第1章

模倣行為巧妙化の背景、現状

日本企業が、中国模倣品問題への対応を開始して以来、既に 10 年以上が経過しており、
その間、企業（権利者）、模倣業者、関係政府当局はいずれも模倣対策に関わる経験をそ
れぞれの立場から蓄積し続けている。模倣業者は、権利者の模倣対策手段、当局の執行手
段に習熟し、権利行使を免れるため、模倣ビジネスの遂行にあたり様々な工夫を凝らして
おり、そうした工夫が権利者サイドからは「巧妙化」と認識されている。巧妙化により、
“模倣行為を発見し難い”、“模倣行為の違法性を追及し難い”、あるいは“首謀者を特定
し難い”といった問題が生じており、模倣対策上の主要な解決すべき課題となっている。
本章では、効果的な巧妙化対策の一助とすることを目的に、模倣業者が模倣行為の巧妙
化を進めるに至った背景を概観したうえ、巧妙化の分類、対策上の具体的な課題等を取り
まとめる。

１．模倣品問題の現状
（１）模倣行為の巧妙化とは
本報告書の理解を容易かつ明確にするため、
「模倣行為巧妙化」に関係する用語の意味、
対象範囲を次のとおり定義する。
【模倣品】
本報告書において「模倣品」は、「正当な権利者の許可なく、当該権利者の有する識別
標識（商標、企業名称等）または外観（商品自体、包装等）を模倣した製品」を指すもの
として扱う。
「模倣品」または「模倣行為」という語は、多くの法規定、論文、報告書などで用いら
れているが、その定義について明確な定めはない。日本企業が「模倣品」と表現する場合、
次の①～④の製品を総称する概念として使用することが多い。
①商標権侵害製品：識別標識の模倣
②意匠権侵害製品：工業デザイン（外観）の模倣
③不正競争防止法（反不正当競争法）違反品：いわゆる商品等表示の模倣
④製品品質法違反品：製造者、社名等表示の模倣
こうした考え方において、「模倣品」には、特許権侵害品（技術の模倣）や著作権侵害
は含まれず、後者は通常「海賊版」呼ばれている。
本報告書では、こうした一般的な考えを踏襲し、「識別標識」、「外観」を模倣した製品
（模倣品）を対象に、関連する行為の巧妙化に言及する。
なお、中国では、著作物の範囲が工業製品に及ぶ場合も多いところ、著作権侵害品であ
っても、外観模倣品であれば本報告書でいう模倣品に該当する。
＜参考＞
「模倣品」またはそれに準ずる用語については、各種条約等でもその定義に触れられて
いるため、以下に代表的なものを紹介する。
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■「模倣品の取引防止に関する協定（ACTA）」での「不正商標商品」の定義
第五条 一般的定義
この協定の適用上、別段の定めがある場合を除くほか、
(d)「不正商標商品」とは、ある商品について有効に登録されている商標と同一で
あり、又はその基本的側面において当該商標と識別できない商標を許諾なしに付
した、当該商品と同一の商品（包装を含む）であって、次章（知的財産権に関す
る執行のための法的枠組み）に定める手続が適用される国の法令上、商標権者の
権利を侵害するものをいう。

■「特定の知的財産権の侵害が疑われる物品に対する税関の措置及び当該権利の侵害が
認められた物品に対してとられるべき対策に関する2003年7月22日付欧州連合理事会
規則(EC) No 1383/2003」での「模倣品」および「海賊版」の定義
第２条
(a) 「模倣品(counterfeit goods)」とは、具体的には以下のとおりとする。
(i) 同一種類の物品に関して、有効に登録されている商標と同一の商標が許諾なく
表示され、又は基本的外観において当該登録商標との区別が不可能な商標が表示
され、これにより、欧州共同体商標に関する1993年12月20日付欧州理事会規則
(EC) No 40/945、又は税関当局による措置の申請が行われた加盟国の法律により
規定されるとおり、商標所有者の欧州共同体の法律の下での権利を侵害する、パ
ッケージを含む物品。
(ii) 小項 (i)に言及される物品と同一の条件における、別途提示されるときも含
め, いかなる商標シンボル（当該シンボルを付したロゴ、ラベル、スティッカー、
パンフレット、使用手引書、又は保証書を含む）。
(iii) 小項 (i)に言及される物品と同一の条件における、別個に提示されるときも
含め、模倣品の商標を付したパッケージ素材。
(b) 「海賊品(pirated goods)」とは、具体的には次のとおりとする。国内法におけ
るその登録の有無に関わらず、著作権、隣接権もしくは意匠権の権利者による同
意なしに、又は生産国における権利者によって授権された者の同意なしに作成さ
れた複製である物品又は同複製を含む物品であって、欧州共同体の意匠に関する
2001年12月12日付欧州理事会規則 (EC) No 6/ 20026、又は税関による措置の申請
が行われた加盟国の法律の下で権利侵害を構成するもの。
【模倣行為の巧妙化】
本報告書において、「模倣行為の巧妙化」は、模倣業者による行為の巧妙化と、模倣
品自体の態様の巧妙化の両方を含む概念として扱うものとする（模倣品の態様は模倣業
者の行為の帰結であるため、後者は前者の一部ともいえるが、理解の便宜上２つの概念
に分けることとする）。例えば、次のような手口、行為が該当する。
①模倣品・模倣行為の発見を困難にする行為（アンダーグラウンド化／隠蔽行為）
模倣品関連ビジネスの当事者が、正当権利者に自らの模倣行為が発見されることを防
ぐために実施する意図的な行為
（ex）模倣品の深夜・休日製造、模倣品の即時出荷
②執行を回避、困難化する行為
模倣品関連ビジネスの当事者が、執行当局の権限の限界等を利用して、行政執行を回
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避するために実施する意図的な行為
（ex）模倣品の民家への保管
③権利侵害の認定を困難にする行為
模倣品関連ビジネスの当事者が、関連法規の抜け道等を利用して、権利侵害の認定を
回避するため意図的に行う行為
（ex）商標への「Use for」の付記
④処罰の多寡を低下させる行為
模倣品関連ビジネスの当事者が、正当権利者からの権利行使を受けた際に、強い処罰
が下されるのを回避するため意図的に行う行為
（ex）在庫の少量化、商標ラベルと本体の分離保管
⑤ブランド等の乗っ取り
模倣品関連ビジネスの当事者が、正当権利者による権利取得の不備等を利用して、正
当権利者が有するべき知的財産権を取得し、自らが正当なブランドオーナーであるか
のように振舞う行為
（ex）悪意先駆商標の取得および使用
（２）模倣品の流通・被害状況
模倣品流通により、権利者が負う被害は多岐にわたる。例えば、正規品の売上減少、ブ
ランド価値の低下などがこれにあたる。
ここでは、模倣行為の巧妙化を検討する前提として、中国および世界的な模倣品の流通
規模、当該流通による被害の実態を紹介した既存データ等を紹介する。
①日系企業の被害率
2011 年 度 模 倣 被 害 調 査 報 告 書 （ 平 成 24 年 3 月 6 日 、 特 許 庁 、
http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/jittai/jittai.htm）によれば、
日系企業の全世界での商標権侵害の被害率は、21.9％で、前年度比で 2.7％低下したも
のとされている。毎年の同調査で被害を受けたと回答した企業のうち、商標権侵害を受
けた企業は、2009 年で 56.9％、2010 年で 57.0％と半数以上にのぼっている。
なお、この調査は、過去5年間に日本で特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、
商標登録出願を行った国内の企業・団体のうち、合計出願件数の多い企業・団体上位を
調査対象として実施されており、2011年度は対象が8,005 社、有効回答が4,303社であ
った。
また、同調査報告書では、国・地域別被害率について、毎年中国が最も被害の多い国
とされており、ここ数年の数値は図１のとおりである。

