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はじめに 
 

 

中国において、模倣品被害が依然存在することは、各種統計や企業向けアンケート等に

より判明している。日系企業のブランドに対する侵害も未だに多い。近年では、権利者企

業及び中国政府による活発な摘発活動により、模倣品の絶対数に低下傾向が認められるも

のの、その副次的な影響として、模倣行為の巧妙化が促進されている。とりわけ、模倣品

業者同士の分業化やネットワーク化、さらにはアンダーグラウンド化が進んだことで、首

謀者が見えにくくなってきている。その結果、製造業者（生産拠点）の特定が困難になり、

多くの権利者は生産拠点の特定の段階で苦戦を強いられている。また、効果的な摘発が実

行できないことで、模倣品業者ネットワーク全体への決定打を与えられないでいる。 

 

一方、模倣行為の継続に伴い、その国際化も進行している。諸外国の税関あるいは内地

において、中国製の模倣品が発見されることは極めて多く、中国が模倣品の輸出拠点とし

て機能していることに疑念の余地はない。こうした国際的な模倣行為は、権利者の利益へ

の影響が大きく、また輸出先国での品質、信用を失墜させてしまうこともあるなど、権利

者にとっては対策の必要性の高いものとなっているが、輸出関係の情報に基づいて、中国

で生産拠点に権利行使できた事例はあまり報告されていない。 

 

このような状況において、模倣品ビジネスのネットワークを解明し、流通末端から製造

者などの首謀者を突き止めるための手法の開発が試みられてきているが、有効な調査手段

の確立に至ったとまではいえず、模倣品業者に対する効果的な対策を実施する上での支障

となっている。特に、国際的な模倣行為のネットワークを解明する手段については検証の

実績が乏しい。 

 

本調査では、以上の点を踏まえ、輸出を伴う模倣品ビジネスの生産拠点を発見するため

の手法を確立することを主目的として、関係情報や事例を整理、分析する。前半部分では、

関連の背景・課題や既存の事例から抽出される事項を紹介し、後半部分では、輸出者情報

から生産拠点を突き止めるための各種調査手段を検証すべく実施した、テストケースの概

要および結果を記載している。テストケースを実施するにあたり、対象商品は、中国から

の模倣品輸出が多く、人体への安全にも関わる自動車部品とした。 

 

本報告書が、輸出を伴う模倣行為への対策の一助となれば幸いである。 
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第一章 模倣品輸出の現状と対策上の課題 
 

中国発の模倣品の海外への輸出状況については、以前から、各国・地域の税関等が状況

を公開している。それらの内容は、世界中に拡散している模倣品の大部分が中国で生産さ

れていることを示唆している。このため、権利者も中国製模倣品の国際流通を重要な問題

として捉えており、模倣品の国際流通抑止を目的として、数多くの取組みが行われている。 

 本章では、模倣品輸出の現状を概観したうえ、特に日系の知的財産権者が模倣品の国際

流通に対しどのような問題意識を抱えているかを紹介する。 

 

１．模倣品の輸出状況 

 

（１）中国発模倣品の国際流通規模 

 

OECD の発表（「模倣品・海賊版による経済的影響（第 2 期）」（2009 年））によれば、模

倣品の貿易被害額（インターネット上の模倣品を除く）は、約 2,500 億ドル／年と試算さ

れている。中国で製造された模倣品は、近隣の東アジア諸国をはじめ、東南アジアや中近

東、中南米など世界中に拡散しているものとされている。 

また、「模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報告」（2011 年 6 月、経済産業省

発行）によれば、中国発の模倣品による日系企業の被害状況（2009 年実績）は、下表の

とおりと試算されている。なお、表中の数値は、特許庁「2010 年度模倣被害調査報告書」

をもとに作成したものとされている。 

 

販売国・地域 自国/地域内での製造比率 中国製模倣品比率 

日本 36.2％ 32.9％ 

中国 63.4％ － 

台湾 14.4％ 45.6％ 

韓国 15.9％ 36.2％ 

インドネシア 1.6％ 56.9％ 

タイ 4.2％ 52.3％ 

マレーシア 2.3％ 53.3％ 

シンガポール 1.7％ 57.3％ 

ベトナム 2.6％ 59.1％ 

フィリピン 0.7％ 58.4％ 

インド 1.8％ 59.0％ 

西欧 3.6％ 57.7％ 

東欧 0.6％ 69.7％ 

ロシア 1.2％ 69.0％ 

トルコ 1.0％ 59.5％ 

北米 3.9％ 58.4％ 

中南米 1.3％ 65.8％ 

中東 1.5％ 71.4％ 

アフリカ 0.8％ 63.0％ 

大洋州 0.7％ 63.8％ 
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ほとんどの国・地域において、5割以上の比率で中国製の模倣品が出回っている状況と

なっている。 

 一方、米国や EU 税関における模倣品の差止実績では、この数年間、押収品の 7 割程度

を中国からの貨物が占めている。 

 

  2009 年 2010 年 2011 年 

米国 78.5% 66.3% 61.7% 

EU 64.4% 84.9% 73.0% 

 

出典： 

（EU）REPORT ON EU CUSTOMS ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT,European 

Commission Taxation and Customs Union） 

（米国）Intellectual Property Rights Seizure Statistics, U.S. Customs and U.S. 

Immigration and Border Protection Customs Enforcement） 

 

なお、MSRP の試算によれば、2008 年の金融危機以降、年々物価が上昇していることを

受け。2012 年度に押収された模倣品の合計金額は、2011 年度に比べ 10.４％増加したと

されている。 

 

以上から、中国発の模倣品の流通規模は、年間で 10 数億ドルになることが示唆される

（OECD 概算値（2,500 億ドルの 6-7 割り程度；下記（２）では 1,500 億ドルと仮定）。 

 

（２）中国の輸出量に占める模倣品の割合 

  

中国の貿易額および模倣品の差押実績は、中国税関総署のホームページにて公表されて

いる。それらのデータを比較し、以下に輸出品に占める模倣品の割合を考察する。 

 

図１：2008-2011 年 中国税関での差押数量の推移 
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 差押件数 差押商品点数 商品価値 

2008 年 11,000 件 6.4 億点 2.9 億元 

2009 年 66,000 件 2.8 億点 4.5 億元 

2010 年 21,000 件 1.3 億点 2.7 億元 

2011 年 18,000 件 1.03 億点 5.16 億元 

※中国税関総署公式サイトの公表データに基づき作成 

 

上記（１）で言及した、中国発の模倣品の流通規模との関係を踏まえ、2009 年の実績

をベースに中国の輸出に占める模倣品の割合を試算すると、下表のとおりとなる。 

 

 a.中国の輸出総額 
b.中国税関差押品

の商品価値 

c.中国発模倣品

の国際流通量 

模倣品の輸出に占

める割合（b+c/a）

2008 年 14285.5 億ドル 2.9 億元 － － 

2009 年 12016.7 億ドル 
4.5 億元（約

7,223 万ドル） 

1,500 億ドル 

（仮定） 
約 12.5％ 

2010 年 15779.3 億ドル 2.7 億元 － － 

2011 年 18986 億ドル 5.16 億元 － － 

※１ドル＝6.23 元で計算 

 

あくまで机上の計算ではあるものの、上記の試算によれば、中国製の模倣品は、輸出額

全体の 12.5％という極めて大きな割合を占めることとなる。 

 

（３）日系企業の問題意識 

 

中国 IPG（Intellectual Property Group）の毎年のアンケート結果によると、日系の

権利者は、この数年間、一環して「模倣品の輸出、海関（税関）問題」を中国で最も困っ

ている知財問題の２位に挙げている。 
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図２：中国における知財問題のうち、最も困っているもの（上位３点の経年推移） 

 

 
 

2009 年以降は半数以上の回答者が「模倣品の輸出、海関（税関）問題」を問題として

おり、日系権利者の問題意識の高いことが伺える。 

 

２．輸出を伴う模倣品の生産拠点解明の困難性 

 

（１）生産拠点解明の必要性 

 

日系企業は、中国での模倣品対策において、多くの場合、個別の模倣品案件が見つかっ

た段階で、行政摘発ないし侵害訴訟を行うという対処療法的な対応していた。しかし、店

舗のように比較的模倣品の発見が容易な対象への権利行使は、費用対効果の低いことが多

いため、比較的在庫が多く、模倣行為の主体をなすことの多い生産拠点を如何に発見し権

利行使するかが、日系企業の課題の１つとなっている。 

一方、近年では、模倣業者の集団化傾向が認められ、いわゆる模倣品の製造流通ネット

ワーク・首謀者の存在が示唆されている。その実態を解明することは、模倣対策の戦略性

を高めるとともに、対策の効果上昇、すなわち、大規模模倣業者や首謀者への打撃強化等

につながるものと期待されている。例えば、下流の店舗等から上流までの全体情報を確認

した上で、どのポイントを叩くことが効果的であるかなどの検討を行うが求められており、

そのためには、模倣品の流通実態、ネットワークの実態を確認する調査手段の確立が必要

となる。 

 

（２）解明における課題 

 

 従来一般的に用いられてきた調査方法では、製造拠点の解明に至らない場合も多い。調

査手段と調査が不成功に終わった理由との関係として、例えば下表の事項を挙げることが

できる。 
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調査手段 失敗理由 

販売業者の調査（聞取調査など） 
●販売業者からの情報提供不足 

●相手方の警戒心 

運送会社の調査（聞取調査など） 

●運送業者からの情報提供不足 

●ネットワークの他の当事者への情報漏洩

（調査が進められている事実の漏洩） 

下流業者への摘発を通じた関連情

報の収集 
●摘発時点での出荷伝票の不存在など 

協力者の利用 ●情報の信憑性が低いことが多い 

 

 こうした状況を受け、最近になって、上流の模倣業者探索や模倣ネットワークを解明す

るための調査手段を構築する試みがなされており、一定の成果をおさめている。例えば、

途中段階ではあるものの、「ベアリングにおける模倣業者ネットワーク調査」（日本貿易振

興機構；2012 年 3 月発行）にはベアリング業界での取り組みが紹介されている。 

 

（３）輸出を伴う模倣品の生産拠点の解明 

 

 上記のとおり、輸出を伴う模倣行為には対策の必要性の高いものが多いが、従来大多数

のケースにおいて、生産拠点の解明まではなされておらず、税関での差止で事件が終了し

ている。主な理由は、①輸出を伴う模倣行為の当事者にかかる情報収集が困難であること、

②模倣業者による税関申告関連書類への虚偽表示等巧妙な手口が横行しており、当該模倣

業者の特定が困難なことなどが挙げられる。 

 

 ■模倣品輸出手口の巧妙化 

 

  近年、模倣品の輸出手口についても巧妙化が指摘されている。巧妙化手口の中には例

えば次のようなものが存在している。 

 

 

 

   

 

 

税関によるホワイトリストとブラックリスト登録制度の採用以降、地方税関は、リスト

に掲載されたライセンス情報等に基づき、許諾を受けていないと想定される事業者の貨物

を差し止めている。差押えられた貨物について、輸出業者や製造業者の情報などが記載さ

れていることもあるが、模倣業者が生産拠点の偽情報を提供するなど、模倣品の生産拠点

特定が困難な場合も多い。 

また、巧妙化により、模倣業者自身の隠蔽性が高まったことで、模倣ネットワークや生

産拠点の特定が困難となり、模倣品製造業者への直接的な打撃を与えることが困難な状況

となっている。このため、権利者は地方税関への輸出業者の情報提供を求めるなど、更な

る情報収集をはかることが求められる。 

＜参考＞中国税関の概要 

通関形態、手続に関する巧妙化 ①偽造名義の使用 

②外地での通関申告 

③授権証等の偽造 
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  中国の税関総署は中国国務院の直接管轄機関であり、全国の税関を管理している。税

関総署は署内 17 部門、北京の直属機関 6軒を設置し、社会団体 4軒を管理している（社

会団体：税関学会、申告協会、港協会および保税区輸出加工区協会）。また、公認組織

として中国の中央規律検査委員会、観察部が税関総署に駐留している。さらに、欧州連

合（EU）、ロシアと米国の税関当局に駐留している。 

 

図３ 中国税関の所属関係図 

 
 中国税関総署の中国国内における直属税関当局は合計 46 軒（広東分署、天津、上海

事務所、及び直属税関当局 41 軒、税関学校 2軒）、隷属税関と事務所は 600 軒、通関監

視所は約 4,000 軒ある。中国税関では合計約 5万人が勤務している（税関密輸警察を含

む）。 

 

図４ 中国税関総署と各地の税関当局の分布図 
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３．模倣品輸出に関する情報取得の手段 

 

