
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ケニアにおける模倣品流通に関する調査 

 

 

 

 

 
 

[ 著者 ] Lusen’s Consaltants 

[ 編者 ] 独立行政法人 日本貿易振興機構  

2012年3月発行 禁無断転載  

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

2012年3月 

 

 

 

 
※本レポートは、経済産業省委託事業の一環として作成しております。 

 



 

  

Page i 

 

  

目次 

 

1. エグゼクティブ・サマリー ............................................................................................................... 1 

2. 序論....................................................................................................................................................... 5 

ケニア及び地域経済 ............................................................................................................................... 5 

東アフリカ地域....................................................................................................................................... 9 

3. ケニアにおける知的財産権及び模倣品問題 ................................................................................. 10 

ケニアの知的財産に関する地域条約及び国際条約への加盟 ......................................................... 10 

模倣行為の影響..................................................................................................................................... 11 

4. 知的財産権の種類 ............................................................................................................................. 12 

商標 ........................................................................................................................................................ 12 

意匠 ........................................................................................................................................................ 12 

著作権 .................................................................................................................................................... 12 

特許 ........................................................................................................................................................ 13 

5. 模倣の定義（侵害の種類と形態） ................................................................................................. 14 

定義 ........................................................................................................................................................ 14 

侵害の形態と種類 ................................................................................................................................. 16 

6. ケニアにおける知的財産法及び政府の政策 ................................................................................. 18 

ケニアにおける知的財産権に関する法律の概要 ............................................................................. 18 

官民パートナーシップ ......................................................................................................................... 18 

外国企業による模倣品対策 ................................................................................................................. 19 

2008 年模倣品取締法及びその規則 .................................................................................................... 20 

弱点..................................................................................................................................................... 21 

2001 年工業所有権法（IPA） .............................................................................................................. 22 

弱点 – 予備部品 ................................................................................................................................ 22 



 

  

Page ii 

 

  

1955 年商標法 ....................................................................................................................................... 23 

商標登録：要件と手続 ..................................................................................................................... 24 

審査..................................................................................................................................................... 25 

公示..................................................................................................................................................... 25 

登録..................................................................................................................................................... 26 

商標登録期間 ..................................................................................................................................... 26 

公式登録費 ......................................................................................................................................... 26 

登録の地域制度及び国際制度 ............................................................................................................. 26 

アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）制度 ................................................................................ 26 

マドリッド制度 ................................................................................................................................. 27 

費用..................................................................................................................................................... 27 

ケニアにおける 2001 年著作権法の实施及びエンフォースメント ............................................... 27 

種子及び植物品種法 ............................................................................................................................. 29 

度量衡法  ................................................................................................................................................ 30 

取引表示法（第 505 章）..................................................................................................................... 30 

基準法 .................................................................................................................................................... 31 

関税及び物品税法・税関における模倣品対策 ................................................................................. 32 

消費者の保護に関する取組み ............................................................................................................. 33 

2007 年消費者保護法案 ................................................................................................................... 33 

並行輸入対策......................................................................................................................................... 34 

7. 知的財産権に関する政府の保護政策 ............................................................................................. 35 

保護機関及びエンフォースメント機関 ............................................................................................. 35 

模倣品取締機関（ACA）とその役割 ............................................................................................ 35 

ケニア産業財産権機関（KIPI） .................................................................................................... 38 

ケニア著作権委員会（KCB） ........................................................................................................ 39 



 

  

Page iii 

 

  

ケニア歳入庁（KRA）（税関部） ................................................................................................ 39 

ケニア基準局（KEBS） ................................................................................................................. 39 

8. ケニアにおける模倣品流通の实際の状況 ..................................................................................... 41 

ケニアにおける模倣品流通の概況 ..................................................................................................... 41 

模倣品とケニアにとっての経済的損害の規模 ................................................................................. 47 

9. 模倣品の製造国・流入流通経路 ..................................................................................................... 49 

流通経路 ................................................................................................................................................ 49 

輸入方式 ................................................................................................................................................ 50 

自動車................................................................................................................................................. 50 

スペア部品の輸入 ............................................................................................................................. 50 

模倣品の目的地..................................................................................................................................... 51 

模倣品が流通する場所 ......................................................................................................................... 51 

真正品との比較（品質、価格など） ................................................................................................. 52 

10. 模倣品に対する現行措置 ............................................................................................................. 53 

市場での模倣品に対する措置 ............................................................................................................. 53 

国境税関での措置 ................................................................................................................................. 54 

民法及び刑法による措置及び法的手続 ............................................................................................. 55 

商品模倣に関する刑罰 ......................................................................................................................... 56 

日本企業が模倣品を取り締まるために利用できる方法 ................................................................. 56 

正当な権利を有する企業が模倣品を取り締まるための要件及び費用効果の高い措置 ............. 57 

11. 結論................................................................................................................................................. 58 

ケニアの知的財産権法 ......................................................................................................................... 58 

模倣品の流通状況 ................................................................................................................................. 58 

实地調査による発見事实のまとめ ..................................................................................................... 60 

模倣の問題と模倣品取締措置のまとめ ............................................................................................. 61 



 

  

Page iv 

 

  

模倣の問題と課題 ............................................................................................................................. 61 

その他の課題 ..................................................................................................................................... 62 

措置..................................................................................................................................................... 62 

12. 残された課題 ................................................................................................................................. 64 

刑罰 ........................................................................................................................................................ 64 

水際対策 ................................................................................................................................................ 64 

押収及び保管......................................................................................................................................... 64 

司法改革 ................................................................................................................................................ 64 

消費者団体............................................................................................................................................. 65 

参考文献 ................................................................................................................................................ 66 

問合せ先 ................................................................................................................................................ 67 



 

  

Page v 

 

  

略語 

ACA  : 模倣品取締機関（Anti-Counterfeit Agency） 

ARIPO : アフリカ広域知的財産機関 

（African Regional Intellectual Property Organization） 

EAC  : 東アフリカ共同体（East African Community） 

KAM  : ケニア製造業協会（Kenya Association of Manufacturers） 

KCB  : ケニア著作権委員会（Kenya Copyright Board） 

KEBS  : ケニア基準局（Kenya Bureau of Standards） 

KEPHIS : ケニア植物衛生検疫所 

（Kenya Plant and Health Inspectorate Services） 

KIPI  : ケニア産業財産庁（Kenya Intellectual Property Institute） 

KIPO  : ケニア産業財産機関（Kenya Industrial Property Organization） 

KIPPRA : ケニア公共政策研究分析所 

（Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis） 

KRA  : ケニア歳入庁（Kenya Revenue Authority） 

TRIPS : 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 

（Trade Related Intellectual Property Rights） 

WHO  : 世界保健機関（World Health Organization） 

WIPO  : 世界知的所有権機関 

（World Intellectual Property Organization） 

WTO  : 世界貿易機関（World Trade Organization） 
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1. エグゼクティブ・サマリー 

 

ケニアは東アフリカ最大の経済を誇り、その規模はおよそ300億米ドルに上る。同国

は、エチオピア、ルワンダ、コンゴ民主共和国（DRC）、タンザニア、ウガンダ及び

南スーダンなどの近隣諸国への物品の流通地点として機能している。 

 

知的財産権に関しては、ケニアは、知的財産に関する主要な地域条約及び国際条約の

大半に加盟しているにもかかわらず、知的財産権の行使には依然として課題が残ってい

る。ケニアは、知的財産権に商標、意匠登録、著作権、及び特許が含まれることを認め

ている。しかしながら、多くの地域及び国際条約に加盟しているにもかかわらず、同国

の模倣品のレベルは拡大しており、また他の国と同様、模倣品が市場に浸透している。 

 

ケニアは、模倣がケニア及び東アフリカ地域全体において拡大している問題であり、

供給及び需要の両側面の懸念に対するフォーカスが必要となっていることを認めている。

侵害を受ける製品の種類は、ぜいたく品から基本的な日用品、さらには食品、飲料、医

療機器、医薬品、玩具、自動車部品などの健康や安全に直接的な影響を与える品目まで、

驚くほど拡大している。模倣者が標的とするのは、動きが速く利益率の高い消費財であ

り、模倣や海賊行為の対象となる商品は非常に幅広い。例えば、アパレル、デザイナー

衣料、腕時計、パーソナルケア製品（石鹸、洗剤、香水、化粧品、靴墨ほか）などの高

級消費財；コンピューター、コンピューター・ソフトウェア、コンピューター・ゲーム、

音響映像機器、プリンター用トナーカートリッジ、ステレオ機器、携帯電話、レコード、

テープなどの消費者用ハイテク電気・電子機器；食品・飲料；自動車用スペア部品、肥

料、タバコ、農薬、軍需物資、医療機器、医薬品、乾電池、化学物質などの様々な種類

の産業製品；書籍；宝石；ペンその他文房具、などが挙げられる。 

 

ケニアには長く突破しやすい国境があり、一部の模倣品はこの国境を通って同国に密

輸されている。その他の商品は主要な入国地点を経由してくるが、汚職や訓練・意識不

足から、同国への流入を許してしまっている。一部の商品は通過貨物として入ってくる
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が、輸入書類が国境に到着すると、国境を越えたことを示す印が押された後、商品はそ

のまま違法なルートを通じて国内に流用される。 

 

このような知財犯罪は、国内産業に影響を及ぼし、雇用を低下させ、組織犯罪との関

係を生み出し、国際貿易を妨げ、外国直接投資を排除し、警察当局に重荷を課す。これ

らの影響は社会の全てのレベルにおいて实感でき、模倣品の影響に対する認識を向上す

る努力なしに達成できることはほとんどない。 

 

法的に登録されているケニア企業、特に売れ足の速い消費財の製造に携わっているケ

ニア企業の利益率と市場シェアは、模倣品と密貿易の悪影響を受けている。これは地域

全体での産業の存続力、雇用、税収、及び消費者の健康に深刻な悪影響を与えている。

さらに、東アフリカ共同体市場における密貿易の横行は国内外の投資家にとって主要な

障害となっている。模倣品と海賊品は、知的財産権者の国際競争力の喪失、人の健康と

安全に対する損害、政府税収の喪失、創造性と技術革新の窒息、及び貿易と投資の競争

力の喪失など、他の重大なリスクを与えている。 

 

模倣品の貿易は、脆弱な国境管理（特に密輸に寄与）、不十分な制裁（リスクと報酬

のバランスが犯罪者に対して重くされていないために抑止力としては不十分）、及び汚

職（現行規則の執行を弱め、行われている管理を蝕む）によって促進されている。また、

模倣品の貿易は、消費者の行動によっても促進されている。多くの市場で、消費者は自

らが密輸品又は模倣品を購入していることを（外見、価格及び販売場所から）認識して

いるが、低価格、入手しやすさ及び消費者の購入能力のために、喜んで購入している。 

 

問題を認識したケニア政府は、貿易省及び産業化省を通じて模倣及び海賊行為への取

り組みを強化し、2008年には模倣品取締法を制定した。その結果、ケニア製造業協会

及びその他の民間部門のプレーヤーによる支持を得て、模倣品取締機関（ACA）が設

置された。ACAの機能は本レポートの本文に詳述されているが、大別して次の3つが挙

げられる。①啓発キャンペーンを通じて模倣に関連する事項を大衆に啓蒙及び通知する。
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②ケニアにおける模倣、模倣品の貿易及びその他の取引と闘う。③模倣品対策の訓練プ

ログラムを考案及び促進する。 

 

しかしながら、急速な技術開発、世界市場の統合及び知識経済の到来という新たな傾

向により経済情勢は一変し、新たなビジネスモデルが生まれ、人や機関が情報を生み出

し共有する方法に革命が訪れた。知識経済においては、物理的、資本的なものではなく、

知的なものに価値が置かれる。模倣の定義の理解度を認識するためにナイロビ及びモン

バサ（Mombasa）両市で实施されたアンケート調査では、52%が模倣品（imitation）、

17%が低品質品（substandard products）、14%が偽造品（fake）、17%がよくわから

ないと答えた1（ここでは、「模倣品」は、真正品よりも安価で販売されている侵害品

を、「偽造品」は真正品と同価格で販売されている侵害品を意味する）。 

 

新たに生じた問題に対応して、ケニアは知的財産権保護に適用される複数の国内法律

文書を制定している。2008年模倣品取締法及びその規則が实施される前に使用されて

いた主な法的手段は、(a) 2001年工業所有権法No.3 (b) 2001年著作権法No.2 (c) ケニア

法第506章 1955年商標法及びその2002年改訂法 (d) ケニア法第326章 種子及び植物品

種法 (e) ケニア法第505章 取引表示法 (f) ケニア法第496章 基準法 (g) 度量衡法 (h) 万国

著作権条約 (i) コモンロー、刑法、及び刑事訴訟法などが挙げられる。2008年模倣品取

締法は、商標法や刑事訴訟法など、これらの一部に従属しており、また、その他を補足

している。 

 

これらの法律文書の執行は、複数の機関による共同責任となっている。それらの機関

とは、(a) ケニア著作権局が属する司法長官审の登録係官局 (b) ケニア産業財産庁

（KIPI） (c) ケニア歳入庁（KRA）の税関部門 (d) ケニア基準局（KEBS） (e) 貿易省

の度量衡部門 (f) ケニア植物衛生検疫所（KEPHIS）である。 

                                                           
1 KIPPRA(Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis ケニア公共政策研究分析所 ) 調査 
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日本企業を含め、ケニアにプレゼンスを持たない外国企業は、国内市場向けのライセ

ンス又は代理人を指名する必要がある。その後、KIPI に知的財産権を登録し、知的財

産が最新であることを確保する。多くのブランド所有者にとって、ケニアは「小さい市

場」であり、わざわざ手間をかけて知的財産権を登録したり登録された権利を最新状態

で維持したりする必要はないと考えられているため、これはあまり成果をあげられてい

ない。外国企業が模倣品と闘う最良の方法は、商標またはブランド名を国内で KIPI に

登録することである。外国企業は、ケニアの弁護士を利用して知的財産権を登録できる。

ケニアの多くの法律事務所が知的財産権に特化しており、常に市場を監視し、侵害発生

時にはクライアントの代わりに関係当局に報告している。これらの法律事務所の一部は

本報告書の本文にて記載している。 

 

多くの関係者にとってこれが重要な話題であることを当社は認識している。当社がこ

の調査を終えた時点で、その他の多くの利害関係者が、同じ問題、すなわちケニア及び

東アフリカの状況に関する研究をしていたが、未だ発表されていないため、それらの結

果についてはまだ知らされていない。 
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2. 序論 

 