※その他の国・地域はいずれも 15%未満
図１ 国・地域別被害率の経年推移
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②多様な被害の発生
模倣品の流通は、結果的に、多方面での被害を企業（権利者）にもたらしている。代
表的な被害として、次のような事項が挙げられる。
■企業（権利者）の信用低下
●マスコミ・インターネット等でのネガティブキャンペーン
●劣悪模倣品の影響による資産（権利者ブランド）価値の低下
（ex）
・消費者保護日に、中国 TV 局が、市場で流通している商品のサンプル検査の結果
を公表（模倣品の品質不良を正規品の不良として公表）。
・インターネットで誤って模倣品を共同購入した消費者らが、
「模倣品のインター
ネット上での流通は権利者の怠慢」と訴え、マスコミがこれを後押し。

■消費者、周辺事業者への悪影響
●粗悪模倣品の使用による取引先、消費者への悪影響（不安全・不安心）
（ex)
・模倣品使用後の取引先クレーム
模倣品（調味料；中国製造→日本輸出）の購入者（日本の正規飲食店）から「品
質が悪い」とのクレーム発生。成分を調べたところ、食品への添加が認められ
ていない成分が発見された。
・模倣者が虚偽の社名（日系大手企業との関係を想起させるもの）を用い、イン
ターネット上で商品の生産者を募り、製造キットを提供。キットの提供にあわ
せ、保証金の支払いを要請し、金員受領後は連絡が取れない状態となった。
⇒被害者の訴え（日系企業向け）を地方政府が後押し

■営業上の不利益
●市場縮小、シェア・価格低下/輸出による外国市場の侵食
●事業サイクルへの悪影響（事業継続不可能、投資回収の不具合・開発意欲低下）
（ex）
・模倣品の出現による正規品価格の大幅な低下
・模倣品の氾濫による正規品市場の抑圧（ある社では、正規品輸出開始後に、約
10 倍規模の模倣品氾濫を認識）
・輸出による模倣品の国際的氾濫（ある社では、模倣品（中国製造→UAE 輸出）
発生後すぐに UAE での売り上げが 20%減少）

こうした状況を受け、日系企業は中国の知的財産権問題の中で、模倣品問題を“最も
困っているもの”として捉えている。この数年間に、2011年に中国IPG（Intellectual
Property Group）が実施したアンケートの結果は、図２のとおりになっている。
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図２ 最も困っている中国知財問題
（３）権利者による対策の状況
上記のとおり、模倣品の被害規模、被害率が高いことを背景として、これまでに多くの
日系企業がいわゆる模倣対策を行っている。同様に欧米企業や中国企業も長期間にわたり
模倣対策を実施しており、その結果、模倣業者の一部は権利者の権利行使手段を習熟する
に至っている。ここでは、権利者が数年来実施してきた模倣対策の内容を概観する。
①権利者による模倣対策の動機付け
「模倣品・海賊版対策の企業経営・社会に対する貢献の分析に関する調査研究報告書」
（平成21年4月、経済産業省）の図表21には、日本企業が如何なる効果を想定して模倣
対策を行っているかが記載されている。具体的には、次のような事項が想定する効果と
して挙げられている。
■模倣対策の効果（想定）
項目

割合

模倣品・海賊版の減少

90.7％

ブランド・企業イメージの保持

84.1％

消費者の安全に関わるリスクの回避

56.1％

企業の社会的責任への対応

55.2％

正規品市場の拡大

48.6％

売上高・シェア・利益の増加

48.6％

消費者の意識啓発

43.9％

販売代理店等との関係の維持・改善

38.3％

損害賠償金の獲得

19.6％
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権利者の多くは、「模倣品・海賊版の減少」、「ブランド・企業イメージの保持」と
いった直接的な効果を想定しており、「消費者の安全に関わるリスクの回避」や「企業
の社会的責任への対応」といったコンプライアンス的な理由も過半数となっている。こ
うした効果を見据え、日系企業は模倣対策を継続している。
②対策の実施率
上記の「模倣被害調査報告書」によれば、調査対象日系企業の模倣品対策の実施率は
増加傾向にあり、2010 年の実績では、50.9％と半数を上回る企業が対策を講じる状況
となっている。

図３

模倣品対策実施率の経年推移

中国 IPG アンケートの結果において、2011 年には回答者の 80％以上が、模倣対策（ニ
セモノ取締り）を中国関連の知的財産関連業務の１つに挙げており、情報収集に次いで
高い割合となっている。

図４

中国知的財産関連業務内容の経年変化
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③行政摘発の状況
「中国知識産権保護状況」によれば、中国における知的財産権侵害品への行政摘発件
数は、図５のとおり、年間 10 万件に迫る勢いであり、累積では極めて多くの侵害行為
に対し取締が行われていることがわかる。グラフ上には、例えば不正競争や製品品質法
違反の一部は反映されていないと考えられ、実際には更に多くの模倣摘発案件が発生し
ているものと考えられる。

図５

知的財産権侵害の摘発件数の経年推移

④知的財産権侵害訴訟の状況
「中国知識産権保護状況」によれば、中国における知的財産権侵害訴訟の件数は、近
年急激な増加を続けている。図６のとおり、2011 年には、商標権侵害案件だけで年間
約 1 万 3,000 件が受理されており、専利権侵害訴訟も同等の伸びを示している。外国企
業の関わるケースも増えており、特許庁委託「中国知財司法統計調査報告書」によれば、
北京・上海の法院における一審判決の 30%以上は、日米欧企業が原告とされている。

図６ 知的財産権民事一審案件（受理件数） の経年推移
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以上のように、大規模な模倣品流通を抑止するため、権利者、執行当局が継続的な権利
行使・執行を行ってきたため、近年ではこれに対抗するため、模倣行為の巧妙化が進む状
況となっている。
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２．巧妙化の現状
（１）巧妙化の要因
これまで述べてきたとおり、巧妙化の多くのケースでは、模倣業者が模倣行為を継続す
る過程で法の網をかいくぐる“抜け道”を知得したことが、その主な要因になっていると
考えられる。また、いわゆる代理事務所など、知的財産を扱う専門家が模倣業者と結託し、
知財制度を不当に用いる術を知恵付けるなど、知財制度が悪用され得るインフラも存在し
ている。ここでは、巧妙化を助長する主要因を説明する。

