 bo.yu@sinofaith-ip.com 

北京に勤務、日本語と英語の 

対応が可能。 

李（リ）栄珍 +86(10) 8498-9898 +86(10) 6499-1919 rongzhen.li@sinofaith-ip.com 

北京に勤務、大学にて日本を 

専攻。 

全（チャン）芸花 +86(21) 6168-2616 +86(21) 6168-2956 lena.quan@sinofaith-ip.com 

上海に勤務、日本に留学経験

あり。 

蒋（ショウ）雪梅 +86(20) 8520-9300 +86(20) 3787-3603 monica.jiang@sinofaith-ip.com 

広州に勤務、大学にて日本語を

専攻。 

牛（ニュウ）夢嬋 +86(20) 8520-9300 +86(20) 3787-3603 mengchan.niu@sinofaith-ip.com 

広州に勤務、大学にて日本語を

専攻。 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能  不可 その他 可能  不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能  不可 その他 可能 不可 その他 

  補足：上海、北京、広州にある新諍信の各オフィスには日本語に対応できる担当者が 2 名以上配置され、その担当者は有 

      名大学の日本語専攻や日本への留学経験があり語学に堪能であるだけではなく、当社に長年勤務し業務経験の豊 

      かな中堅社員であるため日本企業との案件を円滑に進めることができる。 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 北区 中区 南区 

調査員人数 72 名 56 名 92 名 

  補足：新諍信は中国全土に業務展開しており１７０名以上の調査員を有するが、全ての調査員は当社の正社員であり勤続 

       年数が長く経験が豊かである。調査の重要部分で社外の調査員を用いることは無い。調査案件および調査員を厳密 

       に管理するため中国全土を三つの地域に分け、各地域には執行ディレクター、副ディレクターを配置。調査員の業務 

       は地域マネージャーと調査マネージャーが厳密に管理している。 

 

●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

知的財産権に関する調査 〇 
商標の使用状況に対する調査、模倣品や権利侵害品の遡上調査、知財権に関する

市場調査、ネット上の権利侵害の監視、ビジネス調査 
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ビジネス調査 〇 企業信用調査、個人（従業員）信用調査、在庫状況および資金運用に対する監査、

競合他社情報の収集、保険詐欺の調査、訴訟支援 

反模倣活動の実施 〇 行政執行機関（AIC、TSB）、公安機関（PSB）による反模倣活動の代理実施、支援 

インターネット上の権利侵害

保護 
〇 権利侵害対象の調査選定、侵害がなされた住所の調査特定、現地執行機関への

告発、摘発の代理、ウェブサイト管理者への通告、侵害リンクの削除 

税関知的財産権保護 〇 税関への知財権登録、税関訪問、税関吏に対する鑑定トレーニング、税関保護案

件への対応。 

密輸品/横流し品整理 〇 密輸品の摘発、販売ルートの解明 

訴訟/非訴訟サポート 〇 知財権に関する訴訟支援、権利侵害者への警告状の送付、権利侵害へ対する申し

入れ、損害賠償の交渉 

● 取締りベストケース： 新諍信集団の主な業績： 

   2011-2012 年度： 三案件で公安部経偵局「トップテン」案件賞を受賞、 

               五案件で中国高品質ブランド保護委員会のベスト案件賞を受賞、 

               三案件で公安部経偵局より専門活動として実施され、 

   2013 年度：三案件で中国高品質ブランド保護委員会のベスト案件賞を受賞。 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 広州市 深セン市 無錫市 上海市 瑞安市 南寧市 義鳥市 

執行機関 公安局 市場監督管理局 公安局 公安局 
質量技術監

督局 
工商局 税関 

商品 機械部品 情報通信機器 
情報通信機器 

の消耗品 

食料品 

飲料 
自動車部品 家電製品 

オーディオ 

製品 

  補足： 新諍信は顧客が中国全土でかかえる知財権に関わる業務に対し「ワンストップサービス」で対応することができ、主な 

       業務はブランド保護、知財権保護、消費者権益保護、不正競争防止などである。 

       ブランド保護：ブランド保護、商標権利保護、偽造防止技術、ネット上の権利保護。 

       知的財産権保護：知的財産権(特許、著作権、ソフトウェア、意匠、商標)侵害紛争への対応、営業秘密の保護。 

       プロダクツ品質保護：模倣品の摘発、劣悪品質への対応 

       消費者権益保護：消費者へのサービス提供、消費者権益の保護 

       公正競争保護：不正競争行為への対応、販路の整理 

● その他 PR： 

 知財権保護の専門機構として中国で 大の規模を誇る上海新諍信知識産権服務股份有限公司は 2009 年に設立され、絶え間ない業務革

新と事業拡大により、2014 年に専門投資機構と戦略パートナーを連携し IPO に上場申請をすることに至った。 

 当社は知財権保護のアウトソーシングとしてワンストップ式のサービスに注力し、また管理コンサルティングと情報サービスの提供を通じ

知財権に関わるソリューションを世界中の企業に提供している。有名ブランドをはじめ２００社以上ある顧客には GE、Philips、HP、

SAMSUNG なども含まれ、ソリューションは企業のみならず政府部門や国際組織、業界団体へも提供している。 

 当社が開発した「インターネット知的財産権保護及びサービスプラットホーム（IPRSEE）」は、専門チームのサポートおよびネット情報の検

索機能を用い一体化のサービスプラットホームを顧客に提供することが可能であり、知財権保護の新しい方向性を示した。またグループ会

社の―邁向科技が開発、運営している『知的財産権保護「行政・刑事結合」情報共有プラットホーム』は国務院と全国人民大会の関連リーダ

ーより高い評価を受け、知財権法律執行の新たな措置として中共中央事務庁、国務院事務庁から全国に展開された。 

 当社は中国の知財権の保護機構を牽引する存在であるが、「知的財産権を保護して、社会責任を体現して、企業の成功を守る」という企業

理念および「正義、専門、創新」を核心的な価値として、国際的な影響力をもつサービスブランドを目指し邁進する所存である。 
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上海鋭璨知識産権代理有限公司 

  中文会社名：上海鋭璨知識産権代理有限公司 

  英文会社名：Shanghai RaPid Intellectual Property Agency Co., Ltd 

  本社住所：上海市浦東新区商城路738 号2306 室 

         TEL：+86(21)6087-5258 FAX：+86(21)6087-5259 

         e-mail：mailto:info@rapid-consulting.com.cn 

         home page：http://www.rapid-consulting.com.cn 

  主な顧客：多国籍企業、国際組織、業界団体などのうち、電器、自動車部品、制御機器、事務消耗品、食品、消費財など各 

         業界の大手日系企業、欧米企業など。 

  得意分野：模倣品調査と取締、競合他社調査、業界調査、企業与信調査、マーケティングリサーチ、リスクマネジメント 

  設立年月：2010 年 

 

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

 黄紹軍 +86(21) 6087-5258 +86(21) 6087-5259 william@rapid-consulting.com.cn 日本留学、日本語堪能 

秦暁嶸 +86(21) 6087-5258 +86(21) 6087-5259 ellen@rapid-consulting.com.cn 日本語と英語堪能 

 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能  不可 その他 可能  不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能  不可 その他 可能 不可 その他 

  補足：中国全土における豊富なネットワーク――官公庁・大手企業・専門協会における豊富な実績とチャンネル、沿岸部か 

       ら内陸部までを網羅。中国政府との強力なコネクションによるトラブル解決！ 

       日本と中国の相互サポート――日本（RaPid Japan）と中国の双方サポート体制により、日中間のコミュニケーションも 

       スムーズ！ 

       豊富なコンサルタント経験者――各業界に経験豊富なコンサルタントより、きめ細かいサービスを提供。第三者の視野 

       での的確な診断と提案！ 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 華東 華南 西北 中部 華北 

調査員人数 5 8 3 3 3 

 

●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

調査 〇 模倣品の調査（販売店、倉庫、ネットショップ、組立工場など） 

取締 〇 行政取締、刑事取締 

司法対応 〇 司法へ案件移送 

モニタリング 〇 オンライン模倣業者のモニタリング、展示会のモニタリング、など 

出願 〇 商標出願など 

マーケティング

リサーチ 
〇 競合他社調査、業界調査、企業与信調査、消費者調査、リスクマネジメント 
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● 取締りベストケース： 

  実例1（刑事摘発）－－2011 年、内部情報提供者及び調査員内部潜入によって、当事者の模倣品在庫が一番多い時と見られるタイミン

グを把握した。深セン市公安局宝安分局の出動により、深センのある医療機器生産業者に刑事摘発を実施し、完成品 1677 台とラベル

6000 枚を押収され、侵害金額は 60 万元以上であった。当事者は拘留され、有罪判決された。 

  実例 2（行政摘発）－－2012 年 7 月～10 月、浙江省の模倣制御器機の組立工場及び印刷工場 10 社に対し集中行政摘発を実施し、押

収品数は 10 万点以上押収され、侵害金額は 800 万元であった。3 ヶ月間で同一地域内に合計10 社への集中取締を通じて、模倣品の撲

滅活動が同地域に広く周知されており、模倣抑制効果を上げている。 

  実例 3（刑事摘発）－－2012 年、「Taobao」に模倣健康医療用品を大量に販売している業者を発見した。当該模倣業者を長期的に調査

して、そのオフラインの販売店及び倉庫を掘り出した。上海市公安局黄浦分局の出動により、販売店と秘密倉庫に一斉摘発をした。現場

で、32618 点の模倣品を押収され、当事者2 名を拘留し、 後は有罪判決が出た。 

  実例4（刑事摘発）－－2013 年から 2014 年12 までの 1 年半にわたり、初発生地の山東省済南市と臨沂市から 終摘発地の山東省濵

州まで調査・監視・追跡し、2015 年1 月に販売店・倉庫・組立工場を一網打尽した。当事者は拘留された。 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 深セン 浙江省 山東省 南昌市 杭州市 深セン 

執行機関 市場監督管理局、PSB PSB、AIC PSB、AIC AIC AIC 
市場監督管理局、

PSB 

商品 
電器製品、電子部品、 

事務消耗品 

制御機器、 

アパレル 

バッテリー製品

など 
電器製品 

電器製品、 

事務消耗品 
医療機器 

  補足： 

     模倣品対策・知的財産（調査、摘発など） 

     中国ビジネスサポート（進出前、進出時、進出後の各種調査） 

     コンサルティング（問題点を指摘し、原因を分析し、対策案を提案するなど） 

 

● その他 PR： 

 2010 年、OMRON 社より年度優秀サプライヤーを受賞 

 2010 年8 月、テレビ東京日経スペシャル「ガイアの夜明け」（膨張する中国ニセモノ～追跡…“グローバル化”の脅威）に出演 

 2013 年、日本JETRO 主催で、「中小企業のための中国模倣品対策セミナーー対策事例紹介」をテーマに東京と大阪で講演 

 した。 

 2013 年、静岡銀行、京都銀行、七十七銀行、千葉銀行、八十二銀行の地銀5 行の主催で、「中国企業との取引におけるリス 

 クマネジメント」をテーマに中国上海で講演した。 
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上海駿麒知識産権服務有限公司 

  中文会社名：QCAC 駿麒国際諮詢有限公司  上海駿麒知識産権服務有限公司 

  英文会社名：QCAC International Consulting Service Co., Ltd 

  本社住所：上海市長寧区仙霞路322 号鑫達大厦807A 室 

         TEL：+86(21)6237-2362（日本語直通）FAX：+86(21)6237-1173 

         e-mail：mailto:info@qcac.com.cn 

         home page：http://qcac.com.cn/ 

  主な顧客：自動車、電子機器、文具、家具、農薬、医療機械、建築・家具金物、建築機械、食品、アパレル、美髪用品、スポ 

         ーツ用品等。 

  得意分野：①商標・特許の登録/異議対応、②戦略的模倣品調査・摘発、地域的な整理整頓、③芋づる式調査・摘発／現地公安局・外 

         地公安局を活用した刑事摘発、④営業機密保護に関わる調査・訴訟提起、⑤水際対策・税関登録・各国の税関で押収さ 

         れた中国製模倣品の逆探知調査⑥インターネット対策⑦その他商務調査（競合企業調査・パートナー企業信用度調査・ 

         社員不正調査・事業のリスクに係る調査） 

  設立年月：1998 年12 月 

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

 潘 徳山 +86(21) 6228-6378 +86(21）6237-1173 davidpan@qcac.com.cn 

政府司法部門出身。17 年目。各政府部門と

関係良好。戦略的実行能力有。 

 華 輝 +86(21) 6228-6378 +86(21）6237-1173 huahui@qcac.com.cn 

提携パートナー。弁護士、専利および 

商標代理人 

 宋 羽 +86(21) 6228-6378 +86(21）6237-1173 songyu@qcac.com.cn 

提携パートナー。弁護士（商業機密保護、 

専利・商標に関する案件） 

安達 孝裕 +86(21) 6228-6378 +86(21）6237-1173 adachi.takahiro@qcac.com.cn 

国際事業部マネージャー。知財保護、 

中国ビジネスのコンサルティング担当 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能  不可 その他 可能〇 不可 その他 

  補足： 

    代表者は中国政府機関の司法部門出身で中国各地の執行機関と良好な関係を構築している。 

    顧客の 95%が日系企業であり日本での知財関連セミナーの講師実績も豊富。 

    2011 年に広州新諾専利商標服務有限公司と提携し商標、特許出願代理や訴訟対応サービスも充実させた。 

    日本語が堪能なスタッフにより電話、メールなどのコミュニケーションや、各種報告書作成まですべて円滑に遂行できる 

    中国における戦略的な模倣品対策提案を得意としている。 

    このほか、16 年間培ってきた調査能力を活かして、営業機密調査・社員調査・競合他社調査などのサービスを推し進め 

    ている。 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 上海 広州 武漢 済南 石家庄 台州 泉州 

調査員人数 10 10 5 5 2 12 5 

  補足：成都2 名、香港1 名 

     QCAC では上記調査員のほかにも、全国各地に模倣品情報提供者を確保しています。 

●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

商標 ○ グループ会社「広州新諾専利商標事務所有限公司」による対応可 

知的財産権申請 ○ 特許商標代理資格を有する弁護士在籍（広州新諾専利商標服務有限公司） 
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税関登録代行 ○ 工場から税関へ輸送された模倣品の追跡も可。 過去に税関内でコンテナの摘発に成功 