ケニア及び地域経済 

ケニアは東アフリカ最大の経済を誇り、その規模はおよそ300億米ドルに上る。その

製造部門は強力かつ影響力があり、その代表がケニア製造業協会（KAM）である。ま

た、ケニアは、エチオピア、ルワンダ、コンゴ民主共和国（DRC）、タンザニア、ウ

ガンダ及び南スーダンなど、東アフリカ及び中央アフリカ地域全体への戦略的玄関口で

もあり、そのために模倣品対策という課題を抱えている。ケニアの主な輸入品としては、

石油、機械、自動車及びスペア部品、金属、プラスチック及び電気・電子機器などがあ

る。ケニアの主な輸入元としてはアジアが支配的で、2010年には総輸入額のうち

59.9%を占めた。2010年、中国からの輸入は61.9%増加、インドからの輸入も24%増加

と大幅な伸びを示した。韓国からの輸入も84%増加と、大幅に増加している。インド及

びアラブ首長国連邦（UAE）は、ケニアにとって最大の輸入相手国で、例えば2010年

は、両国ともに総輸入価額の20%以上を占めていた（表2を参照のこと）。他の主要相

手国としては、COMESA（東南部アフリカ経済共同体、Common Market for Eastern 

and Southern Africa）地域、サウジアラビア、南アフリカ、日本及び米国などがある。

日本からケニアへの輸入価額及び市場占有率を、以下の表1及び表2に示す。最近では、

ケニアにおける模倣品対策及び海賊版対策が、一貫した注目を集めている。KAM及び

その他の民間部プレーヤーによる支援を得て、政府は貿易省及び産業化省を通じて模倣

及び海賊行為への取り組みを強化し、2008年には模倣品取締法の制定を達成した。 
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表1：日本からの輸入（2010年及び2011年） 

年 2010 2011 

期間/ 

パートナー 
日本 世界 

シェア 

(%) 
日本 世界 

シェア 

(%) 

年間 58,244,154,168 947,381,944,338 6.1 38,049,581,951 832,945,187,264 4.6 

1月 3,250,346,900 70,900,441,118 4.6 2,984,884,882 90,525,044,371 3.3 

2月 3,468,465,111 60,327,580,231 5.7 3,913,895,203 85,558,415,881 4.6 

3月 4,900,781,615 75,233,425,318 6.5 4,363,152,568 109,717,757,482 4.0 

4月 5,587,866,587 72,107,338,257 7.7 3,643,586,530 86,988,110,681 4.2 

5月 4,128,385,503 80,316,753,852 5.1 5,412,841,240 116,829,989,872 4.6 

6月 4,210,510,010 79,208,220,043 5.3 4,308,387,170 104,304,796,427 4.1 

7月 3,867,333,699 80,566,219,336 4.8 4,794,404,556 102,898,392,351 4.7 

8月 4,857,239,650 73,016,164,480 6.7 8,628,429,801 136,122,680,199 6.3 

9月 4,726,146,223 88,640,259,203 5.3    

10月 3,809,486,950 82,681,878,897 4.6    

11月 4,995,839,804 90,971,706,277 5.5    

12月 10,441,752,116 93,411,694,641 11.2    

※単位はケニアシリング 

出典： ケニア国家統計局（Kenya National Bureau of Statistics） 
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表2：ケニアの主な輸入先－2010年8月から2011年8月 

 UAE 英国 
南アフリ

カ 

サウジア

ラビア 
日本 インド 米国 ドイツ オランダ フランス 中国 

2010 年 

8 月 6,386 2,340 4,667 1,174 4,857 8,381 2,385 2,087 1,300 1,261 10,093 

9 月 11,045 2,514 5,412 868 4,726 7,440 4,077 2,501 1,576 1,692 14,055 

10 月 12,441 2,365 4,832 2,256 3,809 10,337 2,708 2,229 1,364 1,585 14,483 

11 月 7,398 5,847 5,010 5,499 4,996 8,557 2,967 2,124 2,225 2,369 12,871 

12 月 7,592 3,556 6,627 1,943 10,442 11,810 6,159 2,163 969 2,667 10,667 

2011 年 

1 月 12,596 2,269 5,353 1,843 2,985 14,665 2,410 1,893 2,291 1,610 8,513 

2 月 12,083 2,379 5,016 1,032 3,914 11,783 2,336 2,174 1,418 1,474 8,735 

3 月 18,716 3,141 7,883 1,889 4,363 11,815 5,670 2,452 1,082 1,527 10,810 

4 月 13,198 3,055 6,096 1,748 3,664 11,904 2,254 2,251 2,279 1,376 8,522 

5 月 18,034 4,901 5,179 3,183 5,413 15,160 3,190 2,726 2,112 1,280 15,476 

6 月 18,393 3,144 5,071 6,156 4,308 11,159 3,051 3,112 1,865 1,497 11,721 

7 月 12,466 3,541 6,943 1,853 4,794 10,152 4,365 3,322 1,403 1,520 11,283 

8 月 21,191 4,730 5,518 3,891 8,628 11,048 3,425 2,752 3,374 1,9330 12,237 

 

※単位は 100 万ケニアシリング 

出典：ケニア歳入庁（KRA）
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表 3：経済部門別の輸入 

金額（単位：100 万ケニアシリング） 

 2010 年 2011 年 

 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

食品・飲料 4,754.1 9,542.1 5,784.2 6,639.3 5,702.7 70,771.4 6,000.0 4,762.9 7,129.8 4,998.7 5,598.8 7,355.0 9,994.6 11,741 

工業用品（食品以外） 26,386.8 25,891.8 25,022.0 29,618.6 28,414,1 298,939.0 30,020.9 31,054.0 35,612.7 27,985.2 33,055.5 35,038.0 35,494.3 40,571 

燃料・潤滑油 13,624.3 17,091.9 19,039.1 17,115.6 21,738.6 207,934.8 26,781.0 23,127.3 30,173.4 23,193.7 34,727 28,368.0 22,221.0 41,869 

機械・その他資本設備 14,157.7 20,581.2 16,404.8 19,647.1 17,397.2 177,137.1 14,299.2 13,689.6 17,646.8 16,088.6 20,959.7 15,016.0 15,200.6 1,848 

輸送機器 7,371.4 8,211.3 9,929.3 22,307.9 12,696.3 130,872.8 6,690.7 6,077.0 11,858.6 7,493.9 13,583.0 9,251.0 11,809.5 15,033 

他に分類されない消費財 5,193.6 7,200.2 6,441.5 7,141.2 7,437.7 72,247.5 6,639.7 6,617.5 7,075.5 6,372.8 7,935.5 8,857.0 7,775.1 8,760 

他に分類されない物品 8.4 122.1 58.0 225.2 25.1 1,528.8 96.4 230.0 236.2 855.0 1,015.2 420.0 1,123.3 300 

合計 73,016.2 88,640.5 82,679.8 102,724.9 93,411.7 959,431.5 90,527.8 85,558.4 109,732.9 86,987.9 116,830.0 104,305.0 102,898.4 136,123.7 

比率（単位：％） 

食品・飲料 6.51 10.76 7.00 6.46 6.10 7.38 6.63 5.57 6.50 5.75 4.97 7.05 9.71 8.63 

工業用品（食糧以外） 36.14 29.21 30.26 28.83 30.42 31.16 33.16 36.30 32.45 32.17 28.29 33.57 34.49 29.80 

燃料・潤滑油 18.66 19.28 23.03 16.66 23.27 21.67 29.58 27.03 27.50 26.66 29.72 27.20 21.60 30.76 

機械・その他資本設備 20.49 23.22 19.84 19.13 18.62 18.46 15.80 16.00 16.08 18.05 17.94 14.40 14.77 13.11 

輸送機器 10.10 9.26 12.01 21.72 13.59 13.64 7.39 7.10 10.81 8.61 11.59 8.87 10.78 11.04 

他に分類されない消費財 8.10 8.12 7.71 6.95 7.96 7.53 7.33 7.73 6.45 7.33 6.79 8.49 7.56 6.44 

他に分類されない物品 0.01 0.14 0.07 0.25 0.03 0.16 0.11 0.27 0.22 0.98 0.87 0.40 1.09 0.22 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

出典：貿易年次報告書－関税局
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東アフリカ地域 

東アフリカ共同体（EAC）は、2010 年に共同市場に参入した。結果として貿易障壁

が取り除かれ、最終的には商品の動きが事实上自由になったため、模倣品を含む商品の

国境をまたぐ移動の問題が複雑になり、同地域は今や、模倣品の主要市場となっている。

これは一部には同問題に取り組むための有効な制度や協調した地域のアプローチが不足

しているためである。EAC 地域内でも国ごとに、模倣品対策のアプローチや優先順位

が異なっている。脅威の成長に伴い、EAC 加盟国政府は、同地域に模倣品を輸出して

いる国との交渉を行い、模倣品を元から断つ取り組みを行うように圧力をかける必要が

生じている。東アフリカ共同体税関管理法では模倣品の輸入が禁じられており、实際税

関職員には模倣品を押収する権限が与えられているが、歳入徴収官としての税関職員の

重視及び訓練・能力の不足のため、同法の实施は有効でない。 
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3. ケニアにおける知的財産権及び模倣品問題 

 

ケニアの知的財産に関する地域条約及び国際条約への加盟 

ケニアは、知的財産に関する主要な地域条約及び国際条約の大半に加盟しているにも

かかわらず、知的財産権の行使には依然として課題が残っている。同国は、1970年世

界知的所有権機関（WIPO）設立条約及びパリ条約（1883年工業所有権の保護に関す

る国際条約）に加盟している。アフリカ知的財産機関（OAPI、African Intellectual 

Property Organisation）は、ケニアにおける特許、商標及び著作権保護についてのさ

らなる見通しを統合しているが、その行使及び協調手順のテストは未だに行われていな

い。ケニアはまた、アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）、商標法条約（1994年）、

ケニアを含む全ての国における知的財産権の基本となっている1995年知的所有権の貿

易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）、ハラレ議定書、植物の新品種の保護に関

する国際条約（UPOV条約、Union for the Protection of New Varieties of Plants）の

メンバーでもある。また、標章の国際登録に関するマドリッド協定にも署名している。

しかしながら、その他の東アフリカ共同体（EAC）加盟国（ウガンダ、タンザニア、

ルワンダ、ブルンジ）は、これらの条約・協定などには加盟していない。 

 

1994年に作成された世界貿易機関（WTO）のTRIPS協定は、1995年1月に発効した。

これによりWTO加盟国は、TRIPS協定の要件及びWIPOのガイドラインに準拠するた

めの最低基準を自国の特許法に導入することを義務付けられた。その目的は、特許を含

む知的財産権の保護及び行使のためである。ケニアは、1995年1月よりWTOの創立メ

ンバーであり、かつては関税及び貿易に関する一般協定（GATT、General Agreement 

on Tariffs & Trade、1947年）の加盟国だった。ケニアは、WTOのもとでの途上国と

して、TRIPS協定に準拠した知的財産権登録の实施が義務付けられていた。ケニア産

業財産機関（KIPO）は今や、ケニア産業財産庁（KIPI）に名前を替え、TRIPS協定に

基づく義務を満たす方法として、産業財産法の審査手順を開始している。 
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模倣行為の影響 

多くの地域及び国際条約に加盟・署名しているにもかかわらず、同国の模倣品のレベ

ルはエスカレートしており、また他の国と同様、疑うことを知らない消費者が重大な健

康・安全リスクにさらされるほどに模倣品が市場に浸透しているため、一大ビジネスと

なっている。商品の模倣並びに、模倣品、ラベル及びパッケージの取引によって、ブラ

ンド名で販売された真正品（本物）の模倣品が流通する。模倣品、すなわち複製品又は

真正品に似せて模倣された商品、ラベル及びパッケージが、ケニアの消費者、イノベー

ター及び貿易業者にとって、大きな問題になりつつある。それらは、品質、原産地又は

合法性に関して、消費者を混乱させる又は詐取することを目的に作られている。ケニア

製造業協会（KAM）の概算によると、ケニアで販売されている全製品のうち、模倣品

の割合は25%を占めている。 

 

ケニアで知的財産法が成立する前は、知的財産権はあまり多くのケニア人に知られて

おらず、むしろ知的財産を侵害する模倣品及びサービスは通常安価であると言う事实に

誘惑されていた。それでも現在では、KIPI（すなわちケニアの商標局及び特許局）並

びにケニア著作権委員会（KCB）の取り組みによって、知的財産の認識度は高まって

いる。今日では、2004 年著作権法、2002 年商標法及び 2001 年工業所有権法、2008

年模倣品取締法及びその規則、2002 年取引表示法、度量衡法がすべて、同国内の知的

財産権について規定しており、権利所有者（多くの場合企業）が差し止め命令や侵害者

からの損害賠償を得る際には、これらの法律が適用されている。 
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4. 知的財産権の種類 

 

知的財産権は、次の 4 つの種類に分類される。(a) 商標、(b) 意匠、(c) 著作権、(d) 特

許。 

 

商標 

商標とは、ある製造業者又は販売者の商品を、別の人物又は主体によって製造又は販

売される商品と差別化する目的で使用されるシンボル、言葉、ロゴ、形、ジングル又は

名称のことを指す。商標は、商品又はサービスに、競合商品から区別するための認識可

能な独自性を提供するために使用される。商標は、ブランドのマーケティングアイデン

ティティを構築する独特の構成要素を保護する。国内又は国際的に登録可能であり、シ

ンボル® の使用が可能になり、また差し止め及び／又は損害賠償が請求可能な訴訟に

よって取り締まられる。模倣の事例においては、税関、警察、顧実保護機関などの当局

がアシストできる。登録商標の後には、TM の文字が付けられる。競合他社が同一の又

は類似の名前を用いて同一の又は類似の分野で取引を行っている場合、裁判所で取り締

まられる。 

 

意匠 

意匠は、新規な形やパターンによって差別化された商品を保護するために使用される。

登録には意匠そのものが新しくなければならないが、テストマーケティングのために 1

年間のグレースピリオドが認められている。新しい形態が著作権で保護される場合、意

匠登録を行うことはできない。 

 

著作権 

著作権は、独自のクリエイティブな作品、出版物、音楽の録音、映像及び放送を保護

するために使用されるもので、制作と同時に発生し、訴訟によって取り締まられる。

2001 年ケニア著作権法のもとでは、「作品に独自の特徴」及び形態「を与えるための

十分な取り組みが行われている」場合、著作権は文学、音楽及び芸術作品に存続する。
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著作権法は、アイデア（情報、事实、知識又は概念）の表現を保護する。これには、文

学、演劇、芸術、音楽、電子及び視聴覚作品の創造者及び出版者の知的立場や経済的生

活を含む。著作権法は記録メディアから切り離して存在しており、そのため許可のない

限定的複製（写真複写、スキャン、ダウンロード）は可能であるが、複製物の購入によ

って著作権は発生しない。また、アイデアは著作権で保護されない。さらに、タイトル、

スローガン又はフレーズに対する著作権は存在しない。これらは商標として登録される

ためである。著作権はインターネット上にも適用されている。 

 