●金儲け（利益＞コスト）
●知財制度の不知
悪質な代理業
者、周辺同業者
等の入れ知恵

権利行使

模倣ビジネス開始

●権利行使回避の抜け道を模索
●巧妙化（“集団化”、“悪質化”、
“アンダーグラウンド化”等）

模倣ビジネス、
権利行使回避の習熟

再犯の継続
図７

模倣継続による巧妙化のイメージ

①再犯業者の巧妙化
中国の権利執行部門（公安、工商行政管理局等）に対し、模倣行為の動機を照会した
場合には、「模倣品ビジネスが儲かる」点が最大の要因として必ず挙げられる。模倣品
ビジネスに関与し利益を得た模倣業者は、更なる利益追求の心理から当該ビジネスを継
続することが多く、模倣の継続において違法行為が発覚することもある。違法行為が発
覚して処罰を受けた者、または同業他社が処罰を受けた事例を知識として獲得した者は、
その経験と知識を活用して摘発・処罰から免れる手法を考案し、その繰り返しにより、
厳しさを増す法執行当局からの取り締まりをかいくぐる手法を徐々に習熟し、巧妙な手
口で再犯を繰り返すこととなる。再犯に伴う巧妙化の典型例として、次の例が挙げられ
る。図中の赤色が、巧妙化に相当する行為である。
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図８

再犯に伴う巧妙化の典型例

ところで、再犯がどの程度発生するかについて、「日系企業が中国で直面した知的所
有権侵害再犯案件および巧妙化した侵害問題の調査報告書」（日本貿易振興機構、2008
年 3 月発行、http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/
ip/pdf/report_0803.pdf；以下「巧妙化報告書」という）では、次のような日系企業向
けアンケート結果が紹介されている。
■アンケートの仕様
・対象社数：30 社（日本企業）
・対象時期：2004 年から 2007 年 10 月までに発生した事件
■アンケート結果
・再犯への遭遇率：７０％（２１社／３０社）
※再犯に該当するか不明という会社が２社
・遭遇した再犯の状況および件数：回答企業１７社分の合計 264 件
類型

A

B

C

D

E

件数

199

3

13

6（1）

46（2）

割合

75. 38%

1.14%

4.92%

[2.27%]

[17.42%]

※権利侵害の基本的類型
A. 同じ手口による権利侵害再犯、即ち権利侵害者も侵害手口も取締りの適用法
も同一の権利侵害再犯。
B. 同じ手口で適用法が同一でない権利侵害再犯、即ち侵害者も侵害手口も同一
であるが、取締りの適用法が異なる権利侵害再犯。
C. 類似の手口による権利侵害再犯、即ち侵害者が同一、侵害手口が類似する権
利侵害再犯。
D. 同一の侵害者が関連者を利用して実施する権利侵害再犯。
E. 地域を跨ぐ再犯。
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注：
（

）の中のデータは、当該数の案件が同時に他類型の権利侵害再犯を構成する

ことを意味する。[

]の中の割合は、重複の如何によらず、当該類型の案件の

数を全案件の総数で割って算出したものである。

アンケートに回答した企業は、いずれも模倣対策を継続している企業であるため、再
犯への遭遇率は高くなることが予想されるが、そうした背景を差し引いても、“70％”
は高い値と考えられる。再犯の存在自体が権利者の目にとまらない場合や、権利者が再
犯と認識せず権利行使しているケースもあることを考えあわせれば、再犯の発生は高い
頻度であることが想定される。
また 2010 年に、ある日系企業が複数市場の一斉摘発を行い、一定期間経過後に当該
市場での再犯状況を調べた際には、約 70％が再犯を行っていたことが判明している。
こうした再犯率の高さが、巧妙化の促進に関わると考えられるため、対策においては、
再犯と巧妙化の抑止を総合的に考慮することが好ましいと考えられる。
②悪質な代理業者等の存在
知的財産権関連手続の代理資格を有する事務所など、知財の知識を有する者が模倣業
者と結託し巧妙化を促進するケースも存在している。代表的なケースとして、例えば次
のようなものが挙げられる。
■傍名牌行為を後押しする商号登記斡旋業者
傍名牌、すなわち、他社の有名商号又は商
標の商業名声に便乗して市場での取引機会の
獲得を目的に、市場の誤認混同を引き起こす
行為の代表的な行為態様として、いわゆる模
倣業者が、意図的に他人の知名商標／商号と
同一／類似の商号を含む企業名称を登記し、
当該企業名称またはその略称を自己の商品な
いしその包装上に用い、あたかも当該他人の
商品であるかのように見せかけるものがある。
模倣業者には企業名称権が発生し、正当権
利者に対し企業名称使用の抗弁を主張し得る
こととなる。結果的に需要者・権利者が不利益を受けるおそれが生じる。
傍名牌に関わる主な悪質事業者は、企業名称登記を斡旋するサービス業者と、他人の
商業名声へのただ乗りを目論む模倣業者である。前者の例としては、大陸企業に香港で
の登記を勧める業者が挙げられる。近年いくつかの知財関連イベントにおいて、こうし
たサービス業者が参加者らに低価格での登記を打診していたことが確認されている（写
真は斡旋業者が配布していたパンフレット）。模倣業者は権利者からの行政摘発の際に
企業名称使用の抗弁を行うことを見込んで、企業名称を登記している。
■悪意先駆商標に関係する商標代理事務所
中国の商標代理事務所の中には、外国の周知商標など、本来代理を行うべきではない
商標の出願を請け負う事務所も存在し、その数は大手日本企業が問題視しているだけで
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も数 10 所に及ぶ（ただし、中には、悪意なく代理したものも存在すると想定される）。
より悪質な事務所として、例えば、第三者から悪意先駆商標の出願代理を依頼されたこ
とを装い、正当な権利者に対し「３労働日以内に反論し商標出願を行わないと、当所は
商標法の規定に基づき、商標登録出願を代理する」といった内容の法律的には意味不明
なレターを発し、当該正当出願人からの出願代理の依頼を促す者も存在する。
③その他
巧妙化については、その他にも多様な要因を挙げることができる。例えば次のような
要因である。
・模倣品ビジネスの国際化：分業化、偽装行為等を助長
・模倣品ビジネスのインフラ向上：電子商取引の普及に伴う模倣業者の隠ぺい容易化等
（２）巧妙化手口の分類、遭遇率に関する既存データ
巧妙化した模倣行為・手口の分類や、巧妙化に対する企業の問題意識については、従来
複数の報告がなされている。巧妙化の現状を示す根拠として、それらのデータ等を以下に
紹介する。
①巧妙化報告書
「巧妙化報告書」では、巧妙化の手口について下表のような分類がなされている。
これらの行為は、原則として現在も存在しているため、後述の本報告書における巧妙
化の分類においても、同様の用語を用いる。