模倣品輸出に関する情報の中で、生産業者の特定に有用なものとしては、貨物の所有者

および輸出業者の名称・所在地が挙げられる。一般的には、輸出業者の情報が比較的入手

し易い（虚偽の場合もある）。情報の取得手段は３つに大別できる。 

●税関からの情報入手：税関差止時の情報提供等 

●諸外国での摘発等で入手した情報からの取得 

●中国内での摘発等で入手した情報からの取得 

 

以下にそれぞれの手段について、具体的な情報の内容等を紹介する。 

 

（１）税関からの情報入手 

 

税関は、水際で差し押さえた模倣業者の通関票等に記入された関連の情報を保有してい

る。例えば、荷送人（名称、住所）、受取人（名称、住所）、仕向国名、申告商品名、申告

金額等が存在している。しかし、これらの情報の権利者への提供は必ず行われるものとは

いえないため、権利者は税関との良好な関係構築を通じ、当該情報の入手に努める必要が

ある。 

より具体的には税関の有する情報には、次のものが存在している。 

 

①知的財産権状況確認通知書への記載事項 

税関が通関貨物から権利侵害品を発見した場合、その権利を登録した権利者へ「知的

財産権状況確認通知書」を送付する。権利者はこの通知書の届いた日から３営業日以内

に貨物の真偽を判別し、税関に差止め或いは通関リリースの返事をする。本通知書の中

には、次の情報が記載されている。 

・権利侵害品の情報（商品名、数量、価値など） 

・輸出申告者 

・侵害された知的財産権 

・仕向地 
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  ＜知的財産権状況確認通知書の例＞                   

  
  知的財産権状況確認通知書に記載されている貿易会社の会社名を端緒として、生産拠

点を探り出すことができる場合もある。 

 

②権利侵害品の写真 

  税関の提供する権利侵害疑義品の写真から、製造業者などの情報を入手できる場合が

ある（税関が権利侵害品の写真を提供しない場合もある）。疑義品の鑑定等のため写真

を撮影する場合には、代理人等に、製造業者の名称等が見えるよう撮影を依頼すること

も情報入手の一手段として想定できる。 

 

＜権利侵害品写真の例＞ 

   

 

  製造業者の名称等より、模倣業者の生産拠点を発見できる場合がある。 

 

③税関輸出申告書 

税関での写真撮影の際に、税関が差止めた権利侵害疑義品の輸出申告書の開示を要求

することができる。この輸出申告書から、仕向国の届け先情報（会社名、住所、電話番

号など）を入手することができる。しかし、輸出申告書を開示しない地方税関も数多く

存在している。 

輸出申告者 

権利侵害品の情報 

（商品名、数量、価値など）

侵害された知的財産権 

仕向地 

税関で撮影し

た権利侵害疑

義品。 

商品包装箱に

貼り付けた紙

に、製造業者

の会社名を記

載。 
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   ＜税関輸出申告書の例＞ 

 
 

 

（２）諸外国での摘発等で入手した情報 

 

海外の税関や内地での摘発等情報の中には、中国の生産者情報等、中国での模倣対策に

有用な情報が含まれていることもある。権利者は、それらの中から、輸出を伴う模倣行為

の当事者に関わる情報を取得することができる。外国の処罰決定書等に記載される情報は

各国で異なるが、一般的には次のような情報が含まれている。 

 

 ＜多くの国・地域で提供される情報＞ 

 ・輸入日 

 ・輸入港 

 ・侵害品情報：差止品の品目／数量 

 ・出荷国 

 ・輸入者情報：輸入者名／住所 

 

 ＜一部の国・地域で提供される情報＞ 

 ・出荷港 

 ・輸出者情報：輸出者名／住所 

 

（３）中国内での摘発等で入手した情報 

  

 国内の摘発案件においても、ときに輸出を含む模倣行為の情報が処罰決定書等に記載さ

れることがある。それらの書類の内容を精査することは、通常の案件管理のみならず。模

倣者のネットワーク解明にも有効な場合がある。 

 

 

仕向国の届け先の

情報（会社名、住所、

電話番号など） 
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（４）模倣品輸出の情報取得に関する課題 

 

以上のようないくつかの入手手段を通じて得られる情報としては、一般に輸出業者（貿

易業者）の情報が多い。生産拠点に関する情報が得られた場合には、直接当該拠点を叩く

ことも可能であるが、輸出業者の場合には、その後上流を突き止めるための調査を行う必

要が生じるところ、輸出業者から上流に遡った調査に関する情報は従来ほとんど存在して

いない。 

その主な理由の１つとして、輸出業者から上流の業者を突き止めるための調査手段が確

立されていない点が挙げられる。すなわち、輸出業者の情報から上流業者を発見する調査

手段の構築は、輸出を含む模倣行為への対策において、重要な解決すべき課題となってい

る。ここで、調査の各ステップにおける手法としては、次のものが挙げられる。これらの

各手段を如何に組み合わせて調査を成功させるかが具体的な検討課題となる。 

 

カテゴリー 具体的方法 

①インターネット検索 

②行政機関での登記情報サーチ 1.各種検索 

③商標検索 

④電話調査 

⑤電子メール調査 2.通信調査 

⑥チャット調査 

⑦施設視察（訪問調査） 

⑧施設（関係者）への聞き込み 3.訪問調査 

⑨上流への電話の誘導 

⑩物流業者からの情報収集 
4.関連業者の有効活用 

⑪商標事務所等への聞き込み 

5.店外モニタリング ⑫張り込み 

処罰決定書等から入手可能

性のある情報 

・当事者（企業、個人）  

・当事者の中には、国内外の

輸出入関連業者、当該業者

との関係を有する製造業

者の情報が含まれること

もあり 
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⑬関係者の尾行 

⑭トラック等輸送手段の尾行 

⑮商品を取りに向かわせて尾行 

⑯従業員の買収 

⑰関係者の買収 6.内部告発 

⑱潜入調査 

⑲行政当局による圧力 

⑳警告状 7.外圧 

� 訴訟 

� 試し買い 

� 郵便配達員等への偽装 

� 通信記録検索 
8.その他 

� その他 

 

なお、税関から権利者への情報提供は多くの場合任意であるので、権利者は次のような

事項により日頃から税関の業務に協力し、税関からの情報提供の意欲を喚起することが望

ましい。 

●定期／不定期での税関向け情報提供（リスク情報、ブラックリスト、個別案件情報等；

個別訪問、セミナー開催等） 

●ホワイトリストの登録および継続的なメンテナンス 
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４．典型的な成功事例 

 

上記３．に紹介した各種情報から、輸出品の製造者を特定することも可能である。ここ

では、成功事例の１つとして、外国での差し押さえ時に得た情報から中国国内の生産拠点

を探し出し、摘発を成功させた事例を紹介する。 

 

（１）事例の概要 

日時 2012 年 8 月 商品 ミシン 

案件所在地 浙江省杭州市蕭山区 

案件概要 

2012 年 8 月 9 日、権利者はアラブ首長国連邦国の税関よりミシン模倣

品の製造元 A社の英語会社名と英語住所の情報を入手した。 

権利者は当該情報を手がかりとして、模倣品の調査会社を通じ製造元 A

社を特定し、多量の模倣品在庫が存在することを確認した。 

2012 年 8 月 31 日、製造元 A社への取締りが成功した。 

主な手がかり 製造元 A社の英語会社名および英語住所 

調査に用いた

手法 

①インターネット上での検索  ②行政機関での登記情報のサーチ 

③商標検索  ④電話調査 

⑤施設視察（訪問調査）  ⑥その他（輸出入ライセンス調査） 

 

（２）詳細 

 

■用いられた調査方法 

 模倣品の調査会社を通じて実施した調査部分では、下表の方法を調査手段として採用

した。 

カテゴリー 具体的方法 用いられた方法 

①インターネット検索 ● 

②行政機関での登記情報サーチ ● 1.各種検索 

③商標検索 ● 

④電話調査 ● 

⑤電子メール調査 － 2.通信調査 

⑥チャット調査 － 

⑦施設視察（訪問調査） ● 

⑧施設（関係者）への聞き込み － 3.訪問調査 

⑨上流への電話の誘導 － 

4.関連業者の有効活用 － － 

5.店外モニタリング － － 

6.内部告発 － － 

7.外圧 － － 

� 試し買い － 

� 郵便配達員等への偽装 － 

� 通信記録検索 － 
8.その他 

� その他 ● 
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■調査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ポイント 

    

本件は、入手された情報が直接製造者を特定できるものであり、また虚偽の情報も存在

せず、調査への支障が比較的少ないケースであったため、際立った成功ポイントは特定し

難い。インターネット、電話、訪問の通常手順を用い、だんだんと模倣業者に接近する際

に、A社からの疑念を抱かれないよう配慮した点と、海外税関の情報を権利者が適切に活

用したことが、成功に至った主なポイントと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①インターネット検索 インターネットで製造元 A 社の電話番

号と住所を発見 

④電話調査 電話調査で製造元 A 社の実態を確認

し、会社への訪問を打診 

②行政機関での登記情報 

サーチ 

製造元 A 社の訪問調査により、A 社の

実際の住所を確認。また、模倣品の製

造実態、在庫の所在を確認。 
⑦施設視察（訪問調査） 

③商標検索 

� その他 

（輸出入ライセンス調査） 

輸出入ライセンス調査で製造元 A 社が

輸出ライセンスを有していることが判

明

商標検索で、製造元 A 社による類似商

標の登録がないことを確認 

行政機関での登記情報サーチにより製

造元 A 社の会社登記情報を確認 
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第二章 事例紹介 
 

本章では、過去の税関における差し押さえ案件を合計で９件紹介する。これらの事例は

生産拠点の調査まで行われたものではないが、税関での手続においてどのような情報を取

得できるかを説明し、得られた情報の内容を踏まえてどのような調査手法を採用すべきか

を考察する要素として用いることができると考えられる。 

模倣品生産ルートの解明を目的として、総合的な見地から、如何なる手かがりによりど

のような調査方法を採用できるかについて検討する。 

 

１．税関での差止事例 

 

■事例（一） 

 

日時 2011 年 7 月 商品 キーボード 

担当税関 寧波税関（浙江省） 

案件概要 

2011 年 7 月、権利者が寧波税関より「知的財産権状況確認通知書」

を受理し、輸出業者の情報を入手した。後日税関へ出向き権利侵害

品の写真を撮影した。その後輸出業者は上流業者の情報を権利者再

度に提供した。 

主な手がかり 

①知的財産権状況確認通知書・・・・・・あり 

 
③権利侵害品の写真・・・・・・あり（後日税関で撮影） 

 
 

③税関輸出申告書・・・・・・なし 

模倣品ルート解明

において推奨でき

る調査手法 

※輸出業者が判明しており、同業者の協力を得て、直接上流業者の

情報を入手できたため 

・インターネット調査  ・電話調査 

・チャット調査  ・施設視察（訪問調査） 

輸出業者

の社名 
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■事例（二） 

 

日時 2011 年 9 月 商品 「救命胴衣」 

担当税関 ハルピン税関（黒龍江省） 

案件概要 

2011 年 9 月、権利者がハルピン税関より「知的財産権状況確認通知

書」と権利侵害疑義品の写真を受理。疑義品は旅行客の荷物のから

発見、押収された。 

主な手がかり 

 

①知的財産権状況確認通知書・・・・・・あり 

 
②権利侵害品の写真・・・・・・あり（税関提供） 

 
 

 
 

③税関輸出申告書・・・・・・なし 

 

模倣品ルート解明

において推奨でき

る調査手法 

※模倣品の輸送を担当した者が判明しているため 

・関係者（旅行客）の尾行 

・行政当局による圧力 

・警告状 

       16  模倣品生産ルート解明手法確立調査報告書                                                                    



                                                                                             
 

■事例（三） 

 

日時 2011 年 10 月 商品 イヤホン 

担当税関 拱北税関（珠海市） 

案件概要 
2011 年 10 月、権利者が拱北税関より「知的財産権状況確認通知書」

と侵害疑義品の写真を受理。当該書類から輸出業者の情報を入手。

主な手がかり 

 

①知的財産権状況確認通知書・・・・・・あり 

 
 

②権利侵害品の写真・・・・・・あり（税関提供） 

  
 

③税関輸出申告書・・・・・・なし 

 

模倣品ルート解明

において推奨でき

る調査手法 

※輸出業者は判明しているが、同業者が協力せず、上流業者の情報

入手に困難が生じた場合 

・インターネット調査   ・電話調査   

・チャット調査  ・行政当局による圧力   

・警告状 

 

輸出業者

の会社名 
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■事例（四） 

 

日時 2011 年 12 月 商品 スピーカー 

担当税関 深圳税関 

案件概要 
2011 年 12 月、権利者が深圳税関より「知的財産権状況確認通知書」

をを受理し、輸出業者の情報を入手。 

主な手がかり 

 