特許 

特許とは、国家（国家政府）によって発明者又はその代理人に、発明の公開と引き換

えに期間限定で付与される一連の独占的権利である。特許は、出願の時点で、発明がそ

れまでに行われていたことを考慮しても明らかでないこと、公知でないこと、および世

界中のどの場所においても公開されていないことを前提に、イノベーション2に対して

付与され、新商品、プロセス及び使用方法の保護に使用される。その目的は技術革新に

あるが、例えば自身の作動速度を向上させる機械のような、漸進的な小規模の進歩も対

象となる。発明は、实用的な目的を有さなければならない。特許は、国内全体を範囲と

して登録可能であり、出願日より 20 年間有効である。特許権所有者には、登録により、

他者による登録された発明の作成、使用、販売又は輸入を 20 年間阻止する権利が与え

られる。 

 

                                                           
2 TRIPS 協定第 27 条 
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5. 模倣の定義（侵害の種類と形態） 

 

定義 

2008 年ケニア模倣品取締法の定義によると、模倣とは、ケニア内外を問わず、あら

ゆる品目の製造、生産、梱包、再梱包、表示又は製作であって、これによって模倣品が

保護された商品と同一又は非常に類似した複製物となるような方法で、またそのような

程度まで、保護された商品が模倣されるものを指す。この定義は、模倣品、混同を意図

した商品を対象としている。模倣は、基本的に、製品、商品又はサービスが真正である

と消費者を故意に欺く意図をもって製品が他者の商品（通常は著名商品）とほぼ同一の

もの（又はほとんど同じ模倣若しくは複製）につくられるという知的財産権の窃盗であ

る。しかしながら、模倣は、商品の品質が务っていることを意味するわけではない。一

部の模倣品は真正品と同等の品質で持つ場合もあるからである。模倣品業者は確立した

ブランドの信用／評判を利用し、模倣品は模倣される製品の高い価格を利用する意図を

もって製造されていることが多い。このような製品は通常、禁制品、偽造品又は複製品

と呼ばれる。模倣という言葉は、多くの場合、並びに芸術作品、衣服、ソフトウェア、

医薬品、腕時計、スペア部品、電子機器、会社ロゴ、及びブランドの模倣だけでなく文

書の偽造も示している。法律は、模倣品を模倣活動の結果生じた商品として定義してお

り、商標法、著作権法、工業所有権法及び種子及び植物品種法によって与えられる知的

財産権を認めている3。また、所有者とは、自身の名義で知的財産を行使する権利を有

する人物として定義される。また、同法のもとでの原告には、権利所有者、権利相続人、

被許諾者又は代理人が含まれる。 

 

模倣品取引とは、製造業者が販売したくない市場に輸入された合法的な商品に類似し

た、非常に類似した、又は同一の商品、技術、及び関連サービスの生産及び販売のこと

を指す。模倣品は、他の会社又は個人のイノベーション及び知的財産を侵害し不法に適

用する無節操な取引業者によって製造、処理又は供給されるものである。 

                                                           
3 Margaret A Odiambo, 
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商品の模倣は、ある商品を別のものとして販売するという消費者への欺瞞の一形態で

ある。これは、ライセンスされた素材の権限のない譲渡（例えば音楽や動画の電子的共

有など）を伴う著作権侵害とは異なる。典型的には、組織的交易の発生以来、二流の商

品が高品質な商品と偽って提供されてきたが、最近のグローバル化の波を受けて、この

慣行に新たな意味と規模が加わっている。「外部委託」の出現により、先進国の企業は、

商品の研究、設計及びマーケティングにおける責任を負う一方で、实際の商品の製造は、

生産的ながらも安価な労働力を持つ国で行われている。こういった製造国は一般的に貧

しく、監督能力は低い。 

 

模倣者は、オリジナルの模倣のプロフェッショナルである。一見しただけでは、真正

品と模倣品を見分けることはほとんど不可能である。そのため、消費者はこれらの低品

質商品を、だまされて購入してしまうことが多い。模倣者の大半は、低所得者を対象に、

尐量パック製品の生産に特化していることが多い。 

 

模倣おもちゃ製造業者は、窒息の危険性や有害塗料には注意を払っていないことが多

い。模倣自動車部品は、合法な相手が行っている厳しい安全試験の対象とならない。安

価な素材及び技量が原因で、模倣電池やたばこ用ライターは、爆発しやすい。模倣医薬

品は、有効成分を全く含んでいなくてもよい。さらに悪いことに、これには低品質の成

分が含まれる可能性があるため、標的の病原菌に抗力が付いてしまう。このように、世

界のどんな場所での模倣品の蔓延も、世界中の健康に悪影響を及ぼす可能性がある。 

 

電子機器の模倣品は最もよく遭遇する模倣品の1つであり、医薬品の模倣品も増加し

ている。しかし、最も一般的な模倣品のクラスは、アパレル、すなわち、衣料品、装飾

品及び靴である。模倣デザイナーハンドバッグによる安全上の問題は、薄いペニシリン

ほど明確ではないが、全ての模倣品は、国内及び世界において、公共の利益のために取

引を規制する取り組みを損なうものである。例えば、模倣品は、問題のある検査の回避

及び輸入税の回避の両方の目的で、密輸されることが多い。一般的に不規則に販売され

るため、消費税が回避される。税金回避によって模倣品の価格が極めて安価になると同
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時に、ディーラーの収益も魅力的なものになる。真正品の販売にとって代わるため、税

基盤が損なわれ、その結果、誰もが利用可能な公共サービスに影響が及ぶ。 

 

模倣品取締機関（ACA）が模倣の定義に関する理解度を知るためにナイロビの市外

中心地及びモンバサ（Mombasa）で調査を实施した。その回答は以下の通りであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表中では、「模倣品」は、真正品よりも安価で販売されている侵害品を、「偽造

品」は真正品と同価格で販売されている侵害品を意味する。 

 

侵害の形態と種類 

知的財産の侵害は、人物又は主体が、他の人物の知的財産に対する占有権を侵害した

際に発生する。知的財産侵害の一般的な種類としては、特許、著作権、商標及び企業秘

密の侵害などがある。一般的に、ある人物が知的財産に関する特許を受ける場合、その

人物は何かを発明している。発明又は機械設計は特許であるため商標保護は使用されな

い。また、短編小説や作曲などの創造的作品も、著作権によって保護されるため商標保

護は使用されない。 

ケニアでは、以下に示す3つのカテゴリーの模倣品が、広く特定されている。 

・ 国内製造の模倣品は、主にナイロビで生産されており、洗剤、歯磨き粉、靴墨、

セメント、ヘア及びボディークリームなどのローテク商品から成る。国内で生産

される禁制品の大半は、カリオバンギ（Kariobangi）地区の軽工業及びその他

類似した路地裏で生産されている。産業からのビスケット、ジュース及び調理用

脂肪などの食品は、清潔な状況で生産されていないため、消費者に健康リスクを

突き付けている。 

模倣の定義に関する回答 割合（％） 

模倣品 52% 

低品質品 17% 

偽造品 14% 

分からない 17% 
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・ 輸入模倣品は、電子機器、携帯電話、及び医薬品、予備部品、タイヤなどから成

る。 

・ 需要に応じて生産された模倣品（委託製造模倣品）は、国内の模倣者が代理生産

を行う国外企業に特定の商品仕様を提供して、注文に応じて生産されるものであ

る。これは、たばこ及び市販の医薬品の一部のクラスにおいて一般的である。こ

の場合、模倣品の輸入業者は、検知されないように、商品とラベルを個別に輸入

し、商品が国内にきてからラベル付をしている。中国が、この種類の模倣品の主

な出所である。 
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6. ケニアにおける知的財産法及び政府の政策 

 

ケニアにおける知的財産権に関する法律の概要 

ケニアにおける知的財産権の管理は、複数の機関による共同責任となっている。それ

らの機関とは、(a) ケニア著作権委員会（KCB）が所属する司法長官审の登録係官局 

(b) ケニア産業財産庁（KIPI) (c) ケニア歳入庁（KRA）の税関部門 (d) ケニア基準局

（KEBS) (e) 貿易省の度量衡部門 (f) ケニア植物衛生検疫所（KEPHIS）である。 

 

ケニアには、知的財産権の保護を支配する国内の法的手段が複数存在する。2008年

模倣品取締法及びその規則が实施される前に使用されていた主な法的手段は、(a) 2001

年工業所有権法No.3 (b) 2001年著作権法No.2 (c) ケニア法第506章 1955年商標法及び

その2002年改訂法 (d) ケニア法第326章 種子及び植物品種法 (e) ケニア法第505章 取引

表示法 (f) ケニア法第496章 基準法 (g) 度量衡法 (h) 万国著作権条約 (i) コモンロー、刑

法、及び刑事訴訟法などが挙げられる。2008年模倣品取締法は、商標法や刑事訴訟法

など、これらの一部に従属しており、また、その他を補足している。 

 

官民パートナーシップ 

何年もの間、模倣及び海賊行為に対処するために、いくつかの試みが行われてきた。

そのようなイニシアティブの1つに、模倣行為及び海賊行為に立ち向かう取り締まり及

び監視部門がある。同機関は、警察、度量衡部門、KEBS、KIPI、KCBなどの他の法

執行機関ならびに民間部門の権利所有者と協力して、国内での模倣行為及び海賊行為に

対処している。 

 

知的財産権の取り締まりは、権利所有者と様々な政府機関の間の共同の取り組みであ

る。その良い例が、模倣品及び低品質品取締事務局である。これはKRAに所属する部

門であり、度量衡部門、KEBS、KIPI、KCB、及び貿易部門などの他の政府部門から

メンバーを集めている。また、ケニア製造業協会（KAM）や音楽プロデューサーなど

の民間部門からのメンバーが所属していたこともある。この事務局は、ケニアにおける
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様々な模倣及び海賊行為の問題に対処するために設置された。同事務局は、様々な場所

で行われた強制捜査をうまく实施し、商品を押収し、事例を裁判所に持ち込んだ。しか

しながら、業界内の様々な利害関係者のルーズな集団として機能するための適切な法体

系を事務局に付与する必要があった。 

 

著作権の領域においては、KCBが、ソフトウェア業界における主要な利害関係者と

共同で、著作権及び関連する権利に関するトレーニングを实施してきた。これは現在も

進行中であり、法執行機関、政府部門、権利所有者、使用者及び大衆の啓蒙を対象とす

る予定である。KCBは、その設立以来、マイクロソフト東アフリカとともに、税関及

び警察、政府高官、メディア及び使用者を対象に、啓蒙ワークショップやセミナーを8

回以上实施してきた。 

 

外国企業による模倣品対策 

日本企業を含め、ケニアにプレゼンスを持たない外国企業は、国内市場向けのライセ

ンス又は代理人を指名する必要がある。その後、KIPI に知的財産権を登録し、知的財

産が最新であることを確保する。多くのブランドオーナーにとって、ケニアは「小さい

市場」であり、わざわざ手間をかけて所有権の登録や最新に維持することをする必要は

ないと考えられているため、これはあまりうまくいっていない。外国企業が模倣品と闘

う最良の方法は、商標またはブランド名を国内で KIPI に登録することである。 

 

外国企業は、ケニアの弁護士を利用して知的財産権を登録できる。ケニアの多くの法

律事務所が知的財産権に特化しており、常に市場を監視し、侵害発生時にはクライアン

トの代わりに関連当局に報告している。ケニアでは、多数の弁護士が知的財産権を専門

としている。その中には、以下のような事務所がある。 
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2008 年模倣品取締法4及びその規則 

2008 年模倣品取締法は、2008 年 12 月 24 日に大統領による承諾を受け、2009 年 7

月 7 日に発効した（法令通知 2009 年第 115 号参照）。その目的は、模倣品の取引を禁

止すること、および官民両部門からの代表者による模倣品取締機関（ACA）の設立を

規定することである。ACA の機能は、ケニアにおける模倣、模倣品の貿易及びその他

の取引との闘い、模倣対策に関するトレーニングプログラムの策定及び促進、模倣対策

に関与する全国、地域又は国際組織との連携などである。同法第 35 条では、模倣品の

輸入者に対する訴訟の提起が異常に高価であることを認識した中小規模の企業及び製造

業者の負担を制限するための審判所の設置を規定している。同法ではまた、産業、政府

                                                           
4 www.kenyalaw.org を参照のこと。 

法律事務所 連絡先 

Naikuni Ngaah & Miencha Co Advocates 電話：+254-02-0316037 

住所： 

Embassy House, 1st Floor, Opp. Sheria 

House, P.O.Box 4916-00100 

URL：http://www.nnm.co.ke/index.html 

Iseme, Kamau & Maema Advocates 電話：+254-20- 2711021 

住所： 

IKM Place, Tower A, 5th Floor 

5th Ngong Avenue, off Bishops Road 

P.O. Box 11866-00400, Nairobi 

URL：http://ikm.co.ke/ 

Mohammed Muigai Advocates 住所： 

K-Rep Centre, 4th Floor 

Wood Avenue, off Lenana Road 

P.O. Box 61323-00200, Nairobi 

http://www.kenyalaw.org/
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省庁及び企業からの代表者によって構成される警察機関として行動することが任務の委

員会の設置を勧告している。取り上げる価値のあるもう 1 つの規定として、ACA の常

務理事（Excectiove Director）及び KRA 検査長官に、模倣品の積荷を押収し、それら

を裁判で保税倉庫に入れる権限を与えている。 

同法は、初犯者には 5 年間の懲役又は商品の小売価値の 3 倍に等しい罰金、及び再

犯者には、15 年間の懲役又は商品の小売価値の 5 倍に等しい罰金、又はその併科など

の厳罰を課している。同法により検査官は、あらゆる敶地や自動車に立ち入り、模倣品

を捜索及び押収する権限を与えられており、また令状なしで容疑者を逮捕できる権限も

有している。一方で、KRA は、知的財産権所有者による申し立てに応じて、模倣品を

押収する権限が与えられている。模倣品取締法のもとでの罰則は、過去の知的財産権法

に比べると、大幅に懲罰的なものとなっている。 

 

また、同法の規定によると、任務遂行中の検査官を妨害する人物、検査官の要件に従

わない人物、検査官への支援／情報を提供しない人物又は検査官に誤った情報を提供す

る人物は、3年以下の懲役又は200万ケニアシリングの罰金、又はその両方を課せられ

る。 

 

弱点 

同法は、違反の程度によらない施設内処遇の義務を規定しておらず、また最低の罰則

も規定していない。その結果、裁判所の裁量が大きすぎる。さらに同法は、模倣の規模

又は活動が消費者に与える危険性(例えば食品や医薬品など)に応じて強制的な懲役期間

を課していない。また、貿易業者に対して、サプライヤーの身元の開示や追跡の目的で

の契約詳細の保持を強制していない。同様に、KEBSや度量衡部門などの機関は、能力

不足及び汚職が原因で、成功を収めていない。同法はまた、莫大な利益を得ているため

に現在の罰則は事業場の出費に過ぎないと考えている模倣者を阻止するほどに十分な罰

則を規定していない。 同法には、上述の定義は、2001年産業財産権法のもとでの規定

（すなわち並行輸入、強制实施、政府もしくは第三者による利用、又は緊急事例など）

に影響を及ぼさないと明記されている。 
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2001 年工業所有権法（IPA）5  