模倣手
法の巧
妙化

模倣品
形態の
巧妙化

種類

内容

権利行使の課題

件数

分業化

違法表示部分と、それ以外の商品部分を
別々の工場で製造した上、さらに別の工場
等で組み立てて、模倣品を製造する行為類
型

首謀者特定、形式
上侵害行為のない
共謀者への権利行
使が困難

25

小口・
分散化

在庫の保管期間短
模倣品の製造・販売ロット数を意図的に、
縮（摘発困難化）
小口・分散化させる行為類型
罰則が軽い

28

偽装
行為

商標権侵害品、反不正当競争法違反の製品
に、自社の商標が記載されたラベル等を貼
るなどして、違法ではないかのように偽装
する行為類型

侵害を発見し難い
（特に輸出時）

20

夜間営
業

昼間は模倣品を製造せず、夜間に製造する
行為類型

侵害を発見し難い
当局の協力を得難
い

－

型番
模倣

業界内において一定の知名度を獲得した
型番を自社製品に採用し、あたかも元の型
番使用者の製品またはその互換/関連品で
あるかのように使用する行為類型

正当使用の抗弁を
受ける場合あり

9

用途機
能表示

「USE FOR ○○（商標）」等の表示を付す
ことで、当該商標の使用が商標権侵害に該
当するか否かをあいまい化させる行為類
型

正当使用の抗弁を
受ける場合あり

12
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模倣業
者によ
る権利
確立・抗
弁

中古品
再生産

真正品の中古品を再生産（修理、再塗装等）
し、再生産品に当該真正品の元の供給者
原則侵害を構成
（正当な権利者）の商標を付して、流通さ
せる行為類型

8

類似商
標の使
用

侵害者が、他社（有名）商標の類似商標を
使用し、需要者に誤認混同を生じさせつ
つ、権利侵害をかいくぐろうとする行為類
型

類比判断が地方毎
に不統一

31

ﾆｾ偽造
防止手
段使用

模倣品に、正当権利者が商品に採用する偽
造防止手段の模造品を付してその後の流
通に供し、真贋識別を困難化させる行為類
型

一部侵害鑑定困難
化
消費者の誤認惹起

4

商標継
ぎ足し

組合せ部分が他者の周知商標となるよう
複数の文字や図形を継ぎ足し、当該組合せ
部分を強調して表示する行為類型

通常の社名表記等
との言い逃れの余
地

3

商標
はずし

商標権以外での権利行使が困難な商品に
ついて、商標をはずしたデッドコピー品を
製造販売する行為類型

中国発売前、直後
では周知性なし

27

悪意先
駆商標

正当権利者以外の者が、既存の(外国）周
知商標について出願・登録した商標

外国での周知性は
認められがたい等

企業名
称の使
用

意図的に他人の知名商標／商号と同一／
類似の商号を含む企業名称を登記し、当該
企業名称またはその略称を自己の商品な
いしその包装上に用い、あたかも当該他人
の商品であるかのように見せかける行為

企業名称の使用で
あると認められる
場合あり

意匠権
の抗弁

創作者以外の者が、当該創作者の創作にか
かる意匠を中国出願・登録し、創作者また
はその意匠に関する権利者の承継者から
の権利行使を受けた際、当該登録意匠に基
づいて行う抗弁

計 47

意匠の無審査制度
等

※「件数」は、2004 年から 2007 年 10 月までに対象企業が遭遇した事件の件数合計
②模倣被害調査報告書
「模倣被害調査報告書」では、主要国別の模倣手口の巧妙化について、毎年企業向け
アンケート結果（手口毎の遭遇企業の割合）が記載されており、中には中国での結果も
紹介されている。図９は、2009 年～2011 年の中国における巧妙化手口への遭遇率をま
とめたものである。

司法上の重要トピックにかかる法令・事例に関する調査報告書 13

図９

中国における巧妙化手口への遭遇率

図のとおり、
「見た目はそっくり、商標をつけずに販売」を筆頭に 10 種の手口につい
て遭遇率が記載され、回答者の 15％程度が遭遇したとする手口が主となっている。
なお、「デッドコピーの模倣品に正規品と同程度の価格を設定し販売」および「正規
店舗を装って模倣品を販売」については、当該定義のみではどの点が巧妙なのかを明確
にし難いため、本報告書では言及しない。
③両者の比較
「巧妙化報告書」と「模倣被害調査報告書」に掲げられる巧妙化の手口を整理すると
下表のとおりとなる。

巧妙化報告書
模倣手
法の巧
妙化

件数

模倣被害調査報告書

分業化

25

●中身と包装やロゴシールなどを別々の場
所で製造し、販売時にあわせる
●住居内など発見されにくい場所で生産
（分業化の一部）

小口・分散化

28

摘発を逃れるために、在庫を貯めず次々と
出荷しており、在庫を押収できない
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遭遇率
(2011)
19.9%
16.2%

19.2%

模倣品
形態の
巧妙化

模倣業
者の権
利 確
立・抗
弁

偽装行為

20

－

－

夜間営業

－

－

－

－

－

デザイン画だけ送り、他国の業者に OEM 生
産をさせる手法

6.6%
9.4%

－

－

●正規品の容器や包装を回収し、粗悪なも
のを詰めて正規品と偽って販売
●安価な業務用の正規品を仕入れ、模倣し
た容器や包装に再封入して販売

型番模倣

9

－

－

用途機能表示

12

－

－

中古品再生産

8

－

－

類似商標の使
用

31

－

－

ニセ偽造防止
手段使用

4

正規品であることを示す識別シールを模倣
して添付

17.3%

商標継ぎ足し

3

－

－

商標はずし

27

悪意の先駆商
標
企業名称の使
用
意匠権の抗弁

計 47

見た目はそっくり、商標をつけずに販売

5.1%

35.9%

－

－

－

－

－

－

いずれの報告書からも、「分業化」、「小口・分散化」および「商標はずし」の割合が
高いことが見て取れる。その他、「偽装行為」や「模倣業者の権利確立・抗弁」も比較
的多量であることが示唆されている。
（３）関係法令の改正状況
巧妙化による権利行使の困難化について、権利者が自らの努力のみで対応することは極
めて困難であり、立法ないし法改正を背景に、違法行為立証の容易化や執行部門の権限強
化をはかることが求められる。最も関係の深い「商標法」および「不正競争防止法（反不
正当競争法）
」の改正状況（巧妙化対策に関係する部分）について、経緯と現状を紹介す
る。
①商標法改正
現行商標法（1983 年 3 月 1 日施行）の改正作業において、改正案は次のステップで
公開され、都度パブリック・コメントが収集された。
・2009 年改正案：
2009 年 6 月に国家工商行政管理総局が発表したパブコメ用草案
・2010 年改正案：
2010 年 3 月 1 日に国務院法制弁公室が発表したパブコメ用草案
・2011 年改正案：
2011 年 9 月 2 日に国務院法制弁公室が発表したパブコメ用草案
・2012 年改正案：
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2012 年 12 月 28 日に全人大が公表されたパブコメ用草案
ここでは 2011 年、2012 年の改正案を軸に、従来の改正経緯、巧妙化対策への影響を
説明する。
■悪意先駆商標関連条項
悪意先駆商標の排除に関し、権利者である日本企業から見た現行商標法上の制度不備
としては、主に次の点が挙げられている。いずれも「現行制度では、外国周知商標等に
かかる不当な出願を排除し難い」点に関係する。
（ⅰ）日本商標法第４条第１項第 19 号のように、外国での商標の周知度や商標の独創
性を判断要素として、不正目的の他人の外国周知商標と同一又は類似の出願を排除
する規定がない
（ⅱ）日本では“類似”と“混同”を法律上分けているため、類似性が低いケースや、
商品が乖離しているケースでも、実際に市場で混同を生ずる場合、後願排除できる
（第４条第１項第 15 号）。
これに対し、中国商標法第 31 条では、指定商品の限定があり、混同範囲にまで
保護を広げることはできない。
（ⅲ）中国では、著名商標の認定、登録制度が存在していない
（ⅳ）情報提供・早期審査・早期審理制度が存在していない
（ⅴ）除斥期間の存在、故意の悪意商標変更使用に対する不正使用取消審判の不備
改正の経緯における関係条項の内容、権利者側から見た評価は、下表のとおりである。
2011 年改正案