①知的財産権状況確認通知書・・・・・・あり 

 
 

②権利侵害品の写真・・・・・・なし 

 

③税関輸出申告書・・・・・・なし 

 

模倣品ルート解明

において推奨でき

る調査手法 

※輸出業者は判明しているが、同業者が協力せず、上流業者の情報

入手に困難が生じた場合 

・インターネット調査 

・電話調査 

・チャット調査 

・行政当局による圧力 

・警告状 

 

輸出業者

の会社名 
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■事例（五） 

 

日時 2012 年 6 月 商品 スピーカー 

担当税関 二連税関（内モンゴル） 

案件概要 
2012 年 6 月、権利者が二連税関より「知的財産権状況確認通知書」

と権利侵害品の写真を受理し、輸出業者の情報を入手。 

主な手がかり 

 

①知的財産権状況確認通知書・・・・・・あり 

  
 

②権利侵害品の写真・・・・・・あり（税関提供） 

 

   
  

   
 

③税関輸出申告書・・・・・・なし 

模倣品ルート解明

において推奨でき

る調査手法 

※輸出業者は判明しているが、同業者が協力せず、上流業者の情報

入手に困難が生じた場合 

・インターネット調査  ・電話調査 

・チャット調査  ・行政当局による圧力 

・警告状 

輸出業者

の会社名 
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■事例（六） 

 

日時 2012 年 7 月 商品 オートバイ部品 

担当税関 上海空港税関（上海市） 

案件概要 

2012 年 7 月、権利者が上海空港税関より「知的財産権状況確認通知

書」を受理し、輸出業者の情報を入手。後日上海空港税関へ出向き

権利侵害品の写真を撮影した。 

主な手がかり 

 

①知的財産権状況確認通知書・・・・・・あり 

 
 

②権利侵害品の写真・・・・・・あり（後日税関で撮影） 

 

   
 

③税関輸出申告書・・・・・・なし 

 

模倣品ルート解明

において推奨でき

る調査手法 

※輸出業者と物流業者が判明しているため 

・インターネット調査 

・電話調査 

・行政当局による圧力 

・トラック等輸送手段の尾行 

・施設視察（訪問調査） 

 

輸出業者 

の会社名 

物流業者の会社名 
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■事例（七） 

 

日時 2012 年 8 月 商品 穏圧電源 

担当税関 寧波税関（浙江省） 

案件概要 

2012 年 8 月、権利者が寧波税関より「知的財産権状況確認通知書」

を受理し、輸出業者の情報を入手。後日寧波税関へ出向き権利侵害

疑義品の写真を撮影したところ、製造業者の所在が判明。 

主な手がかり 

 

①知的財産権状況確認通知書・・・・・・あり 

  
②権利侵害品の写真・・・・・・あり（後日税関で撮影） 

   
 

③税関輸出申告書・・・・・・なし 

 

模倣品ルート解明

において推奨でき

る調査手法 

※輸出業者と製造業者が判明しているため 

・インターネット調査 

・電話調査 

・施設視察（訪問調査） 

・張り込み 

・潜入調査 

・試し買い 

 

 

輸出業者

の会社名 

製造業者の会社名 
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■事例（八） 

 

日時 2012 年 10 月 商品 ピアノ 

担当税関 上海空港税関（上海市） 

案件概要 

2012 年 10 月、権利者が上海空港税関より「知的財産権状況確認通

知書」を受理し、輸出業者の情報を入手。後日税関へ出向き権利侵

害疑義品の写真を撮影したところ、製造業者の所在が判明。 

主な手がかり 

 

①知的財産権状況確認通知書・・・・・・あり 

  

 

②権利侵害品の写真・・・・・・ある（後日税関で撮影） 

    
 

③税関輸出申告書・・・・・・なし 

 

模倣品ルート解明

において推奨でき

る調査手法 

※輸出業者と製造業者が判明しているため 

・インターネット調査 

・電話調査 

・施設視察（訪問調査） 

・張り込み 

・潜入調査 

・試し買い 

 

 

輸出業者

の会社名 

製造業者の会社名 
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■事例（九） 

 

日時 2013 年 1 月 商品 ピアノ 

担当税関 上海外港税関（上海市） 

案件概要 

2013 年 1 月、権利者が上海空港税関より「知的財産権状況確認通知

書」を受理し、輸出業者の情報を入手。後日税関へ出向き権利侵害

疑義品の写真を撮影したところ、製造業者の所在が判明。 

主な手がかり 

①知的財産権状況確認通知書・・・・・・あり 
  

 
 

②権利侵害品の写真・・・・・・あり（後日税関で撮影） 

   
 

③税関輸出申告書・・・・・・あり（税関へ撮影の際に入手） 

 
 

模倣品ルート解明

において推奨でき

る調査手法 

※輸出業者と製造業者が判明しているため 

・インターネット調査 ・電話調査 

・施設視察（訪問調査） ・張り込み 

・潜入調査 ・試し買い 

輸出業者

の会社名 

製造業者の会社名 

仕向国の届け先の

情報（会社名、住

所、電話番号など） 
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２．事例を踏まえた調査手段の検討 

 

（１）模倣品ルート解明において推奨できる調査手法 

 

9 つの税関での差止事例に関し、各事例で入手できた情報を５つに分け、それぞれにつ

いて、上記のとおり模倣品ルート解明に推奨できる調査方法を提示した。それらをまとめ

ると下表のとおりとなる。 

 

調査方法（推奨） 
カテゴリー 具体的方法 

一 二 三 四 五 六 七 八 九

①インターネット検索 ●  ● ● ● ● ● ● ●

②行政機関での登記 

情報サーチ 

         
1.各種検索 

③商標検索          

④電話調査 ●  ● ● ● ● ● ● ●

⑤電子メール調査          2.通信調査 

⑥チャット調査 ●  ● ● ●     

⑦施設視察（訪問調査） ●     ● ● ● ●

⑧施設（関係者）への 

聞き込み 

         
3.訪問調査 

⑨上流への電話の誘導          

⑩物流業者からの情報 

収集 

         

4.関連業者

の有効活用 ⑪商標事務所等への 

聞き込み 

         

⑫張り込み       ● ● ●

⑬関係者の尾行  ●        

⑭トラック等輸送手段 

の尾行 

     ●    5.店外モニ

タリング 

⑮商品を取りに向かわ 

せて尾行 

         

⑯従業員の買収          

⑰関係者の買収          6.内部告発 

⑱潜入調査       ● ● ●

⑲行政当局による圧力  ● ● ● ● ●    

⑳警告状  ● ● ● ●     7.外圧 

� 訴訟          

� 試し買い       ● ● ●

� 郵便配達員等への 

偽装 

         

� 通信記録検索          

8.その他 

� その他          
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入手できた情報の内容と５つの調査方法のパターンとの関係、当該調査方法を推奨した

理由は下表のとおりである。これらの調査方法はあくまで基本的なものであり、実際の調

査にあたっては、実情に鑑み、適宜調査の手順変更、手段の追加等を行うこととなる。 

 

 情報の入手状況 推奨した理由 対応事例 

パターン① 輸出業者が判明している

場合 A（輸出業者が協力

し、直接上流業者の情報

を入手できた場合） 

輸出業者の協力を受けられるた

め、情報を入手した情報に基づ

く直接的かつ最低限のスペック

での模倣品ルート解明が可能と

なる可能性が高い。 

事例１ 

パターン② 模倣品の輸送を担当した

者が判明している場合 

模倣品の輸送担当者は、模倣行

為の複数当事者との接触を行う

可能性が高いため、尾行により

解明の手がかりを取得できる可

能性がある。また、輸送担当者

は模倣行為の首謀者から比較的

遠い存在である可能性が高いた

め、各種の圧力を加えることで

関連模倣業者の情報を開示する

ことが期待できる。 

事例２ 

パターン③ 輸出業者が判明している

場合 B（輸出業者が協力

せず、上流業者の情報の

入手が困難になった場

合） 

輸出業者が協力しない場合に

は、当該輸出業者のネット上の

情報などから間接的な関連情報

を入手し調査を進めるととも

に、調査が難航した場合には、

行政当局等からの圧力を用いて

上流業者の開示を促す必要が生

じる可能性がある。 

事例３～５

パターン④ 輸出業者と物流業者が判

明している場合 

両業者への直接的な調査を通

じ、模倣品ルート解明が可能と

なる可能性が高いが、必要に応

じ行政当局からの圧力尾行の併

用が必要になると想定される。 

事例６ 

パターン⑤ 輸出業者と製造業者が判

明している場合 

両業者への調査徹底により、模

倣品ルート解明することができ

る。通常のケースに比べ、ネッ

トワーク解明の見込みが高いた

め、必要に応じ潜入調査などの

手段も考慮する。 

事例７～９
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（２）調査方法のパターン 

  

奨励できる調査手法（パターン①～⑤）について、以下にその内容を示す。 

 

■パターン①：輸出業者が判明している場合 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■パターン②：模倣品の輸送を担当した者が判明している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①インターネット検索 
税関等より入手した輸出業者の情報を

もとにインターネットで検索し、輸出

業者の電話番号、チャット番号などの

手がかりを探る。 

④電話調査 電話を通じて輸出業者と会話し、模倣

品製造工場担当者の電話番号とチャッ

ト番号を聞き出す（輸出業者の協力あ

り）。 

⑥チャット調査 

工場を訪問し、模倣品製造工場の実際

の住所、模倣品製造情況と模倣品の在

庫を確認する。 

⑦施設視察（訪問調査） 

各種の連絡手段を通じて模倣品製造工

場に訪問を打診し、必要に応じ所在地

を問い合わせる。

⑬関係者の尾行 模倣品荷物を携帯する旅行客（輸送担

当者）を尾行し、模倣行為の関係当事

者を探索する。 

⑲行政当局による圧力 旅行客（輸送担当者）の尾行では調査

の進展が見られない場合などには、販

売業者または上流業者の情報提供を促

すことを目的に行政当局からの尋問等

を実施。 

⑳警告状 旅行客（輸送担当者）へ弁護士レター

を送付し、損害賠償等のプレッシャー

をかけることによって上流業者等の開

示を促す（行政による圧力に先んじて

実施することも可） 
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■パターン③：輸出業者が判明している場合 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■パターン④：輸出業者と物流業者が判明している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①インターネット検索 

税関等より入手した輸出業者の情報を

もとにインターネットで検索し、輸出

業者の電話番号、チャット番号などの

手がかりを探る。 

④電話調査 電話を通じて輸出業者と会話し、模倣

品製造工場等の情報入手を試みる（（輸

出業者の協力なし）。 

⑥チャット調査 インターネット調査等で得たチャット

窓口を通じて模倣品製造工場の情報を

聞き出す。 

調査の進展が見られない場合などに

は、販売業者または上流業者の情報提

供を促すことを目的に行政当局からの

尋問等を実施。

⑲行政当局による圧力 

⑳警告状 輸出業者へ弁護士レターを送付し、損

害賠償等のプレッシャーをかけること

によって上流業者等の開示を促す（行

政による圧力に先んじて実施すること

も可） 

①インターネット検索 
税関等より入手した輸出業者／物流業

者の情報をもとに、インターネットで

検索し、輸出業者の電話番号とチャッ

ト番号などの手がかりを探る。 

④電話調査 電話を通じて輸出業者／物流業者と会

話し、模倣品製造工場担当者の電話番

号やチャット番号等を聞き出しを試み

る。 

調査の進展が認められない場合には、

輸出業者／物流業者に対し、上流業者

の情報提供を促すことを目的に行政当

局からの尋問等を実施。

トラックの尾行を通じて模倣品製造工

場所在地を探索。 

⑲行政当局による圧力 

⑭トラック等輸送手段の 

尾行 

模倣品製造工場所在地が判明した後、

直接工場を訪問し、模倣品製造工場の

実際の住所、模倣品製造情況と模倣品

の在庫を確認する。 

⑦施設視察（訪問調査） 
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■パターン⑤：輸出業者と製造業者が判明している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①インターネット検索 
税関より入手した輸出業者／製造業者

の情報をもとにインターネットで検索

し、両者の電話番号とチャット番号な

どの手がかりを探る。

④電話調査 電話を通じて輸出業者／製造業者と会

話し、模倣品製造工場担当者の電話番

号とチャット番号の聞き出し等を試み

る。 

模倣品製造工場所在地が判明した後、

直接工場を訪問する。訪問の際には模

倣品製造工場の実際の住所、模倣品製

造情況と模倣品の在庫を確認する。 

調査当日、侵害行為等を発見出来なか

った場合、工場を張り込み、継続的に

状況を確認する。

⑱潜入調査 

⑫張り込み 

張り込んでも侵害行為が発見出来ない

場合、調査員がアルバイト募集への応

募等を通じて販売業者に「従業員」と

して潜入し、侵害行為の情報を収集。 

⑦施設視察（訪問調査） 

� 試し買い 
潜入しても侵害行為が発見出来ない場

合、工場直営販売店舗、インターネッ

ト上の出品等を通じ、模倣品サンプル

を試し買いする。当該関連情報からさ

らに調査を進める。 
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第三章 輸出模倣品生産ルート解明にかかる実態調査（試行調査） 
 