工業所有権法は、ケニアにおける産業財産権法が、知的所有権の貿易関連の側面に関

する協定（TRIPS協定）及び特許協力条約（PCT条約）の規定と歩調を合わせること

を確保するために、2001年に可決された。同法は、工業意匠、实用新案、テクノベー

ション、商標/サービスマーク、及び工業所有権のその他の側面の保護について規定し

ている。  

 

KIPIは、特許及び工業意匠を管理するための独立法定機関として工業所有権法（第3

条及び第5条）に基づいて設立されたが、工業所有権の侵害とは異なる模倣には対処し

ていない。同法は、工業所有権審判所に限定的な執行権限を与えているが、その権限は

商標及び著作権を除く工業所有権に関する事項に厳しく限定されている。2002年5月2

日、KIPIが工業化省の下に設立され、工業所有権の出願の検討及び付与、ケニアの創

作力及び技術革新の促進6、並びに技術的・経済的発展のための工業所有権情報の国民

への提供を行うものとされた。同庁はかつて、ケニア産業財産機関（KIPO）として存

在していた。KIPOは、ケニア法第509章工業所有権法の制定後、1990年2月に設置さ

れた。工業所有権法はまた、審判所に対し、同法の实施に起因する紛争に対処するよう

規定している。審判所は、民事事件に対する判決を下すこと、並びに工業所有権の侵害

に対して同法で法律が規定し得る差止命令、損害賠償、及びその他の救済措置など、適

切な救済措置を認めることを義務付けられている。同法はまた、侵害に対する刑事制裁

についても規定している。 

 

弱点 – 予備部品 

同法の大きな弱点は、日本の貿易イニシアティブにとって関心事項である予備部品に

対する特別な保護を提供していないことである。 

                                                           
5 www.kenyalaw.org を参照のこと 

6 2001 年ケニア工業所有権法第 21 条(1)項では、発明とは、技術分野における特定の問題に対する解決

策として定義している。 

http://www.kenyalaw.org/
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1955 年商標法 7 

1955年商標法は、植民地時代から受け継がれているもので、数度改正を繰り返して

きた。直近の大幅改正は、TRIPS協定、商標法条約、マドリッド協定及びアフリカ広

域知的財産機関（ARIPO）議定書に準拠させるための取り組みとして、2002年に行わ

れた。同法は、KIPIが管理している。同法は、ケニアにおける商標を管理するための

独立機関を設立していない。その代わり、同法は商標登録官の任命を規定しており、現

在、商標登録官の下でKIPIが管理している。同法（1994年改正版）第58条は、商標の

侵害に対する刑事制裁（5年以下の懲役又は20万ケニアシリング以下の罰金、又はその

併科）を規定している。商標法は、模倣撲滅の目的で特別に制定されたものではなく、

そのような目的の規定を有していない。商標登録官は、登録商標の侵害を防止するエン

フォースメント権限を有していない。かかる管轄権は、一般裁判所に付与されている。

商標登録官は、同法に基づいて模倣品又は海賊版商品に対処することを義務付けられて

いない。2002年の改訂により、同法の下で刑事罰が導入された。ケニアでの模倣事件

のほとんどに登録商標の侵害が伴っている。罰金が懲罰的かつ抑止力であることが重要

だが、同法にはこれが反映されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 www.kenyalaw.org を参照のこと 

http://www.kenyalaw.org/
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商標登録：要件と手続 

 

 

 登録はKIPIによって行われる。商標（証明標章以外）がケニアで登録されるために

は、商標は以下の基本的特徴の1以上を含むもしくは構成されていなければならない。 

・ 特別な方法又は特定の方法で代理される会社、個人又は企業の名称 

・ 登録出願人又はその事業の先任者の署名 

・ 創作された言葉。かかる言葉は商品の特性又は品質に直接言及してはならず（例

えば、最良、完璧などの言葉の使用の回避）、通常の意味に従って、地理的名称

ケニアにおける登録要件 

・ 署名付き委任状 

・ 地理的商標（文字商標を除く）の場合、JPEGでの商標の図案 

・ 商標が登録される場合の商品若しくはサービスの詳細、又は既知の場合は種類 

・ 商標権者の詳細（名称、住所、登録番号） 

・ 送り状送付先の詳細（名称、住所、収税番号、登録番号） 

・ 優先権が主張されている場合、優先権文書の認証謄本が出願と同時に提出されて

いること 

・ 標章がケニアで使用されているか、使用されていることを意図されているかの申

告 

ケニアにおける登録手続 

・ 標章が受理後に官報で公示される 

・ 公示後の異議申立期間は2ヶ月以内である 

・ 登録手続は15ヶ月継続する 

・ 登録は出願日から10年間有効である。 

・ 商標更新は満了日から3ヶ月以内に行うことができる。商標更新後、保護は更に

10年間継続する。 

・ 登録後5年間の不使用は登録を取消の対象とする 
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又は姓であってはならない 

・ その他の特徴的な標章 

・ 商品／サービスの仕様と共に、標章が登録されることを申し込まれている種類の

表示 

 商標の出願書類は書式TM No.2であり、提出される際に上記の特徴を記載していな

ければならない。 

 

審査 

 商標出願は、適切な書類が提出されており、関係書類が正確に掲載されており、必要

な手数料が支払済みであることを確認する形式審査を伴う審査の対象となる。その後、

審査官は、登録簿に同様の標章又は非常に類似した標章がないことを確認するために調

査を行う。同じ出願人による同様の標章が存在する場合、一般的には双方の標章の間に

関連付けが要求される。最後に、出願は实体審査の対象となる。すなわち、標章はその

特徴に関して審査される。文字、数字、地理的名称、場所の名称、共同体の名称、人間

の一般的表現、及びそれぞれの業種に一般的な言葉又は図案は通常否認される。 

 

 国際機関のロゴ、エンブレム、旗及び記章は、各機関、又は各機関によって認められ

た者以外の何人によっても通常登録できない。商品の一般名称も登録できない。その例

は、米国で一般名称と宠言されたアセチルサリチル酸の名称としてのアスピリン、コン

ピュサーブが主張した電子メール、及び魔法瓶の商標としてのサーモスである。 

 

公示 

 審査官が商標の登録を認めた場合、商標は、利害関係者に登録前の継続中の出願に対

する異議を申し立てる機会を認めるために、KIPI公報に公示される。異議申立は、公

示日から60日以内に、異議申立申告を提出することによって行われなければならない。

出願人は、その反論を提出するようKIPIに求められ、これにより登録官に拘束力ある

決定を行うことを義務付ける訴訟手続に類似した手続が開始される。納得しない当事者



 

  

Page 26 

 

  

は高等裁判所に上訴を行うことができる。 

 

登録 

 公示日から60日の法定期間の終了後に商標に対して異議が申立てられていない場合

又は異議申立に対して出願人に有利な決定が行われている場合、出願は登録され、

KIPIは登録証書を発行する。商標の登録日は登録出願の提出日である。 

 

商標登録期間 

 商標登録は出願提出日から10年間有効であり、更新手数料の支払（現在、国内出願

人については4,000ケニアシリング、外国出願人については200米ドル）を条件に満了

日からさらに10年間更新することが可能である。 

 

公式登録費 

国内出願人－約10,000ケニアシリング 

外国出願人－約470米ドル 

 

登録の地域制度及び国際制度 

アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）制度 

 商標に関するバンジュル議定書は、出願人が指定するあらゆる加盟国を対象とする

ARIPOの事務所（現在、ジンバブエのハラレに所在）に1つの商標出願を提出すること

を規定している。加盟国は、ボツワナ、ガンビア、ガーナ、ケニア、レソト、マラウ

ィ、モザンビーク、ナミビア、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、スワジランド、

タンザニア、ウガンダ、ザンビア及びジンバブエである。 

 

 ARIPO加盟国のうち、バンジュル議定書に批准しているのは、ボツワナ、ナミビア、

レソト、スワジランド、マラウィ、タンザニア、ウガンダ及びジンバブエである。ケ

ニアはARIPO加盟国であるが、議定書に批准していない。ジンバブエとボツワナを例
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外として、議定書に批准している領域のいずれもARIPO登録を認めるために国内法令

を改正していない。ジンバブエに関しては、新法は施行されていない。締約国のほとん

どの国内法がARIPO登録を認めていないため、各国で個別の出願を行うことが推奨さ

れる。 

 

マドリッド制度 

 1891年に定められた標章の国際登録に関するマドリッド制度（マドリッド制度）は、

マドリッド協定（1891年）及びマドリッド協定議定書（1989年）に基づいて機能して

いる。マドリッド制度は、スイスのジュネーブにある世界知的所有権機関（WIPO）の

国際事務局によって運営されている。マドリッド制度は、商標権者に自国の商標局又は

地域の商標局に直接1通の出願を提出することのみによって、商標が複数の国（マドリ

ッド制度の加盟国、ケニアは加盟国である）で保護される機会を提供している。 

 

 このように登録された国際標章は、同一の標章の出願又は登録が出願人が指定した各

国で直接行われた場合と同一の効果を有する。この国際制度は商標のその後の管理を大

幅に簡素化する。というのは、単一の手続段階を通じてその後の変更の記録又は登録の

更新が可能であるからである。その後に新たな国を指定することが可能である。 

 

費用 

 手数料を決定する方法は複雑であり、国際事務局は手数料を決定するための手数料計

算機を所持している。出願人が尐なくとも先進国に属する場合、手数料は標章の性格及

び色彩に応じて様々である（10％の割引が認められている）。 

 

ケニアにおける 2001 年著作権法8の实施及びエンフォースメント  

著作権は法的強制力があり、オリジナル作品を保護するものである。著作権法は、

1966年著作権法に端を発し、1975年、1982年、1989年及び2000年の改正が、それを

                                                           
8 www.kenyalaw.org を参照のこと 

http://www.kenyalaw.org/
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置き換えた2001年法に累積されている。現行法は、2001年12月31日に大統領の承認を

受け、2003年2月1日に施行されたもので、ベルヌ条約及び1995年TRIPS協定、並びに

1996年WIPOインターネット諸条約で確立された基準を満たすことに重点を置いてい

る。2001年著作権法は、ケニアにおける著作権のエンフォースメントに適用される主

たる制定法である。同法は文学、演劇、芸術、音楽、電子及び音響映像作品の創造者及

び出版者の知的立場及び経済的生活を保護している。 

 

同法の顕著な特徴を以下に示す。(a) ケニアにおいて、著作権及び関連する権利の総

合的管理及びエンフォースメントを第3条に基づいて義務付けられるケニア著作権委員

会（KCB）の設置、(b) ケニアにおける著作権のある著作物の登録及び共同管理団体の

認可、(c) 著作権侵害に対する民事救済及び刑事制裁の両方の規定、並びに著作権法37

条に基づくアントンピラー命令に関する特別規定、(d) 著作権侵害対策セキュリティデ

バイスの導入、並びに著作権検査官及び著作権侵害事件を扱う特別検察官の任命。

2003年5月、司法長官はKCBの委員17名を任命した。これら委員は、ソフトウェア、

音楽録音プロデューサー産業関係者、録音制作者、著述家、出版者、映画配給会社、实

演家、放送局・音響映像産業関係者、著作権及び隣接権の専門家4名、並びに様々な政

府機関の代表5名など、公共部門と民間部門から選ばれている。 

 

著作権法は、著作権を保護するために使用される技術的デバイスの無効化や権利管理

システムの取り外しなど、模倣及び著作権侵害行為を助長する可能性がある行為への関

与を禁止している。著作権法は、文学、音楽著作物、芸術著作物、音響映像著作物、録

音物及び放送、並びにコンピュータープログラムを保護している。しかしながら、著作

権は、「科学研究、私的利用、批評又は評論を目的とした公正使用、又は出典の許可を

条件とした時事問題の報告による」複製、翻訳、翻案、又は一般への配布を規制しない

9。ケニアにおける著作権侵害に伴う刑罰には、80万ケニアシリング（約1万ドル）以

下の罰金、10年以下の懲役及び著作権侵害物の没収などがあるが、知的財産権のエン

                                                           
9 「ケニアにおける知的財産権（Intellectual Property Rights in Kenya）」、Professor Mani Wekesa 

and Dr. Ben Sihanda 編、2009 年 
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フォースメント及びその重要性の理解は不十分である。著作権保護は、司法長官审の下

に属する半官半民のKCBの責任である。 

 

著作権法は、同法に規定される犯罪で有罪判決を受けた者が、初犯の場合、40万ケ

ニアシリング以下の罰金若しくは6年以下の懲役、再犯の場合、80万ケニアシリング以

下の罰金若しくは10年以下の懲役、又はその併科に処せられると規定している。徴収

された罰金は、KCBとKRAの間で折半されることになっている。本規定は、著作権侵

害者を起訴するために両機関に報奨金を与えることを意図されていると推定されること

ができる。しかしながら、現实は、この報奨金制度がうまく機能していないことを示し

ている。というのは、一般的に課される罰金が低すぎ、起訴件数が尐なすぎるからであ

る。しかしながら、適切に实施されれば、著作権法の規定はケニアにおける著作権侵害

行為を減尐させることができる。 

 

種子及び植物品種法10 

1975年に施行されたこの法律は、種子の試験及び検定を規定している。さらに、同

法は植物品種の名称目録の作成も規定している。同法は、種子及び植物の新品種の導入

に関する制限を課し、種子の輸入を規制する権限を留保している。また、同法は新品種

の育種家又は発見者への独占的権利の付与を規定している。同法第28条は、紛争当事

者間の上訴を審理し、上訴審判が下されるまでの関連活動の停止又は实施を規定するた

めに、種子及び植物審判所を設置している。 

 

同法の規定の遵守を確保する管理機関は、ケニア植物衛生検疫所（KEPHIS）であ

る。同法は、種子及び植物審判所の設置を規定している。同法は罰則を課さないが、刑

事訴訟手続が種子の品種を偽る者に対して開始することができることを認めている。 

 

 

                                                           
10 www.kenyalaw.org を参照のこと 

http://www.kenyalaw.org/
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度量衡法 11 

これは度量衡の使用、製造及び販売に関連する法律を改訂及び強化するための議会制

定法である。法令通知1999年第24号のもと、同法は、量及び梱包に関する誤った記述

のある物品を販売する人物を違法としている。同法はまた、模倣品及び海賊版に関連す

る複数の事例において使用されているが、適用はわずかである。 

 