2012 年改正案

評価

信義誠
実の原
則

●該当部分削除
※2010 年改正案 9 条 2 項に記載
されていた「商標の登録出願及
び使用に当って、誠実信用の原
則に従わなければならない」を
削除

●該当部分復活
※改正案 9 条 2 項と
して「商標の登録出
願及び使用におい
て、誠実信用の原則
を遵守しなければな
らない」を追加（復
活）

誠実信用の原則は、法の抜
け穴を補填でき、悪意先駆
商標の排除に一定の効果
あり（例えば、非類似商品
への出願排除に有用）

在先権
の侵害
禁止・
抜け駆
け登録
の禁止

●34 条（現行 31 条）
方案１：現行法と同様
「商標登録出願に際し、既存の
先に存在する他人のその他の
権利を損なってはならず、他人
がすでに使用し、かつ一定の影
響力を持つ商標を不正手段に
より抜け駆け登録してはなら
ない。」

・
「使用」に香港・マカオ・
台湾や外国での使用が
修正なし
含まれておらず、外国商
※修正自体がなくな
標の抜け駆け出願対策
ったため、右欄で
に用い難い
は 2011 年案の内容 ・「一定の影響力」の認定
をもとに評価
にて、外国で周知である
事実が参酌されず用い
難い

●34 条方案２：方案１に第 2
項を追加
「出願商標が同一又は類似す
る商品において他人が先に中
国で使用した商標と同一又は

・「使用」について前項と
同様
・「悪意」を推定する要件
として、１以上の外国で
周知であり、顕著性が高

16
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近似し、出願人が当該他人との
間に契約、業務上の取引、地域
関係又はその他の関係を持っ
ていることで明らかに当該他
人の商標の存在を知っている
場合、その出願商標の登録を認
めない。」

いこと等（日本商標法 4
条 1 項 19 号に相当）が
採用されていない
・
「明らかに…知っている」
ことの立証負担が大き
い

●同方案２続き：第 3 項を追加
「登録出願をされた商標が、他
人が非同一又は非類似する商
品において登録を受けた、割合
強い顕著性を持ってかつ一定
の影響を有する登録商標を剽
窃したものであり、混同を招き
やすい場合、その登録を認めな
い。 」

剽窃の場合であっても「混
同を招きやすい場合」が要
件なっており適当でない

商標取
消裁定
の請求

●改正案 48 条 2 項（現行 41 条）
「（商標取消審判は登録日から
5 年の期間制限あるが）悪意に
同左欄
よる登録については、馳名商標
の所有者は 5 年の期間制限を受
けない。」

現行法同様に、5 年の除斥
期間は、馳名でない商標に
適用されない。（悪意登録
に対しては、馳名でない商
標も、5 年経過後に登録取
消を認めるべき）

商標・
商号
問題

●改正案 62 条（条例 53 条を昇
格）
「他人の馳名商標を企業名称
における商号として使用し、公
衆を欺瞞し又は公衆に誤解を
引き起こさせる恐れがある場
合、（人民法院への提訴、又は
企業名称の使用停止か変更手
続きを命じるよう省クラス以
上の工商行政管理部門に処理
を求めることができる。
）」を追
加

●改正案57条
「他人の馳名商標、
登録商標を企業名称
における商号として
使用し、公衆を誤認
させ、不正競争行為
を構成した場合は、
『中華人民共和国反
不正当競争法』に基
づいて処理する。」
を追加

他人の登録商標が本条の
対象となったことで、商標
登録での他人による不正
な企業名称登記・使用を排
除できるようになったこ
とは評価できる。ただし、
馳名商標に至らない未登
録有名商標が保護されな
い。
※2010 年改正案がベター

●改正案 63 条（条例 49 条を昇
格）
「登録商標に含まれる以下各
号について、登録商標専用権者
は他人の正当な使用を禁止す
る権利を有さない。
（一）当該商品の一般名称、図
形、型番
（三）地名 」

●改正案 58 条
・「一般名称」に外国の一
「登録商標に含まれ
般名称が含まれていな
る同商品の一般名
い（外国の一般名称が登
称、図形、型番、或
録出願されるケースに
いは直接に商品の品
適用できない）
質、主要原料、機能、 ・「地名」に外国の地名が
用途、重量、数量及
含まれていない（日本の
びその他の特徴を表
県など行政区画名の出
す内容、または含ま
願の排除に利用できな
れる地名について、
い）

正当な
使用
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登録商標専用権者は
他人の正当な使用を
禁止する権利を有し
ない。」
表に記載のとおり、外国周知商標に対する悪意出願等の排除において、現状の改正案
は現行法に比べ大きな改善がなされているとは言い難い。特に現行法第 31 条の改善が
期待される。
■馳名・著名商標関連条項
改正の経緯における関係条項の内容、権利者側から見た評価は、下表のとおりである。
2011 年改正案

2012 年改正案

評価

・2010 年改正案の条文がベタ
●改正案 13 条 1 項
ー
・2011 年、2012 年改正案は現行法と同一
・
「同一又は類似する商品にお
・2010 年改正案 13 条 1 項
いて」、「容易に」は要件と
｢出願又は使用する商標は、他人の同一又は類似す
して不要
る商品において馳名である未登録商標と同一又は
・外国での著名商標も含める
近似し、容易に混同を生じさせる場合には、登録を
べき（日本商標法第 4 条１
してはならず、かつその使用を禁止する。 ｣
項 19 号）
馳名
商標

●改正案 13 条 2 項
・フリーライド・ダイリュー
・2011、2012 年改正案は現行法と同一
ジョン防止から、2010 年改
・2010 年改正案 13 条 2 項
正案がベター
｢出願又は使用する商標は、同一又は類似しない商 ・
「公衆を誤認させ」を削除す
品において馳名な他人の登録商標と同一又は近
るか、
「公衆を誤認させるお
それがあり」と修正すべき
似し、公衆を誤認させ、馳名商標の顕著性或いは
（←フリーライド・ダイリ
名声を不正に利用する、若しくは損なうおそれの
ュージョンでは、関連公衆
ある場合には、登録をしてはならず、かつその使
の誤認が特に生じないケー
用を禁止する。｣
スも十分考えられるため ）