上記のとおり、輸出を伴う模倣行為に対し、中国生産拠点の解明を目指すことは、模倣

対策の効果向上の観点から重要な事項と認識されているが、実際には、従来そうした調査

に関する報告はほとんどなされていないものと考えられる。また、権利者の中には、当該

取組みを行っている者がいるものの、生産拠点の解明に至らない場合も多い。 

その要因の最も大きなものとして、初期的に入手できる頻度が最も高い輸出業者の情報

から、生産拠点を見出すための調査手段に関する知見が少ないことが挙げられる。知見の

不足により、権利者が当該調査の実施に二の足を踏み、あるいは実施後成功に至らない事

態が生じているものと考えられる。 

そこで、本章では、第二章に提示した、調査の基本パターンを念頭におきつつ実際の模

倣品調査を実施し、調査の成功の可能性、手段（手段の組み合わせ含む）の妥当性等を検

証する。具体的な調査の企画は次のとおりである。 

 

１．調査目的 

  ●輸出模倣品生産ルート解明にかかる調査方法の検証 

  ●以後の輸出模倣品を含む模倣行為への対策手段の提示 

 

２．調査内容（企画） 

 

（１）対象商品分野：自動車部品 

  

 ■理由 

 ①消費者の健康または安全に関わる重要な商品であること 

②中国での模倣品被害が甚大であること 

②輸出被害が多いこと 

自動車産業は、日本の代表的な産業の一つであり、近年模倣品被害、特に輸出による

被害が深刻化しているため対象商品とした。 

自動車部品は「ライン装着用部品」と「アフター用部品（補修品）」の二種類に大別

される。ライン装着用部品は自動車メーカーによる直接的なコントロールが可能である

ことから、模倣品被害は少ない一方、アフター用部品（補修品）はその流通形態が複雑

であり、メーカーの直接的なコントロールが不可能であることから、模倣品被害は大き

いと言える。こうした点を踏まえ、今回の調査対象は自動車アフター用部品とした（本

書では単に「自動車部品」と略すことがある）。 

 

（２）対象商品：エアーバッグ、ガラス 

 

 自動車アフター用部品の中でも、エアバッグとガラス部品に対する模倣品被害は近年深

刻度を増している。特にこの 2商品は人身の安全に影響が大きい商品であるため、今回の

調査対象とした。 
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（３）調査概要：調査の全体像、ステップは以下のとおり。 

 

 図５ 作業のステップ 

 
  

 

 

 

 

 

 

（４）調査項目 

 

 以下の調査項目について情報を可能な限り収集し、模倣品生産ルートを解明することを

目指す。 

 

調査の流れ 調査項目 

1 対象製品の特定 

2 帳簿の特定 

3 保管場所及び隠匿方法 

4 サンプル入手 

 

 

貿易業者 

5 その他 

1 卸業者の名称 

2 卸業者の所在地 

3 卸業者の連絡先 

4 出荷方法の特定 

5 製造元の特定（省、市） 

6 運送会社 

7 各不正間接業者とのコンタクト方法 

8 侵害品出荷の流れ・タイミング及び隠匿方法 

 

 

 

 

卸売店・倉庫 

9 その他 

1 工場の名称 

2 工場の所在地 

工場 

【印刷工場】 

【金型工場】 3 工場の基本情報 

①２つの貿易業者を特定し、そこから調査を開始する。 

 ※１つがエアバッグ、１つがガラス製品 

②貿易業者から得た情報に基づき、関連卸・倉庫の所在地を特定する。 

③上記の調査で得た情報に基づき、製造工場の所在地を特定する。 

④模倣品生産・流通ルートを可能な限り解明（調査終了）。 
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4 倉庫の保管場所 

5 製造の流れ（タイミング） 

6 商標印刷道具（入手ルート） 

7 注文者の基本情報 

8 注文者の所在地 

9 注文方法 

10 海外バイヤー、製造業者とのコンタクト方法 

【注文者】 

11 その他 

 

（５）スケジュール（調査実施期間）：2012 年 7 月～2013 年 2 月 

 

■想定タイムテーブル 

 

2012 年 2013 年 

6,7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

 

 

 

 

 

       

 

（６）対象地域 

    

手がかりとなる貿易業者の所在地として浙江省寧波市及び広西省南寧市を選定した。 

 

（７）調査実施者：調査会社へ委託 

 

第①ステップ 

（貿易業者調査） 
第②ステップ 

（卸・倉庫特定と調査）

第③ステップ 

（工場調査） 
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第四章 試行調査の実施 

 

本章では、エアバッグとガラス部品の貿易業者（各１社）の手がかりを端緒として、卸・

倉庫および工場までの模倣品生産ルート解明を目的として、試行的に実施した調査の過程

および結果を紹介し、実施手段の妥当性等を検討する。 

 

１.事例① エアバッグ 

 

（１）背景： 

 

調査の開始時点において、既に本件エアバッグ模倣品の輸出貿易業者の初期情報として、

下表の情報を入手していた。これらの情報を手がかりに、貿易業者である「HK ○○ 

International Trade Co., Ltd」(以下「HK 社」と略称する)に対して、模倣品製造工場

の特定、模倣品生産ルートの解明を目的として更なる調査を行った。 

  

貿易会社名 所在地 疑義品 参考資料 

所在地 1 

広東省 深圳市 

Futong building xxx 

Room ,Baoan 

District,ShenZhen,china
HK ○○ 

International 

Trade Co., Ltd 

所在地 2 

浙江省 寧波市 

xxx,H aishu 

District,Ningbo 

City,china. ,Zhejiang 

エアバッグ 

HP1:www.hk○○.co

m.cn 

 

HP2:http://www.○

△.com/airbag-dp6

344584 

 

なお、調査の開始段階において、同社は海外にエアバッグ模倣品を輸出していることが

想定されていた。 

 

（２）調査の詳細： 

 

2012 年６月より、対象貿易業者の実態および関連当事者を解明すべく調査を開始した。

第二章２．（２）のパターン①を基本的な調査方法に位置づけ、実際には次のとおりの内

容にて調査を遂行した。 

 

 ■調査の仕様 

・調査実施日：2012 年 6 月１日～9日 

・調査方法：図６のとおり 

・調査結果：組立て工場およびエアバッグの生産・流通ルートの主たる当事者を解明 
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図６ エアバッグ模倣品調査の流れ 

 

＜ステップ１：貿易業者の調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ステップ２：工場の調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話調査 ●貿易会社の責任者（晋氏）に接触 

●貿易会社の所在地を入手し、商談のアポイントを取得 

訪問調査① ●貿易会社が模倣業者（輸出実績あり）であることを確認 
●福建省と浙江省の関連事業者に関する情報を入手 

ネット調査① ●福建省と浙江省の関連事業者に関する具体的な情報（住所、

連絡先、貿易会社との関係等）を入手 

訪問調査② ●エアバッグ模倣ネットワークの全体像（概要；4種類の関連

提携工場）を確認 

●そのうち、エアバッグ組立工場が貿易会社の直接提携先であ

ることを確認 
●当該エアバッグ組立工場の連絡先（電話番号）を入手 

企業登記調査 ●貿易会社の責任者（２名;上記晋氏および汪氏）を特定 

ネット調査② ●エアバッグ組立工場、エアバッグ金型工場、エアバッグパネ

ル製造業者およびエアバッグ袋製造業者をネット上で特定 

電話調査② ●エアバック組立工場と首謀者の１人（蒋氏）の実在を確認 

●模倣品の価格を確認 

●蒋氏とのアポイントを取得 

訪問調査③ 

聞き込み 
●エアバック組立工場でのエアバッグ模倣品の生産、保管状況

を確認 

●エアバック組立工場に出入りする運送業者を発見 

運送業者 

の尾行 
●エアバック組立工場に注文した店舗を確認 
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①電話調査 

2012 年 6 月 1日、調査員が「HK ○○」への電話連絡を行い、「HK ○○」の責任者と

思われる晋氏（男性）との接触に成功した。調査員は輸出入貿易会社の職員を装い、晋

氏に業務提携を求めた。晋氏は調査員に会社の所在地を教え、同日の午後 3時に「HK ○

○」の社内で商談することを約束した。 

  

②1 回目の訪問調査 

 

調査実施日 2012 年 6 月 1日（金） 

貿易業者の 

基本情報 

 同社が入居している建物は「△○商貿大厦」という新築の商業ビル

であった。 

 同社は「△○商貿大厦」の 618-619 号室に所在していた。 

（面積：150 ㎡） 

 同社は引っ越してきたばかりで、事務室に男性従業員 2人しかいな

かった。 

作業概要 A.入口の従業員との会話から入手した情報 

 晋氏は浙江省の寧波と福建省の厦門にも会社を持っており、主にオ

フィス用品と農業中古機械の輸出代理と対外貿易を手がけている。

同社は最近新しく立ち上げた会社である。 

 調査員は 2人に自動車部品の輸出について聞いたが、2人はよく知

らないと回答した。 

 同社内に模倣品を置かれていなかった。 

 

B.晋氏との会談により得られた情報 

 晋氏は何回かエアバッグを輸出したことがあるが、数量が少なく、

１回につき多くても 200 セットであった。 

 晋氏は調査員に対し、仮に模倣品を輸出する場合には、広東省の汕

頭税関と福建省の厦門税関を通して輸出すれば問題ないとの見解を

表明した（あわせて、広東省の黄埔税関は無理と表明）。 

 

   
 

「HK ○○」の

内部写真 

ステップ１：貿易業者の調査 
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調査員は、自らの会社の提携先工場に問題が出てきたため、製造がで

きなくなったとの身分設定を行い、晋氏に工場の紹介を求めた。晋氏が

すぐに警戒心を高めたため、工場の情報は入手できなかった。調査員は

すぐに話題を変え、晋氏の会社に関連する次の情報を入手した。 

 晋氏は浙江省の寧波と福建省の厦門に会社を有している。 

 当該会社は、特に日用品と農業中古機械の輸出方面において知名度

が高い。 

 当該会社は数多くの税関と良い関係を持っている。 

結果  貿易会社が模倣業者であることを確認 

 HK ○○によるエアバッグ模倣品の輸出実績が判明 

 責任者の警戒心が高いので工場の情報入手には失敗 
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③１回目のインターネット調査  

 

調査実施日 2012 年 6 月 1日（金） 

作業概要 調査員は、1 回目の訪問調査で従業員から入手した情報（晋氏が浙江省

の寧波と福建省の厦門にも会社を持っているとの情報）をもとにインタ

ーネット上での検索により当該２社の存否、概要を調査した。 

結果 調査の結果、以下の２社が見いだされた。 

 

A.寧波会社：「香港○○進出口貿易有限公司」 

 
http://www.net114.com/company/230314855.html#linkcontent  

 

 

 

 

 

 

B. 「厦門○☓△国際貨運代理公司寧波弁1」 

 

 
 http://www.mychemy.com/home/rosewang808/contact.html 

 

 

 

 

 

 

 

※両社の連絡先が同一であることを勘案すると、晋氏が言った厦門の会

社はこの会社である可能性が高いと考えられた。 

                                                        
1 寧波弁＝寧波事務所 

会社名：香港○○進出口貿易有限公司 

電話番号： 
86-0574-87176620 
所在地： 

寧波市海曙区君子街 18 号 1511 室 

会社名：厦門○☓△国際貨運代理公司寧波事務所 

電話番号：86-0574-87176･･･ 

所在地：浙江 寧波 海曙区 君子街 18 号 1511 室 

連絡人：汪氏（企業登記調査により、汪氏は「HK ○○」の

貿易会社の法定代表者であることが判明した。） 
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④２回目の訪問調査（責任者 晋氏と面談）と聞き込み 

 

調査実施日 2012 年 6 月 6日（水） 

作業概要 晋氏は当日、広東省の江門台山市に出張中であった。当日夜 10 時頃、調

査員は再び晋氏に電話をかけ面談を予約し、再度晋氏と会った。晋氏の

警戒心を解くために、調査員は晋氏と一緒に食事した。食事の際に、晋

氏から工場に関連する情報が語られた。 

結果 晋氏からの説明の内容は次のとおりであった。 

※国内の状況について 

 エアバッグの製造工場は、エアバックの金型を製造する工場、エア

バックのパネルを製造する工場、エアバックの袋を製造する工場、

および組み立て工場に分かれている。 

 一部の部品は製造されていないため、純正品から回収した部品を使

用する場合もある。 

 国内の 90％のエアバッグ模倣品は広東省広州市から出回っている。

 