調査 ○ 販売元調査、製造元突き止め調査、商業機密保護（弁護士参与）等調査能力に長けている 

取締 ○ 
省・市級執行機関（AIC、TSB、PSB）と良好な関係を有し、摘発実施力が高い大規模な一斉摘発、

複数のエリアに対する同時摘発、刑事摘発に精通 

司法対応 ○ 特許権／商標権侵害にかかる民事訴訟や刑事訴訟の勝訴多数 

● 取締りベストケース： 

 【ケース①】 イモヅル式刑事摘発 

 上海市の模倣品販売店への刑事摘発をきっかけに、深セン、福建省でも製造元・卸売業者・小売業者に対するイモヅル式の 

 刑事摘発に成功。一連の刑事摘発により、十数名の関係者が拘留された。 

 【ケース②】 卸売市場一斉摘発 

 浙江省杭州市の主要市場において 10 店舗一斉摘発に成功。販売規模が大きな店舗に対し民事訴訟を提起。 

 【ケース③】 工場一斉摘発 

 模倣品が氾濫しているエリアにおいて、大規模な一斉摘発に成功。広東省東莞市：11 工場、河北省任県：5 工場、浙江省寧 

 波市：13 工場などのようなケース年々継続している。 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 上海市 福建省 広東省 江蘇省 山東省 寧波市 河北省 

執行機関 PSB AIC TSB SFDA TSB 税関 TSB 

商品 家電 通信機器 アパレル 医療機器 文具 機械部品 自動車部品 

●	 その他 PR： 

QCAC では、日本メディアでの掲載実績ならびに日系企業向け知財セミナー講師経験も豊富である。 

■メディア掲載実績 

・ 2010 年 雑誌『日経エレクトロニクス』（4 月号）「中国模倣品調査会社、活動の実態」 

・ 2008 年 JETRO 模造品対策ビデオ「世界は今-JETRO Global Eye」（11/22）特集：「模倣品を取り締まれ～進展する日中協 

         力関係～」 

・ 2007 年 テレビ朝日（12/29） 「サダデースクランブル 年末スペシャル」 

・ 2005 年 NIKKEI NET BizPlus』（9/29）ジネストレンド知財で勝つ第71 回「 近中国で検分したニセモノ事情」（その 2） 

      ・ 読売新聞（7/1 朝刊） 第1、4 面「国家戦略を考える」 

      ・ TBS『報道特集』（6/5） 「あ然！ニセモノ天国...中国の秘密工場潜入」 

・ 2004 年 JETRO 模造品対策ビデオ（11/20） 『中国における模造品対策の基礎』『世界は今―JETRO Global Eye』 

       特集：「『権利侵害』」というリスク ～中国ビジネスでの知財を考える～」 

       ・ 読売新聞（6/1 夕刊） 第1 面 「中国的『脱偽者大国』」 

      ・ 新書（6 月）『中国ニセモノ商品』 馬場錬成著（中央公論新社） 

      ・ 雑誌『WALKER CHINA』（2 月号）“特集 「知財」戦略” 

・ 2003 年 雑誌『プレジデント』（9 月号） 「現地ルポ中国『偽物ビジネス』 新情報」 

      ・ 雑誌『日経ビジネス』（2 月号） 「中国模倣品と戦う ～進出ブームの死角～」 

・ 2002 年 フジテレビ『スーパーニュース』（11/22） 

■セミナー実績 

・2013 年 2013 年度第4 回中国IPG 全体会合（7/18）/主催：独立行政法人日本貿易振興機構 

・2012 年 ISOT2012 知的財産権特別セミナー（7/5）/主催：社団法人全日本文具協会・日本筆記具工業会 

・2011 年 東京・大阪セミナー（6/29、7/1）/主催：独立行政法人日本貿易振興機構 

・2010 年 東京・大阪セミナー（3/23、24）/主催：独立行政法人日本貿易振興機構 

・2008 年 東京・名古屋セミナー（3/25～28）/主催：社団法人日本自動車部品工業会 

・2006 年 東京・名古屋セミナー（7/11～13）/主催：社団法人日本自動車部品工業会 

・2005 年 知識経済フォーラム IPG 会合/JETRO 模倣対策セミナー（11/29）/主催：独立行政法人日本貿易振興機構北京セン 

      ター 

・2002 年 第2 回「上海IPG」会議/「調査会社」による各社の PR（12/20）/主催：独立行政法人日本貿易振興機構上海センター 
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上海博邦知識産権服務有限公司 

  中文会社名：上海博邦知識産権服務有限公司 

  英文会社名：BOB Intellectual Property Service Ltd. 

  本社住所：上海市嘉定区金沙江西路1555 号西郊商務区C 区15 号楼801 室 

         TEL：+86(21)3951-2004, 3951-2005 FAX：+86(21)3951-2009 

         e-mail：mailto:info_jp@bob.org.cn 

         home page：http://www.bob.org.cn 

  主な顧客：日本や欧米のグローバル企業(アパレル、日用品、自動車などの輸送機器、工業用品、縫製設備などの分野、 

         累計300 社以上)。 

  得意分野：模倣品調査、取締、訴訟、インターネット対策、税関対応 

  設立年月：2000 年7 月 

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

林祝平 +86(21) 3951-2004 +86(21) 3951-2009 lin@bob.org.cn パートナー 総経理 

劉康権 +86(21) 3951-2004 +86(21) 3951-2009 liu@bob.org.cn パートナー 顧客部マネージャー 

トウ叶眉 +86(21) 3951-2004 +86(21) 3951-2009 ymd@bob.org.cn 中国弁護士 顧客部マネージャー 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能  不可 その他 可能 不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能  不可 その他 可能 不可 その他 

  補足： 

     日本の業界団体の招聘で日本でセミナーを多数実施 

     日本人および日本留学経験者を含め、日系企業担当者約20 名おり、日本語で電話、メール等コミュニケーションに何ら 

     支障が無い 

     日本語の報告書のレベルも日系顧客から高評価を頂いている 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 上海市 広州市 義烏市 瀋陽市 北京市 

調査員人数 11 13 5 3 3 

  補足：調査員は全て自社社員で、情報提供者含まず 

●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

知的財産権の権利化

全般 
〇 

①中国での商標権、専利権、著作権の出願、存続期間管理・更新、異議申立て・無効審判

請求等 

②海外商標出願 

③商標冒認出願への対策(調査、公証、取締などの手段で成功率を高める) 

調査 〇 自社社員による調査をメインとし、情報の正確度に拘る。インフォーマーの利用に慎重。 

取締り 〇 
商標のデッドコピーのみならず、類似商標、不正競争、意匠権侵害、著作権侵害等にも法

に基づき的確に対応 

司法対応 〇 司法への刑事案件移送年間１０数件、民事訴訟年間数十件   

インターネット上の 

模倣品対策 
〇 インターネット上の模倣品調査、削除申立、削除フォロー、データ分析、工場追跡など 

税関対応 〇 
①税関登録、差押さえ対応（特許訴訟を含む） 

②税関での真贋識別セミナー参加代行 

営業秘密 〇 調査と一部のエンフォースメント 
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● 取締りベストケース： 

自主調査により、米国携帯電話大手の AC アダプターの模倣品を取り扱っている業者ネットワークを突き止めた。製造工場、販売店舗お

よび倉庫を含め、異なる地域に五つの拠点があった。多地域の公安および行政機関（市場監督管理局の職員）と調整し、計 86 人が一斉

に出動し、大規模な摘発を実施。その結果、約12 万点の模倣品を押収、侵害業者4 名の身柄を拘束し、刑事訴追。 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 
広州、深セン、厦門、福州、温州、台州、寧波、義烏、杭州、上海、蘇州、南通、南京、重慶、成都、長沙、武漢、

鄭州、西安、石家荘、北京、瀋陽、大連、ハルピン、ウルムチなど中国全土に及ぶ 

執行機関 AIC、TSB、PSB、薬品監督局、知識産権局、版権局、市場監督管理局など 

商品 
家電、IT 関連、通信機器、輸送機器関連、ミシン、事務機器消耗品、照明器具、電卓時計、文具、玩具、 

キャラクター商品、食品等 

補足 行政摘発、刑事摘発、ネットワーク打撃など案件タイプは多岐にわたります。 

  補足： 

    ＜その他実施可能業務＞ 

    ・商号問題対策 ・警告状による対策 ・市場定点観測 ・横流し事件の調査と摘発 ・平行輸入事件の調査等 

●	 その他 PR： 

BOB は十数年間にわたり、もっぱら知的財産権関連業務に従事してまいりました。上海市政府から「コンサルティング分野の重点企業」

との認定を受けています。これまでに積み重ねられてきた事業経験をもとに、信義誠実の理念で、知的財産権登録から保護に至るまで

のワンストップ・サービスを提供しています。 
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上海堅山管理咨詢有限公司 

  中文会社名：上海堅山管理咨詢有限公司 

  英文会社名：TOP Hill Consulting Co.,Ltd 

  本社住所：上海市黄浦区成都北路500 号（南京西路付近）峻岒ビル 2202 室 

         TEL：+ 86(21)3366-5618 FAX：+ 86(21)3366-5618 

         e-mail：mailto:miyahara@top-hill.com 

         home page：http://www.greeni.jp/consulting/top-hill.html 

  主な顧客：日系：アバレル・日用品・電気・化粧品・玩具・自動車・文具企業 

         欧米系：工業用機器・自動車部品・アパレル企業   

  得意分野：電気、アバレル、工業用機器、日用品、玩具など 

  設立年月：2010 年9 月16 日 

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 

宮原 貴洋 +86(21) 3366-5618 +86(21) 3366-5618 miyahara@top-hill.com 

顧 瑋暁 +86(21) 3366-5618 +86(21) 3366-5618 kinkygu@top-hill.com 

楊 蓉華 +86(21) 3366-5618 +86(21) 3366-5618 yang@top-hill.com 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

  補足： 

    ・顧客窓口人数：日本語対応スタッフ 7 名（うち２名が日本人）、英語対応スタッフ 5 名 

    ・日本語レポートチェック体制：全件日本人がチェック 

    ・中間報告：クライアントニーズに応じ適宜報告 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 上海 広州 

調査員人数 20 人 8 人 

  補足：調査員人数には、オンライン調査の人員を含む 

 

●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

インターネット調査 ○ インターネット上での模倣品調査および削除、商流調査、マーケティング調査など 

侵害品（行為）調査 ○ 商標権、特許権、意匠権侵害品の供給元特定、流通経路特定、首謀者特定など 

権利侵害者の取締 ○ 行政機関または公安による取締の申立、現場同行、鑑定、事後フォロー 

民事訴訟 ○ 提携事務所との協力のもと、主として知的財産権関連の訴訟に対応 

商務調査 ○ 従業員の不正行為調査、ルート調査、マーケティング調査、人物特定調査など 

特許・意匠・商標権利化 ○ 提携事務所との協力のもと、出願、中間処理、無効審判等に対応 
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● 取締りベストケース： 

権利者：日系玩具企業 

侵害者：タオバオ出品者、卸売業者および製造工場 

摘発担当機関：広州市天河区PSB 

案件概要：タオバオ上に氾濫していた権利者玩具の模倣品について、オンライン調査・分析を通じ、影響力も も大きいターゲットを特定。

公安との協力のもと、刑事摘発を実施し、タオバオでの侵害を激減させることに成功した。 

調査及び摘発経緯： 

１．タオバオ上の模倣品状況を分析し、同一の上流業者につながる複数ターゲットを抽出。その中の大規模出品をターゲットとして特定。 

２．各種関連情報より、タオバオ店舗の経営者の住所地を特定。その後、上流卸業者の所在地、経営者の居所を特定。 

３．公安との協力のもと、工場関連の手がかりを入手し、調査を経て、工場の存在および侵害品在庫を確認。3 箇所に対する摘発を行い、

6 人を逮捕した。 

※押収品価値：800 万元 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 上海市 広州市 深セン市 平湖市 義烏市 北京市 南京市 

執行機関 松江区PSB 天河区AIC 宝安区PSB 市AIC 市PSB 朝陽区AIC 玄武区AIC 

商品 スポーツ用品 アパレル 電子製品 アパレル 贅沢品鞄 化粧品 消耗品 

  補足： 

    ①オンライン情報より主要ターゲットを抽出することで、高い刑事摘発を達成（2014 年度、刑事案件率は約30％） 

    ②独自の技術的調査手段、人脈を組み合わせることで、供給ルート調査など、困難性の高い調査への対応が可能 

    ③特許権、意匠権侵害品調査への対応も可能（提携事務所による技術理解のカバーあり） 

●	 その他 PR： 

上海堅山管理咨詢有限公司は、2010 年9 月に設立した調査会社です。当初は、インターネット上の模倣品パトロールを主業務としてきま

したが、2012 年よりクライアントのニーズに応じ、オフライン調査・摘発を開始しました。2013 年から、企業内の不正行為（横領、キックバ

ック、営業秘密漏えいなど）の調査にも注力しています。現在では、中国の法律事務所、知的財産権代理事務所と提携し、出願、コンサル

ティング、調査、権利行使のワンストップサービスをご提供しています。 

■オンラインでの優位性 

上海堅山は、オンラインでの模倣品調査・出品削除サービス分野のパイオニア企業であることを自負しております。多数の権利者様の

信頼をいただき、現在も定期的なオンラインパトロール、侵害行為・不正行為の排除を継続しています。 

 ・主な対象サイト：タオバオ、アリババ、百度、微信、京東、paipai など（分野別の専門サイトにも複数対応） 

 ・対応分野：原則として全分野に対応可能。 

■オフライン 知的財産権侵害調査・摘発 

①オンライン調査で培った経験に基づき、オンライン情報の収集・分析をオフライン調査に活用することで効率性・成功率向上に努めて

います。 

②元公安の人員を調査員に起用し、オフラインでの高い調査能力を保持しています。 

③電子データ解析技術、オンライン検索技術など、独自の技術手段を多数組み合わせ、高難易度案件の解決に取り組んでいます。 

④主に華東、華南地域で形成した政府部門との人脈を用い、摘発の成功に注力しています。 

■商務調査 

知的財産権侵害調査と同様、技術的調査手段を駆使するとともに、提携法律事務所との協力のもと、案件の解決に使用可能な証拠の入

手を効率的に行い、問題解決の促進をご支援しています。主な調査対象：従業員不正行為の解明、営業秘密漏洩ルート解明、商品横流

しルート解明、悪意先駆登録者の実体解明、マーケティング情報など 

■クライアント対応（日本企業向け） 

①言語：案件の端緒から終了まで、全て日本語で対応します。 

②お客様ニーズの把握に努め、その達成に向けた提案、相談、実施、フォローアップをいたします。 

  例：侵害者への重罰適用など 

③継続的なお取引先には、年末報告と次年度のご提案など、適宜必要な情報提供等をいたしておりします。 
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上海維甄知的財産権代理有限公司 