馳名商
標の認
定

●改正案 14 条
・現行法に 1 項と 3 項を追加
1 項「馳名商標は、商標の登
録、評審、管理などの行政
処理プロセスと商標民事紛
争訴訟プロセスにおいて、
案件当事者の請求に基づい
て認定されるものとする。」
3 項「著名商標の認定と保護
は、地方の法規、地方政府
の規章に基づいて行なわれ
る 。」

●改正案 14 条
・
「馳名商標」の認定を請求す
・現行法に 1 項を
るための根拠明確化
追加
・
「著名商標」の定義、法律効
「馳名商標は、当
果を明らかにすべき（馳名
事者の請求に基づ
商標との差異が不明確）
き、商標に関わる
事件の処理におい
て認定する必要の
ある事実として認
定しなければなら
ない。」
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品質
責任

●改正案 53 条
馳名商標の不正取得・使用の
・2010 年、2011 年、2012 年改正案は現行法と同一 防止のため 2009 年改正案の
（以下の 2 項は削除）
条文を復活して規定すべき
・2009 年改正案 53 条 2 項
「本法第 14 条でいう馳名商標が虚偽材料の提供、
又はその他不正手段によって認定を獲得した、又は
商標の馳名を認定する要素に重大な変化が生じ不
良な社会的影響又は結果をもたらした場合、引き続
き当該商標の馳名商標としての保護を与えない 。」

表に記載のとおり、馳名商標の保護について、現状の改正案は現行法に比べ大きな改
善がなされているとは言い難い。
■模倣対策関連条項
模倣対策に資するものと考えられる、執行当局の権限強化、模倣者への罰則強化等に
関する規定は、2009 年の草案に多数記載されていた。2012 年草案では、当該規定の多
くは変更されてしまっているが、模倣対策に有効と思われるものも複数存在している。
改正の経緯における関係条項の内容、権利者側から見た評価は、下表のとおりである。
2009 年改正案

2012 年改正案

評価

侵害行為拡
大・立証責
任の軽減

●62 条（六） （現行 52
条）
「他人の商標専用権を侵
害する行為のために、故意
に倉庫保管、輸送、郵送、
隠匿、生産に必要な工具、
生産技術又は経営場所な
どの便宜を供し、或いは故
意に他人の登録商標に近
似する商標標識を製造又
は販売する場合」を追加

●56 条（五）
「他人の商標専用権を侵
害する行為のために故意
に便宜を図り、他人が商
標専用権侵害行為を実施
するのに協力した場合」
を追加

2009 年案の「生産に必
要な工具」が削除され
たため、金型等の押収
困難性が改善されな
い可能性があるが、
2012 年案では教唆・幇
助行為の侵害認定に
ついて包括的に規定
されたため、間接的な
侵害者への権利行使
に有効と考えられる

押収手続の
円滑化

●66 条 1 項（四）
（現行 55 条）
「工商局は、侵害行為に関
係する物品を検査し、他人
の登録商標専用権を侵害
する疑いのある物品、及び
侵害行為の実施に使用さ
れる財物を封印し、又は差
し押さえることができ
る。」

●61 条 1 項（四）
「侵害行為に関連する物
品を検査し、他人の登録
商標専用権を侵害する物
品であることを証明する
証拠がある場合、これを
封印し、差押えることが
できる」

「疑いのある物品」が
削除されたため、行政
当局による模倣疑義
品の差押、権利者への
鑑定要求の困難性が
改善されない

加重処罰、
処罰軽減規

●66 条２項
「工商行政管理部門の公

●66 条
該当部分削除

本条が削除されたた
め、模倣業者に対する
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定の活用に
よるﾈｯﾄﾜｰｸ
解明、首謀
者への打撃

務執行を拒絶、妨害する者
に対しては、工商行政管理
部門は罰金を科すことが
できる」

職権の適正
な使用

●66 条 3 項
「工商行政管理部門は、案
件の処理結果に影響し得
る具体的な情況に基づき、
案件の取調べを中止する
ことができる。」

●61 条 3 項
「商標権侵害事件を摘発
する過程において、商標
権の帰属について争議が
あり、または権利者が同
時に人民法院に商標権侵
害訴訟を提起した場合、
工商行政管理部門は事件
の摘発を中止することが
できる。中止の原因が取
り除かれた後、その摘発
を再開しなければならな
い」

工商局の自由裁量で
摘発案件が停止され
るおそれあり

再犯、悪質
行為、巧妙
な当事者へ
の加重処罰

●66 条 2 項
「工商行政管理部門の公
務執行を拒絶、妨害する者
に対しては、工商行政管理
部門は罰金を科すことが
できる」
●67 条 1 項
「工商行政管理部門は商
標侵害行為を 2 回以上に行
っていたものに対して、よ
り厳重な処罰を科すべき
である」

●61 条 2 項
該当部分削除
●59 条（現行 53 条）
「5 年以内に商標権侵害
行為を 2 回以上実施し
た、或いはその他の重大
な情状があった場合は、
より厳重な処罰を科さな
ければならない」

再犯者、その他重大な
情状に対する重罰が
明記された点は評価
に値する

小ロット
化、即時出
荷への対応

法定賠償額
の上限額増
加

行政当局捜査への協
力の圧力が消滅

●59条
・罰金の根拠となる不
「不法経営額が5 万元以
法経営額の下限値
上の場合は、不法経営額
がなくなったため、
の 5 倍以下の過料を科
模倣品在庫が極め
すことができる。不法経
て少ないケースな
営額がない、若しくは 5
どでの罰金付与が
万元以下の場合は、25 万
比較的容易になっ
元以下の過料を科すこと
た。
ができる」
・罰金上限額が上がっ
たことで模倣業者
への抑止力が期待
できる
●68 条（現行 56 条）
100 万元以下の損害賠償

●62 条 1 項
「悪意により商標専用権
を侵害し、情状が重大で
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・3 倍賠償の導入によ
り、模倣業者への抑
止力が期待される

ある場合、上記の方法に ・法廷賠償額は、現行
より算定した金額の1 倍
法の 50 万元よりは
以上
増加したが不足感
3 倍以下で賠償金額を算
あり
定することができる」
●2 項
100 万元以下の損害賠償
以上のとおり、商標法改正による模倣行為の巧妙化抑止への影響は、限定的な側面は
あるものの、再犯者への重罰等により、一定の有効性も期待される。
②不正競争防止法改正
現行不正競争防止法は、1993年に施行され、現在まで改正はされていない。近年の改
正作業は次のとおり進められている。
・1997 年：工商総局が、不正競争防止法の立法上の課題について国務院に報告書を提
出し、改正の準備作業に着手。
・2003 年：第10 期全国人民代表大会常務委員会において、不正競争防止法の改正が５
年立法計画で扱われることを決定。
・2006年、2008年：改正案（意見募集稿）を公表し、意見を徴収。
現行不正競争防止法において、模倣対策との関係が深いのは、混同誤認惹起行為や企
業名称使用行為を規制した第５条である。ここでは、巧妙対策との関係を念頭に置き、
同条項を中心に現改正案における課題と修正案を簡単に列挙する。
現改正案の課題