※晋氏と提携している工場について 

 提携工場は組立て工場で、国内で一番大型の偽エアバッグ業者であ

った。 

 主に国内で販売している。輸出が少なく、輸出量は多くても１回数

百セットしかない。 

 提携工場の責任者は蒋氏という男性で、業界内では名前が広く知ら

れている。携帯番号は 18620162･･･と 13631391･･･である。 

 

⑤企業登記情報検索 

 

調査実施日 2012 年 6 月 6日（水） 

作業概要 深セン市市場監督管理局において「HK ○○」の会社登記情報を調査した。

調査により、以下の基本情報を取得した。 

 

※HK ○○ International Trade Co., Ltd 

 会社名：深セン○○進出口貿易有限公司 

 所在地：深セン市宝安区新安街道宝興路西側△○経貿大厦 619（事

務室） 

 登記番号：44030610613XXXX 

 設立日：2012 年 4 月 X日 

 法定代表者：汪氏 

 株主：晋氏および汪氏 

 登録資本：100 万元 

 会社形態：有限責任会社 

 登記事項：鋼材、初級農産物、織物の販売；国内貿易；貨物及び技

術の輸出入。（法律、行政法規、国務院に決められた登記前に許可を

得なければならない項目を除く） 
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結果 晋氏は「HK ○○」の株主、汪氏は「HK ○○」の貿易会社の法定代

表者であることが判明した。 
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①インターネット調査 

 

調査実施日 2012 年 6 月 6日（水） 

作業概要 晋氏から得た情報をもとに、エアバッグの部品の製造工場を調査した。

その結果、エアバッグ組立工場、エアバッグ金型工場、エアバッグパネ

ル製造業者およびエアバッグ袋製造業者が見いだされた。 

結果 A. 広州成○汽配商貿有限公司（晋氏と直接提携があるエアバッグ組立工場）

 
http://gzccqp.cn.alibaba.com/athena/companyprofile/gzccqp.html

 

 
http://gzccqp.cn.alibaba.com/athena/contact/gzccqp.html  

 

B.その他のサプライヤー 

 a 黄岩△※模具有限公司（エアバッグ金型工場） 

  URL：http://chuntianmould.cn.alibaba.com/ 

 b 黄岩※△模具有限公司（エアバッグ金型工場） 

  URL：http://tzyilian2011.cn.alibaba.com/ 

 c 陳氏（エアバッグパネル製造業者） 

  URL：http://huayi512671573.cn.alibaba.com/ 

 d 慈溪△通汽車配件有限公司（エアバッグ袋製造業者） 

  URL：http://isabella1980.cn.alibaba.com/ 

 

上記の情報を踏まえ、調査員は広州成○汽配商貿有限公司工場に対して、現地調査を実

施した。 

ステップ 2：工場への調査 

会社名：広州成○汽配商貿有

限公司 

所在地：中国広東広州市白雲

区 広州市広圓東路 

連絡人：蒋氏 

電話番号：0086 020 36719･･･

HP:http://gzccqp.cn.alibab

a.com/ 
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②電話調査 
 
調査実施日 2012 年 6 月 9日（土） 

作業概要  調査員は取得した携帯番号 13631911･･･で「広州成○汽配商貿有限

公司」（以下は「成○汽配」と省略する）の連絡先である蒋氏に電話

をかけた。調査員より晋氏の紹介で連絡を入れている旨を伝え、旧

型の HONDA アコードと TOYOTA カムリのエアバッグのサンプルを各

10 セット仕入れたいと打診し、蒋氏に単価を問い合わせた。蒋氏は、

「HONDA アコードエアバッグ旧型の単価は 340 元、TOYOTA カムリの

エアバッグの単価は 280 元」と回答した。 

 調査員は蒋氏に自社の顧客と一緒に面談したい旨伝えた。蒋氏は当

日の午後、工場近くの幼稚園で会うことを約束した。 

結果  「成○汽配」と蒋氏が実際に存在することを確認。 

 模倣エアバッグの単価を特定。 

 

③訪問調査、聞き込み 
 
調査実施日 2012 年 6 月 9日（土） 

作業概要  6 月 6 日午後、調査員（２名）が蒋氏と会談した（その際、他の数

人の調査員が周辺で監視）。蒋氏は会談の中で工場への訪問に同意し

た。 

 
 

 
 

※「成○汽配」工場の規模 

 同社の工場が所在している広州市白雲区陳田村の環境は複雑で、建

物間の距離が非常に近く、建物に入るとすぐに暗くなった。 

 同社の工場は陳田村西約直街○巷○号○階（左側の部屋）にあった。

中には通路があり、通路の右側に通常の部屋が１室と客室１室、通

路の左側にトイレ 1軒、通路の奥側に部屋１室があった。 

 当日は従業員３名が出社していた。面積は約 100 ㎡であった。 

＜蒋氏の名刺＞ 

 

裏に各種有名ブランド

の英語名の記載があ

る。 
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 工場内では、主にエアバッグのパネル、袋、ステントおよび起動機

の 4つの部分を組み合わせる作業をしていた。 

    
 

※蒋氏との階段において取得した製品の情報 

 同社のエアバッグの販売価格は 220 元～350 元で、車種により価格

が異なる。 

 「成○汽配」は主に国内販売をしている。輸出はあまりしていない。

 国内の多くの自動車修理店および 4S 店が同社の工場から製品を仕

入れている。 

 ブランドが多いため、各種製品の在庫量は少ない。注文量が多い場

合には事前に予約注文しておく必要がある。 

 店舗での出荷量が多いのは「HONDA」、「TOYOTA」および「NISSAN」ブ

ランドの製品である。他にフォルクスワーゲンと BMW 等の模倣品も

ある。 

 包装箱には一切ロゴを付していない。 

 

※発見された疑義品の情報 

 客室（組み立て現場） 

客室内には、組み立て済み HONDA アコードエアバッグ 30 セットあま

りがあった。エアバッグの部品も置かれており、「HONDA」ロゴの付さ

れた部品もあった。 

 部屋（倉庫；通路の奥側） 

長さと幅が１ｍ程度のダンボール箱約 10 個が置かれていた。中身は

全てビニール袋に包まれたエアバッグであった。1箱に 30 個入ってい

た。１箱目は「TOYOTA」ブランド付き、２箱目が「HONDA」ブランド付

きのエアバッグであった（部屋が暗く、よく見えなかったが、数点は

取り出して確認した）。 

 部屋（倉庫）（通路の左側） 

  長さと幅が１ｍ程度のダンボール箱約 10 個が置かれていた。２箱目

のダンボール箱に「HONDA]エアバッグの半製品が入っていた。合計約

40 個を確認した。「TOYOTA」エアバッグも 1 箱発見された。起動装置

未装着状態のものであった。多くの箱の中身は、エアバッグの部品（パ

ネルとステント）であった。 

＜「成○汽配」工場の外観写真＞

・通常の住宅地に所在 

・看板はない
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＜入手した「成○汽配」工場のパンフレット＞ 

  
 

※パンフレットには、各種ブランドのエアバッグが掲載されていた。大

部分は「TOYOTA」および「HONDA」ブランドの製品を掲載し、その他

「NISSAN」、「SUZUKI」、「MITSUBISHI」、「MAZDA」、「BMW」、「AUDI」、

「VOLKSWAGEN」、「PEUGEOT」、「FORD」、「CHEVROLET」等ブランドのエア

バッグも掲載されていた。 

※「成○汽配」工場の下流業者 1軒を発見 

夕刻に、「成○汽配」工場から 1軒の店舗に BMW のエアバッグが車で届

けられた。調査員は運送会社の車を尾行し、注文した店舗の情報を入手

した。 

 

   
 

結果  「広州成○汽配商貿有限公司」が模倣品を製造していることを明ら

かにした。 

 「広州成○汽配商貿有限公司」に注文した店舗を発見した。 

＜「成○汽配」工場

の内部写真＞ 

「HONDA」、「TOYOTA」

と「NISSAN」のエア

バッグが置かれてい

た

店舗名：広州汽車○拆車件 

所在地：広州市白雲区大道北 XX 号陳田湛隆 

汽配市場北区 XX 档 

当該店舗の看板には「○○○○」と書いていた。

店舗内にエアバッグを置かれていなかった。 
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貿易業者である「HK ○○ International Trade Co. Ltd」を手がかりに、一連の調査

を実施した結果、次のとおり模倣品生産ルートを解明することができた。 

 

 

事例① エアバッグ調査結果のまとめ 
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２．事例② ガラス 

 

（１）背景： 

 

調査の開始時点において、既に本件ガラス模倣品の輸出貿易業者の初期情報として、下

表の情報を入手していた。これらの情報を手がかりに、貿易業者と目された「南寧（市）

XX 子玻璃進出口有限公司」(以下「南寧 XX 子 XX 子」と略称する)に対して、模倣品製造

工場の特定、模倣品生産ルートの解明を目的として更なる調査を行った。 

  

ターゲット名 会社情報 疑義品 備考 

南寧（市）XX 子

玻璃進出口有

限公司 

所在地： 〒530023 広西省南寧市園

湖北路 XXXX 号 

電話番号：86-771-4395･･･/5627･･･、

5660･･･、3080･･･ 

FAX 番号：86-771-5569･･･/5660･･･ 

携帯番号：13977175･･･（マイケルとい

う男性） 

法定代表者：蘇氏 

企業コード：450071140XXXX 

組織コード：71140XXXX 

HP：www.xxzg????.com(無効となった)

自動車

用ガラ

ス 

会社情報の他に以下の２

サイトに「杜氏」という人

物の情報が存在。 

http://www.gXXXsh.org.c

n/News_show.aspx?id=249

 
http://www.077XXX4.com/

YellowPage/Template/Sin

gle/NanNing/?Company_ID

=4502 

下記のサイトには法定代

表者蘇氏が連絡者として

記載されている。 

http://www.aliqidXXX.cn

/minglu_detail/1224434/

 

なお、調査の開始段階において、同社は海外に自動車用ガラス模倣品を輸出しているこ

とが想定されていた。 

 

（２）調査の詳細： 

 

2012 年７月より、対象貿易業者の実態および関連当事者を解明すべく調査を開始した。

事例①と同様に、第二章２．（２）のパターン①を基本的な調査方法に位置づけ、実際に

は次のとおりの内容にて調査を遂行した。 

 

 ■調査の仕様 

・調査実施日：2012 年 6 月 28 日～7月 4日 

・調査方法：図７のとおり 

・調査結果：組立て工場およびも模倣ガラスの生産・流通ルートの主たる当事者を解明 
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図７ ガラス模倣品調査の流れ 

 

＜ステップ１：貿易業者・卸店舗と倉庫の調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ステップ２：工場の調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話調査 ●対象である貿易会社が現在では小売店への転身した模様で

あることを確認 

●同小売店で模倣品が扱われていることを確認 

●貿易業者の経営者夏氏とのアポイントを取得 

訪問調査① ●「南寧 XX 子」が既に小売店となっており、自動車ガラス模

倣品販売していることを確認 

●店舗の地下室が倉庫であること、中に自動車ガラス模倣品が

存在することを発見 

●主な販売先の名称、供給先１軒の電話番号を入手 

企業登記調査 ●「南寧 XX 子」が当初の対象貿易業者である「南寧（市）旭

硝子玻璃進出口有限公司」と同一であることを確認 

ネット調査 ●訪問調査で入手した取引先の電話番号が広東省の企業であ

ることを発見 

電話調査 ●当該工場の名称、住所（後になって虚偽であることが判明）

を入手 

訪問調査② 

聞き込み 
●工場の実在地（登記上の住所と異なる）を発見 

●模倣品の在庫、取扱い事実を確認 

●倉庫を持ち、各販売店に商品を供給していることを確認 
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①電話調査 

調査員は、調査の最初のステップとして、2012 年 6 月 28 日に対象である「南寧（市）

XX 子玻璃進出口有限公司」に電話をした。電話には従業員の夏氏（男性）が応対した。

夏氏との会話により、以下の情報が得られた。 

 

●調査員が使用した電話番号は「南寧 XX 子」の販売店の電話である。店舗名は以前は

「南寧福耀汽車玻璃経銷部（経銷部は販売店の意味）」であったが、現在は「南寧 XX

子汽車玻璃経銷部」に変更されている。 

●同店舗は 10 年前には自動車用ガラスの卸業者であったが、現在は小売業者となって

いる。現在販売しているのは「福耀」と「旭硝子」等のブランドの商品である。 

●車種により、広州或いは南寧の仕入先から仕入れている。同店舗内にて組立てを行う

ことが出来る。 

 

上記の情報を把握した上で、調査員は夏氏に同店舗への訪問を予約した。 

 