  中文会社名：上海維甄知的財産権代理有限公司 

  英文会社名：Deal China Consulting Co., Limited 

  本社住所：上海市南京西路580 号 

         TEL：+86-21-6217-7175  FAX：+86-21-6217-7195 

         e-mail：mailto:dcc@dealchina.com 

  主な顧客：自動車、エアコンプレッサー関連、洋酒、建材、機械、パワーツール、油圧関連、産業機械、医療器械、家電、 

         スポーツ用品、アパレル関連 

  得意分野：模倣品調査、取締、訴訟、税関対応、商務調査など 

  設立年月：2003 年10 月 

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

施麗君 +81-21-62177175 +81-21-62177195 sarah@dealchina.com 総経理 

黄歓 +81-21-62177175 +81-21-62177195 vanilla@dealchina.com コンサルタント、日本語堪能 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

  補足： 

     日系企業担当者は日本語で電話、メール等コミニュケーションに何ら支障が無い 

     日本語の報告書のレベルも日系顧客から好評価を頂いている 

     弁護士2 名が所属しており、訴訟やクレーム等に得意 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 上海市 北京市 成都市 広州市 瀋陽市 昆明市 温州市 

調査員人数 16 3 3 6 2 2 2 

  補足：調査員は全て自社社員で、情報提供者含まず 

 

●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

商標 ○ 国家商標局より商標事務所のライセンスを取得、商標権登録、異議・無効審判など 

税関登録代行 ○ 
寧波、天津、上海、青島、深セン、大連、重慶、福州、アモイ税関へのロビー活動あり、差止実

績が多い 

調査 ○ 
市場調査や重要目標調査に強い、販売元調査、製造元突き止め調査、財産・信用調査、営業

秘密侵害実態調査、横流し実態調査など 

取締り ○ 市場一斉摘発、行政摘発、刑事摘発に得意、表敬訪問アレンジ 

展示会調査、取締 ○ 展示会での侵害調査、取締り、公証人アレンジ 

インターネット対策 ○ インターネット上の模倣品調査、ドメイン名の仲裁、Taobao などの侵害停止 

企業秘密 ○ 日系、欧米系会社の依頼対応実績あり 
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● 取締りベストケース： 

2013年〜2014年、国務院主導の下、国家公安部が主体となって実施された、特定の経済犯罪を重点的に取り締まるための特別活動

「集群案件」と協働する形で、公安動員のもとて、4 集群案件、計18 権利者様（中、日、韓、欧、米系）を連携して、22 都市において自動車、

エンジン部品、機械部品模倣業者に対する大規模な摘発を実施。 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 全国28 の省に及ぶ 

執行機関 AIC, TSB, PSB, 税関など 

商品 
自動車、エアコンプレッサー関連、洋酒、建材、機械、パワーツール、油圧関連、産業機械、医療器械、 

家電、スポーツ用品、アパレル関連 

補足 行政摘発、刑事摘発、民事訴訟、仲裁、ネットワーク打撃など 

  補足：模倣品調査、取締のほか、インターネット上での模倣品対策（特に Taobao 模倣品対策等）、展示会調査と取締り、横 

      流し事件の調査と摘発などに経験を持ち、日系や欧米系顧客から評判されている 

●	 その他 PR： 

多くの長期顧客を持ち、立体的、全面的の知的財産権保護対策をする。新規顧客もほとんど口コミで紹介される。 

日系、欧米系企業数社より「模倣品対策ベストパートナー」の表彰盾を受領。 

全国各エリアの政府機関（AIC, TSB, PSB, 税関など）やメディアと友好関係を持ち。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



広州鋭正商品信息調査有限公司 

  中文会社名：広州鋭正商品信息調査有限公司 

  英文会社名：REGENT INVESTIGATION LTD. 

  本社住所：広州市天河区珠江新城華夏路30 号富力盈通ビル 608 室 

         TEL：+86(20)8365-2612, 8365 2932  FAX：+86(20)8365-2632 

         e-mail：mailto:info@regentel.com 

         home page：http://www.regentcn.com 

  主な顧客：機械、自動車部品、電子製品、工業部品、ゲーム製品、時計、衣類、皮革製品、化粧品、美容製品、ジュエリー 

  得意分野：調査、摘発、訴訟、商標、特許、著作権、水際差し止め等のような知的財産権関連業務 

  設立年月：2000 年  

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

梁 漢基（Eric Leung） +86(20) 8365-2612 +86(20) 8365-2632 info@regentel.com 

総経理、知的財産権業界で 20 年

以上の経験があります。 

李 木蘭（Maggie LEE） +86(20) 8365-2612 +86(20) 8365-2632 info@regentel.com 業務開拓部総監  

谷 慶齢（Susan GU） +86(20) 8365-2612 +86(20) 8365-2632 info@regentel.com 日本語堪能 

艾 鑫（Aico AI） +86(20) 8365-2612 +86(20) 8365-2632 info@regentel.com 日本語堪能 

呉 麗娜（Linna WU） +86(20) 8365-2612 +86(20) 8365-2632 info@regentel.com 日本語堪能 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

  補足：法人代表者は知的財産権業界において 20年以上の経験がありまして、各類知的財産権案件を処理したことがあって、難しい案 

      件への解決に上手で、豊かな経験があります。 

      当社が 2000 年に設立して、十数年の歴史を持って、業界内の資源が豊富で、模倣品対策の経験が豊かで、全国各地の法執行 

      部門と緊密な関係を保持しております。 

        当社が数多くの日系企業に異なる分野でサービスを提供しておりまして、お客様から好評と推薦を頂いておりました。 

        当社が英語担当者15 人、日本語担当者3 人を持って、人手が十分で、お客様との順調な交流を確保できます。 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 広東 浙江/江蘇/上海 福建 四川 華北 新疆 江西 

調査員人数 20 5 2 3 3 1 1 

  補足：在籍調査員：35 人 

      兼任調査員：100 人 
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●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

調査 〇 
1. 店舗調査；2. 工場調査；3. 市場模倣品調査；4. サプライチェーン調査；5. ネットショップ調

査；6. インターネット模倣品調査；7. 展示会調査； 8. 侵害者背景調査； 

行政摘発 〇 
1. AIC 摘発（工商行政管理局による摘発）；2. TSB 摘発（品質監督部門による摘発）； 

3. 税関、食品医薬品監督管理局等行政部門による摘発 

刑事摘発 〇 1. PSB 摘発（公安摘発）；2. 刑事判決へのフォロー 

税関保護 〇 1. 知的財産権の税関登録；2. 税関セミナー；3. 税関での差し止めへのフォロー 

証拠保全 〇 1. 公証購入；2. ホームページ、ドメイン名公証 

民事訴訟 〇 民事保護を実施して、民事訴訟を通して権利侵害を制止して、適当な賠償金を取得します。 

インターネットでの対策 〇 1. 模倣品サイト削除と監視；2. ドメイン名監視； 

その他 〇 弁護士書簡（警告書）；商標出願；商標異議、再審、取消；特許出願；特許無効；著作権登録 

● 取締りベストケース： 

避妊薬模倣品の刑事摘発案件：広州市の模倣品小売手掛かりを通して、フォロー調査を行なって、次々に模倣品の卸売業者、小売店、

倉庫、パキスタン発注者、海南の模倣品製造工場を突き止めて、 後、公安局の刑事摘発によって、当事者をすべて逮捕しました。 

 

億元のゲームカード刑事摘発案件：ゲームカード模倣品を生産供給していた東莞のソフトウェア開発サービス部およびその倉庫を調査、

刑事摘発した結果、価値1.1 億元の模倣品を押収して、5 人の当事者に刑罰を下しました。 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 全国ほとんどの都市、主に珠江デルタと長江デルタ地域に集中して 

執行機関 
1. AIC（工商行政管理局）；2. TSB（品質監督部門による摘発）；3. 税関; 4. 食品医薬品監督管理局;  

5. PSB（公安局） 

商品 
機械、自動車部品、電子製品、工業部品、ゲーム製品、時計、衣類、皮革製品、化粧品、美容製品、 

ジュエリー 

補足 摘発成功率が 95%以上に達しました。 

  補足：1. ネットショップから実体店舗までの総合調査、対策； 

        2. 生産、供給、販売など模倣品サプライチェーンへの調査、摘発； 

        3. 区域一斉調査、モニタリング、摘発を通して、当該区域内の模倣品流通を有效に抑えます。 

●	 その他 PR： 

弊社が中国国内にて 初に刑事摘発案件を実施した会社であります。 

株式会社タニタ模倣品への刑事摘発案件は 2012 年度JETRO 主催した優秀執法部門発表会典型案例に入選させて頂きました。                                 

2009 年度税関知的財産権10 大案件に入選しました； 

北京の類似商標権侵害民事訴訟案件で勝訴して、賠償金20 万元をもらいました； 

毎年、お客様を代表して 20 件以上の税関セミナーに参加・協力開催しました。 

 

 

 

 

20 



北京德恒律師事務所 

  中文会社名：北京德恒律師事務所 

  英文会社名：BeiJing DeHeng Law Ofices 

  本社住所：北京市西城区金融街19 号富凱大厦B 座12层 

         TEL：+ 86-10-52682666  FAX：+ 86-10-52682525 

         e-mail：mailto:ip@dehenglaw.com 

         home page：http://www.dehenglaw.com 

  主な顧客：エプソン  ONLY ブリヂストンなど  

  得意分野：知的財産権侵害調査及び取り締り、商務調査、模倣品調査、取締、訴訟、税関対応 

  設立年月：1993 年  

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

章社杲 86-10-52682666 86-10-52682525 ip@dehenglaw.com パートナー 30 年の知財業務の経験を持ち 

孟勇 86-10-52682666 86-10-52682525 ip@dehenglaw.com 

パートナー日本での留学、仕事経験を持ち、 

10 年間日系企業の知財業務を担当 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

  補足： 徳恒知的財産部は、中国政府から許可を得て、関連法規に従って、徳恒律師事務所（徳恒法律グループ）の特許及 

         び商標の代理業務に従事し、外国関連特許及び商標代理権を有して関連知識産権業務に従事するプローなチー 

         ムです。徳恒知財は、中外のクライアントに、知識成果の創造、管理、運用及び保護などの段階において専門的な 

         法律サービスを提出します。長年の発展によって、徳恒知財は絶えずサービスのレベルを向上して、全方位におい 

         て知的産権の法律サービスを単独で提供し、特に、特許、商標、著作権などの複数の知的産権の法律サービスの 

         分野においてトップの地位を占める優れたチームになります。 

         徳恒律師事務所の 25 所の支所に基づいてネットワーク化、緊密型の知的産権のサービスは提供されています。 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 北京 天津 上海 重慶 深セン 広州 珠海 杭州 福州 合肥 

調査員人数 8 4 5 6 15 10 6 11 5 4 

拠点 大連 瀋陽 長春 武漢 長沙 済南 西安 鄭州 蘇州  

調査員人数 3 2 1 12 8 6 2 5 4  

  補足： 外部の人数含まない 

●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

調査 〇   

税関対応 〇   

専利権侵害対応 〇   

知的財産権申請 〇   

税関登録代行 〇   

営業秘密侵害対応 〇   

● 取締りベストケース： 

  広東省の“亮剣”摘発活動の基で、公安、AIC、PSB、TSB などの行政機関と親密な関係を持って、数十件の案件を担当した。55 名模

倣業者を摘発、約五千万元の模倣品を押収し、58 名の身柄を拘束した。また、日本、アメリカ、欧州の企業の委託を受け、TAOBO のイン

ターネット上の模倣品対策処理を行った。 
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 主な取締り実績 

地域（市レベル） 北京 深セン 北京 深セン 天津 杭州 

執行機関 AIC AIC AIC AIC AIC AIC 

商品 プリンター消耗品 プリンター消耗品 衣料品 衣料品 自動車部品 電子製品 

  補足： 弊所は、中国の公安局、工商行政管理局、質量技術監督局および法執行機関と親密な関係を持っております。 

         成立以来、、徳恒のその他の 25 カ支所と協力しあって、全国における数十件の調査、取り締まりをし、大量な侵害 

         品や模倣品を取り上げました。お客様の機密情報を保証するとともに、対費用効果も常に念頭におきながら、お客 

         様にスピーディーに報告書をご提供いたします。 

●	 その他 PR： 

  長年来、徳恒知財は多くの中外のクライアントのために知的財産に係わる各分野の法律サービスを提供しています。法律サービスの

高品質を保証し法律サービスの専攻化の要求に適応するように、徳恒知財の弁護士、弁理士と商標代理人は普通に一つまたは二つの

業務分野に専念して特技を持っております。クライアントが異なる分野に係わる総合的な法律サービスを要求する場合に、各業務分野

の特許弁護士と商標代理人はいつでも支持と協力を提供できます。 

  具体的には、徳恒知財は、多国籍企業とハイテク会社に知的財産全体の保護方案と措置を提供できます。徳恒知財は、知的財産分

野において豊富な経験を有する弁護士チームを有し、彼らはクライアントのために全方位の知的財産の法律サービスをみごとに提供し

ております。例えば、特許、商標、知的財産の訴訟、知的財産の非訴訟業務とその他の法律サービスが挙げられています。 

1.特許業務  

完備でグローバル化になる特許保護は、企業の科学技術研究開発と市場開拓に不可欠なものになる。徳恒の目標は、国内外のクライア

ントのために全方面において高品質の特許サービスを提出することにあります。 

 特許業務は、以下の通りです。―設計特許戦略、―申請前の検索と特許性意見の提出、―各類特許出願（発明、実用新案および意匠）、

―特許の複審と無効宣告の申請、―特許権利侵害の分析、―特許権利侵害紛糾の訴訟、行政解決及び税関保護の措置、―特許許可と

技術移転、―特許年金の支払いと通知のサービス、―特許文献と非特許文献の検索及び特許監視、―技術文献翻訳、―特許出願育成

訓練、―香港標準特許、短期特許及び意匠の登録。 

2.商標業務 

徳恒は、国内外の商標事務方面において豊富な経験を有する商標弁護士を擁しております。クライアントのために、商標の登録、商標の

保護、商標の管理、商標権の行使、及び反不正競争訴訟などの全面的な商標業務が提供できます。 

 商標業務は、以下の通りです。 

－商標申請、 

－商標異議、複審、論争と撤去、 

－商標検索と監視サービス、 

－商標許可と譲渡サービス、 

－商標権の税関保護；－商標行政訴訟； 

－司法と行政による商標権の行使、 

－商標戦略設計と分析、 

－商標管理サービス、 

－商標調査サービス。 

3.知的財産に関する訴訟業務 

徳恒は、国内の知的財産の訴訟分野において豊富な経験を有し、数年来、弁護士は知的財産に係わる大量論争を処理しました。知的財

産に係わる法律に対した深い理解、背景科学技術への細かい掌握、および各業務部門の密接な協力に基づいて、徳恒の弁護士はクラ

イアントのために、に勝訴の可能性を更に上げることができます。 

 知的財産の訴訟業務は、以下の通りです。 

－知的財産の行政訴訟、 

－知的財産の権利侵害の訴訟、 

－知的財産の権利所属の紛糾訴訟、 

－技術契約の紛糾訴訟、 

－経済契約の紛糾訴訟、 

－仲裁業務、 

－知的財産の紛糾仲裁、 
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知才商務咨詢有限公司 

  中文会社名：知才商務咨詢有限公司 

  日文会社名：アライジェンス コンサルタンツ 有限公司 

  英文会社名：Alligence Consultants Co.,Ltd. 