模倣に対する訴訟を起訴するための要件は、どのような訴訟を起こそうとしているか

によって様々な種類がある。提訴人が登録商標及び提訴人の商標に混乱を招くほど類似

している商標を冠した模倣品を有している場合、提訴人は商標侵害訴訟を模倣者又は模

倣品の輸入者及び販売者に対して提起することができる。この訴訟は、ケニア高等裁判

所の商法部門に提出されるべきである。以下に示す法律を含む様々な法律に関して、刑

事救済が用意されている。 

 

取引表示法（第 505 章）12 

この法律は現在、ケニアにおける模倣品及び海賊版対策で最も一般的に使用される法

律の1つである。同法は、取引の過程で提供される商品／サービスの誤記の禁止、商品

価格に関する虚偽表示又は誤解を招く表示の禁止、及び商品に関する情報又は説明が商

品に記載又は添付されるか、広告に記載されることを義務付ける権限の付与を目的とし

て可決された。同法は貿易省の度量衡部門によって管理されている。同法は、2002年

に抜本的に改正され、違反者に対するより厳しい処罰を規定している。同法は現在のと

ころ、抑止力と懲罰的刑罰（200万ケニアシリング以下の罰金及び2年以下の自由刑）

を与えるための唯一の制定法である。取引表示法は、ケニアにおいて模倣品及び海賊版

商品の取引に関係する事件の起訴に使用されている。 

 

同法は度量衡部門の職員に対して、次の権限を与えている。 

                                                           
11 www.kenyalaw.org を参照のこと 

12
 同上 

http://www.kenyalaw.org/
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∙ 模倣品が販売又は保管されている敶地への立ち入り 

∙  該当商品の押収 

∙  該当商品の輸入者及び販売者の起訴 

 

特定の商品の積荷が、特定の日に名前の分かった船舶によってケニアに到着する可能

性が高いという正確かつ信頼しうる情報を度量衡部門が入手した場合、同部門は、模倣

品が輸送されているコンテナに対し、荷物を降ろして検査のために開放することを要求

できる権限を有する。模倣品が発見された場合、度量衡部門の検査官は、模倣品を押収

し、輸入書類において輸入者として記載されている人物又は企業を起訴する。 

 

度量衡部門が検査のためにコンテナの荷卸しを要求できるのは、コンテナの最終目的

地がケニアである場合に限る。他国へのトランジット中のコンテナの荷卸し及び検査を

命令することはできない。しかしながら、コンテナが他国へのトランジット中の場合、

度量衡部門は入手した情報を、同国の担当機関に転送することを試みる。 

 

基準法13 

この法律は、ケニア基準局（KEBS）に対し、官報に掲載されたケニア規格に準拠し

ない商品を販売する人物を起訴する権限を与えている。基準検査官は、以下に示す同法

第14条のもとでの権限を有している。 

∙ 基準仕様が適用される商品があると疑われる場所への立ち入り 

∙ 違法行為が行われたと考える理由がある場合の検査及びテスト用のサンプル取得 

∙ 同法のもとでの違法行為に対する訴訟において証拠として必要になりそうだと考

える理由を有する商品又は文書の押収及び拘束 

 

 

                                                           
13 www.kenyalaw.org を参照のこと 

http://www.kenyalaw.org/
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関税及び物品税法14・税関における模倣品対策 

関税及び物品税法においては、「禁制品」という用語には模倣品が含まれる。 

国境対策が、模倣に対処する際の有用なツールとなっており、税関当局は、KRA

（税関部門）を通じて、模倣品及び海賊品との戦いにおける重要な役割を果たしている。 

海賊品及び模倣品の削減における税関当局の役割は、国際取引の増加に伴い、より重

要なものとなっている。税関職員には模倣品に対処するために、一定の行政権限が与え

られている。税関当局は、度量衡法、取引表示法及び税関でそれらの商品を禁止してい

るその他の有効な法律によって禁じられた商品を押収及び破棄することができる。知的

財産法を侵害する商品として、税関職員は、模倣/海賊行為が疑われる商品がケニアに

輸入されようとしているという情報を入手した際には、強制捜査を实施しコンテナを開

封し、発見した模倣品を押収して担当の裁判所が当該の事項に関する決定を下せるよう

になるまで留置する権限を有する。 

 

輸入される模倣品の差し止めのために、税関当局は次の項目に関する詳細情報を要求

する。 

∙ 商品がケニアに到着する予定の船又は航空機 

∙ 商品の供給源 

∙ 想定される輸入者の名前 

∙ 船又は航空機の予想到着時間 

 

模倣品を押収した税関当局は通常、以下のような命令を発する。 

∙ 模倣品が所定の期間内にケニアから輸出されなければならないこと 

∙ 模倣品が押収された場合に、かかる商品の輸出を確認するための証拠が税関当

局に提示されなければならないこと 

上記の税関職員が模倣品/海賊版を探索及び押収するための権限は、警察及びその他

の執行機関の権限を補足するものである。 

                                                           
14 www.kenyalaw.org を参照のこと 

http://www.kenyalaw.org/
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消費者の保護に関する取組み 

2007 年消費者保護法案15 

 この法案は、総合的消費者保護を提供し、権利を侵害された消費者に法的遡及権を与

えるために、消費者保護制度法を制定しようとしている。この法案は、不公正慣行を防

止し、不公正慣行から消費者を保護するためにケニアの法律を法典化し、整理統合する

ことを提案し、全ての消費者取引に適用される法的規定を規定している。この法案は、

商品又はサービスの購入にインターネットを使用する消費者の保護のための具体的なセ

ーフガードを有し、「インターネット契約」を「テキストベースのインターネット通信

によって構成される消費者契約」と定義している。 

 この法案は、模倣品、低品質品、商品の詐欺的広告及びラベル表示、並びに詐欺的慣

行の蔓延に対応したものである。この法案によると、消費者は「個人的目的、家族的目

的又は世帯的目的のために行為する個人であり、事業目的で行為する者を含まない。」

この法案は、消費者NGO、KEBS、医療団体、農民、企業家、国内薬物濫用撲滅運動、

製造企業、及び弁護士の代表から構成される消費者保護機関の設置を提案している。 

 

 当局は、携帯電話、インターネット及び他の技術メディアを通じて一般社会の疑うこ

とを知らない者たちに伝えられる現在の高いレベルの詐欺的行為のために、重要な問題

の1つとして消費者市民教育を向上させる必要がある。 

万人にとって依然として規制のない別の分野は、総売上高数十億シリング規模のミネ

ラルウォーター業界である。「ミネラルウォーター」や「天然水」などのそれぞれのラ

ベルには、模倣品と疑われるものでさえ、KEBSのラベルが付いており、誰が詐欺的と

思われるラベルを確認し、どの程度頻繁に中味を確認するのか、という疑問を提起して

いる。新たな消費者の権利と擁護文化を効果的に取り入れる能力の構築など、消費者の

ニーズと利益を保護するための適切な戦略は現在、かつてなく差し迫っている。 

 

                                                           
15 www.kenyalaw.org を参照のこと 

http://www.kenyalaw.org/
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 また、この法案は、タイムシェア契約やインターネット販売契約など、具体的消費者

契約を尊重する権利及び義務に関する規定を網羅している。立法された場合、新法は、

融資斡旋、信用回復、並びに特定の商品及びサービスなど、特定分野において事前料金

を請求することを禁止する。特に、自動車整備業者は行うことを認められていないこと

に関して請求を行うことを許可されない。最後に、与信契約は全面開示要件を有してお

り、この法案は賃貸借契約に関して消費者を保護するための手続及び消費者救済のため

の手続を定めている。 

 

並行輸入対策 

並行輸入品は、グレー商品と呼ばれることが多く、国際貿易及び知的財産権の問題に

関係している。並行輸入の实施は、ソフトウェア、音楽、印刷物、及び電子製品の場合、

支持されていることが多く、とりわけ、以下のような理由から、発生する。 

∙ 1 つの商品の異なるバージョンが、異なる市場での販売用に生産されている。  

∙ 企業（製造業者か流通業者を問わない）が、異なる市場で自社商品に異なる統一

小売価格を設定している。並行輸入者は通常、ある国からある価格（P1）で商

品を購入するが、その価格は第 2 国の価格（P2）より安い。そして、第 2 国に

商品を輸入し、通常 P1 と P2 の間の価格で商品を販売する。 

∙ 一部の擁護団体は、情報の自由な流れを強化できるとして、並行輸入を支持して

いる。 

並行輸入は、異なる司法権において異なる方法で規制されており、国ごとに並行輸入

を取り扱う法律には一貫性がない。ベルヌ条約もパリ条約も、並行輸入を明確に禁じて

はいない。また、知的財産を支持する者と、並行輸入の合法性に関して批判的な者の間

に意見の相違が生じている。ある面では、並行輸入は価格低下及び市場で入手できる商

品の選択や消費の拡大につながるため、消費者に恩恵をもたらすものである。一方で、

並行輸入によって、新しくて革新的な商品への投資を知的財産権所有者が渋ってしまう

ことや、並行輸入は著作権侵害及び海賊行為を促進しがちであると考える者もいる。 
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7. 知的財産権に関する政府の保護政策 

 

保護機関及びエンフォースメント機関 

模倣品取締機関（ACA）とその役割 

ケニアの模倣品取締機関（ACA）は 2008 年法律第 13 号「模倣品模倣品取締法」の

成立を受け、2010 年 6 月に業務を開始した。ACA は産業化省の傘下にあり、医薬品を

含む模倣品取引対策を担っている。2008 年模倣品取締法に基づき、ACA は知的財産権

エンフォースメントの主管官庁であり、ケニア著作権委員会（KCB）（著作権を管

轄）、ケニア産業財産庁（KIPI）（特許、商標及び企業秘密を管轄）及び薬物毒物委

員会（医薬品を管轄）などの他のエンフォースメント機関とその活動を調整し、模倣品

取締法に従って模倣品対策を行うことを義務付けられ、ケニアに輸入された模倣品を廃

棄し、模倣品取引を行う者を捜査し、逮捕する権限を有する。  

 

 ACAの主な職務は以下のものである。 

・ 模倣行為に関する問題について一般に啓蒙、周知すること 

・ 模倣品取締法に従ってケニアでの模倣行為、模倣品の売買その他の取引を撲滅す

ること 

・ 模倣品対策に関する訓練プログラムを考案、推進すること 

・ 模倣品対策に関与する国内組織、地域組織又は国際組織と調整すること 

・ 模倣品取締法の規定又は他の成文法に基づき規定されたその他の業務を行うこと 

・ 前述の事項の達成に直接的又は間接的に寄与し得るその他の職務を遂行すること 

 

ACA は、模倣品取締法の執行をその目的とする代表委員会によって運営され、日々

の運営は代表委員会が任命する常務理事（Excectiove Director）によって行われる。 

また、代表委員会は、模倣品対策において税関職員及び警察官を含む検査官も任命す

る。検査官は立入、捜索、押収、逮捕及び侵害の疑いがある商品の留置の権限を有し、

その職務の遂行において警察と同様の権限を有する。検査官は製造を差し止め、違法な
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商品の製造に使用された手段を押収することができる。検査官は容疑者を尋問し、供述

を得ることができ、サプライチェーンに関する情報を入手し、建物を封鎖することがで

きる。 

なお、他の機関から集められた検査官も模倣品取締検査官として任命される。以下の

者は模倣品取締法の目的のために検査官として任命される。 

・ 委員会の委員 

・ 警察官 

・ 権限を有する税関職員 

・ 貿易開発職員 

・ 産業開発職員 

・ 商標・特許審査官 

・ 種子・植物検査官 

・ 公衆衛生検査官 

・ 基準法に基づき任命される検査官 

・ 度量衡法に基づき任命される検査官 

・ 著作権法に基づき任命される検査官 

・ 食品医薬品化学物質法に基づき任命される検査官  

・ 薬物毒物法に基づき任命される検査官 

・ 病害虫防除製品法に基づき任命される検査官 

 

2008年模倣品取締法は申立の提出とACAによる請求の取扱いに関する規定を設けて

いる。模倣品取締法は、申立の対象となった商品が明白に模倣品であり、申立適格を有

し、商品が保護されており、かつ、知的財産権が存在していることを申立人が証明する

必要があると規定している。 

その他、同法は模倣品との戦いを促進する以下のイニシアティブを設けている。 

∙ ACAは複数部門の複数の利害関係者から構成される運営委員会を設置して、模

倣品撲滅日における「偽物は高くつく－私は本物を買うキャンペーン」など、協
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調的かつ持続的な年間模倣品防止啓発キャンペーンを共同出資で行い、指導して

いる。 

∙ ACAは、エンフォースメントにおける協調のための連絡と連携を確立すること

を目指して、模倣品対策に関係のある又は模倣行為から何らかの影響を受けてい

る官民のさまざまな組織との間で一連の会談を行っている。 

∙ 模倣品対策においてACAが实効的であるために確保されている各種の活動を支

援するためには十分な資金が鍵となるため、ACAは、国庫予算配分との資金ギ

ャップを乗り越えるための資金を調達するため、さまざまな開発パートナーと交

渉している。 

 

ACAは、その業務と資源配分の指針となる5ヶ年戦略計画策定を先に進めている。ま

た、ACAは東アフリカ共同体地域について模倣品取締法令を調和させるために進めら

れているイニシアティブに積極的にも参加している。ACAは、 (a) 啓蒙部 (b) 調査部 

(c) エンフォースメント・法律業務部の3つの部門で構成されている。それぞれの業務は

以下のとおりである。 

 

1. 啓蒙部 

∙ 一般に流布するための情報・啓蒙資料の作成 

∙ 情報集会を通じた一般の感化 

∙ 主要な利害関係者の訓練及び能力構築 

∙ 地方、国内及び国際的な見本市への参加 

∙ 利害関係者との協力、並びにテーマ協力及びチャンネルの開発 

 

2. 調査部 

∙ ACAの職務にとって实務的に重要な調査の問題／ギャップの特定 

∙ 模倣行為に関係する問題についてのデータの収集、校合及び分析、トレンド

の分析、並びに産業化省を含む様々な利害関係者に対する情報の提出 
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∙ 模倣行為に関係する問題についての業界及び他の利害関係者との共同調査の

实施 

∙ 公表及び発表による調査結果の流布 

 

3. エンフォースメント・法律業務部 

∙ 常務理事に代わっての模倣品取締法に基づく申立の受理（委任業務） 

∙ 模倣品取締法の執行に起因する事件の捜査 

∙ 模倣品であることが疑われる商品の検査、捜索、摘発（レイド）及び押収の

实施 

∙ 模倣品取締法に基づく犯人の逮捕、告発、及び訴追 

∙ 全ての模倣品取引を抑制するための定期的な市場監視の实施 

 

ケニア産業財産権機関（KIPI） 

この機関は行政的には産業化省の傘下に属する政府機関である。KIPIは2001年産業

財産権法の施行により2002年5月2日に設置された。KIPIの職務には、産業財産権の管

理、一般への技術情報の提供、ケニアにおける発明及び技術革新の推進、並びに産業財

産権に関する訓練の提供などがある。 

 