②訪問調査 

調査実施日 2012 年 7 月 2日（月曜日） 

貿易業者の 

基本情報 

 同店舗は「南寧 XX 子汽車玻璃有限公司」という看板を掲げていた。

店舗左側の柱に「汽車玻璃」（自動車用ガラスの意味）と記載され

ていた。 

 当該店舗正面の左側には、長さ約 3ｍの木製商品展示棚があり、そ

の上に各種自動車用のガラス製品が置かれていた。（商品のブラン

ドは「福耀」、「信義」および「旭硝子」であり、適用車種は豊田、

本田、NISSAN、三菱等ブランドの自動車であった） 

 同店舗の右側には駐車場があり、商品購入後に直接車に装着する

ための作業場として使用されている。 

 同店舗の総面積は約 100 ㎡であり、店舗の奥には大きさ約 12 ㎡の

事務室があった。 

 当日事務室には２人が出勤していた。 

夏氏（男性、電話に出た人）、約 45 歳、広西出身、身長約 175cm 

蘇氏（女性、法定代表者）、約 43 歳、広西出身、身長約 160cm 

 

＜店舗の外観＞   ＜店舗の内部＞  ＜店内に掲げた看板＞ 

    

ステップ１：貿易業者・卸店舗と倉庫の調査 

旭硝子汽車玻璃 
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作業概要  調査員は車修理工場の従業員を装い、夏氏と会談した。夏氏との

会談により、以下の情報を入手した。 

 

A. 当該店舗について 

自動車用ガラス製品の販売には 10 年の歴史を有している。以前は

卸業者であったが、自動車の車種がだんだんと増えてきてから大量

の在庫を抱える必要が生じ、リスクが大きくなった。リスクを減ら

すために、2005 年から店名を「南寧 XX 子汽車玻璃有限公司」に変更

し、小売業者となった。 

B. 当該店舗の経営者 

実際の経営者：夏氏 

登記上の代表者：蘇氏（夏氏の妻） 

C. 当該店舗の製品について 

各種国産車、輸入車と日系自動車の車種向けに、「福耀」、「信義」、

「旭硝子」、「金晶」、「洛玻」および「南玻」等のブランドの商品を

販売している。 

D. 販売先について 

・南寧市内各車修理工場 

・南寧市周辺都市の修理工場 

・自動車部品販売店 

E. 「杜氏」について 

「杜氏」の弟「杜国 X」は夏氏に出資して同店舗を立ち上げた。但

し、「杜国民」本人は他の仕事をしており、現在、同店舗には顧客を

紹介しているだけ。 

F. 「旭硝子」の商品について 

事務所の壁に「旭硝子玻璃 WWW.ASAHI.COM」の看板が掲げられてい

た。夏氏より同店舗は「旭硝子」より授権されていないとの説明が

なされた。「旭硝子」の真正品は広州と仏山の正規販売店より仕入れ、

模倣品は深圳、広州より仕入れているとのことであった。 

 

 （表） （裏）

   

＜夏氏の名刺＞ 

裏側に各国の有名ブラ

ンドの自動車ガラス部

品 OEM 製造と記載され

ている。 

経営者：夏氏 
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 調査員は夏氏に、真正品と模倣品の区別について質問をした。夏

氏は店舗正面左側にある商品展示棚からTOYOTA自動車用のバック

ドアガラス商品の真正品 1枚とその模倣品 1枚を取り出した。２

つの商品には、次の相違点が認められた。 

A.真正品はトヨタのロゴの印刷が鮮明であるのに対し、模倣品は不鮮

明であった。 

B.模倣品には「AGC E000011」という文字が印字されており、真正品に

はこれらの文字がなかった。 

C.真正品ガラスの透明性が模倣品より良好であった。 

 

  
 

 調査員が模倣品の供給先を夏氏に尋ねた。夏氏の回答から、以下

の情報を取得した。 

A.品質が良い模倣品は中国の北方の工場で製造されている。北の工場

は新しい設備を持っているので、南方の工場より品質がよく、値段

も約 200 元高い。 

B.「旭硝子」商品の仕入先について、夏氏は「一般的には広州より仕

入れているが、仕入先の情報は業界の秘密であり教えることが出来

ない」とのことであった。 

 

 調査員は夏氏と会談している間に、他の顧客から夏氏に 4回の電

話があった（夏氏と顧客の電話時に、調査員は供給先１軒の携帯

番号「13828495･･･」を入手した）。全て注文の電話であったこと

を受け、調査員から「こんなに注文が来ると、店の中にある在庫

だけでは対応できないでしょう」と夏氏に問いかけたところ、夏

氏は「実際には別のところに倉庫も持っている。急ぎの場合でも、

広州から仕入れているので、注文を受けてから 1～2日で商品が届

けられる」と調査員に回答した。 

 

 その後、調査員は輸出について、夏氏に問い合わせた。夏氏は「こ

こは生産工場ではなく単なる販売店である。対外貿易は、コスト

が高く、ルートがないので、全く考えていなかった。」と話した。

 

上：模倣品

下：真正品

 
真正品のロゴ印字 

 
模倣品のロゴ印字 
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 調査員は続いて倉庫の所在地を夏氏に聞いたが、夏は警戒して、

答えなかった。調査員は店舗の内部を更に調査するために、トイ

レを借りることとし、夏氏同行のもと店舗の地下室にあるトイレ

に向かった。地下室にて、調査員は次の情報を把握した。 

 

A.地下室は 4つの部屋に分けられている（各部屋の面積は約 40 ㎡） 

B.各部屋の商品陳列棚には自動車ガラス商品約 50 枚が置かれている。

C.階段から第 1と第 2の部屋に「旭硝子」のガラス模倣品が合計 11 枚

置かれていた。（地下室が暗く、不鮮明な部分もあり。） 

 

＜倉庫の内部＞    ＜倉庫で発見された疑義品＞ 

    
 

 調査員は当該店舗から離れた。調査員はターゲット「南寧 XX 子」

の携帯番号 13977175･･･にも電話したが、電話に出た人はマイケル

という男性の外国人であった。マイケルは中国語が通じたため、

調査員より「南寧 XX 子」のこと問い合わせた。マイケルは「以前

旭硝子商品をベトナムへ輸出したいので、この店舗と連絡したが、

輸出コストが高い等の原因で断念した。現在はもう自動車ガラス

商品に関する仕事をしていない。」と答えた。 

結果  「南寧（市）XX 子玻璃進出口有限公司」は 2005 年から小売業者と

なり、社名は「南寧 XX 子汽車玻璃有限公司」に変更 

 「南寧 XX 子汽車玻璃有限公司」は現在小売販売店で、倉庫を持ち、

自動車ガラスの模倣品を販売していることを確認 

 店舗の地下室が倉庫で、中に自動車ガラス模倣品を発見 

 主な販売先の名称、供給先１軒の電話番号を入手 

 

初期情報では、南寧（市）XX 子玻璃進出口有限公司は貿易業者であるのもとされてい

た。しかし、同社への実態調査の結果により、現在では卸店舗と倉庫に変わっていること

が判明した。 
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③企業登記情報検索 

 

調査実施日 2012 年 7 月 2日（月曜日） 

作業概要 調査員は「南寧 XX 子」と「杜氏」について、現地工商行政管理局で登

記情報を調べた。調査により、以下の基本情報を取得した。 

 

※「南寧 XX 子」の登記情報 

・登録 番号：45010000000XXXX 

・会 社 名：南寧 XX 子玻璃進出口有限公司 

・所 在 地：南寧市園湖北路 XXXX 号 

・法定代表者：蘇氏 

・設 立 日：1998 年 6 月 23 日 

・登録 資本：50 万元 

・会社 形態：有限責任公司 

・登記 事項：小売：自動車部品及び装飾品、ガラス、五金交電、機

電商品、日用雑貨、エンジンオイル、潤滑油、文房具、

農業商品、パソコン及びパソコン部品、化学製品（危険

品を除く）、自動車用ガラスの装着（三類自動車修理、有

効期限 2013 年 1 月 14 日）、輸出入貿易。 

 

「杜氏」の弟「杜国氏」が 3

万元を出資している。 
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※「杜氏」の会社の登記情報 

・登録番号：450113200000488 

・会社名：南寧△能進出口貿易有限公司 

・所在地：南寧市青秀区民族大道 131 号航洋國際城 XXX 号 

・法定代表者：杜氏 

・設立日：2005 年 8 月 16 日 

・登録資本：100 万元 

・会社形態：有限責任公司 

・登記事項：販売：五金交電（アシスト自転車を除く）、機電商品（9

席以下の乗用車とアシスト自転車を除く）、農用車、機械設備、

建材（危険化学品及び木材を除く）、農機製品、自動車オートバ

イ部品、日用雑貨、潤滑油（缶詰）、飼料、パソコン及びパソコ

ン部品、事務用品、電線コード、保健外用品、ゴム材料、鉱物

製品（国が控えたものを除く）、化学製品（危険品と一類毒性が

ある化学品を除く）、農副土産商品（油を除く）等 

 

 
 

結果 卸店舗／倉庫となった「南寧 XX 子汽車玻璃有限公司」は対象貿易業者

の「南寧（市）XX 子玻璃進出口有限公司」と同一である。 
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①インターネット調査 

 

調査実施日 2012 年 7 月 2日（月） 

作業概要 調査員は夏氏から入手した、供給先と思われる携帯番号

「13828495･･･」を手がかりとして、ネット上で調査を行い、以下

の供給先を発見した。 

会社名：広※汽車玻璃銷售有限公司 

所在地：広東省永福路西坑站金永福汽配城向かい側自編 XXX 号 

連絡先：孫○軍（CEO 男性） 

電話番号：020-87749･･･ 

携帯番号：13828495･･･（入手した携帯番号） 

FAX 番号：020-887749･･･ 

 

 
http://guangyao.cn.china.cn/ 

 

調査員が社名「広※汽車玻璃銷售有限公司」をネットで検索したとこ

ろ、以下のサイトが発見された。 

 

 
http://www.gyXXXX.com/about.php 

 

ステップ 2：工場の調査 

会社名：広州港※汽車玻璃銷售网 

 

電話番号: 020-87633･･･ 87644･･･ 

電話番号: 020-87794･･･ 

FAX 番号: 020-87749･･･ 

E-mail: sunsXX@126.com 

所在地: 広園東路 XXXX 号 

HP:  www.gyXXXX.com 
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http://www.gyXXXX.com/16503-775/32808.html 

 

結果 供給先「広※汽車玻璃銷售有限公司」を発見 

「広※汽車玻璃銷售有限公司」との関係の示唆される業者（２社）

を発見 

 

②電話調査、訪問調査、聞き込み 

 

調査実施日 2012 年 7 月 4日（水） 

作業概要 調査員は修理工場の従業員を装い、携帯番号「13828495･･･」（ネ

ット調査で入手した手がかり）に直接電話した。電話には孫氏（男

性）が応答した。上記供給先の会社名が「広※汽車玻璃」であり、

所在地が「広東省広園東路 XXXX 号」であることを確認した。 

調査員は電話で孫氏に会社訪問を予約したが、孫氏は警戒心が高

く、初めは「ここは倉庫だから、訪問を受け付けることができな

い」と断っていた。調査員が孫氏に繰り返し訪問を要請したとこ

ろ、予約の承諾がなされた。 

調査員は予約通りに同社に到着した。但し、所在地の「広東省広

園東路 XXXX 号」に「広※汽車玻璃」は存在しなかった。調査員が

孫氏に電話したところ「今会社の人間が迎えに行くから、少し待

って欲しい」とのことであった。「広※汽車玻璃」の従業員黄氏が

調査員を迎えに来た。黄氏は調査員を徒歩 15 分程度の「広東省広

州市白雲区江夏村青龍西街五巷」に案内した。途中で、調査員は

黄氏と会話し、以下の情報を得た。 

A.孫氏は経営者であり、黄氏は孫の親戚である。 

B.「広※汽車玻璃」は各種自動車用ガラス商品を販売している。（主な

ブランド：「信義」、「福耀」、「AGC」等） 

C.「福耀」と「AGC」は模倣品であり、近郊の店舗及び広東周辺都市の

業者に毎月約 200 枚販売している。 

 

「広※汽車玻璃」の外観は以下の通りであった。 

A.総面積 1000 ㎡程度の 8階建てのマンション内に所在している。当該

マンションには番地がなかった。 

会社名：杭州広※汽車玻璃有限公司 

 

連絡先：施建武 

電話番号：0571-86968･･･ 

FAX 番号：0571-86464･･･ 

E-mail：hzgyqcblyxgs@163.com 

所在地：浙江省杭州市江干区艮山東路七堡八区

××号
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B.当該マンションの 2階と 7階は「広※汽車玻璃」の倉庫であり、8