  本社住所：広東省広州市天河区体育東路横街3 号設計大厦18 楼 

         TEL：+86(20)3860-2648  FAX：+86(20)3810-4995 

         e-mail：mailto:info@alligence.jp 

         home page：http://www.alligence.jp 

  主な顧客：OA サプライ、自動車、電機、電子、機械、日用品、雑貨、アパレル、化成品、タバコなど各社メーカー、団体・省庁 

           としては日本自動車工業会、日本自動車部品工業会、JETRO、経済産業省、農林水産省、中小企業庁、厚生労 

           働省、財務省、各地方自治体海外駐在所など、テレビ・雑誌各社、法律弁護士事務所各社、銀行各社、模倣品対 

           策調査会社各社、各種マーケット調査・コンサルティング会社  

  得意分野：何故模倣品は作られるのか、そして買われるのかという模倣品のビジネスモデルを読み解いた上での戦略的知 

            的財産権保護コンサルタント 及び 模倣品調査、エンフォースメントなど各種対策。 

  設立年月：2008 年（中国における日本人が創業者となる初の調査会社） 

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

太田 基寛 +86(20) 3860-2648 +86(20) 3810-4995 mailto:ota@alligence.jp 

創業者の一人 総経理 中国滞在歴15 年 

調査・マーケティング業歴15 年 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

  補足： 日本人が経営を直接行なう事によって、コミュニケーションや文化の障壁を無くす事はもちろんのこと、調査の透明性、費用や条件の明朗性、結

果・品質の専門性・徹底性をマネジメント面から実現する事が出来、日本的な考え方からすると当たり前の事を、当たり前に行えるサービスを提供します。         

また社員の定着率が高く、クライアントと長期にわたる対話・経験蓄積を元に、ハイレベルなコンサルタントを実現します。 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 広州・佛山・東莞 深圳･珠海･中山 汕頭・潮州・饶平 上海・寧波・杭州 泉州・福州・莆田 西安 成都 

調査員人数 10 5 4 6 3 1 1 

  補足：以上は調査事務所及び在籍する調査員人数です。それらは案件の状況・要請により、フレキシブルに調整され、また 

        提携者などはここに含みません。 

●	 提供可能なサービス：  

内容 供給可能 補足 

世界各国における商標出願・商標調査・その他関連作業 ○ 全世界179 国・地域に対応。マドプロ申請、移譲・変更・異議・答弁など 

世界各国における意匠・実用新案出願 ○ ほぼ全世界対応可能。不服審判請求、無効審判請求、年費納付、翻訳 

中国における著作権登録 ○ 動画、パロディ画、コラージュ画など登録実績もあり 

侵害品による損失の定量評価 ○ 調査結果は模倣品対策にかける予算の根拠の一つになります 

侵害品占有率の戦略的調査と評価 ○ 模倣品が問題の根源なのか、それとも別のネックが存在するのか、など 

ブランド意識、認知調査 ○ 消費者がなぜ、どのようにして、模倣品・代替品を購買するのかを調査 

市場モニタリングと証拠収集 ○ 常時の情報収集、新たな模倣品の発見、情報手がかりの確保など 

容疑目標（卸、貿易、倉庫、工場）の調査 ○ 様々な身分の調査員が通常ではたどり着くことが難しい対象を調査します 

自社、代理店の侵害行為調査、対策 ○ 身内だからこそ分かりづらい、その侵害行為、違反行為を調査・対策します 

侵害行為への行政摘発、刑事摘発 ○ AIC、TSB、PSB、NCAC、版権局、ECID、税関、FDA などによる摘発実績 

グレーマーケットへの市場一斉摘発 ○ 中国全土30 都市での実行実績あり。政府調整はほぼ即日 

民事訴訟 損害賠償請求 関連する証拠調査・公証 ○ 弊社の提携弁護士事務所を通した案件運用となります 

侵害品鑑別方法研究 ○ 模倣品の進化を見続けて 10 余年の目で、実用的な鑑別方法を発見します 

模倣防止技術コンサルティング ○ 特殊印刷、SN 発行などのプロバイダーと提携、 適な方法を提案します 
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弁護士アドバイザリー ○ まずは無料相談から。お気軽にお問い合わせ下さい 

他社調査会社の摘発行動へ参加・監視 ○ 利害関係のない第三者により摘発手配する事により見えなかった真実が見える場合があります  

他社調査会社の摘発案件の真実性調査 ○ 摘発事実関係の第三者による事後確認調査 

ニセ案件防止コンサルタント ○ 調査会社の目線・蓄積を持って、不誠実な案件を見抜き、予防策を立案 

政府へのロビー、セミナー、PR 活動、感謝活動 ○ 更なる協力を得る為に、情報交流・調査の為に 

税関への権利登録、差し止め、鑑定代理 ○ 通常のルーチン以外にも、特殊な要請などの調整も可能 

インターネット定期的モニタリングと実態特定調査 ○ 費用対効果の高い情報収集、証拠確保、侵害者の住所特定など 

インターネット上の侵害に対する警告、証拠確保、対策 ○ 毎月数百の侵害品販売ページを定額で削除対応、など 

展示会モニタリングと証拠収集、即日摘発 ○ 商標、意匠、版権など侵害摘発に対応実績。大型展示会で効果的な調査 

模倣品バージョン解析 ○ 模倣品を製造技術から読み取り侵害者が何グループいるのか推定、など 

ニセモノホットライン敷設 ○ 一般消費者から通報を募り、効果的な情報収集と、侵害者への警告効果 

指定地域、市場の監視、分析 ○ 長期的に模倣品集中地域をモニタリングする事による深度分析 

知的財産保護の啓蒙ポスターやビデオ立案、作成 ○ 中国における各種メディア、広告媒体と連携実績。立案から広告実行まで 

侵害品対策に関する広報、メディア活用、イベント活動 ○ 中国各メディアを通した広報・記事掲載、など 

信用調査（企業調査、経営分析、人物調査） ○ 調査対象の基礎情報確認に。工商局との特殊な連携を利用し様々な調査可能 

企業リストアップ、スクリーニング ○ 例：珠海・中山市の OA サプライ関連企業リスト 3000 社を低額でリストアップ 

税関データ入手 ○ 中国輸出入情報の全データから様々な企業・モノの流れを把握可能 

● 取締りベストケース： 

・広東省公安局、広東省煙草局との連携において、3市を跨ぎ、法執行部隊動員数120人の各種不法活動の一斉摘発行動。村を包囲、摘発し、合計36名の

検挙。15ラインの大型印刷機の押収及び破壊、100本以上のシルクスクリーン金型を摘発。過程で得られた情報をクライアントの情報網と連携調査し、その

後ウクライナ、北朝鮮、マレーシア、ミャンマーなどの個人・家宅・工場・銀行口座・電話番号などの調査に繋げることが出来た。 

・OAサプライ模倣品の地域集中調査と集中摘発を通し、市全体の違法コンパチ品、模倣品活動を数ヶ月に渡り停止させる事に成功。模倣品の地域特性とビ

ジネスモデル、どのようにしてノーブランド品などが全世界の模倣品の流通に繋がっているか、産業構造的、地理的、法的、人的、コスト的な理由から把握

し、これまでの模倣品製造ルートとして考えられてきた概念を一新、今後の対策に大きな知見となった。 

・自社商標を法的には完全に不利な形（合法な形）で横取りされたある日系企業の依頼で、相手企業の実態を調査したところ、広東3 社、香港にペーパーカ

ンパニー10 数社を持つ、故意的な犯行グループであることを把握。その行為の範囲、悪意の度合いを吟味しながら北京商標総局/商標評審委員会と協議・

ロビー活動の上、通常では非常に困難な商標無効裁判を勝訴に持ち込む。 

・日系完成車メーカーの自社アフターパーツ特約店が模倣品にも手を染めている事を把握。そのクライアントの持つすべての特約店への隠密調査を実行し、

自社特約店のグレーな行動を把握した結果は、クライアント企業副社長をして「我々は中国で 20 年間騙され続けてきたのか」と言わしめる驚きをもたらした。

その後、困難な証拠把握を成功させ特約店の整理を行なう。中国各都市での模倣品・コンパチ品の実態を定量調査し、クライアントの中国販売戦略に影響

を与えた。 

 主な取締り実績 

地域（市レベル） 

広州,深圳,珠海,中山,仏山,東莞,惠州,江門,揭陽,清遠,汕頭,饶平,潮州,上海,寧波,南京,蘇州,北京,廊坊,天津,青島,济南,常州,海口,成都,重

慶,貴州,平頂山,信陽,福州,泉州,南陽,莆田,温州,武漢,合肥,西安,杭州,九江,大連,瀋陽,長春,吉林,ハルピン,鄭州,石家庄,太原,南昌,河源,

長沙,湘潭,昆明,楊州,岳陽 

執行機関 AIC、TSB、PSB、NCAC、版権局、ECID、税関、FDA 

商品 OA サプライ、自動車、電機、電子、機械、日用品、雑貨、アパレル、化成品、タバコなど 

●	 その他 PR： 

模倣品
ビジネスモデル

どのようにして
模倣品は買われる
のか(市場･消費者調査)

どのようにして
模倣品は造られる
のか(企業･産業調査)

l侵害品の戦略略的調査・評価
l市場調査・モニタリング
lブランド意識識・認知調査

lインターネット
モニタリング

l侵害品出所調査
l情報提供者との連携

l税関データ⼊入⼿手
l展⽰示会モニタリング

l模造品バージョン解析
l摘発現場における調査

l指定地域、市場の監視、深度度分析
l企業リストアップ、スクリーニング

l仕⼊入先、販売ルート、流流通、物流流⽅方式調査

インテリジェンス

エンフォースメント

アイデア･戦略略

効果的
な対策
は何か

■必要前提

・調査の透明性･専⾨門性･徹底性
・情報蓄積と分析が出来る事
・調査現場と顧客が近い事

⻑⾧長期的模倣品対策例例
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嘉権専利商標事務所 

  中文会社名：嘉権専利商標事務所 

  英文会社名：Jiaquan IP Law Firm 

  本社住所：広州市天河区黄埔大道西100 号富力盈泰广场A栋910 室 

         TEL：+86(20)3803-3421  FAX：+86(20)3806-1203 

         e-mail：mailto:mail@jiaquanip.com 

         home page：http://www.jiaquanip.com 

  主な顧客：機械、電子、通信、化工の業界  

  得意分野：専利.商標出願、専利無効審判請求、調査、訴訟 

  設立年月：1985 年  

 代表者名：日系企業担当者 

氏名 TEL FAX E-MAIL 補足 

喩新学 +86(20) 3806-1200 
+86(20) 3806-1201 

or 

+86(20) 3806-1203 

info@jiaquanip.cn 所長 

布社輝 +86(20) 3806-1202 bushehui@jiaquanip.com 弁理士 

李艶玲 +86(20) 3803-3421 liyanling@jiaquanip.com 日本顧客管理者 

●	 コミュニケーション：該当するものに〇印 

 会話 報告書 

日本語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

英語 ビジネスレベル 可能〇 不可 その他 可能〇 不可 その他 

  補足：英語ができる社員は 50 人（専利関係は 40 人、商標関係は 10 人）、日本語ができる社員は 8 人（専利、商標一括） 

 事務所（人数）：各拠点調査員人数 

拠点 広州 深セン 仏山 順徳 中山 江門 珠海 

調査員人数 35 10 10 5 10 35 7 

補足 

1.上記の調査員人数は専利関連の先行技術の検索を担当する技術員や弁理士の人数です 

2.訴訟部の証拠調査員は 5 人です 

3.商標の類似調査員は 10 人です。 

内容 供給可能 補足 

特許関係  可能 専利関連先行技術の調査、明細書の作成、特許出願、OA 対応、無効審判請求、調査、訴訟など 

商標関係  可能 商標登録申請、商標異議、答弁、不服審判、調査、訴訟など 

調査、訴訟  可能 専利、商標関連の調査、訴訟提起 

著作権  可能 著作権の申請登録、インターネットの権利侵害による行政取締、訴訟提起など 

税関登録  可能 税関登録、侵害による行政取締など 

ハイテク企業認定  可能 専利権によるハイテク企業認定、科学技術創新などの認定申請 

 

● 取締りベストケース： 

案例1：広州聯柔機械設備有限公司と仏山市*****機械有限公司の知財紛争  

     判決書番号：（2014）仏中法知民初字第21 号 

案件概要： 

広州聯柔機械設備有限公司(以下「聯柔」)は、専利番号 ZL200510034926.3（クッション圧巻包装機脱料装置）の権利者である。2013 年、聯

柔は仏山市*******機械有限公司(以下「***企業」)が該技術を利用し、類似機械を生産したことを発見した。そこで、聯柔は裁判所に１７

項の侵害証明を提出し、***企業を被告として起訴した。「中華人民共和国専利法」第六十五条に基づき、権利侵害の賠償金額は権利者

の損失、侵害者の利益獲得や特許使用許諾料の倍数に応じて確定するが、本案件は、当該権利者の損失、侵害者の利益獲得や特許使

用許諾料などの検証が困難であったにもかかわらず、下記の証拠により、40 万人民元（約652 万円）賠償金を取得することに成功した。 
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 主な取締り実績 

地域（市レベル） 原告地域：広州、被告地域：仏山 

執行機関 仏山市中級人民法院 

商品 クッション圧巻包装機脱料装置 

補足 発明専利 

  補足：  
 案例1 の勝訴ポイント： 

   1、20 万元の侵害品の公証購入及びサイト公証 

   2、技術侵害の比較判定 

 