KIPIは特許、商標及び企業秘密を管轄する。商標法は登録商標及びサービスマーク

の保護を規定しており、その保護の存続期間は10年間で、更新可能である。商標法は

独立した国内特許法を定めており、KIPIは産業財産権の出願と付与を検討する。ただ

し、知的財産権（著作権、特許権及び商標権）の实際の保護は依然として不十分である。

例えば、海賊版の音声映像カセットの販売は蔓延している。また、ビジネスソフトウェ

ア協会（BSA, Business Software Association）によると、違法ソフトウェアの使用が

原因となって、主として企業の喪失額は推定で年間350万米ドルとなっている。ケニア

は世界貿易機関（WTO）協定上の義務を遵守するために2002年に産業財産権法

（KIPA）を制定したが、その施行は依然として不十分である。 
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ケニア著作権委員会（KCB） 

KCBは2001年法律第12号「著作権法」に基づいて設置された法定機関であり、疑わ

しい物品の検査、押収及び留置、並びに犯罪の訴追など、全ての許認可活動と協定活動

の調整に責任を負っている。KCBは、著作権検査官として委員会に配属された警察捜

査官2名から構成される知的財産権エンフォースメント部門を2006年10月に設置した。

捜査官が2006年11月に著作権検査官に就任して以降、彼らはいくつかの事件の捜査を

完了し、著作権侵害者を裁判所に告発し、有罪とした。著作権法に基づき、検事総長は

著作権侵害事件を扱う5名の特別検察官を任命した。また、KCBは、特に音声著作物及

び音声映像著作物において、正当な製品の特定に使用する海賊版防止装置を導入した。

海賊版防止装置を組み込まないで売買する行為は著作権法に基づく犯罪になる。ただし、

不品行が蔓延し十分な職員が不足しているために、その職務を効果的に实行する委員会

の能力は阻害されている。 

 

ケニア歳入庁（KRA）（税関部） 

税関当局は模倣品及び海賊版対策において需要な役割を果たしている。水際措置は、

国境を越える取引が増加する中模倣品に対処するために役立つツールとなっている。税

関職員は、一定の行政措置を取ることが認められており、これを通じて模倣品に対処す

ることができる。税関は度量衡法、取引表示法、及び他の施行されている法律に基づき

禁止されている商品を押収し、廃棄することができる。模倣品／海賊版を捜索・押収す

る税関職員の権限は警察及びその他のエンフォースメント機関の権限を補完している。 

 

ケニア基準局（KEBS） 

KEBS は以下の活動を通じて標準化及び適合性評価サービスを提供する権限を有す

る。 

1. 商工業における標準化の推進 

2. 試験・較正施設の提供 

3. 標準化マーク使用の管理 

4. 標準化における教育業務の实行、基準の履行及び实際の適用の促進 
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5. 度量衡の国際単位系（SI）の管理と普及 

 

表 4：これまでに取り扱われた模倣品申立案件の例 

 携帯電話 

 簡易温水シャワー 

 ソーラーパネル（レーティング／ブランドの改ざん） 

 DVD プレーヤー 

 音響／音楽システム 

 ラジオ 

 プリンター用カートリッジ（再生品） 

 数学セット 

 ボールペン 

 自動車用部品など 

 ブランド衣料品 

 ミネラルウォーター及び果汁飲料 

 米 
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8. ケニアにおける模倣品流通の实際の状況 

 

ケニアにおける模倣品流通の概況 

ケニア及び他の東アフリカ諸国は、模倣品及び海賊版の主要な市場となっており、こ

れは手に負えない規模に達している。模倣行為は、「グローバル化に伴い恐らく世界で

最も速く成長し、最も儲かる事業」と説明されており、侵害を受ける商品の範囲は大き

く拡大している。模倣者が標的とするのは、売れ足が速く利益率の高い消費財であり、

模倣品や海賊版製造行為の対象となる商品の範囲と種類は非常に幅広い。模倣品及び海

賊版には、次のものがある。例えば、アパレル、デザイナー衣料、腕時計、パーソナル

ケア製品（石鹸、洗剤、香水、化粧品、靴墨ほか）などの高級消費財；コンピューター、

コンピューター・ソフトウェア、コンピューター・ゲーム、音響映像機器、プリンター

用トナーカートリッジ、ステレオ機器、携帯電話、レコード、テープなどの消費者用ハ

イテク電気・電子機器；食品・飲料；自動車用スペア部品、肥料、タバコ、農薬、軍需

物資、医療機器、医薬品、乾電池、化学物質などの様々な種類の産業製品；書籍；宝

石；ペンその他文房具、などが挙げられる。 

 

ケニアには長く突破しやすい国境があり、一部の模倣品は国境を通って同国に密輸さ

れている。その他は主要な入国地点を経由してくるが、汚職や訓練・意識不足から、ケ

ニアへの流入を許してしまっている。一部の模倣品は通過貨物として入ってくるが、輸

入書類が国境に到着すると、国境を越えたことを示す印が押された後、模倣品は再びケ

ニアに持ち込まれる。 

 

小売業者から見て被害が最も大きい商品の種類はボールペン、靴墨、コンピュータ

ー・ソフトウェア、電池、歯磨き粉、医薬品、洗剤、漂白剤、タバコ、ワセリン及び電

子機器である。 
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輸入業者が最高級家財道具から自動車用スペア部品までの－全て無税－商品を持ち込

むケニアの活動の中心は、ナイロビの中心ビジネス地区の東に位置する活気あるビジネ

スセンターのイーストリー（Eastleign）であり、違法取引と多額の現金移転が行われ

ていることがよく知られている。ドバイ、中国、トルコ、インド及びシンガポールから

オンラインで注文された商品は、利用率の低いエルドレット（Eldoret）空港に空輸さ

れ、そこから陸路でナイロビに輸送される。こうした免税品の一部は、政府が近年国際

空港に格上げしたワジール（Wajir）空港を通じてケニアに輸入される。 

 

模倣品の主な出所は、①例えば、アジア（中国、インドなど）及び中東から直接輸入

され、ケニアに密輸されたもの、②中継貨物、及び③地元の製造施設による違法操業で

はあるがケニア国内に設置された工場で製造された商品である16。輸入品にはウガンダ、

コンゴ民主共和国、ルワンダ、ブルネイ又はタンザニアを目的地とする中継貨物と表示

されていることが多いが、その後ケニア国内に目的地を変更される。国内で製造された

粗悪な模倣品は輸出されるが、関税の支払いを避けるために申告せずに再びケニアに密

輸入される。模倣者と組織犯罪との間には、例えば、供給業者から盗まれた真正品の梱

包材が使用されていたり、再利用された容器が使用されていたり、偽のラベルを印刷し

たり、商品に不純物が混ぜ込まれていたりといったつながりがある。このため海賊版や

模倣品の取引を大幅に減らす目的で、政府と民間部門との協力の強化が必要とされてい

る。  

 

模倣品の密輸及び不正売買は小規模業者のネットワーク、及び政府、警察、裁判所、

税関及び行政官の重要人物を譲歩させるのに十分強力な確立した犯罪ネットワークによ

って行われている。より大規模で強力なネットワークは縄張りを確立し、支配する傾向

にある。こうしたネットワークには以下のようなものがある。 

 

 

                                                           
16 ケニア製造業協会（KAM）－模倣品の課題－2008 年 8 月のサファリパークホテルで KAM の CEO に

よるセレナホテルでの模倣品防止昼食会における講演  
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A. 北部ケニア／ソマリアネットワーク 

このネットワークは北部ケニアとソマリアで活動している。このネットワークはソマ

リアのキスマーユ（Kismaayu）港からケニアのワジール、マンデラ（Mandera）、エ

ルワク（El Wak）、ダーダブ（Daadab）、モガンディシュ（Mogandishe）、ハバス

ウェイン（Habaswein）、及び北東州の他の商業都市を通じて数千トンの砂糖や電子

機器をケニアに密輸している。砂糖の輸出国はパキスタン、ブラジル及びドバイである。

砂糖はキスマーユ港からソマリアの国境地域にあるゲリリー（Geriley）、ドブリー

（Dobley）、ディフ（Diff）及びダダジャブラ（Dadaja Bula）に運ばれ、大型トラッ

ク及びソマリアの 4 輪駆動トラックを使ってケニアに輸送される。違法品のほとんど

は、午前 8 時から午後 5 時まで業務を行っているケニア基準局（KEBS）の検査ポイン

トを避けるために夜間に輸送される。ネットワークは連絡に衛星電話及び超短波無線を

使用している。ケニアに密輸された砂糖の一部はタンザニア、ウガンダ及びコンゴ民主

共和国に再輸出される。ワジール（Wajir）から数キロメートルの、ガリッサ

（Garissa）への道沿いにあるラヘニ（Laheni）では、密輸砂糖は公然と販売されてい

る。銀行システムを通じて資金の流れが発見されないようにするため、この国境を超え

たネットワークは銀行を通さず、例えばワジールのインターネットカフェが営んでいる

非公式のハウェラ（hawela）資金移転システムに頼っている。 

 

B. モンバサ（Mombasa）ネットワーク 

モンバサの有力な縁故に恵まれた实業家と有力政治家は、モンバサ港での商取引に多

大な影響を及ぼしている。これは、ナイロビの多くの結びつきの弱いネットワークとは

違い、結びつきの緊密なネットワークである。このネットワークは著名な製造業者、及

びワジール地区やガリッサ地区の部族と結びついている。 

 

C. ナイロビネットワーク 
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ナイロビでは、パキスタン人、インド人、中国人、韓国人及びウガンダ人と共謀する

ケニア人が関与する多数の犯罪ネットワークが模倣品密輸及び違法取引に関係している。

これらのネットワークは、便宜と取引の性質に応じて、流動的で柔軟である。 

 

D. 政府と結びついたネットワーク 

モンバサとナイロビで活動している密輸ネットワークの中には、多数の政府官庁の高

官と強いつながりがあるものがある。こうした高官は警察官、税関職員、入国管理官、

通関業者を利用してネットワークを支配している。商品は全国規模のスーパーマーケッ

トチェーンに出荷されている。 

 

ケニアの経験から見て、模倣品の課題には、次のものが含まれる。 ①急速に変化す

る技術への対処の難しさ、②政府機関によって模倣品への対処方法にばらつきがあるこ

と、③中継される模倣品の国内市場への流入、④模倣品に関する一般国民の無知、⑤腐

敗した環境において悪徳と戦うことの困難さ、⑥侵害行為に対する刑罰が不相応に軽い

こと、⑦司法手続に長い期間を要すること、⑧模倣行為が地域全体に広がっており、国

境に抜け穴が多いため追跡が難しくなっていること、及び⑨同じ観点から問題を検討す

るために地域内の関係者すべてを集めることが困難であること。 

 

地域的特徴としては、次のものなどがある。①ケニア市場向けの商品に関して他国の

模倣者による国内商標の模倣、②中継貨物としての商品の発送、及び③国境の無防備さ

ゆえの模倣品への対処の難しさ。下記の地図は、模倣品が報告された場所を示している。 
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 表 5：模倣品 東アジアからの消費財 

 

経路 

輸出国： 主に中国 

進路： 海 

目的地： アフリカ及び EU 諸国 

 

金額 

年間市場取引量： 年間約 20 億点 

目的地での年間総額： 82 億米ドル 

 

不正取引業者 

関与しているグループ： 中国、南アジアのグループ 

業者の居住地： 中国、ドバイなどの中継ハブ 

 

脅威 

予測される傾向： 増加 

潜在的影響： 製品安全及び説明責任の喪失、並びに 

 収入の喪失 

影響が实現する可能性： 高い 
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東アフリカの模倣品ネットワークの地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図上の点は模倣品が報告された場所を示す。 

出典：ケニア製造業協会（KAM）－模倣品に関する政策概要（Policy Brief on Counterfeits）、

2009 年 1 月 
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模倣品とケニアにとっての経済的損害の規模 

知的財産犯罪が広域に及び大々的に行われていることは、企業と経済に大きな影響が

ある。コストは、純粋な売上高の喪失だけではなく、知的財産の監視及び発見の費用並

びに訴訟に関係する費用などの他の分野からも生じる。模倣品による主な経済的損害は、

不正競争による適法な産業の崩壊及び新規投資の落ち込み、失業、外国直接投資（FDI、

Foreign Direct Investment）の喪失、模倣者が納税していないため又は納税していて

も申告額が低いための政府歳入の喪失、並びに道路、建設、備品などのプロジェクト／

購入への政府歳出の浪費に関係している。その結果、模倣品は世界的に競争力を持つ工

業国になるというケニアの夢の大きな脅威となっている17。例えば、織物・繊維産業で

は、ケニアにはかつて100以上の繊維会社があったが、多くが閉鎖され、その数を20未

満に減らしている。工業部門は25万4,000人、総就業者数の13%を直接雇用している一

方、工業の非公式部門では140万人が働き、さらに多くの者が間接的に雇用されている

ことは、経済的脅威の別の事例である。 

 

数字は時には大きく変動するものの、経済的に、ケニアにおける模倣と海賊活動は影

響を受ける部門の全事業の 50%以上を占めると一般的に考えられている18。例えば、ケ

ニア著作権委員会（KCB）は海賊版音楽やビデオの発生率が 90%以上であると推定し、

一方、ケニア歳入庁（KRA）は模倣品及び海賊版による政府税収の喪失額が年間 500

億ケニアシリング超に及ぶと推定している。他の推定は、例えば、市場の抗マラリア薬

の 30%超が模倣品か効果がないものであることを示している。  

ケニア製造業協会（KAM）は、实業界が年間 200 億ケニアシリング超の売上を模倣

品製造業者のために失っており、一方、東アフリカ地域の政府が模倣品のために推定 5

億米ドルを失っていると推定している19。例を以下にまとめる。 

                                                           
17 ケニアの展望（Kenya Vision）2030 年 

18 模倣品に対する東アフリカ共同体の政策（East Aftica Community Policy for Counterfeiting） 2009

年 

19模倣品からのブランド保護（Brand Protection from Counterfeits）、KAM、2010 年 3 月、ライコ・

リージェンシーにて。 
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・ 東アフリカ共同体内の模倣行為は、推定で年間 1,800 億ケニアシリング（210