階は事務室である。（2階の面積は約 300 ㎡、7階の面積は約 600 ㎡、

8階の事務室は約 30 ㎡） 

 

   
 

 黄氏は調査員を 8階の事務室に案内したが、エレベーターが 7階

までしかないので、7階の倉庫を通って、8階に上った。7階を通

るときに、以下の疑義品が発見された。 

A.「AGC」バックドアガラス 20 枚 

B.シルクスクリーン 10 枚 

 

＜「広※汽車玻璃」の内部写真＞ 

 
 

 調査員は 8階の事務所に到着後、孫氏と面会した。孫氏の情報は

以下のとおりであった。 

氏名：孫輝△   年齢：28 歳 

出身地：河南省  身長：約 175cm。 

 

＜「広※汽車玻璃」の外観＞ 

 

番地のない建物に入居し、隠

れて模倣品の製造している。 
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（表） 

（裏） 

 

調査員は孫氏に直接「自動車用ガラスの模倣品を販売しているか」

を尋ねた。孫氏は「ブランドにより、提供できないものもある」

と答えた。調査員は「福耀」と「AGC」の商品を求めた。孫氏は警

戒して「『信義』の商品しか扱わない」と回答した。調査員は孫氏

に「ネットで検索した。浙江省杭州市にも会社があるか」と聞い

た。孫氏は「あれはただの宣伝であり、杭州と何ら関係がない。」

と回答した。その後、調査員がサンプルを見たいと要求したとこ

ろ、孫氏は黄氏に調査員を 2階の倉庫に案内し、「信義」の商品だ

け案内するよう指示した。 

黄氏は調査員を 2階の倉庫へ案内した。2階の倉庫に着いたとき、

ちょうど出荷作業が行われていた。出荷の商品の中に、以下の疑

義品が発見された。 

A.「BMW」車種用の自動車用ガラス「AGC」製：20 枚 

B. シルクスクリーン：15 枚（出荷エレベータの隣に存置）。 

結果 「広※汽車玻璃銷售有限公司」がロゴ印刷業者であることが判明 

倉庫を持ち、各販売店に商品を供給している事実を確認 

 

 

＜孫輝△の名刺＞ 

 

裏側に銀行の口座番号

を記載。
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当初貿易業者ともくされた「南寧（市）XX 子玻璃進出口有限公司」を手がかりに、一

連の調査を実施した結果、次のとおり模倣品生産ルートを解明することができた。 

 

 

 
 

 

 

 

事例② ガラス模倣品調査結果のまとめ 
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３．各調査方法の有効性分析 
 

本調査の各段階において用いた調査方法に関し、それぞれの調査結果を整理すると、次

のフローチャート、表のとおりとなる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例① エアバッグの調査方法分析 

模倣品生産ルートの解明 

広州成○汽配商貿有限公司

（工場） 

HK ○○ International 

Trade Co., Ltd（HK ○○）

（貿易業者） 

調査方法及びその有効性 

調査方法 

調査方法 

調査の流れ 

項目 評価 結果 

電話調査  ○ 

●貿易会社の責任者に接触 

●貿易会社の所在地を入手し、

商談のアポイントを取得  

訪問調査①  ○ 

●貿易会社が模倣業者であるこ

とを確認  

●福建省と浙江省の関連事業者

に関する情報を入手  

インターネット 

調査  
○ 

●福建省と浙江省の関連事業者

に関する情報を更に入手  

●貿易会社の所在地を特定  

訪問調査②  ○ 

●エアバッグ模倣ネットワーク

の全体像（概要）を確認  

●貿易会社の提携工場の連絡先

を入手  

企業登記  

調査  
○ 

●貿易会社の責任者（２名）を

特定  

項目 評価 結果 

インターネット 

調査  
○ 

●エアバッグ組立工場、エアバ

ッグ金型工場、エアバッグパ

ネル製造業者、エアバッグ袋

製造業者をネット上で確認 

電話調査 ○ 
●首謀者の１人とアポイントを

取得 

訪問調査 

聞き込み 
○ 

●工場でのエアバッグ模倣品の

生産、保管状況を確認 

●エアバック組立工場に出入り

する運送業者を発見 

運送会社の尾行 ○ 
●工場に注文した店舗の情報を

入手 
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 調査内容 調査結果 

1 対象製品 ○ 訪問調査で HONDA、TOYOTA 等日系エア

バッグ模倣品を取り扱っていることを

特定した。 

2 帳簿 ☓ 帳簿は特定できなかった。 

3 保管場所及び隠

匿方法  

☓ 同社は貿易会社であり、倉庫を持って

いない模様。 

4 サンプル ☓ 貿易会社には模倣品が置かれていない

ため、サンプルを入手できなかった。

1 貿易業者 

 

深セン○○進

出口貿易有限

公司 

 

5 その他 ○ ・インターネット調査等により、厦門

と寧波の同社関連会社、及びエアバ

ッグの部品業者 4軒を発見した。 

・聞込み調査により、上流業者（組立

工場「広州成○汽配商貿有限公司」）

を発見した。 

1 工場の名称 ○ 広州成○汽配商貿有限公司 

2 工場の住所 ○ 広州市白雲区 広州市広圓東路（白雲区

陳田村西約直街 XXXX（左側の部屋） 

3 工場の基本情報 ○ ・周りの環境が複雑で、建物の距離が

非常に近い 

・工場中の状況：通路の右側に部屋 1

軒と客室 1 軒、通路の左側にトイレ

1軒、通路の奥側にも部屋１軒 

・従業員 3人、面積約 100 ㎡ 

4 倉庫の保管場所 ○ 訪問調査で確認： 

保管場所は工場内に存在。 

5 製造の流れ 

（タイミング）

○ ＜製造の流れ＞ 

→各部品工場より部品（エアバッグの

パネル、袋、ステント及び起動機等）

を仕入れる 

→組み立てる 

→貿易会社及び国内汽配城店舗へ出荷

＜製造のタイミング＞ 

注文が入り次第、組み立て。 

6 商標印刷道具 

（入手ルート）

△ 訪問調査で確認： 

工場内では商標印刷を行なっていな

い。ロゴは他の工場から仕入れたもの

と思われる。 

2 工場 

 

 

広州成○汽配

商貿有限公司 

7 注文者の基本情

報 

△ 国内の汽配城の店舗との取引がメイン

である。貿易会社、汽配城の店舗等か

らの注文がある。 

①深セン○○進出口貿易有限公司 

       58  模倣品生産ルート解明手法確立調査報告書                                                                    



                                                                                             
 

（貿易会社） 

②広州汽車聯盟拆車件（汽配城の店舗）

8 注文者の所在地 △ ①「△○商貿大厦」618-619 号室 

②広州市白雲区大道北 78 号陳田湛隆 

汽配市場 XXXX 档 

9 注文方法 ○ 貿易会社と汽配城の店舗等は電話、電

子メールの方法により注文。 

10 海外バイヤー、

製造業者とのコ

ンタクト方法 

△ 海外への販売は貿易会社を介している

ため、当該工場は直接海外との取引を

行なっていない模様。 

11 その他 ○ ・TOYOTA、HONDA のエアバッグ模倣品

を製造していることを確認。 

・TOYOTA、HONDA のエアバッグ模倣品

の在庫それぞれ約 100 個を確認し

た。 

・BMW 等の模倣品も発見した。 
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事例② ガラスの調査方法分析 

模倣品生産ルートの解明 

広※汽車玻璃銷售有限公司

（上流業者） 

南寧（市）XX 子玻璃進出口

有限公司 

（販売業者） 

調査方法及びその有効性 

調査方法 

調査方法 

調査の流れ 

項目 評価 結果 

電話調査  ○ 

●対象貿易会社の小売店への転身

を確認 

●同小売店で模倣品が扱われてい

ることを確認 

訪問調査 ○ 

●小売店への転身、自動車ガラス

模倣品販売を再確認 

●店舗の地下室が倉庫であるこ

と、中に自動車ガラス模倣品が

存在することを発見 

●供給先１軒の電話番号を入手 

企業登記調査 ○ 
●上記対象貿易業者と小売店の同

一性を確認 

項目 評価 結果 

インターネッ

ト調査  
○ 

●訪問調査で入手した取引先の電

話番号が広東省の企業であるこ

とを発見 

電話調査 ○ 

●当該工場の名称、住所（後にな

って虚偽であることが判明）を

確認 

訪問調査 

聞き込み 
○ 

●工場の実在地（登記上の住所と

異なる）を発見 

●模倣品の在庫、取扱い事実を確

認 

●ロゴ印刷を行い、倉庫を持ち、

各販売店に商品を供給しているこ

とを確認 
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順番 調査内容 調査結果 

1 対象製品 ○ ・電話調査により、当該貿易会社が店舗

になっていること、およびその模倣品

販売実態を把握した。        

・訪問調査で「旭硝子」のガラス模倣品

を取り扱っていることを特定した。 

2 帳簿 ☓ 店舗側の警戒心が高く、帳簿は特定でき

なかった。 

3 保管場所及び隠匿

方法  

○ 訪問調査で、当該店舗の地下室を発見し

た。地下室に在庫品を発見し、当店舗の

倉庫と考えられた。 

4 サンプル ☓ 調査段階の必要性が低かったため、サン

プルは購入しなかった。 

1 貿易業者 

販売業者 

 

南寧（市）

XX 子玻璃

進 出 口 有

限公司 

 

5 その他 ○ ・行政機関での登記情報サーチにより、

当該店舗の登記情報を入手      

・聞込み調査により、上流業者１軒（会

社名：広※汽車玻璃銷售有限公司）を

発見した。 

1 上流業者の名称 ○ 広※汽車玻璃銷售有限公司 

2 上流業者の住所 ○ 広東省広州市白雲区江夏村青龍 XXX 巷 

3 上流業者の基本情

報 

○ ・各種自動車用ガラス商品の販売 

（主なブランド：「信義」、「福耀」お

よび「AGC」） 

・敷地面積が 1000 ㎡の 8 階建てのマン

ションの 2 階と 7 階に倉庫があり、8

階に事務室がある。 

（面積：2階約 300 ㎡、7階約 600 ㎡、

8階約 30 ㎡） 

4 倉庫の保管場所 ○ 2階と 7階（7階の倉庫で疑義品を発見）。

5 製造の流れ 

（タイミング） 

△ ＜製造の流れ＞ 

→電話注文を受けてから、自動車用ガラ

スを仕入れ 

→ロゴを印刷、出荷 

（当該業者はロゴ印刷業者である。ガラ

スの製造は行っていない。） 

6 商標印刷道具 

（入手ルート） 

○ シルクスクリーン合計 25 枚を発見した

（2階の出荷エレベーターで 15 枚、7階

の倉庫で 10 枚を発見） 

2 上流業者 

 

 

広 ※ 汽 車

玻 璃 銷 售

有限公司 

7 注文者の基本情報 ○ 主に国内販売をしている。以下の店舗 1

軒と販売地域を特定した。 

①南寧（市）XX 子玻璃進出口有限公司 

②近郊の店舗及び広東周辺都市の業者
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に提供 

8 注文者の所在地 △ ①広西省南寧市園湖北路 XXX 号 

   ②広東省永福路等汽配城等広東省周辺 

都市の店舗 

9 注文方法 ○ 電話により注文する。 

10 海外バイヤー、製

造業者とのコンタ

クト方法  

△ 国内の販売がメインであり、輸出貿易は

行なっていない模様。 

11 その他 ○ ・7階の倉庫に「AGC」バックドアガラス

20 枚を発見した。          

・出荷商品に「BMW」車種用の自動車用

ガラス（「AGC」製）20 枚を発見した。

 

 当初想定し得た調査手段に関し、事例①および②での各手段の使用状況および結果は下

表のとおりであった（不実施部分は空欄）。 

今回の調査での運用 カテゴリ 具体的方法 

事例① エアバッグ 事例② ガラス 

①インターネット

検索 

● ＜貿易会社＞ 

厦門と寧波にある貿易会

社の関連会社を発見した。

 

＜組立工場＞ 

組立工場及びエアバッグ

の部品業者 4 軒の情報を

発見した。 

● ＜上流業者＞ 

上流業者広※汽車玻璃銷

售有限公司の情報を特定。

②行政機関での登

記情報サーチ 

● ＜貿易業者＞ 

登記情報入手、貿易業者の

実態を特定した。 

 

＜組立工場＞ 

登記されていない会社で

あるため、登記情報なし。

● ＜店舗＞ 

南寧（市）XX 子玻璃進出口

有限公司の登記情報を入

手し、変更前後の会社の同

一性を確認した。 

＜工場＞ 

登記されていない会社で

あるため、登記情報なし。

1.各種検索 

③商標検索     

2.通信調査 

④電話調査 ● ＜貿易会社＞ 

・貿易会社の責任者との連

絡により、貿易会社への

訪問が可能となった。 

 