●	 その他 PR： 

 案例2 

アメリカ GS 接着剤のインターネット権利侵害の知財保護 

該ケースは TAOBAO、ALIBABA のネット侵害が氾濫してしまったため、民亊訴訟、行政取締による保護効果が理想でない前提でネット

打撃手段を始めた。 

半年以内で月ごとにネットの侵害商品を検索したことによって、侵害ネットリンクを約６００件削除させたうえで、ネットショップで 終の販

売行為を止めたことまで監督した、権利人へ高額の経済損失を取り返します。 

 

備考： 

行政取締の判決書番号：深セン監告字「2014」龍華131 号 

執行機関：深セン市市場監督管理局龍岡分局 

商品：接着剤 

権利：著作権 

 

嘉権の得意： 

嘉権は現地の事務所で、明細書の作成、専利出願のサービスを提供させて頂くうえで、現地の模倣品、専利侵害の現状が詳しく、専利の

権利による調査、取締、訴訟の提起が得意しております。 

特に訴訟の法律基準に基づく専利出願の戦略を施行する自信を持っております。 
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摸倣対策方法のご紹介（テーマ別）	 

	 

「中国における営業秘密侵害、及び「傍名牌」への対応実務」	 

	 

一、営業秘密侵害への対応実務	 

	 

	 営業秘密侵害の疑いが判明した場合、これに対していかなる対応を取るべきか検討することになるが、ここ

で適切な手段を選ぶためには、侵害行為の実態を的確に把握する必要があり、そのために、まずは、侵害行為

が疑われる相手方や侵害物品の所在地等に対し調査を実施し、これらの実態を把握した上で、この実態に応じ

て、民事訴訟、行政・刑事手段を選択するという対応を取る必要がある。この点について、以下がフロー図で

あるが、詳細は後述のとおりである。	 

	 

【フロー図】	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

１．	 営業秘密漏えい実態調査	 

特に、営業秘密漏えいに関する調査においては、相手方が元従業員や取引先であることも少なくなく、その

ため、その他の調査に比してもより一層の慎重さが必要となる。また、一般の調査以上に、調査の戦略が重要

となり、そのためには、権利者企業との間で情報流出の経緯や疑われる流出経路等について、綿密なすり合わ

せが必要となるので、このような高度な調査能力、コミュニケーション能力を有する調査会社を選定するべき

である。かかる調査によって営業秘密漏えいの実態を把握するとともに、侵害行為に関する証拠収集（漏えい

してしまった秘密情報の化体したＰＣやＵＳＢ等の所在、漏えいしてしまった秘密情報を用いて生産されたと

思われる製品の所在の把握等）を図る。	 
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【調査現場の例】	 

	 

 
	 

２．証拠収集	 

上記調査により事実関係を把握することが可能であっても、これを証拠としてその後の摘発や訴訟時に用い

るためには、何らかの証拠化への対応が必要となることが多い。具体的には、特に、技術情報の場合、相手方

生産製品を分析の上、同製品が、自社の営業秘密を用いなければ生産し得ないことを立証するケースが多く、

そのため当該製品等を購入し、かかる購入手続に公証認証手続を付すこと等が考えられる。	 

	 

【公証書、公証物の例】	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 

	 

他方、特に、経営情報にかかる営業秘密が紛争の対象となる場合等で、相手方の保有するUSBや設計図等を

収集する必要がある場合には、一般に、相手方の保有する証拠を収集することは容易ではないため、いきなり

行政摘発、刑事摘発を実施し、当局の捜査を通じて証拠が収集されるということを狙うこともある。	 

	 

３．行政・刑事摘発	 

反不正当競争法違反を所管する工商行政管理局（以下、「AIC」という。）は、営業秘密侵害行為に対し、侵害

者に対して検査等を実施する権限を有しており（反不正当競争法第16条）、違法行為の停止や罰金処分等の権

限を有しているため（同法第25条）、営業秘密を侵害された企業は、これらの権限の発動を促すよう申し入れ

ることで、AICにこれらの権限を発動させ（行政摘発）、営業秘密侵害行為の是正を図ることが考えられる。ま

た、営業秘密侵害行為については、「重大な損害を与えた場合」に刑事罰が科せられる（「特に重大な結果を生

じた場合」には、より重い刑事罰が科せられる）こととなり（刑法第219条）、このような場合には、公安へ対

応を要請することも考えられる。	 

一般に、行政・刑事手段は、民事訴訟に比して短期間のうちに摘発実施に至ることから、早期救済を図れる

という利点がある。他方で、行政・刑事摘発を実施する当局の主観的判断によって、対応や処理が異なる可能

性が否定できず、不安定な側面を有するほか、特に、技術情報については、かかる不安定性に加え、当局にお

ける技術的判断の困難性ゆえに摘発自体がなされない可能性もあり、このような事案の場合には、後述の民事

訴訟による対応の方が適当である。	 
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【摘発現場の例】	 

	 

	 

	 

４．	 民事訴訟	 

訴訟提起の際は、管轄の選択、証拠の収集、訴訟提起後の流れを踏まえた事前準備等が必要となり、日本の

訴訟手続と比較して異なる点も少なくないので留意が必要である。	 

裁判所の訴訟指揮によりケースバイケースではあるが、訴訟提起後の流れは概ね以下のとおりであり、日本

に比して異なる点も多く、特に、判決までのスピードや厳格な証拠提出期限の設定等の違いに十分に注意する

必要がある。	 

	 

【訴訟提起後の流れ】	 

	 

	 

二、「傍名牌」への対応実務	 

「傍名牌」とは、他社の知名商号又は商標の商業名声を借り、それに便乗して、市場の誤認・混同を引き起

こすことを通じて市場での取引機会の獲得を目的とする、誠実信用の市場取引準則を厳重に違反した典型的な

不正競争行為のことをいう。この点について、特に、有名企業の商標、企業名称の全部、又は一部を含む企業

名称を登録、使用して、これにただ乗りしようとする行為、いわば、「企業名称の冒認登録・使用」行為が、こ

の巧妙な手口の一環として横行していて中国でも大きな問題となっている。	 

	 これらの「企業名称の冒認登録・使用」行為に対しては、不競法違反を根拠として対応することが多いが、

AICによる行政摘発は、明らかな商標権侵害を構成する模倣品の場合には、比較的、早期に対応してくれ、活	 
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用しやすいものの、不競法上の各規制はいずれも明確に確定しやすい規制となっていないことから、AICの担

当官によって対応が異なることが多く、商標権侵害の場合ほど活用しやすくはないのが実情であり、そのため

民事訴訟が相対的に重要な救済手段となりやすい。	 

この点も踏まえ、実務上、調査→証拠収集→摘発→警告・交渉→民事訴訟、という流れで対応することも少

なくない。この際、留意すべき点等は以下のとおりである。	 

①	 調査	 

	 	 違法行為の有無、内容、被害の程度、違法行為に及ぶ背景等を調査により把握し、調査結果を踏まえて、

最善の対応方針を検討する。なお、「企業名称の冒認登録・使用」行為については、使用態様も多岐にわたる

ことが多く（ウェブサイト、パンフレット、製品包装、名刺、発票等）、調査対象も多岐にわたり複雑となる

ため、この点を、漏れなく調査し、整理して報告できる能力のある調査会社を選定した方がよい。	 

②	 証拠収集	 

前述のとおり、「企業名称の冒認登録・使用」行為については、それのみを対象として摘発を実施する場合、

摘発が実施できないこともあるため、その他の違法行為（不正な企業名称の登録人が同時に模倣品を製造、

販売している場合等）とあわせて摘発等実施し、その余勢を駆って、AICの担当官から変更を促してもらう

形で対応することが実務上、一番、現実的な手段となっており、そのため、広く違法行為の証拠を全て収集

することが重要となる。	 

③	 摘発	 

前述のとおり、不正な企業名称の登録・使用のみではなかなか実効的な摘発が実施できないことから、そ

の他の違法行為と合わせて摘発を要請することが肝要である。	 

④	 警告・交渉	 

摘発を実施できない場合、あるいは、実施したとしても強制できないがゆえに、不正な企業名称の登録・

使用が残るような場合には、引き続き、警告状を送付したり、交渉を実施したりし、粘り強くこの是正を求

めることが多い。	 

⑤	 民事訴訟	 

上記一連の対応でも解決に至らない場合は、民事訴訟を提起する。根拠条文としては不競法5条3号1が最

も重要となることが多く、この点につき、公衆の誤認混同の立証のため、権利者企業の商号の知名度の立証

が必要になることが多く、そのため、権利者企業の中国におけるシェアやランキング、販売実績、広告実績

等を証拠とすることが多い。	 

	 

	 いずれにしても、AICが、企業名称登録人に対して、変更命令を発布したり、訴訟提起して、不競法違反が

認められて裁判所がこれに対して変更を命じても、これに基づき、同登録人が同企業名称を変更しない限り、

AICが強制的に企業名称を変更することができない、という問題があり、この点を中心に、早急な法改正が望

まれる。	 

	 

以上 

	 

                                                   
1 不競法5条3号によれば、勝手に他人の企業名称または姓名を使用して公衆に当該他人の商品であるかのように誤	 
認させる行為が違法とされている（日本語訳につき、http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulat

ion/19930902_rev.pdf参照。）	 
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「インターネットにおけるブランド保護の新モデル」	 

	 	 

ここ数年、速やかに伸びている中国の電子商取引が社会経済生活の各領域に広く浸透してきている。統計に

よると、中国は２０１３年の電子商取引額が９.９兆元に上がり、世界最大の電子商取引市場になりつつある。

しかし、電子商取引は、人々のライフスタイルや交流の方式に深い変革をもたらすと同時に、知的財産権侵害

の重要なフィールドにもなっている。２０１３年初頭に中国電子商取引研究センターから発表された国内初の

電子商取引に関する法律報告書、「２０１１～２０１２年度中国電子商取引法律報告書」によると、電子商取引

に係る紛争のうち、知的財産権に係るものは６１.５４％を占めており、比重が一番大きい。中国消費者協会に

おける２０１２年及び２０１３年のクレームについての統計によると、ネットショッピングに関するクレーム

は高止まり状態であり、ネットショッピングによる消費をめぐる紛争には、模倣品・粗悪品の販売が大半を占

める。	 

インターネット上の大量のデータ、頻繁な取引行為、バーチャルスペースの陰に隠れている不法者に臨んで

は、１）どうやって本当の模倣者を見つけ出すか、２）どうやって証拠取得を行うか、３）どうやって権利侵

害取引を速やかに制止するか、４）どうやってインターネットプラットフォームプロバイダーと長期的有効な

管理体制を構築するか、５)	 どうやってオフラインでの追跡、取締を実施するか、６)どうやって電子商取引プ

ラットフォームにおける権利侵害の情勢や対策効果の有無を判断するかは、すべての知的財産権所有者が直面

している重大な課題とチャレンジになっている。	 

新諍信（Sinofaith）は、独自に設計、開発、運用している IPRSEE、インターネットにおけるブランド保護

イーグルアイシステムにより、権利者向けのオンライン監視からオフラインでの取締までのワンストップ式知

的財産権トータルソリューションを実現し、オンラインによるブランド保護の新規モデルを改めて確立してい

る。IPRSEEは、リアルタイムなビッグデータの監視測定・解析により、電子市場そのものを復元している。こ

れにより、オンライン市場全体及び権利侵害の規模をより総括的に把握し、有用な手掛かりを見つけ出し、権

利侵害者の取締を確実に行うことができる。したがって、技術的な課題、又は技術的な障害は、やはり技術的

な手段で解決しなければならない。	 

	 

１．IPRSEE について	 

IPRSEEはインターネットにおけるビッグデータの検索をベースとし、企業の知的財産権の保護を目的とする

応用システムである。IPRSEEは専ら電子商取引プラットフォーム、ソーシャルメディアプラットフォーム及び

その他の公にアクセスして照会できるウェブサイトなど各種ウェブサイトから幅広くオンラインデータや情報

を検索、収集するために設計されたもので、データ形式としてはデジタル、テキスト、画像及びその他のイン

ターネット由来の全ての情報オブジェクトが挙げられる。これらの監視測定される情報ソースからデータスト

リームをリアルタイムに収集、処理することにより、模倣品やグレーマーケット、販売政策に違反するルート

（正常でない販売行為）など、オープン市場及びサプライチェーンからの見えないリスクの発見につなげる。

タオバオ、アリババなどデータ通信量の多いウェブサイトプラットフォーム、そしてネットショッピング数の

多い日用消費財、個人向けケアグッズ、電子部品、衣類、靴・帽子類等は、オンラインデータの量が十分に多

く、統括的なデータ統計とデータの構造解析ができるため、技術的な手段によりオンラインでの権利侵害の市

場規模を描画しながら、その変動をリアルタイムに追跡することができ、著しい効果がある。	 

IPRSEEは、「ソフトウェアすなわちサービス」というインターネットビジネスモデルにより、企業の知的財

産権の保護に焦点を当て、オンラインでの反模倣品に関する情報の収集、権利侵害の情勢の評価、オンライン

証拠の公証、オフラインでのターゲット調査と取締行動及び反模倣品事件の管理等のサービスをユーザに提供

することで、O２Oワンストップ式知的財産権保護のソリューションを実現している。	 
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２．IPRSEE の応用と実践	 

主にMDM（電子商取引プラットフォームの監視測定）、IPS（ライツマネージド写真の監視測定）、BCS（買い

手による悪評価の監視測定）、SEW（ミニブログの監視測定）などの機能モジュールからなるIPRSEEは、ブラウ

ザーを通じてアクセスして利用する統合ユーザ環境を提供し、ユーザが指定したブランドや知的財産権保護に

関するターゲット情報を取得し、検索、収集、記憶、洗浄、可視化、スクリーニング、濾過、報告書作成を経

て、企業による反模倣品とブランド保護事業にサービスを提供している。	 

１）電子商取引プラットフォーム監視における統合インターフェース（オンライン市場全体の状況を示す）	 

MDM（Market	 Data	 Monitor）により、電子商取引プラットフォームにおける商品情報、売上情報を監視測定

し、次元別の解析に基づいてオンライン市場の評価を行い、疑われるターゲットをスクリーニングし、ブラッ

クリストデータベースを構築し、ブラックリストの取引行為の進展を追跡する。	 
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２）IPS(Image	 Protection	 Search)により、電子商取引プラットフォーム上の権利侵害とされるライツマネ

ージド写真の情報を監視測定し、権利侵害とされるリンクを速やかに見つけ出し、侵害のタイプを判断し、ク

レーム・削除を行う。また、IPSEEにより、リンク削除行動の最終的な効果とアウトプットも示される。例え

ば、当方では複数の顧客に対し、IPSにより権利侵害とされるページを自発的に検索、発見そしてスクリーニ

ングし、権利侵害とされるページの除去サービスを提供している。２０１４年５月から１２月まで、これらの

顧客からライセンスを受けていなかった店舗のオンライン業績が弱体化、抑制されるとともに、ライセンスを

取得したルートのオンラインリンクと売上が急増する状態となり、ネット環境が効果的に浄化され、権利侵害

行為が減少し、ルート経営の規範化が図られ、ネット上ランセンスを受けた店舗の業績向上につながった。	 

	 