億米ドル）の市場シェアを持つ。 

・ ケニアでは、模倣産業は 700 億ケニアシリング（9 億 1,300 万米ドル）に匹

敵し、主要な外貨の稼ぎ手－観光、茶及びコーヒー－に挑んでいる。 

・ ケニア公共政策研究分析所（KIPPRA）は、ケニアが模倣行為のために年間

約 400 億ケニアシリング（4 億 9700 万米ドル）の収入を失っていると推定し

ている。KRA が示しているデータではそこまで大きくないが、それでもかな

り大きく、ケニア政府が模倣行為のために年間 60 億シリング（8,400 万米ド

ル）を失っていることを示している。 

・ KAM は、製造業者が年間 300 億ケニアシリング（3 億 6,800 万米ドル）の損

失を被っていると推定している。 

・ ケニアとウガンダの貿易の 5%から 12%は密貿易である。 

・ 東アフリカ地域で消費されるタバコの 25%は非合法であり、東アフリカ地域

の諸政府は年間約 1 億米ドルの税収を失っている。 

・ 2010 年、KRA はタバコを積載した 40 フィートコンテナ 2 個を押収した。そ

の脱税額は 5,000 万ケニアシリング（61 万 5,400 米ドル）超であった。 

・ ケニア医薬品業協会は、模倣薬品の年間販売額が 60 億ケニアシリング（1 億

3,000 万米ドル）に上ると推定している。 

・ 模倣品取締機関（ACA）は、实業界が年間 500 億ケニアシリングを失ってい

る一方で、实業家の機会喪失の結果、政府が税収 190 億ケニアシリングを失

っていると推定している。 

模倣品の他の課題は以下のものを含む。①市場シェアの喪失の結果、企業が縮小し、

その結果、ケニアから移転するために閉鎖し、外国直接投資（FDI）に影響すること、

②ブランド力の低下及びブランドの評判の喪失、③顧実忠誠心の喪失、及び④消費者リ

スクの増大。 

                                                                                                                                                                                           
ケニア及び東アフリカ地域における模倣品の商業的側面（Commercial Aspects of Counterfeits 

Products in Kenya and the East African Region）、2008 年 8 月、ベティ―・マイナ氏、KAM CEO 
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9. 模倣品の製造国・流入流通経路 

 

ケニア及び他の東アフリカ諸国における模倣品の主たる輸出国は中国である。中国以

外にはアラブ首長国連邦（UAE）、北朝鮮、インド、及び台湾といった他の極東諸国

である。中東もケニア市場及び他の東アフリカ諸国への自動車部品及び電子機器の重要

な輸出国である。また、ケニアに輸入される模倣品には、納入業者から盗まれた真正ラ

ベルの使用、模倣ラベルの違法印刷、製品への混ぜ物の混入、又は再利用されるか不合

格となった真正梱包材の使用によって、東アフリカ地域から輸出されたものもある。 

 

流通経路 

ケニアは東アフリカ最大の模倣品及び密輸品の市場である。というのは、主としてケ

ニアは商品の動きが速い最大の経済であるからである。中国とインドは東アジア地域向

けの模倣品の主要供給源である。というのは、製造コストが安いからであり、商品がケ

ニアに輸入されると、目的地変更のために最低限の税金しか支払われないか、税金が全

く支払われない。 

ケニアとソマリア、ウガンダ及びタンザニアとの間の国境の越境のしやすさは、模倣

品の密輸業者及び闇取引に携わる者にとってリスクの低い機会を与える。密輸は、公式

及び非公式に、海から、ビクトリア湖を横断して、そして陸上の出入国地点を通って行

われる。ケニアの最も頻繁に利用される密輸地点は、ヴァンガ（Vanga）、ルンガルン

ガ（Lunga Lunga）、ガーラ（Ghala）島、キノンド（Kinonndo）、ガジ（Gazi）、

ボンド（Bondo）、マジョレニ（Majoreni）、ムコウェ（mukowe）、ラム（Lamu）、

タカウング（Takaungu）、キピニ（Kipini）、キウンガ（Kiunga）、キワユ

（Kiwayu）及びモンバサ（Mombasa）旧港の沿岸施設である。  

 

世界の多くの地域と関係を持つ国境を越えたネットワークは、港湾での活動の政府規

制の欠点と無能力を利用し、モンバサを通じた密輸と不正取引を容易にするために汚職

官僚と協力している。 
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エルドレット（Eldoret）国際空港も、中東から流入する模倣医薬品、腕時計及び繊

維製品などの模倣品の密輸及び不正取引の重要な入国地点である。ケニア薬物毒物委員

会によると、エルドレット空港は医薬品の輸入地点として利用されている。エルドレッ

ト空港は、2003 年以降、汚職のためと、密輸活動が公然と行われるようになった際の

2 回にわたって、ケニア当局によって一時的に閉鎖された。ソマリア出身のケニア人と

ケニア在住のソマリア人がこのネットワークで主要な役割を果たしている。 

 

輸入方式 

自動車 

ケニアはアフリカにおける日本製中古車の主要な輸入国である。例えば、2007 年に

は、ケニアは 2 万 1,000 台の中古車を日本から輸入した。2008 年の統計は増加が継続

していることを示している。2008 年の 1 月から 9 月までの輸入中古車数は 2 万 9,991

台であった。走行に適さない自動車の輸入を規制するために、ケニア政府はケニア基準

局を通じて以下のような中古車輸入規則を施行している。 

・ ケニアに輸入される自動車は全て初年度登録から 8 年以上経過していてはならな

い。したがって、2011 年の場合、2004 年以降に製造された自動車のみが輸入を

許可される。 

・ ケニアに輸入される自動車は全て、救急車や消防車などの特殊車両を除き、右ハ

ンドルでなければならない。 

・ 全ての自動車は、ケニアへの船積み前に、日本輸出自動車検査センター

（JEVIC）の車両検査を受けることを義務付けられる。日本輸出自動車検査セ

ンターは、モンバサ（Mombasa）港で輸入車を通関する際に必要な自動車路上

使用適格性証明書を発行する。ケニアは現在、検査内容を再交渉中である。 

 

スペア部品の輸入 

ケニア市場でのスペア部品のほとんどは台湾、中国及びマレーシアから輸入されてい

る。輸入のほとんどは船便であるため、モンバサが通関港であり、その後、スペア部品
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は陸路ナイロビや他の地方に送られる。尐量の部品は航空貨物又は輸入業者の持ち込み

貨物として輸入され、ナイロビのジョモケニヤッタ国際空港で通関される。 

 

模倣品の目的地 

 ケニア市場向けの模倣品の一部は、ウガンダ、タンザニア、ルワンダ、ブルンジ及び

南スーダンといった隣国から国境を越える。 

 

模倣品が流通する場所 

 模倣品の流通経路には、卸売業者、小型スーパーマーケット、小売店（店舗及びキオ

スク）、消費者への直接販売、業者、又は隣国への輸出などがある。  

 

 

グラフ 1：模倣品販売店の割合 
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図 1：国内流通チェーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真正品との比較（品質、価格など） 

模倣品は大部分、真正品よりも安い。というのは、輸入業者は関税の支払を逃れてい

るからである（税関職員や警官への賄賂を通じて）。ただし、一部の抜け目のない業者

は真正品と同じ価格で模倣品を販売している。というのは、買い手はほとんどの場合、

真正品と模倣品とを区別できないからである。 

 

一部の模倣品（及び市場に出回っている他の安価なブランドでさえ）は基本的に真正

品よりも基本的に品質が低い。模倣品はほとんどが水準以下の品質であり、耐久性が低

い。というのは、模倣品は承認された仕様規格に合わせて製造されていないからである。

こうしたことは消費者に大きな危険を与える。 

  

製造業者 卸売業者 小売店主 消費者 

主に地方の小・零

細企業 

法人として未登録 

尐量包装製品の製

造に特化 

小売商人と直接交

流することは稀 

ほとんど徒歩又

は自転車で商品

を卸売りする個
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物の自動車は使
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小売店を定期的

には訪問せず、

定期的な納入業

者ではない 

商品販売時に領

収書を渡さない 

ほとんどが略式の

店舗 

低価格が魅力 

多くは下層の消費

者 

低価格に引き寄せ

られる 
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10. 模倣品に対する現行措置  

 

市場での模倣品に対する措置 

ケニア基準局は市場での模倣品及び規格外品に対する戦いで以下の措置を講じている。 

∙ 船積み前適合検査（PVoC, Pre-export Verification of Conformity ）基準認証プ

ログラム、標準化マーク（SM, Standardization Mark）プログラム及び輸入標

準化マーク（ISM, Import Standardization Mark）プログラムの实施はトレー

サビリティーが实現し、そのため模倣行為の機会の減尐につながっている。標章

は、模倣品及び規格外品が継続的に市場の縮小に直面していることを確保してい

る。 

∙ 入国地点での目的地検査、及び適合証明書（CoC, Certificate of Conformity ）

の欠如に対する罰則の賦課 

∙ 継続的な市場監視 

∙ 標準化マーク／輸入標準化マークの執行において、スーパーマーケットなどの一

部企業の支持を得ることを通じた消費者認識の向上 

∙ 規格外品及び模倣品の押収及び廃棄 

∙ 正道を外れた企業の訴追 

 

ただし、以下のような課題も存在する。 

∙ 模倣品が望ましい仕様を満たす場合がある 

∙ 基準法にも限界がある 

 官報で公示されたケニア規格（KS, Kenyan Standards ）が存在しない場合、

執行が困難 

 試験能力の欠如 

 基準法は最低限の要件を示しているだけなので、模倣者でもかかる要件を満

たす可能性がある 

 基準法は、模倣品対策に有益である製品の説明的特徴を示していない 

 申立人が模倣品と並行輸入品の違いを理解していない 
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 特に取締の際の、カメラ、押収品の輸送手段、労働力などの十分な資源の供

給の問題  

 訴追手続に時間を要する 

 商品の虚偽申告（輸入） 

 貿易のグローバル化及び共通の市場プロトコル 

 越境しやすい国境と中継回廊地帯 

 一部地域での基準法執行と模倣品押収を行う際の人員の安全の問題 

 船積み前適合検査相手国が、適合証明書の発行前に、知的財産権者を確定し

ない場合がある 

 一部の消費者と一部の政府部門の間で、模倣品が必ずしも危険ではない場合、

当該模倣行為は「被害者なき犯罪」であり、対策を急ぐことは悪行であると

いった態度が広がっている 

 

国境税関での措置 

以下は国境での模倣品の移動を撲滅しようとしてケニア歳入庁（KRA）が行ってい

る措置の一部である。 

∙ 模倣品・密輸取り締まり审の設置－ナイロビ、エルドレット（Eldoret）、モン

バサ（Mombasa）及びキスム（Kisumu）に職員を配属する専門部門 

∙ KRA 内の模倣品対策活動を調整する部門は捜査部に本拠を置く 

∙ 模倣品に関する職員研修－局内研修と外部研修が検討されている 

∙ 共同国境パトロール－ウガンダ歳入庁（URA）及びタンザニア歳入庁（TRA）

との共同パトロールが開始されている  

∙ 税関近代化・改革：電子的貨物追跡及びスキャナーなど  

∙ 保税倉庫及び輸出加工地区（EPZ）の監督強化：これらの場所は商品がケニアに

密輸され得る地域と確認されている  

∙ 中継貨物の監視：特に電池、酒類及びタバコなど、一部の模倣品はコンゴ民主共

和国を目的地とするものとしてケニアに持ち込まれるが、最終的には国内市場に

流入する  
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∙ 世界税関機構（WCO）との国際協力  

∙ 入国地点での汚職を防止するための清廉試験及び告発政策  

権利者が税関において模倣品の差し止めを求める場合は、以下の必要書類の提出が必

要となる。 

・ 指定のフォームに基づく不服申立書（ACA10）および損害賠償請求書（ACA11） 

・ 有効な権利登録書の写しを添付した宠誓書 

・ 真正品および可能であれば模倣品サンプル（实物もしくは明瞭な写真） 

・ 1,000 ケニアシリングの手数料 

 

民法及び刑法による措置及び法的手続 

民法及び刑法による手続及び法的措置は 2008 年法律第 13 号「模倣品取締法」及び

2010 年模倣品対策規則に示されており、模倣品取締機関（ACA）の権限である。特に、

模倣品取締法第 33 条第 1 項及び第 2 項は、模倣品取締規則と併せて解釈する。模倣品

取締法第 33 条は以下のような手続を規定している。 

∙ 知的財産権者、その権原の継承者、实施権者又は代理人は、保護される商品に関

して、模倣品取締法第 32 条に基づく犯罪が、何人かによって行われたか、行われ

ているか、行われる可能性が高いと疑う妥当な根拠を有する場合、常務理事

（Excective Director）に申立を行うことができる。 

∙ 申立は、常務理事が納得するように、指定することができる、犯罪が行われたか、

行われているか、行われる可能性が高いと主張されている商品が明白に模倣品で

あるという趣旨の情報及び明細書を提出するものとする。 

∙ 本法第 33 条第 2 項に基づいて常務理事に申立を行うことを望む知的財産権者又は

その代理人は、指定のフォーム（ACA8）で申立を行うものとする。 

∙ 本条第 1 項に基づく申立は以下のものを添えなければならない。  

a) 10,000 ケニアシリングの手数料 

b) 登録証及び申立を証明する他の関係文書を添付した、申立人又は代理人の宠誓

供述書  
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c) 模倣品であるとの申立ての対象となった商品の不当な押収、除去又は留置に関

する請求から ACA を免責する、申立人が署名した、指定のフォーム（ACA 9）

の免責書 

 

商品模倣に関する刑罰 

模倣罪に関して模倣品取締法に基づいて規定される刑罰は、同法第 35 条第 1 項に明

文化されている。第 32 条の罪を犯した者は、以下の刑罰に処せられる。 

a) 初犯の場合、犯罪が関係する模倣品を扱う特定の行為に関わる品目のそれぞれに

関して、5 年以下の懲役、又は商品の一般的な小売価格の総額の 3 倍以下の罰金、

又はその併科 

b) 再犯の場合、15 年以下の懲役、又は商品の一般的な小売価格の総額の 5 倍以下

の罰金、又はその併科 

 

日本企業が模倣品を取り締まるために利用できる方法 

外国企業の一つとして日本企業が模倣品を取り締まるのに使うことができる方法は多

数存在する。以下はその一部である。 

∙ 商標又はブランド名をケニア産業財産庁（KIPI）に登録することによる知的財産

の保護 

∙ 書類を完成できるように实施権者及び代理人に権限を付与すること 

∙ 知的財産権を維持すること 

∙ 税関当局に権利を登録すること 

∙ メディアを通じて消費者に喚起すること 

∙ 梱包材を更新すること（ホログラムの使用など） 

∙ 模倣品追跡の初期段階で民間調査員を雇用すること 

∙ 法執行職員に情報を提供すること 

∙ 不合格となった梱包材を細断又は焼却によって処分することを確保すること 
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正当な権利を有する企業が模倣品を取り締まるための要件及び費用効果の高い措置 

情報の収集及び分析は模倣品防止のための効果的な戦略の立案及び实施に不可欠であ

り、これは以下の方法によって達成され得る。 

∙ エンフォースメントデータの収集のための一般的アプローチを確立すること  

∙ 模倣品及び海賊版の健康及び安全に対する影響を文書化する報告の枠組みを策定

すること  

∙ 模倣品及び海賊版の市場に対する見識を得るために調査をより徹底的に利用する

こと  

∙ 政府及び企業との協力を強化すること  
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11. 結論 