＜組立工場＞ 

工場の住所等の情報を確

認した 

● ＜店舗＞ 

南寧（市）XX 子玻璃進出口

有限公司の販売実態を把

握した。 

 

＜上流業者＞ 

・上流業者の事態を確認 

・上流業者へ訪問予約に成

功した。 
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⑤電子メール調査     

⑥チャット調査 ● ＜貿易業者＞ 

チャットによって相手の

信頼を獲得し、工場情報の

発見に役立った。 

  

⑦施設視察（訪問

調査） 

● ＜貿易業者＞ 

HONDA、TOYOTA 等日系企業

のエアバッグ模倣品を取

り扱っていることを特定

した。 

 

＜組立工場＞ 

・TOYOTA、HONDA のエアバ

ッグ模倣品を組立てて

いることを特定 

・TOYOTA、HONDA、BMW の

エアバッグ模倣品の在

庫を確認 

● ＜店舗＞ 

・「旭硝子」のガラス模倣

品を取り扱っているこ

とを特定 

・店舗の地下室倉庫を発 

 見、中に在庫品を発見 

 

＜上流業者＞ 

・ロゴ印刷業者であること

が判明した。 

・「AGC」製のブランド自

動車ガラスの在庫があ

ることを特定した。 

⑧施設（関係者）

への聞き込み 

● ＜貿易業者＞ 

上流業者（組立工場「広州

成○汽配商貿有限公司」）

を発見した。 

● ＜店舗＞ 

・貿易業者は店舗であるこ

とを特定した。 

・上流業者１軒（会社名：

広※汽車玻璃銷售有限

公司）の手がかり（電話

番号）を発見した。 

3.訪問調査 

⑨上流への電話の

誘導 

    

⑩物流業者からの

情報収集 

    

4.関連業者

の有効活用 ⑪商標事務所等へ

の聞き込み 

    

⑫張り込み ● ＜組立工場＞ 

張込みによって外部倉庫

や関連施設が無いことを

把握した。 

  

⑬関係者の尾行 ● ＜組立工場＞ 

工場従業員への尾行によ

って工場の出荷先（広州汽

車聯盟拆車件）等の手がか

りを把握した。 

  

5.店外モニ

タリング 

⑭トラック等輸送

手段の尾行 

● ＜組立工場＞ 

工場の車への尾行によっ

て工場の出荷先（広州汽車
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聯盟拆車件）等の情報を特

定した。 

⑮商品を取りに向

かわせて尾行 

    

⑯従業員の買収     

⑰関係者の買収     6.内部告発 

⑱潜入調査     

⑲行政当局による

圧力 

● ＜組立工場＞ 

今回は工場（広州成○汽配

商貿有限公司）へのレイド

によって一部の出荷先に

関する手がかりを把握し

た 

  

⑳警告状     

7.外圧 

� 訴訟     

� 試し買い     

� 郵便配達員等へ

の偽装 

    

� 通信記録検索     

8.その他 

� その他     

 

 

 

 

 上記の表のとおり、今回の調査では、インターネット検索、行政機関での登記情報サー

チ、電話調査、チャット調査、訪問調査・聞き込み、張り込み、尾行等の調査手段を採用

した。中でも模倣ネットワークの解明に有益であったのは、インターネット検索、電話調

査、訪問調査・聞き込み、および尾行であったと考えられる。 

  

調査手段 役立った理由（想定） 

●インターネット検索 

●尾行 

これらの調査は、相手方が知らないところで行われており、

ガードが低い状態で実施できる。 

●電話調査 

●訪問調査・聞き込み 

これらは、調査対象者と最も近い状態かつ最も情報量の多

いコミュニケーション手段であるため、多くの情報取得が

期待できる。 

 

 インターネット調査や尾行は、他の調査との連動や当該調査の予見性が重要になるもの

と考えられる。例えば、インターネット調査の結果は、その後の電話調査等での確認・発

展との関係で役立つことが多い。また、尾行は訪問調査時等に尾行の必要性が生じること

などを予見して、充分数の調査員を現場に派遣しておくことが肝要となる。輸出業者の情

報から上流業者に遡る際には、単純な調査だけでは成功に導くことは難しく、上記のとお

り、偶然にかかってきた取引先との電話から電話番号を取得したり、偶然に現れた運送業
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者を尾行するなど、臨機応変の対応が必要となることも念頭に置くことが必要と考えられ

る。 

 電話や訪問では、相手方のガードが堅く、最も近いところでコミュニケーションをとる

ことになるため、相手方の疑念を生じさせないよう配慮することが重要となる。例えば、

調査員の身分設定や事前教育などにより、相手方の疑念を排除しつつ、必要な情報の取得

に勤めることが必要となる。 

 こうした点を考慮することで、最低限の調査手段の組み合わせにより、輸出業者から模

倣ネットワークの解明をはかることも可能と考えられる。すなわち、輸出を伴う模倣行為

に対し、本報告書記載の手段を参考に権利者が尽力することで、ネットワーク解明等を成

功させる可能性は十分にある。 
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４．対策時の留意点 

 

 輸出業者（貿易業者）の情報をもとに、模倣ネットワークの全体像解明を試みる際には

困難を伴うことが多いため、実務上は模倣行為の一部を発見後、当該模倣行為者のみに対

して権利行使するケースも多いと考えられる。しかし、輸出を伴う模倣行為への対策の重

要性に鑑みれば、可能な限り広範囲に効果的な対策を実施すべきである。すなわち、事前

調査によるネットワーク解明の徹底や、解明に向けた対策プロセスの事前検討等が求めら

れる。対策の有効性に影響する事項としては、例えば次のようなものを想定できる。 

 

項目 詳細 

ネットワークの全体像を把握

できているか否か 

●ネットワークの全体像を把握することで、案件規模を

拡大し、重い処罰を科すことができる。 

●模倣ネットワークの当事者を一網打尽にすることで、

全当事者の初犯事実を確定し、再犯をし難い環境を形

成できる。 

首謀者を特定できているか否

か 

●首謀者に対する権利行使を行うことで、不要な調査・

権利行使を抑えつつ、模倣ネットワーク全体への抑止

力を働かせることができる。 

充分な証拠があるか否か ●有効な証拠がない場合、せっかく全体像の把握等がで

きていても、アクションに支障をきたしてしまう。 

 

 また、対策の有効性の指標には、中国での模倣ネットワークの排除に加え、輸出先での

模倣行為に関する情報入手も含まれるものと考えられる。従って、対策にあたっては、こ

れらの点に留意しつつ、作業を進める必要がある。 

 

（１）分業化への対応 

 

事例①のエアバッグ模倣品業者では、金型部品、プラスチック部品、包装工場およびロ

ゴ貼付け工場の４箇所が相互に協力する分業化体制を構築していること示唆されていた。

これらの業者の中には、相互に権利侵害の故意を共有しつつ模倣行為を行う模倣業者と、

単なる請負を行うなど模倣の意識の低い者とが存在する可能性がある。対策においては、

前者を重点対象とする必要があるため、調査時にはいずれの者が主体的に模倣行為に関与

しているのかを探索することが望ましい 

また、分業化への対応において、直接的な模倣を行っていない者に対しては、当該当事

者が故意に模倣品ビジネスに関与していることを証明し、共同不法行為あるいは教唆、幇

助といった観点から違法性を追求する必要がある、例えば、事例②では、ガラス自体を供

給する者は自らは商標を付していないため、下流で模倣商標が貼付けられることを知りな

がらガラスを供給していることを立証しなければならない。しかし、模倣業者の中には取

引書類を保管していない者が多数存在するなど、立証が困難な場合も多いため、ネットワ

ーク全体への権利行使に向け、調査段階で可能な限り多くの証拠を入手できるよう尽力す

べきである。なお、直接の違法行為を行っていない者を取り締まる法的な根拠としては、

商標法および製品品質法の関連条項が存在する（商標法実施条例第 50 条第２項、製品品

       66  模倣品生産ルート解明手法確立調査報告書                                                                    



                                                                                             
 

質法第 61 条）。これに加え、近年の規定として 2011 年に公布された以下の意見が挙げら

れる。 

・「最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部知的財産権侵害刑事案件の処理の

法律適用に関する若干の意見」（公布日：2011 年 1 月 11 日） 

 

十五条 

知的財産権犯罪を実施する他人のために原材料、機械設備等を提供する行為について 

他人が知的財産権犯罪を実施することを知りながら、侵害品の生産・製造のために主

要原材料、補助材料、半製品、包装材料、機械設備、商標標識、生産技術、配合方法

等の便宜を提供するものは、知的財産権侵害犯罪の共犯として処罰する。 

 

本規定を活用するためには、以下２つの要件を満たす必要がある。 

 

①「他人が知的財産権犯罪を実施することを知りながら」の立証 

 実務においては、例えば、部品工場と組立工場の通信内容等を入手し、検証するなど

し て、商標貼付け前の部品工場が、エアバッグ（或いはガラス）の組立工場により模

倣品が生産されていることを知っていたことを立証することになる。 

②刑事事件であること 

本規定は、刑事案件に関するものであるので、案件自体が刑事訴追基準に達している

必要がある。 

 

一方、共同違法行為等の立証が困難であることを踏まえ、例えばガラスの正規品に商標

ロゴを挟む技法を用いるなど技術的な工夫をはかることも模倣の排除に積極的に作用し

得る。模倣ガラスの製造業者にもロゴを付す必要が生じ、ロゴが付された場合には直接的

な摘発が可能となる。 

分業化の全体像、首謀者が判明した後には、当該首謀者への権利行使を中心に、ネット

ワークに一斉摘発を行うか、司法の場で争うことが肝要と考えられる。一斉摘発には、模

倣ネットワーク間の情報漏洩（摘発事実の伝達による逃走等）を防ぐ効果があり、共同違

法行為の認定には、訴訟の活用が比較的有効なためである。 

 

（２）調査で突き止め難い模倣当事者への対応 

 

事例②では、模倣ガラスにロゴを貼り付ける者は突き止められているが、ガラス自体の

製造業者は突き止められていない。このように模倣の一部当事者を発見し難い場合には、

関係の（模倣）業者に対し、更に張込み・尾行を実施するなど時間をかけて証拠の入手を

はかる必要がある。 

 また、調査では証拠の入手が不可能と思しき場合には、行政摘発を証拠入手の手段とし

て用いることもできる。一部の違法行為が判明している模倣業者を摘発し、その際に取引

先関連の証拠を収集することで、ネットワーク解明の一助とするのである。摘発を手段と

して用いるときには、事前に権利執行を担う行政当局等に権利者側の意図を伝え協力を仰

ぐことが好ましい。 

なお、例えば模倣品の組立業者は、マンションの一室でも操業可能な簡素な施設である

ことが多い。このような組立業者は多数存在すると思われるため、根気よく１つ１つに対
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処する作業が必要な場合も多いと想定される。 

 

（３）悪質な模倣業者への重罰 

 

事例②において、模倣業者は「南寧 XX 子汽車玻璃有限公司」という企業名称を使用し

ていた。日本の「旭硝子」と類似する名称であり、模倣業者による混同惹起の意図あるい

は被権利行使時に企業名称使用の抗弁を行う意図が示唆される。こうしたフリーライドの

意図や抗弁権の準備は、模倣を意図的に行うものに他ならず、一般的な模倣行為よりも悪

質度が高く、以後の自発的な模倣行為停止の可能性が低いものと考えられる。 

そこで、権利行為にあたっては、企業名称への商標の盗用など、模倣業者の悪質性を示

唆する事実を事前に精査し、厳しい行政処罰の付与あるいは重い判決の取得をはかること

が望まれる。重罰により、その後の再犯意欲を抑止することで、権利行使の有効性が高め

られるためである。 

 

（４）輸出の防止に向けた措置 

 

上記のとおり、輸出を含む模倣ネットワークへの対策においては、税関差止での輸出業

者の情報入手が対応の端緒となることが多い。税関では、以前より輸出入業者をランク別

管理しており、模倣行為への関与はランクを下げ税関からの監視を強化する要素となって

いる。権利者は、税関での監視、模倣品の輸出抑止が徹底されるよう、税関向けの情報提

供を十分に行うべきである（ブラックリストの一部としての提供も可）。輸出業者にはダ

ミーを用いるなど、巧妙な手口を採用する者もいるので、必要に応じ継続的・自発的な調

査を行うことも検討すべきである。 

また、主目的の１つである模倣品輸出先の情報取得のためには、上記と同様に、事前調

査時や行政摘発時に関連情報の収集を行えるよう尽力することが求められる。情報が取得

できた場合には、輸出先での対策も含めた総合的な対策手段を検討することが望ましい。 

 

以上 
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