３）BCS（Bad	 Comments	 Search）により、電子商取引プラットフォームにおける買い手による悪評価の情報

を監視測定し、模倣品販売の疑いがある店舗を見つけ出し、テスト購入を実施し、模倣品にクレームを付ける

ことで閉店させることを目指す。	 

ネット上の情報が仮想的なものではあるが、このようなIPS及びBCSの自発的な検索サービスを利用すれば、

権利侵害とされるページを発見、スクリーニングし、権利侵害とされるページを除去し、権利侵害とされる店

舗を閉店させることができる。また、ターゲットのスクリーニング、テスト購入、デジタル公証、司法鑑定の

全体のワークフローに、鍵となる情報面でのサポートを提供するとともに、後続の確定となった事件のオフラ

インでの取締のために強力な証拠を提供することができる。	 

以下は、BCSによるブラックリストデータベースの構築及びテスト購入の効率評価チャートである	 
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４）確定調査と取締	 

IPRSEEによる監視により、オンライン権利侵害状況の解析と評価、そして重点ターゲットに対するスクリー

ニングと監視が可能となるため、ターゲットのバックグラウンドや、取引の現状と進展状況に基づいて、オフ

ラインでの権利保護の方策を制定することができる。	 

	 

	 

	 

IPRSEE は、プラットフォーム横断的な監視測定もできる。なぜなら、電子商取引プラットフォーム以外に、

ソーシャルメディアプラットフォームや検索エンジンなども、相互に混ざり合い、関連しているからである。

MDM、BCS、SEW（Social	 Early	 Warning＝ミニブログプラットフォームにおける商品情報・プロモーター情報の

監視測定）による共通検索及び垂直検索の統合的運用により、全てのプラットフォームをつなげ、全ての関連

情報（製品の品質又は権利侵害品についての消費者のクレーム、連絡用の情報及び外部リンクなど）を掴み取

り、その中から模倣品の製造販売の可能性が最も高いターゲットを見つけ出し、又はブランドの風評リスク管

理に利用することができる。同時に、疑われるターゲットの販売プロモーションや広告投下、外部リンク又は

独自ウェブサイトでの模倣品取引の動向を分析することにより、ターゲット又はターゲットのサプライチェー

ンネットワークをロックアップし、これらの手掛かりにより、オフラインでの調査、追跡と結び付けてその連

絡先や実体の住所、犯罪容疑者のバックグラウンド及びターゲット同士間の関連性などを識別して、重点ター

ゲットの取締を実行し、そのネット上のサプライチェーンを遮断し、オンライン上のものを戒めることができ

る。	 

インターネットにおける監視及びブランドの保護サービスソリューションであるIPRSEは、全段階のデータ

収集をデータベースの形で保存し、可視化した図表にて表示しており、オフラインでの事件の確定に役立つと

共に、知的財産権利者によるオンライン市場の変動の追跡、上記措置による効果の評価、そして市場全体の動

向に基づくより高度な決定・分析にも有利である。	 

インターネットによるB２B、B２C、C２Cなど各種の電子商取引ウェブサイトプラットフォームを介した、知

的財産権保護を受ける部品や書類・資料など製品の販売、広告、プロモーション、伝達、取引行為は、不法な

利益を図るグレーオンラインサプライチェーンとして急速にはびこっている。これを受けて、IPRSEEは今後も	 
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インターネットビジネスや電子商取引における最新の発展と同調するように改善され続ける。また、インター

ネット上には大量の著作権侵害行為もある。特に２０１４年にはこの種の著名事件が頻発し、著作権侵害への

注目度も高まりつつある。これについても、Sinofaithはその解決手段を模索、実践している。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

以上	 

	 

「各国の税関で押収された中国製模倣品の逆探知調査」	 

	 

	 世界的な経済のグローバル化が進む中で、中国は今もなお「世界の工場」という側面を維持しながら、中国

製の製品を世界各国へ向けて輸出している。正規品が輸出される一方で、税関の目をかいくぐる形で数多くの

模倣品が国外市場へと流れており、近年その被害は拡大傾向にあるという。QCACは国外の税関で発見された模

倣品の情報から、中国の製造元を突止める逆探知調査を実施し、模倣品流通被害を最小限に食い止める対策を

提供する。	 

	 

１．中国の模倣品製造工場の実態と輸出の現状	 

	 中国で製造される模倣品の供給先は、中国国内向け、国外向けの二つに分けることが出来る。国内市場では、

インターネット店舗を通じた注文のほか、中国各地に所在する専門卸売市場店舗からの注文が、模倣品製造工

場の生産を支えている。海外からの受注についても、海外発注向け専門サイトが整備され、誰もが容易に正規

品・模倣品を問わず、注文出来る環境があり、これらの注文によって模倣品製造工場が稼働している状況とな

っている。工場主体の大量生産型であった従来のスタイルは、取締を逃れるために店舗を主体とする受注生産

型へとシフトした。注文分だけを夜間や休日に生産し、注文後は速やかに出荷することで在庫を抱えない体制

が敷かれ、模倣品製造工場の巧妙化が進んでいる。	 

	 

	 政府模倣品・海賊版対策総合窓口が2014年6月に発表した「模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報

告」では、2012年度に海外での模倣品被害は増加傾向にあると回答した日系企業が、前年同期比1.7ポイント

増の44.2％に達した。国別の被害を見てみると、中国国内での被害が増加しているほか、アセアン6ヶ国、中

東、アフリカなどの地域での被害が拡大している模様だ。中国税関統計によると、2014年（1～12月）の中国

の輸出額は、前年比6％増の2兆3,427億ドルに達し、近年増加傾向にある。一方で、中国税関総署のウェブ

サイトでは、中国各地の税関で輸出向け貨物に模倣品が発見されるニュースが毎月公開されており、依然とし

て模倣品の輸出が後を絶たない状況であることが分かる。	 

	 

２．税関対策の現状	 

	 中国で生産された模倣品が世界各国へ流出するのを防ぐ方法として、弊社がこれまで行ってきた対策は2つ

ある。一つ目は税関登録である。知的財産権の所有権者は、登録証などの必要書類を中国海関総署（税関）へ

登録し、模倣品の流出を税関で阻止してもらう要請を行う基本的な水際対策である。税関登録の特徴は、「受身

の対策」であり、税関職員による対象製品の模倣品発見が確認されない限り、権利者への報告がされない点に

ある。そこで、対象製品の印象付けと、識別方法を知ってもらうことを目的として、税関職員向けのセミナー

を開催するなどの対策も行っている。	 

	 

図表1.	 税関登録（受身の水際対策）	 

	 
	 

ただ、税関職員向けのセミナーなどで積極的に模倣品流出防止の周知を徹底した結果、正規品までもが差押

えられてしまい貨物が止まってしまう場合があることにも注意が必要である。これを避けるために、税関へブ

ラックリストを提出するほかに、正規品をまとめたホワイトリストも提出することもある。	 
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り連絡が来ない。	 



二つ目は、模倣業者が特定出来ている場合の「積極的な水際対策」である。ターゲットとなる模倣品製造工

場や、貿易商を調査対象としてQCACの監視下に置き、出荷量、出荷日、コンテナ番号などを把握した後に、こ

れらの情報を前もって中国税関へ通知することで、水際差止めの積極的なアクションを税関に提起する対策で

ある。	 

	 

図表2.	 積極的な水際対策	 

	 

	 
	 

メリットとして、税関による模倣品差し止めが確実に行えることに加え、模倣品製造販売に関わる業者に対

する行政摘発・刑事摘発を実施することが可能となる。これにより、模倣品を差し止められるほか、製造元を

叩くことができれば侵害行為を根元から止めることが可能となる。	 

	 

３．新たな対策へ	 

	 中国から国外へ輸出される製品の量が年々増えている状況の中で、中国各地に所在する税関は、模倣品の水

際差し止めに向けた体制強化を進めているが、現状として輸出貨物に対するチェック機能は十分に働いていな

い。これに加え、長年弊社が行ってきた積極的な水際対策においても、満足のいく効果が期待出来ない状況と

なった今、更に進んだ対策を提供することが急務となっていた。そこで、中国税関のチェックから漏れた模倣

品貨物が、諸外国の税関で発見された際に、そこから得られた情報を手掛かりに中国の製造元を割り出し、取

締を実施する「逆探知調査」を日系企業へ提供する。	 

	 

図表3.	 逆探知調査の流れ	 

	 

	 

図表3に示すように、海外の税関から模倣品差し止めの連絡を受けた知的財産権所有権者の情報を元に、逆

探知調査を開始する。この情報は、後の調査の進捗具合を大きく左右するため、所有権者は出来るだけ多くの	 
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情報を収集することが重要となる。諸外国の税関が提供した輸出業者名のほか、コンテナ番号や、製品写真、

輸出元の地域などは逆探知調査を進めて行く上で非常に重要な情報となる。これらの情報を元にQCACは中国税

関総署への協力要請を通じて、どの地域の税関から輸出された貨物なのかを特定させる。次に輸出元の税関に

対し、輸出手続を行った業者の特定作業を行い、その地域で活動しているフォワダー、物流業者等の中からタ

ーゲットに繋がる業者を特定していく。最終的には中国国内の流通ルートと製造元を判明させ、侵害行為を停

止させることが逆探知調査の目的となる。	 

	 

図表4.	 中国国内の調査プロセス	 

	 

	 

	 

輸出元税関が判明した後の調査プロセスは被害額によって2通りに分かれる。模倣品貨物の量が多く、侵害

品の被害額が5万元以上であった場合は、公安部門へも協力を仰ぎ刑事事件として立件し捜査を進めていく。

生産拠点に対しては刑事摘発を実施し、摘発後は人民検察院・人民法院への移送を経て判決が下される。もう

ひとつは、貨物の量が少なく侵害品の被害額が5万元に満たなかった場合は、輸出元税関から特定した輸出入

業者に対し民事訴訟を提起し、生産拠点の判明及び民事判決による処罰を目指すプロセスである。	 

	 

残念ながら、現状では中国や海外の税関で全ての模倣品を止めることは出来ない。このため、最後の砦とな

る海外の税関で差押えられた模倣品情報から、中国の製造拠点を突止め、侵害行為の根源を断つ意義は大きい

と考える。	 

	 

逆探知調査に係る調査項目と調査期間は次の通りである。	 

① 中国税関から輸出業者の特定  

② 輸出業者から製造元特定調査  

③ 製造元の内部調査（証拠収集）  

④ ①～③の調査結果に基づき取締を実施 

①～③の調査期間は 3 ヶ月～1 年 

	 

中国の税関から入手出来る輸出業者の情報はあてにならないものも多く、その情報を頼りに調査を進めても行き詰

るケースがあることも事実である。そこで、QCACではこのような問題を解決するべく、中国の税関や通常の調査で

は得られない情報については公安部門へ協力を仰ぎ、精度の高い証拠収集を行っていく。税関から製造元までの関連

性については一つ一つ実証していくことが重要となり、それぞれの業者が繋がっているという証拠を出来る限り入手

していくことが本調査の大きな特徴である。ご相談はinfo@qcac.com.cnまでお問い合わせください。	 

以上 
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「キャラクターの著作権侵害への対応」	 

	  	  
	 中国では、日本企業・個人の著作物に関する著作権侵害行為が氾濫している。中でも有名コンテンツ、キャ

ラクターの無断使用は、膨大な規模となっており、対応をとらなければ回復し難い被害につながるケースも認

められる。しかし、著作権侵害に対しては、権利行使時の障害が比較的多く、通常の模倣品対策とは異なる手

段での対応を要する場合もある。以下では、現状と近年発生したいくつかの事例に触れた後、対策時の留意点

に言及する。	 

	 

１．現状	 

（１）典型的な侵害行為	 

発生頻度・規模の大きい侵害行為として、次のようなものが挙げられる（数値はいずれも2014年の実績）。	 

①キャラクターグッズの製造販売	 

	 タオバオ（中国の最大手CtoCショッピングサイト）において、人気キャラクターのフィギュアや衣類など

を検索すると、数千～数万件の出品が抽出され、その多くは侵害品である。市場においても未だ侵害品を扱

っている店舗は多い。	 

表１：人気キャラクターの著作権侵害率	 

	 商品	 測定対象	 侵害率	 

キャラクター１	 携帯ケース	 タオバオ上での出品	 98.3％	 

キャラクター２	 携帯ケース	 アリババ上での出品	 97.4％	 

キャラクター３	 玩具	 
大規模市場（対象キャラクター販売店にお

ける侵害品取扱率）	 
100％	 

	 

②ゲームアプリへのキャラクター無断使用	 

	 ゲームアプリのダウンロード画面やゲーム内の登場人物として、人気キャラクターを無断使用するケース

が多数認められている。ある人気キャラクターを対象として、複数のゲーム関連プラットフォームサイトで

調査したところ、各サイトで20～600件のキャラクター使用が見いだされ、最も侵害率の高いサイトでは

100％侵害であった。一方で、人気のゲームアプリでは、画面の全体像（イメージ）を盗用する事例も目立っ

ている。	 

③顧客誘引のためのキャラクター無断使用	 

	 デパートや不動産業者のイベントなどでは、集客のため、人気キャラクターの等身大フィギュアなどを無

断で陳列する行為が散見される。飲食店では、店舗の内装、器具などを人気キャラクターの世界観に似せ、

メニュー・伝票などにキャラクターを無断使用するといったケースが存在する。映画などのポスターに、人

気キャラクターを無断使用するケースも多い。	 

④アニメーションの無断放送	 

	 近年では、大手のオンライン配信サイトは、自社プラットフォームの信用度向上のため、著作権者からの

許諾を受けて、アニメなどを配信することが増加しているが、未だに無断放送も後を絶たない。人気アニメ

の無断放送では、再生回数が数万回を超えるものも多い。	 

	 

（２）対策時に発生する障害	 

	 著作権行使の支障となる事項としては、例えば次のものが挙げられる。	 

①行政摘発の困難	 

	 以前より、DVDや書籍については、著作権侵害に基づき、文化部・版権局系の行政部門が摘発を実施して

いる。しかし、玩具、ぬいぐるみなどのキャラクターグッズが市場で発見されても、ほとんどの場合著作権

に基づく行政摘発はできない状況となっている。地方執行当局の説明によれば、キャラクターグッズの著作

物該当性について、明確な法的根拠がないこと、執行部門の人員不足などが主な理由となっている。	 

②著作権帰属の証明困難	 

	 オンラインショッピングサイトでの著作権侵害出品の削除や、市場での侵害行為に対する公安局を通じた	 
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刑事摘発では、中国での著作権登録を通じた著作権の証明を求められることがある。中国はベルヌ条約に加