修正案

理由

周知性のない商品等表示のデッド
コピーを規制する条項がない

規制条項の新設

「商標はずし」への対策容
易化

他人の営業標識の無断使用行為等
の典型的な模倣行為が、刑事罰の対
象となっていない

模倣関連の違法行為
に対する刑事罰の適
用

「企業名称の使用」など広
範の巧妙化への対策強化

改正案第５条の（違法者による周知
商標等の）「無断使用」に許諾行為
が含まれるかが不明

「使用」の定義明確化
（許諾が含まれるこ
とを明示）

模倣業者への許諾を業とす
る巧妙な業者を効果的に摘
発することが困難

「企業名称の使用」事件では、違法
が認定されても、別途、企業名称管
理規定等に基づき、不正商号の抹消
の申し立てをしなければならない

当該違法行為が認定
された場合には、該当
企業名称の抹消が容
易になるような手続
を創設

巧妙化対策に関する権利者
のコスト、作業負担の軽減。
執行の安定性確保

改正案第５条に不正競争の成立要
件として記載された「公衆に広く知
られ」に、外国周知が含まれるか不
明

外国周知が含まれる
ことを明記

インターネットの情報等を
利用し、中国国内で販売等
される前の商品名称等にフ
リーライドする巧妙な模倣
行為が増加しており、対策
の円滑化、容易化が求めら
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れる
商品の特有の名称、包装、装飾等が
著名（中国語では馳名）である場合
にも、不正競争認定には誤認混同が
要件となっている

ダイリューションな
いしポリューション
を規制する条項を新
設

著名商標保護の強化による
巧妙な模倣行為の抑止

図利加害目的によるドメインネー
ムの不正取得・使用行為を規制する
条項がない（現状では「最高人民法
院によるコンピューターネットワ
ークドメインネームに関連する民
事紛争事件の審理における 法律適
用の若干問題についての解釈」で規
制）

当該規定の新設

インターネットを利用した
巧妙な模倣行為の増加を踏
まえ、対応を容易化

不正競争防止法は、文字通り不正な競争を排除する法律であり、巧妙な模倣行為を排
除するには最も適したものと考えられる。このため、現行法上の課題は、上表の他にも
複数存在するが、いずれも個別具体的な巧妙化類型に直結するものであるため、ここで
は言及を控え、必要に応じ後述の事例紹介部分で言及する。
＜参考＞

不正競争防止法第５条
現行法

改正案

第５条
事業者は以下に記載する不正手段を用い市
場取引をし、競争相手に損害を与えてはな
らない。
(一)他人の登録商標を盗用すること。
(二)勝手に著名商標の特有な名称、包装、
デザインを使用し、または著名商品と類
似の名称、包装、デザインを使用して他
人の著名商品と混同させ、購入者に当該
著名商品であるかの誤認をさせること。
(三)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を
誤認させること。
(四)商品の上に品質認定標識、優秀著名標
識など品質標識を偽造し盗用し、または
原産地を偽造して公衆に誤認させる商品
品質の虚偽表示をすること。

第５条
事業者は以下に記載する不正手段を用い市
場取引をしてはならない。
(一)他人が先に使用する公衆に広く知られ
る商標、ドメイン名、企業名称、企業略
称、商号、氏名と同一、または類似する
商業標識を無断使用し、市場の混乱を起
こすこと。
(二)著名商品の特有な名称、包装、デザイ
ンと同一、または類似する商業標識を無
断使用し、市場の混乱を起こすこと。
(三)その他の国、または地域で登録した他
人の中国で関連公衆によく知られる商標
または商号と同一、または類似する企業
名称を使用し、市場の混乱を起こすこと。
(四)他人の商品の商業標識を無断で交換
し、交換した商標標識を市場に投入する
こと。

経営者は上記規定に違反する商品の製造、
販売、貯蔵、展示、運送、輸出、輸入など
をしてはならない。
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本条における商業標識とは、経済活動にお
いて、経営者及び商品の提供者を区別でき
る商標、企業名称、商号、ドメイン名、氏
名及び商品特有の名称、包装、デザインな
どの標識をいう。
以上のとおり、不正競争防止法も商標法同様、巧妙化との関係では十分な改正が見込ま
れるとは言い難い状況にある。結果的に、巧妙化対策においては、権利者自らが十分な知
見を持ち、効果的な対策を継続することが求められる。
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３．本報告で扱う巧妙化手口の分類
（１）分類と内容
模倣行為巧妙化の類型は、「巧妙化報告書」と「模倣被害調査報告書」に概ね記載され
ているが、それらの報告書が発行された後に、権利者からの注目を浴びた巧妙化の類型も
いくつか存在している。ここでは、「巧妙化報告書」等の分類を踏まえ、現時点での巧妙
化の分類・内容を紹介する。以下の４分類を上位概念と位置づけ、その下位概念として、
図 10 により具体的な類型を列挙する。
①模倣品・模倣行為の発見を困難にする行為
②執行を回避、困難化する行為（ブランド等の乗っ取り含む）
③権利侵害の認定を困難にする行為
④処罰の多寡を低下させる行為
模倣品・模倣行為の
発見を困難化

首謀者・関連行為
の隠蔽

分業化、小口分散化、事業所移転等
商標ラベルと本体の分離保管
倉庫での持ち主不明貨物（模倣品）
の取引

執行を回避、困難化
する行為

権利侵害の認定を
困難にする行為

模倣品の隠蔽

在庫の不存在、別保管、偽装行為、
正規品への模倣品混入等

執行者（行政）権
限の限界の利用

在庫保管場所への施錠、民家への保
管、身代わりの準備、当局尋問への
非協力

体制上の隙間利用

夜間・休日生産、即時出荷

他の財産価値の
盗用

型番（業界周知、性能を満たさな
い）、携帯電話等の検索サイト等

模倣業者による
抗弁権の取得

合理的使用（USE FOR、OEM、看板等）
権利所有（ブランド等の乗っ取り；
商標・意匠・著作・企業名称権等）
権利不侵害の抗弁、商標はずし、類
似商標、中古品再生産等

模倣品認定の阻害

ニセ偽造防止手段使用、商標継足
し、正規品への模倣品混入、授権書
偽造
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処罰の多寡を低下
する行為

処罰（罰金）計算
の基数を低下

在庫の不存在・少量化、商標ラベル
と本体の分離保管

関連書類の偽造・
隠匿

帳簿の偽造・商標の未記入

図 10 巧妙化の分類（全体像）
図 10 に列挙した各行為の内容は、下表のとおりである。
種類

模倣
品・模倣
行為の
発見を
困難に
する行
為
（一部
処罰の
多寡を
低下す
る行為/
侵害認
定を困
難にす
る行為
含む）

執行を
回避、困
難化す
る行為

内容

分業化

模倣品の違法表示部分とそれ以外の商品部分を別々の工
場で製造した上、さらに別の工場等で組み立てて模倣品を
製造するなど、模倣ネットワーク内で各主体が役割を分担
することを通じ、ネットワークの全体把握を妨げ、摘発の
効果を低下せしめるなどして、模倣対策を困難にする行為
類型