 

ケニアの知的財産権法 

 ケニアには、知的財産権保護に適用される国内法律文書がいくつかある。2008 年模

倣対策法とその規則の制定以前、知的財産権保護に使用された主な法律文書は、(a) 

2001 年工業所有権法 No.3 (b) 2001 年著作権法 No.2 (c) ケニア法律第 506 章 1955 年

商標法及びその 2002 年改正法 (d) ケニア法律第 326 章 種子及び植物品種法 (e) ケニア

法第 505 章 取引表示法 (f) ケニア法律第 496 章 基準法 (g) 度量衡法 (h) 万国著作権条

約 (i) コモンロー、刑法典、及び刑事訴訟法などである。2008 年模倣対策法は、こうい

った法律の一部、例えば、商標法及び刑事訴訟法に従属しており、他の法律文書を補完

している。 

 

 外国企業は、その知的財産権、商標又はブランド名をケニア産業財産庁（KIPI）に

登録するのにケニアの弁護士を利用することができる。ケニアの法律事務所の多くは知

的財産権を専門としており、顧実のために侵害を関係当局に報告するために市場を絶え

ず監視している。こういった法律事務所には、 (a) Naikuni Ngaah & Miencha 

Company Advocates、(b) Iseme, Kamau & Maema Advocate 及び(c) Mohammed 

Muigai Advocates などがある。 

 

模倣品の流通状況 

 ケニアと他の東アフリカ諸国は模倣品と海賊版商品の大市場を構成しており、手に負

えない規模に達している。模倣は「グローバル化のために恐らく世界で最も成長が早く、

最も利益率が高い事業」であると説明されており、侵害の対象となる商品の範囲は大幅

に増大している。模倣品業者は売れ足が速く、収益率が高い商品を対象としており、模

倣品と海賊版製造の対象となる商品の範囲と種類は極めて広い。そういった商品には、

アパレル、デザイナー衣料、腕時計、パーソナルケア製品（石鹸、洗剤、香水、化粧品、

靴墨ほか）などの高級消費財；コンピューター、コンピューター・ソフトウェア、コン
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ピューター・ゲーム、音響映像機器、プリンター用トナーカートリッジ、ステレオ機器、

携帯電話、レコード、テープなどの消費者用ハイテク電気・電子機器；食品・飲料；自

動車用スペア部品、肥料、タバコ、農薬、軍需物資、医療機器、医薬品、乾電池、化学

物質などの様々な種類の産業製品；書籍；宝石；ペンその他文房具、などが挙げられる。 

 

 ケニアには長く突破しやすい国境があり、一部の模倣品はこの国境を通ってケニアに

密輸されている。その他の商品は主要な入国地点を経由してくるが、汚職や訓練・意識

不足から、同国への流入を許してしまっている。一部の商品は通過貨物として入ってく

るが、輸入書類が国境に到着すると、国境を越えたことを示す印が押された後、商品は

そのまま違法なルートを通じて国内に流用される。 

 

 輸入業者が最新鋭の家庭用品から自動車用スペア部品までの商品を－全て免税で－持

ち込むケニアの業務の中心地は、ナイロビの中心業務地区の東に位置するにぎやかな商

業中心地であるイーストリー（Eastleign）であり、密輸と膨大な現金取引で悪名高く

なっている。ドバイ、中国、トルコ、インド及びシンガポールにオンラインで注文され

た商品は、利用率の低いエルドレット（Eldoret）空港に空輸され、そこからナイロビ

に陸送される。一部の免税商品は、政府が近年国際空港に格上げしたワジール（Wajir）

空港を通じてケニアに持ち込まれる。 

 

 模倣品の主な供給源は、(1) 例えば、アジア（とりわけ、中国及びインド）及び中東

からの直接輸入で、ケニアに密輸される、(2) 通過貨物、(3) 現地の製造工場の不法操業

を通じてケニア国内で行われる組立20である。輸入品は、ウガンダ、コンゴ民主共和国、

ルワンダ、ブルンジ又はタンザニアを目的地とする通過貨物と指定されることが多いが、

その後、ケニア国内を目的とするよう流用される。国内で製造された低品質の模倣品は

輸出されるが、関税支払を避けるため、申告されることなく、再びケニアに密輸される。 

                                                           
20 ケニア製造業協会（KAM）－模倣品の課題―2008 年 8 月のサファリパークホテルでの KAM CEO に

よるセレナホテルでの模倣品撲滅昼食会議におけるプレゼンテーション 
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 模倣品の密輸は、北部ケニア／ソマリアネットワーク、モンバサ（Mombasa）ネッ

トワーク、ナイロビネットワーク、及び当局とつながったネットワークによって行われ

ている。 

 

实地調査による発見事实のまとめ 

真正品と模倣品を視覚的に区別することは困難である。品質の違いは販売後又は使用

中にしか認識されない。ナイロビの中心街では、リバーロード（River Road）、キリ

ンヤガロード（Kirinyaga Road）、ルスリアベニュー（Luthuli Avenue）及びイース

トリー（Eastleigh）の東郊外がナイロビで最も悪名の高い電気製品及び電子製品の模

倣品の供給源であり、模倣品を認識することが困難であることを利用し、真正品と同じ

価格で販売する悪徳業者が存在する。 

 

模倣者は動きの速い商品を標的としているため、白物家電及び主要な自動車用スペア

部品は小型家電や自動車用消耗スペア部品ほど被害を受けていない。ただし、こうした

業界の大手企業は安価なブランドに市場シェアを 10－20%蚕食されるという影響を受

けている。例えば、ウチュミなどの一部のスーパーマーケットは、あらゆる顧実の要求

を満たすために大手ブランドと安価な家電の両方を仕入れている。大手スーパーマーケ

ットは模倣品を故意に仕入れることはない。というのは、模倣者は保証書を発行しない

ため、顧実が苦情を申し立てた場合、問題が発生するからである。 

 

税関での取締については、輸入業者が税関職員を買収しているため、当局が模倣品の

問題に対処することに抵抗していると一般的な意識が存在している。また、当局は模倣

品を発見する能力を持っていない可能性がある。 

 

主にドバイからの模倣輸入品のほとんどは、キスマーユ港（Kismayu）（ソマリ

ア）、ガリッサ（Garissa）空港及びエルドレット（Eldoret）空港を通じてケニア国

内に持ち込まれる。輸入業者はこうした商品の関税の支払いを逃れ、こうした商品は最

終的にナイロビ内外の小規模スーパーマーケットで売られる。  
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税関の抜け穴が塞がれれば、全ての輸入業者が関税を支払うため、政府の税収は増え

ることになる。 

 

模倣品取締機関（ACA）は、模倣品売買の違法性を精力的に教育するだけではなく、

模倣品又は低品質品の使用に伴うリスクについて一般大衆を啓蒙すべきである。模倣品

の市場がなくなれば、その取引は停止する。現在一般的な不景気は、消費者に安価な商

品を買う選択肢しか残さない。この場合、安全の前に価格が考慮される。 

 

模倣品の数量は誰にも分からない（真正品と模倣品を区別することが困難であること

を考えると）。国内製造業者が挙げている推定値は推定売上喪失から演繹したものであ

る。 

 

中国と台湾は模倣品に最も関係している国であるが、ほとんどの回答者は、両国から

の製品の全てが模倣品や低品質品であるのではないと語っている。 

 

かつてはケニア基準局（KEBS）が模倣品を発見するのは容易であったが、近年、品

質が水準を下回る模倣品又はブランドのほとんどが改良されており、試験が行われるケ

ニア規格を満たし、KEBS が例えば、乾電池を訴えるのを不可能にしている。 

 

我々の实地調査での経験から、小売業者は模倣品の問題と安価な商品との関係を論じ

る際に輸入業者よりも協力的であるというのが我々の所見である。 

 

模倣の問題と模倣品取締措置のまとめ 

模倣の問題と課題 

∙ 税関は最長 10 日しか商品を留置できない 

∙ ACA はより長期間にわたって商品を留置できるが、知的財産権者が裁判所に出

廷する必要がある 

∙ 政府内部の能力と十分な資源が欠如している 
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∙ ACA の予算の制約。例えば、全国に 15 人の検査官しかいない 

∙ ウガンダは模倣品対策に関する地域協定への署名を拒んでいる 

∙ 模倣品の携帯電話だけでも政府は年間 30 億ケニアシリング超の税収を失ってい

る 

∙ 模倣行為と模倣品に関する認識の低さ、及び製造業者、卸売業者、小売業者及び

消費者など、影響を受ける全ての関係者の意識を高める努力を促す必要がある 

∙ 政府は模倣品の範囲に関する完全な調査を行っていない  

∙ 模倣品に対して法律を執行するためにはケニアで登録されている必要がある 

∙ 検査官、検察官及び裁判官による知的財産及び模倣品取締法の知識の欠如 

∙ 国境を越える法律が不十分又は無力である 

∙ 訴訟が非常に長く、幻滅や断念につながる場合がある 

∙ 証拠保全の面に問題がある 

 

その他の課題  

∙ 製造業者はその商品が模倣されていることを認めたがらない 

∙ 予算の制約のため、ACA は以下のような優先順位で模倣品対策に取り組む 

a) 第 1 優先事項－健康及び安全確保（医薬品、電気製品、携帯電話） 

b) 第 2 優先事項－安全（安全に重要なスペア部品、電気ブレーキバッド、電気

ソケット、配線） 

c) 第 3 優先事項－製造業者による申立に応じたその他  

 

措置 

∙ 模倣品取引の犯罪は、模倣品取締法第 35 条第 1 項 a・b 及び第 2 項に基づき以下

の刑罰に処せられる。 

a) 初犯の場合、犯罪が関係する模倣品を扱う特定の行為に関わる品目のそれぞ

れに関して、5 年以下の懲役、又は商品の一般的な小売価格の総額の 3 倍以下

の罰金、又はその併科 
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b) 再犯の場合、15 年以下の懲役、又は商品の一般的な小売価格の総額の 5 倍以

下の罰金、又はその併科 

また、任務遂行中の検査官を妨害する人物、検査官の要件に従わない人物、検査

官への支援／情報を提供しない人物又は検査官に誤った情報を提供する人物は、

同条第 2 項に基づき 3 年以下の懲役又は 200 万ケニアシリングの罰金、又はその

両方を課せられる。 

∙ タンザニアとルワンダは模倣品に対処する地域アプローチに既に合意している 
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12. 残された課題 

 

ケニア政府は 2008 年模倣品取締法を制定したが、行われるべき大きな改革が残され

ている。これは以下のものなどである。 

刑罰 

∙ 罰金は抑止効果を達成するために引き上げられる必要がある 

∙ 模倣品取締法は、犯罪の凶悪さに応じて、3 回目以降の犯罪について 2 年以上の

懲役を義務付けるべきである 

∙ 輸入品は商標を付けられ、原産国が明確に表示されなければならない 

∙ 東アフリカ共同体税関管理法は模倣品を押収、没収、廃棄する権限を規定してい

る。この法律は民間部門と行為のエンフォースメント職員が協力して執行されな

ければならない 

 

水際対策 

∙ 模倣品取締法は、商品がケニアへの輸入品か、ケニアからの輸出品か、他国への

中継貨物であるかを確認するために全ての国境検問所に検査官を配属するよう、

模倣品取締機関（ACA）がケニア歳入庁（KRA）及び他の関係税関機関と協力す

ることを含む、水際対策を盛り込むべきである。 

 

押収及び保管 

∙ 模倣品に関する情報の配布を容易にするために、模倣品の目録を作成するための

データベースが ACA 内に構築される必要がある。そうすれば、情報をメディア、

インターネット又は LAN を通じて一般大衆に流布することができる。 

 

司法改革 

∙ 特に知的財産権とその違反に関して紛争を裁定する刑事裁判権と民事裁判権の両

方を備えた司法裁判所又は特別裁判所が設置される必要がある。 
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∙ 模倣品業者を通報し、一部の場合には逮捕することを人々にとって利益が上がる

ようにするため、一部の行為の民営化を支援する法的枠組を实施する。民事エン

フォースメントが奨励されなければならない。 

 

民間部門は、東アフリカ共同体模倣品取締法の成立により、模倣品に対処する際の刑

罰を重くするよう東アフリカ共同体に強く陳情している。模倣品取引から生じた財産又

は富を国は没収するよう勧告される。模倣者のリスクを高める。 

 

消費者団体 

 消費者団体は、消費者支援活動を通じてケニアと東アフリカ地域で影響力を高めつつ

あり、卸売業者、承認、小売業者及びその他の流通関係者の認識を生み出すために支援

されるべきである。 
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問合せ先 

I. Kenya Association of Manufacturers 

住所: Mwanzi Road, off Peponi Road – Westlands, P.O. Box 30225 00100  

Nairobi 

Tel: (254 20) 6002210/11 

E-mail: info@kam.co.ke 

Web: http://www.kam.co.ke/ 

 

II. Registrar General’s Department 

ケニア著作権委員会の帰属する司法長官审（Attorney General’s Chambers）  

 

III. Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Industrial Property Office 

住所: Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Kipi Centre Kapiti Road 

Nairobi South C, P.O. Box 51648 00200 City Square, Nairobi 

Tel.: (254 20) 602210; 602211; 606306; 606326; 606329 

E-mail: info@kipi.go.ke; kipi@swiftkenya.com 

Web: http://www.kipi.go.ke/ 

 

IV. Customs Department of the Kenya Revenue Authority,  

住所: 

NSSF Building Block A,  

Bishops Road 

Tel: 2250977 

住所: 

Forotha House, 

Community Ground Floor,  

Upper Hill Road 

Tel :2737444 

住所:Wilson Airport, 

Langata Road  

Tel :6006686 

Web(Kenya Revenue Authority): http://www.kra.go.ke/ 

 

V. The Kenya Bureau of Standards (KEBS) 

住所: Behind Belle Vue Cinema – Popo Road, off Mombasa Road 

Tel: (254 20) 6005490; 6005610; 6948000 

Email: info@kebs.org 

Web: http://www.kebs.org/index.php 
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VI. The Weights and Measures Department of the Ministry of Trade and 

Industry 

 

VII. Kenya Plant and Health Inspectorate Services (KEPHIS). 

住所: P.O. Box 49592-00100 Nairobi 

Tel: (254 020) 3597201/2/3; 3536171; 3536172 

Email: director@kephis.org 

Web: http://www.kephis.org/ 

 

VIII. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA) 

住所: Bishop Gardens Towers next to Ardhi House,2nd Floor Bishop’s Road 

P.O Box 56445 00200 Nairobi 

Tel: (254 20) 4936000; 2714724; 2719933; 2719934; 2714714. 

Email: admin@kippra.or.ke 

Web: www.kippra.org 
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