盟しており、権利行使にあたり著作権登録は形式上不要だが、運用上は証明のコスト、労力を要することも

ある。	 

③侵害属否の判断	 

キャラクターグッズには、立体物が多いところ、司法行政部門では、二次元著作物の三次元への再生が、

著作権法上の複製に該当するかが問題となることもある。この点行政部門の意見文書では、複製に該当する

ことが記載されているが、執行当局には周知されていない。	 

	 	 一方、オンラインショッピングサイトでは、著作権の専門家ではない担当者が著作物の同一性を判断する

ため、権利者の想定とは異なる判断がなされることもある。	 

	 ④侵害者の巧妙化	 

	 	 侵害者の中には、権利行使を免れるため、各種の工夫を凝らす者も多い。商標権侵害に基づいて、行政・

刑事摘発を継続しているキャラクターの侵害品は、最近ではその大部分が、摘発を免れることを目的として、

権利者の商標を使用せず著作物の複製のみ行い、在庫量を減少させている。また、侵害者が自ら、侵害対象

のキャラクターグッズに関する意匠権・著作権登録を行い、被権利行使時の抗弁事由とするケースも継続的

に認められている。	 

	 

２．著作権侵害への対応事例	 

	 各種侵害行為に対して、積極的な権利行使を実施している権利者は、例えば次のような対策を講じている。	 

（１）キャラクターグッズの無断製造・販売	 

	 事例１：タオバオ上での著作権侵害品販売への対応	 

	 ・概要：日本企業（A社）のキャラクター４種を無断で使用したグッズがタオバオ上で数千点発見された。

侵害グッズ（携帯ケース、ぬいぐるみなど）の大部分は商標権を侵害していなかったため、A社は著作権

侵害に基づいてタオバオに侵害出品の削除を要請した。侵害出品物の中には、キャラクターの表情、形状、

姿勢などを改編したものも多数含まれていたため、削除の可否（侵害属否）が論点となった。	 

	 ・結果：削除要請は全て受け入れられた。	 

	 ・ポイント：オンラインショッピングサイトへの削除要請では、侵害属否の判断を行う担当者と十分に協議

することで、侵害の認定に積極的な効果が生じることがある。本件では、当初、３名の担当者の見解がバ

ラバラであり、一部の出品については非侵害と認定されたが、協議により全出品の削除が可能となった。	 

	 

	 事例２：キャラクターグッズのフライチャイズ展開への対応	 

	 ・概要：中国企業（B社）は、日本企業（C社）の人気キャラクターグッズの製造・物流体制を構築したうえ

で、HP等を通じフランチャイジーを募っていた。B社はC社からの虚偽の許諾書を作成するとともに、当

該キャラクターについて、著作権登録を行うなどして、正規事業者であることを装っており、フランチャ

イジーは正規の許諾に基づく商流であることを信じて各地で商品を販売していた。C社は著作権侵害に基

づいて、B社を刑事摘発することとした。	 

	 ・ポイント：公安との事前協議の中では、本件対応について下表の論点が浮上した。	 

	 

論点	 公安の見解（当初段階）	 

著作権の抗弁	 

の妥当性	 

B社によるキャラクターの著作権登録が虚偽であったとしても、著作権登録は中央政府の

行政行為であり、登録が認められている以上、形式上はB社は自身の著作物を展開して

いることになる。下級部門である地方の公安局が著作権侵害を認定することは難しい。	 

複製権侵害	 
キャラクターグッズは立体物であることから、平面キャラクターの複製に該当するかは

判断し難い。	 

著作権登録の

必要性	 
公安による摘発では、侵害グッズに相当する著作権登録があるもののみを対象とする	 

	 	 

	 いずれも以後の協議などで改善の可能性はあるものの、著作権侵害に対する権利行使の支障となるものであ

った。	 
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（２）ゲームアプリへのキャラクター無断使用	 

	 事例３：ゲームアプリ侵害者への和解交渉	 

	 ・概要：韓国企業D社は、中国のインターネット上で、自社著作物の2次著作物であるゲームが多数展開さ

れている状況を発見した。金銭的な補償を受けることを主目的として、主な侵害者に対し警告書を送付し、

以後のライセンスを付与することを条件に、和解交渉を行った（和解決裂したものは既に民事訴訟提起）。	 

	 ・結果：全体で数十件の案件のうち、約半数で和解が成立し、平均約300万元の和解金を入手した。	 

	 ・ポイント：	 ゲームアプリのように、比較的短期間で投資回収を目指す分野では、著作物の使用を継続でき

るならば、相手方が高額の賠償に応じることも多い。ただし、ライセンスの付与を前提としてしない場合

には、好条件での和解は難しいものと見込まれる。	 

	 

	 事例４：侵害ゲームアプリへの警告	 

	 ・概要：日本企業E社は、中国のインターネット上で、日本で人気の自社アプリに似たゲームアプリを発見

した。当該類似アプリは、キャラクターのデザインは異なるものの、背景等の画像が酷似するものであっ

た。E社は侵害者に警告書を発送し、速やかな侵害の停止を求めた。	 

	 ・経過：侵害者は、警告書受理後速やかに、侵害点の修正を書面で約したが、改善はなされなかった。その

後も侵害者は各種の事情を述べ侵害点の修正を遅延させている。	 

	 ・ポイント：事例３と同様、ゲームアプリのライフサイクルは短い場合が多いため、単なる警告を行うのみ

では、侵害者が引き伸ばし工作を行い、問題の早期解決に苦慮するおそれがある。	 

	 

（３）顧客誘引のためのキャラクター無断使用	 

	 事例５：侵害広告への訴訟	 

・概要：中国企業F社は、中国の大規模デパートの宣伝用掲示板において、ポスターに自社のキャラクター

が無断使用されていることを発見した。当該広告の代理店とデパートに対し2度警告書を送付したが、そ

の後も侵害は継続された。F社が広告代理店とデパートを共同被告として提訴したところ、両被告から和

解の打診を受けたが、金額が折り合わなかったため、訴訟を継続した。	 

・結論：F社が勝訴し、高額の賠償金を入手した。	 

・	 ポイント：審理の中では、次の論点が浮上した。	 

	 

論点	 公安の見解（当初段階）	 

著作権の帰属	 

本件の根拠となる著作権については、以前の訴訟の一部において、原告への権利帰属が認

められないケースがあった。両被告はこの点に言及したが、裁判所は著作権登録と過去の

関連資料（十分とは言い難い）に基づき、原告への帰属を認めた。	 

被告の適格	 
両被告は、侵害者は広告主であると主張したが、裁判所は、２度の警告に対応しなかたこ

とをもって、両被告の侵害を是認した。	 

	 十分な事前検討、証拠準備のうえ、訴訟を行う場合、中国においても著作権者の主張が正当に認められるこ

とは多い。	 

	 

３．まとめ	 

	 著作権侵害への対応では、初歩的には次の点に留意する必要がある。	 

①対策の手段	 

行政摘発は実施困難であり、刑事立件できる規模の侵害を証明することは難しいため、多くの場合、交渉と

訴訟により問題解決をはかることとなる。	 

②事前準備	 

・キャラクタービジネスは、オンラインで行われることが多く、一旦権利行使すると相手方が容易に証拠隠滅

できることも多いため、事前の証拠保全が重要となる。	 

・分野によっては、侵害者が権利行使を受けた場合に引き伸ばしをはかり、短期間に収益を上げ、人気が低下

した時点で権利者との連絡を遮断するといったケースがあるため、当初から訴訟など実効性の高い手段の採

用を念頭に置くことが好ましい。	 
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・著作権行使にはその著作権登録を求められることがあり、また、侵害者が自ら関連の著作権や意匠権を登録

している場合、当該権利に基づき非侵害の抗弁を受けるおそれがある。対応を円滑化できるよう主要なキャ

ラクター等については早い時期に著作権登録することが望ましい。	 

③権利行使	 

・ぬいぐるみ、玩具などのキャラクターグッズは、工業製品ともいえるが、中国では著作物として認定さてい

るケースが多い（主に民事訴訟）。	 

・キャラクターグッズについては、著作権と意匠権の２つの保護を受けられる場合が多いところ、著作権は意

匠権に比べ権利行使可能は範囲が広い場合が多いため（特に映像作品の2次著作物）、著作権行使を成功させ

ることにより、以後の侵害抑止が比較的容易になる。	 

	 

以上 
 

「ソーシャルネットワーク裏の取引」	 

	 

初期のフォーラム伝言板から、その後のミニブログ、いまのウィーチャットのモーメンツまで、ソーシャル

ネットワークはもはや、若者の生活に不可欠な重要な一部となっている。ウィーチャットのモーメンツ上で販

売や購入代行等の動きがますます活発になっている今、ウィーチャットのプラットフォームを利用して模倣品

ラグジュアリーを売り込むのは一部の不法業者の重要な手段となった。インターネットショッピングに慣れて

いる消費者にとって、ウィーチャット上の模倣品販売には、監視管理がなく、権利擁護が難しいなど数多くの

問題がある。各地方の警察もこのごろ、十分にこれを重視するようになり、手掛かりに沿って追究した結果、

複数のウィーチャットを利用した模倣品販売グループを摘発した。	 

	 

１．特徴一：知人からなる市場	 

	 ウィーチャットのモーメンツには知人がほとんどだから、商品を薦めるならモーメンツが安心できると思わ

れがちである。これも、模倣品販売者らがウィーチャットを利用する理由の1つである。購入代行業務を経営

しているモーメンツが多くある。また、模倣品であることを知りながら購入している購入者も多い。主に世界

にも有名なブランドの化粧品や、バッグ類、ベルト、腕時計、香水等の模倣品である。友人を信用してウィー

チャットのモーメンツで勧められた商品を買い、入手してから、あまり気に入らないと思ったが、義理などの

理由で、権利擁護やクレームもできず、人に言えない損をした人たちがいる。	 
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２．特徴二：	 ばれにくさ	 

ウィーチャットのモーメンツで商売をするものは、ほとんど実体店舗を持たず、関連伝票も提供しない。後

から商品に問題があると分かっても、権利擁護が難しい。しかも、在庫をほとんど持たず、取引記録もないた

め、人と品物を同時に突き止めることが大変難しい。貨物があったとしても、行政法執行機関が摘発するには、

商標所有者による模倣・劣悪品判定が必要とされる。通常、主要な出荷場所が住居ビルの中に所在しており、

その近傍には隠れた貨物倉庫があるため、行政法執行機関による摘発には不利である。	 

	 

３．特徴三：監視管理の空白地帯、権利擁護の困難さ	 

	 ウィーチャットは、人対人の取引で、友人同士の間のみで取引が行われる。実名認証や信用保証、第三者取

引プラットフォームはない。模倣品製造の摘発は技術監督部門、模倣品流通の摘発は工商部門がそれぞれ行う

ことになっているが、現状のネットショッピングへの監視管理は、主に、タオバオや京東のような電子商取引

プラットフォームにとどまっている。ウィーチャットにおける購入代行業者が知的財産権の侵害や不法経営を

行っているとの疑いがある場合、監視管理や摘発を行うのは比較的難しい。	 

	 

	 
４．特徴四：広い被覆範囲	 

モーメンツの裏に、メーカー、販売業者、上下位代理店を含めるピラミッドのような灰色の産業チェーンが

存在している。一般的には、ウィーチャットIDさえ提供すれば加盟することができる。一段一段と延伸してい

くと、ピラミッドのようなセルダウンシステムになり、被覆範囲が広いという特徴を持っている。2014年、重

慶警察はウィーチャット、モモ（陌陌）などのソーシャルネットワークを利用した模倣品煙草、密輸煙草販売

グループを摘発した。全国29の省・市にも及び、係争金額が2億人民元に達している。不法経営者は、ソーシ

ャルネットワークを介して、アリペイ、銀行振込等を利用して取引を行った。	 

 

権利者はソーシャルネットワーク（ウィーチャットのモーメンツ）による模倣品販売という非伝統的な模倣

品販売の手段をますます問題視するようになり、各地の警察も積極的に対応している。ウィーチャット上の模

倣品販売の摘発難関を前に、各地の警察は、秘密裏に調査して内情を探り、手掛かりに沿って追究したうえで、

製造元や各地にある販売拠点に集合戦を発動し、歩調を合わせて摘発するなど、積極的に対応している。	 

	 

以上 
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華南地区の模倣品生産・流通の状況	 

	 

華南地区は、中国七つ地理分区の一つであり、広東、広西、海南、香港およびマカオを含み、中国経済の最

も活発な地区の一つであり、そのうち、広東省が中国の第一経済大省であり、商品の生産・流通は業界のリー

ド地位を占めています。広東省が中国の経済大省である以外に、華南地区の経済、文化、政治の中心であり、

知的財産権大省でもありますが、商標出願数、有名商標数、特許出願数・授与数などは全国のトップを占めて

います。それに伴って、この地区の知的財産権侵害案件も全国のトップを占めていますが、華南地区ないし全

国にて代表的な意義を持っています。ここで、当社は広東省を代表にして華南地区の模倣品生産と流通状況を

検討していきましょう。	 

	 

l 華南地区の地理的優位性	 
華南地区の大部分が東部沿海地区であり、沿海都市が汕頭、汕尾、広州、深圳、珠海、香港、マカオ、恩平、

茂名、雷州、海口などがありますが、地理的に恵まれて、国内貿易、輸出入貿易の面において重要な役割があ

ります。要するに、以下の四つの地理的優位性があります。	 

	 

1. 国内のほかの地域に影響します。	 
2. 香港とマカオに隣接しています。	 
3. 積み出し港が多く点在しています。	 
4. 世界5大陸に150以上の国と地域と経済貿易関係を築きました。	 

	 

	 

l 華南地区の経済的特徴	 
華南地区の経済発展は非常に急速で、中国の経済発展の3つのエンジンの一つである珠江デルタ地域の経済

的特徴は以下の通りです。	 

	 

1. 輸出志向型経済。	 
2. 軽工業が発達、製造工場が多い。	 
3. 卸売市場が多くて集中して、卸売·小売業が発達、商品流通が活発です。	 
4. 地理的に恵まれて、物流が発達。	 
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l 華南地区の優位性を持つ業界および模倣品の多い業界	 
華南地区のユニークな地理的優位性と経済的特性のため、模倣品の生産と流通は通常、下記のような広東地