小口・分散化
（即時出荷）

当局による発見を回避し、発見された場合の処罰の多寡を
低下させるため、模倣品の製造・販売ロット数を意図的に
小口・分散化させる行為類型。
多くの場合、生産地での摘発を免れるため生産した模倣品
を即時出荷

事業所移転

執行当局による摘発を回避するため、模倣品の生産・保管
等の場所を発見され難い地域に移転する行為

偽装行為

商標権侵害品、反不正当競争法違反の製品に、自社の商標
が記載されたラベル等を貼るなどして、違法ではないかの
ように偽装する行為類型

商標ラベルと本
体の分離保管
（ﾉｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化）

生産地や販売地において、商標ラベルとブランドを付して
いない製品（ノーブランド品）を分離して保管することに
より、当該製品が模倣品であることを隠す行為類型。本行
為の目的には、一部模倣品や商標ラベル自体が発見された
場合に、商標ラベルの付されていない製品を模倣品と認定
させないようにすることも含まれる

在庫の不存在・
別保管

生産地（工場）または販売地（販売店）において在庫を保
管せず、離れた場所に在庫を置くことで当該在庫と模倣業
者の関係を不明確にする行為類型。受注があった場合のみ
生産することを進め、更なる在庫削減をはかる模倣業者も
存在する

正規品への模倣
品混入

正規品の流通に関わる者が、流通の途中段階で正規品に模
倣品を混入させ、その後の流通に供する行為類型

在庫保管場所へ
の施錠

行政機関に強制的な立入権限がないことを見越して、執行
者の存在を確認後即時に模倣品の所在地に施錠する行為
類型

民家での保管

行政機関には民家への立入権限がないことを見越して、民
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家を模倣品の倉庫（あるいは工場および倉庫）として利用
する行為類型

権利侵
害の認
定を困
難にす
る行為

身代わりの準備

執行を受けた際に、首謀者がお年寄り、妊婦など、処罰軽
減の見込まれる者を身代わりとして処罰対象者にする行
為類型

夜間休日生産
（即時出荷）

法定営業日の白昼は模倣品を製造せず、休日や夜間に模倣
品を製造する行為類型。多くの場合、生産地での摘発を免
れるため生産した模倣品を即時出荷

型番模倣

①業界内において一定の知名度を獲得した型番を自社製
品に採用し、あたかも元の型番使用者の製品又はその互
換/関連品であるかのように使用する行為類型
②製品の品質・性能を示す型番を、当該型番の示す性能等
を満たさない模倣品に使用する行為類型

用途機能表示

「USE FOR ○○（商標）」等の表示を付すことで、当該商
標の使用が商標権侵害に該当するか否かをあいまい化さ
せる行為類型

OEM

国内外で悪意先駆商標を有する者が、当該商標権に基づく
OEM 生産発注であることを装いつつ模倣品を生産等する行
為類型。模倣業者が、発注者の商標を変更使用することも
ある。

広告媒体への
（記述的）使用

販売者が看板等の広告媒体に、自らの取り扱い商品の商標
を掲示し、あたかも当該商標の主体と自らが何らかの関係
を有するように見せかける行為類型。看板等での商標の使
用態様や店舗での模倣品の扱い有無により違法性が問わ
れることとなる。

悪意先駆商標の
使用

模倣業者が、他人の既存(外国）商標について出願・登録
した商標（悪意先駆商標）を用いて製品の製造販売等を行
う行為類型。既存商標とは非類似の商標を登録し、使用に
は類似範囲に属する態様で用いることも多い（変更使用）。

企業名称の使用

意図的に他人の（有名）商標／商号と同一／類似の商号を
含む企業名称を登記し、当該企業名称またはその略称を自
己の商品ないしその包装上に用い、あたかも当該他人の商
品であるかのように見せかける行為

意匠権の抗弁

創作者以外の者が、当該創作者の創作にかかる意匠を中国
出願・登録し、創作者またはその意匠に関する権利の承継
者からの権利行使を受けた際、当該登録意匠に基づいて行
う抗弁

商標はずし

商標権以外での権利行使が困難な商品について、商標をは
ずしたデッドコピー品を製造販売する行為類型

類似商標

侵害者が、他社（有名）商標の類似商標を意図的に使用し、
需要者に誤認混同を生じさせつつ、権利侵害をかいくぐろ
うとする行為類型。

中古品再生産

真正品の中古品を再生産（修理、再塗装等）し、再生産品
に当該真正品の元の供給者（正当な権利者）の商標を付し
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て、流通させる行為類型
ニセ偽造防止手
段使用

模倣品に、正当権利者が商品に採用する偽造防止手段の模
造品を付してその後の流通に供し、真贋識別を困難化させ
る行為類型

商標継ぎ足し

組合せ部分が他者の周知商標となるよう複数の文字や図
形を継ぎ足し、当該組合せ部分を強調して表示する行為類
型

（２）全体像（典型例）
模倣業者は上記のような巧妙化を単独で採用するわけではなく、多くの場合、複数の巧
妙な手口を組み合わせて用いている。典型的な例として、次の２点を紹介する。
①分業化、小口・分散化および偽装行為
分業化の多くは、模倣業者が模倣行為を長年継続することで、いわゆる模倣ネットワ
ークが形成され、各行為主体が各自の役割を分担することにより生じる。すなわち、比
較的熟練した模倣ネットワークが実施の主体となるため、小口分散化等、他の巧妙化類
型が並行して行われていることも多い。例えば、図 11 のようなケースが想定される。

図 11 分業化、小口・分散化、偽装行為の典型例
各種巧妙な手口の結果、全体としては例えば次のような対策上の問題が生じることと
なる。
＜模倣対策上の主な問題点＞

分業化

●模倣ネットワークの調査が困難なため、全体像の把握、首謀者の特定
が困難
●首謀者は直接的な犯罪行為に手を染めないことも多く違法性の追及が
困難
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●商標貼付前の部品工場等は摘発し難く、ラベル工場では摘発後の処罰
が軽くなるなど、個別の模倣主体への摘発に費用対効果が低くなる傾
向がある
小口・分散化
（即時出荷）

●1 回あたりの生産量が少なく在庫を持たないため、摘発の費用対効果
が低い
●生産品出荷後に摘発を実施（空振り）する可能性が高い

偽装行為

●摘発現場での模倣品・違法行為の発見困難

②市場における巧妙化の典型例
多くの業界では、中国各地に集合型の大規模卸・小売市場が存在している。例えば、
義烏市場では生活用品や民芸品などが、広州市場では化粧品や電気製品、コンテンツ製
品などが圧倒的な規模で取り扱われている。
こうした集合型の市場など、比較的大規模に模倣品を取り扱っている主体では、権利
者からの権利行使のダメージを防ぐため、在庫を持たず、陳列品についても模倣品であ
ることを隠すため様々な工夫が施されている。

図 12 市場における巧妙化の典型例
図 12 のとおり、在庫の減少等により、市場での摘発による処罰は軽くなることが多
く、ほとんどのケースでは、商標権侵害等との関連性を問える、過去の販売実績は発見
されない。結果的に、一部の権利者は、主として費用対効果の面からこうした市場での
模倣対策を控えざるを得ない状況となってしまっている。
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