区ないし華南地区の一部の優位性を持つ業界にて行なわれています。	 

	 

² 電子製品	 
² 化粧品	 
² レザー	 
² 衣類	 
² 時計	 
² 自動車部品	 
² 農産物	 
² おもちゃ	 
² ソフトウェア	 
² その他	 
	 

l 模倣品の生産と流通の主要特徴	 
模倣品生産・販売による巨大な利益が、侵害業者が他人の知的財産権を侵害する主な原因です。広東省検察

院のデータによりますと、2005年～2009年、広東省にて知的財産権侵害刑事案件835件、1,642人が逮捕され

ましたが、そのうち、珠江デルタ地域の九都市にて知的財産権侵害刑事案件 731 件、1,456 人が逮捕されまし

たが、それぞれ全省総量の88%、89%を占め、商標権侵害案件が知的財産権侵害刑事案件の90%近くを占めてい

ます。	 （データーの出所：http://newspaper.jcrb.com/html/2010-07/05/content_48564.htm）	 

	 

一、業界集中化	 

模倣品の生産と流通が生活、市場需要と関連している人気業界に集中しています、例えば、人気消耗品、電

子機器、自動車部品、食品、医薬品など。	 

	 

二、集団化、組織化	 

一つの事件に多数の人は、複数の場所で、違う経済実体として、全地域で分業、協力し権侵害を共同実施し

ます。集団組織の中で、多数のノード（ネットワークの接点、中継点）があります、例えば、代理店、ネット

ショップ、卸売業者、中間販売者、物流倉庫、完成品加工工場、印刷工場、部品工場等、各ノードは厳密に分

業し、情報を享有し、打撃回避の措置を設けます。そのため、模倣品摘発も単一打撃から全体打撃に配備進化

し、それなりに多くの調査、監視等を導入せざるを得ないです。	 

	 

	 

	 

三：3O クロス（オンライン Online＋オフライン Offline＋海外 Overseas）	 

ECの発展と共に、インターネット及びモバイル端末プラットフォームで様々な模倣品が出てきました。模倣

品販売はオフラインよりオンラインのほうが幅広くて、販売数量が大きいです。例を挙げてみましょう、化粧

品（売れ筋海外ブランド商品）模倣品を生産、加工して、オンラインで卸売業者又は個人消費者の手元に届き、

或いは海外に輸出、販売します。ここで、オンライン、オフライン、海外流通が重なる現象が生じます。	 
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四、知的財産権侵害事件関与金額が増加傾向	 

近年取り扱った知財刑事事件から見れば、侵害品は真正品の値段で算定すれば、事件関与金額が増加する一

方で、数百万、数千万、さらに億桁を超える場合もあります。侵害行為は真正品のブランドイメージ及び販路

に多大なダメージを齎し、市場秩序を乱します。	 

	 

五、侵害方式はより隠蔽、逆偵察能力はより高く、調査はより難しく	 

上述したように、模倣品は製造、流通のサプライチェーンで複数のノードがあります、例えば、代理店、ネ

ットショップ、卸売業者、中間販売者、物流倉庫、完成品加工工場、印刷工場、部品工場等、それらのノード

の間に単線連絡又は第三者物流で貨物を流通させます。拠点は郊外の目立たない民家、レンタル屋更に地形複

雑、位置辺鄙な地方に設置して、見張りが重いため、供給源及びサプライチェーンに対する調査はより難しく

なります。	 

	 

l 知的財産保護対策	 
1.	 オンライン対策：オンライン模倣品流通の制止	 

ネットプラットフォーム特定：例えば、タオバオ、アリババ、京東等；	 

ネットオンラインサプライ情報収集；	 

情報分析、不審なターゲット選別、サプライ集積地特定；	 

不審なターゲット分類、オンライン削除、オフラインの打撃等の対策策定；	 

サプライ集積地を重点として、実地調査、行政摘発、刑事制裁、民事訴訟等多方面で打撃；	 

	 

2.	 オフライン対策：オフライン模倣品製造流通の制止	 

オンラインターゲットによって、オフラインのサプライチェーン又はグループに対する取締；	 

行政摘発、刑事制裁、民事訴訟等多方面で打撃；	 

	 

3.	 海外対策：模倣品輸出入流通の制止	 

税関データベース登録、税関保護強化	 

	 

l 事例参照	 
下記はある有名ブランド模倣イヤホンのオンライン調査、オフライン調査、刑事取締のフローチャートで、

ご参照まで。	 
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上記の華南地域模倣品製造流通に関する簡単な紹介及び分析で、各権利者にご参考いただき、最大限度の保

護を得られれば幸いと存じます。	 

	 

以上 

「専利侵害に対する行政救済」 
 
中国では、知財侵害行為に対する救済手段として、訴訟による司法ルート以外、中国特有のものとして、行

政機関への処理申請という行政ルートもある。外国権利者は、商標権侵害などの模倣事件への工商局による摘

発はよく実施しているが、それに対して、専利侵害事件への行政救済についてはまだそれほど詳しくない。	 

専利侵害に対する行政救済（以下、「行政救済」という。）とは、専利権が他人に侵害された場合、権利者又

は利害関係者が、管轄権を有する各地方の専利業務管理部門（以下、「地方知識産権局」という。）に専利侵害

紛争を処理してくれるよう申立を提出することを指している。近年来、専利侵害事件が多発するにあたり、中

国は行政ルートによる救済に関する役割を生かすと同時に、行政部門の法執行行為等を規制し、専利権者の権

益を保護するために、2010 年に、「専利行政執行弁法」を頒布した。専利侵害事件でも、訴訟以外、行政救済

の効果も期待できる。	 

	 

１．行政救済の活用	 

	 (1)行政救済の活用現状	 

国家知識産権局の統計データによれば、2012年から2014年まで、全国の知識産権局が取り扱った専利違法

事件の数量は急増しているし、殊に2013年度の専利権侵害紛争事件の受理数量については、同年比で109.86％

増加している。最新の2014年データによれば、同数量の同年比が更に63.77%増加していて、7,671件に達した。

専利侵害行為に対し、各企業が積極的に行政救済申立を通じて、侵害紛争の解決を求めることが分かる。	 
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表1	 国家知識産権局による専利違法事件に関する統計データ	 

項目 
件数 

同年比 
件数 

同年比 
2012年2 2013年3 2014年4 

専利違法事件総数 9,022件 16,227件 79.86%増 24,479件 50.85%増 

専利権侵害紛争事件 2,232 件 4,684 件 109.86%増 7,671 件 63.77%増 

専利偽称事件 6,512件 11,171件 71.54%増 16,259件 45.55%増 
	 	 

	 (2)行政救済のメリットとデメリット	 

専利侵害の解決にはいろんな救済ルートがあるが、そのなかで一番効果的な対応策は、行政救済と民事訴訟

であると言える。ここに、両ルートの長所と短所を対比するので、ご参照いただきたい。	 

表2	 民事訴訟と行政救済の比較	 

	 訴訟	 行政摘発	 行政摘発のメリットまたは

デメリット	 

主管機関	 被告所在地または侵害行為

地の裁判所	 

現地の市知識産権局	 管轄地を選択できず、地方

保護主義のおそれがある	 

侵害の判断者	 裁判官	 知識産権局の担当官	 裁判官より、担当官のレベ

ルが高くない	 

請求事項	 差し止め、損害賠償	 差し止め	 損害賠償を請求できず、金

銭のプレッシャーをかけれ

ない	 

実地検証（現場調査）	 無（証拠保全あり）	 可能	 工場に入り、証拠を入手す

る可能性あり	 証拠の要求	 厳しい	 そんなに厳しくない	 

口頭審理	 必要（一審）	 あり（必要に応じて）	 口頭審理前に調停を行い、

和解になる可能性も高い	 
調停	 あり	 あり	 

管轄権異議	 あり	 ない	 	 

かかる期間が短い	 
結審期間	 6ヶ月（一審）	 4ヶ月	 

救済手段	 上級裁判所に上訴	 現地裁判所に行政訴訟提起	 

主管機関への費用	 損害賠償額に基づく	 

（基準は全国統一）	 

件数に基づく	 

（各地の基準が異なる）	 

費用を節約	 

	 

上記のように、両ルートは、それぞれメリットとデメリットがあるので、事件の実情に応じて、最適な手段

を選択するほうがよい。行政救済は、訴訟に比べて、紛争解決周期が短く、かかるコストが少ないなどのメリ

ットを有するので、侵害判断がより明確である事件、特に意匠に関する侵害紛争については、費用対効果を考

慮して、行政ルートにて専利紛争を解決することが好ましい。	 

                                                   
2 データ出所：国家知識産権局発行の「2012年中国知識産権保護状況」	  
参考URL：http://www.sipo.gov.cn/zwgs/zscqbps/201310/t20131023_828920.html 
 

3 データ出所：国家知識産権局発行の「2013年中国知識産権保護状況」 
参考URL：http://www.sipo.gov.cn/zwgs/zscqbps/2013zgzscqbhzk.pdf 
 

4 データ出所：国家知識産権局の公式サイト 
参考URL：http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2014/201501/t20150106_1056435.html 
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２．	 行政救済の手続き	 	 

	 

	 

	 

（１）摘発申立の受理	 

地方知識産権局は、行政救済申立が行われると、5業務日以内に申立人により提供された関連書類等を厳密

に審査し、書類上の不備がないと判断した場合は受理、立件する。書類上の不備がある場合には、申立を受け

た日から5業務日以内に、請求者に対し受理しない旨の通知とその理由の説明を行う。地方知識産権局が行政

救済申立を受理した場合、申立人に通知を行い、案件担当者を指定する。また、申立人の提出した申立書と関

連書類を、立件日から5業務日以内に被申立人に送付する。	 

² 行政救済申立の条件	 
① 申立人は専利権者又は利害関係者であること	 
② 明確な被申立人があること	 
③ 明確な請求内容と具体的な事実、理由があること	 
④ 当事者が当該専利権侵害紛争について、裁判所に提訴していないこと	 
	 

² 必要な書類、証拠	 
① 授権委任状と有効な営業許可証	 
（日本企業である場合、全部事項証明書が必要。且つ日本で公証、認証を受ける必要がある。）	 

② 専利権証書、年金納付の領収書（一部の知識産権局では専利登録簿謄本も要求される。）	 
③ 申立書（被申立人の情報、侵害事実と事由、法的根拠及び申立事項等を明記する必要がある。）	 
④ 侵害証拠（被申立人が権利者の許諾を得ずに、その専利を実施したことを証明できる書証、物証、鑑定
結果などを提出すべきである。）	 
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5業務日以内 
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答弁状を申立人に転送 

 
被告が答弁状を提出しなくて

も、紛争の処理に影響なし 

口頭審理を行う場合、口頭審理日の 3業務日前
に双方当事者に審理時間と場所を通知 

 

 

図 1	 専利権侵害についての行政救済手続きのフローチャート 

 

 

 処理決定に不服する場合、 
行政訴訟を提起できる 

 

口頭審理を行うか否かを決定 



（２）実地検証と答弁	 

地方知識産権局は、申立を受理、立件した後、被申立人の現場に赴き実地検証を実施することができる。実

地検証は、地方知識産権局が相手側に通知することなしに、相手側の所在地に赴き、侵害品の在庫、製造状況

などを確認の上、記録するという手続きである。実務においては、通常、立件後数日内に被申立人の工場に赴

き実地検証が実施されるが、上述の被申立人への申立書等の送付はこの時に（実地検証の現場で）行われる。	 

被申立人は、上記書類を受領した後、15日以内に答弁書を提出すべきである。ただし、所定の期間内に答弁

書が提出されなかった場合でも、紛争処理の進捗には影響はない。なお、答弁書が地方知識産権局へ提出され

ると、受領から5業務日以内に申立人に答弁書の副本が送達される。	 

	 

（３）口頭審理	 

地方知識産権局は、案件の状況に応じて、合議体を構成して、口頭審理を行うかどうかを決定することがで

きる。口頭審理を行うと決定された場合は、口頭審理より少なくとも3業務日以内に当事者に口頭審理の時間

や場所等について通知がなされる。	 

正当な理由なく口頭審理への出席を拒否した場合、又は許可を得ずに途中で退席した場合、申立人であれば

請求を取り下げたものとみなされ、被申立人であれば欠席とみなされる。欠席とみなされても申立人のように

法的不利益を受けることはないが、申立人の主張に対して抗弁を行う機会を失うことになる。	 

	 

（４）調停	 

地方知識産権局は、紛争を解決する過程において、両当事者の意思に基づいて調停を行うことができる。い

ずれかの当事者に和解の意思がある場合、地方知識産権局は、その調停の意思を他の当事者に伝え、当事者双

方が合意した場合、調停協議書を作成する。調停が整わなかった場合は、適時に処理決定が下される。	 

	 

（５）処理結果	 

調停が成立した場合、または申立人が申立を取り下げた場合を除き、地方知識産権局により、権利侵害行為

及び関連証拠に基づき、被申立人の行為が侵害に該当するか否かについて判断され、処理決定書が作成・発行

される。	 

専利権侵害事件において、地方知識産権局は、立件から4ヶ月以内に処理決定を下し、案件を終結しなけれ

ばならない。案件が極めて複雑なため、期限を延長する必要がある場合、1ヶ月間を延長することができる。	 

処理決定書について不服がある場合は、決定書受領日から15日以内に、管轄権を有する裁判所に行政訴訟を

提起することができる。	 

	 

３．日系企業の留意点	 

（１）管轄権を有する地方知識産権局に摘発申立を行う場合、各地方の知識産権局ごとに必要となる申立書類

等が異なる恐れがあり、また、申立書類の不備の有無のチェック等に時間を要するため、事前に電話で必要書

類やスケジュールを確認し、いつ申立書類を提出するか、予約を入れておくことが望ましい。	 

（２）中国において、実用新案及び意匠の登録は実体審査を経ていないので、被申立人から無効審判を提出し、

且つ手続中止を請求する場合、中止される可能性が高い。自社の権利に対し自信を持っていれば、評価報告を

請求したほうがよい。有効評価報告を提出すれば、中止される可能性が低くなる。	 

（３）裁判官に比べて知識産権局の担当官のレベルは低いので、侵害行為をはっきり説明できるように、実用

新案又は意匠と侵害製品との対比図などを作成したほうがよい。	 

（４）実地検証で、知識産権局の役人が成功裏に侵害品を発見し、在庫、製造状況などを把握できるように、

申立の数日前、又は半月前に、調査員を派遣して、関連侵害状況を確認することが好ましい。	 

	 

以上 
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