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第二章

模倣品の拡散ルート

本章では、模倣品拡散の主要ルートと模倣品のインフラについて説明します。

一． 展示会(見本市)による模倣品の拡散
【中国の展示会情況】
中国では年間どれぐらいの見本市が開催されていますか？

中国の見本市開催は1997年にはじめて1,000件を超えたとされています。
それからちょうど10年後の2007年には5,400件にのぼり、めざましいスピ
ードで増加してきました。中国の見本市産業は、好調な経済成長を背景
に高い増加率を維持し、いまや中国の展示会開催件数は世界の開催件数
の1割を占めるともいわれています。

中国展示会開催数の推移
年
2004年
開催数（件）
2,467

2005年
3,800

2006年
4,320

2007年
5,400

(出典： 中国国際貿易促進委員会（国貿促）編『中国会展経済発展報告 2007』ほか)

なぜこれほどの見本市が開催されているのでしょうか？

中国は豊かな自然資源と多くの文化遺産資源及び観光資源を有し、また
急速な経済成長、北京オリンピックや上海世界博覧会の開催等により、
21世紀の国際的なMICE活動（Meeting/会議、Incentive/インセンティブ
旅行、Convention/コンベンション、Exhibition/見本市・展示会）の拠
点になろうとしています。これは国際会議協会（Intenational Congess &
Convention Association、ICCA）の予測とも合致しているところです。 そ
して中国政府も、見本市産業が中国の産業発展の推進力になることを目
指し、これを支援しているのです。

11

【中国の主要展示会の紹介】
中国で開催されている主要見本市にはどんなものがありますか？

『中国及び海外会展概覧2008-2009』に掲載された2008年開催予定見本市
の分野別件数の統計によると、上位3分野は以下の内容でした。

第一位に｢機械・製造・工業設備・自動化｣業界の見本市が位置するのは、
｢世界の工場｣と呼ばれる製造業を中心とした中国の産業構造の現われと
思われます。また、｢建築・建材・装飾及び設備｣は不動産業界の急成長、
｢バイオ・医薬・医療設備・保健｣は中国市民の経済レベルが向上し、健
康や衛生に関心が集まっている社会の現状を反映していると考えられま
す。
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【展示会からの模倣品拡散イメージ】
模倣品は見本市からどのように拡散しているのでしょうか？

見本市では、中国国内及び世界各国からバイヤーが集合します。模倣品
業者もこの格好のチャンスを狙って、模倣品を出展してくるのです。模
倣品は展示会を通じてバイヤーにより海外に広がり、その影響と被害が
拡大していくのです。

A メーカー

中東系バイヤー

B 代理店
アジア系バイヤー

注
文
单米系バイヤー

D メーカー
C メーカー
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【主要都市における展示会情況】
中国の主要見本市について教えてください。

中国で見本市開催が多いのは、経済が発展している大都市です。特に中
国を代表する都市である上海、北京、広州は、多くの人々が中国各地か
ら集まり、商業活動は活況を呈しています。まずはこの3都市における代
表的な見本市の情況を紹介します。

1. 上海
上海は、中国に 4 市ある直轄市(省と同格の一級行政区画)のひとつで、中国を代表する商
業・金融・工業都市。国際見本市の開催数は中国随一で、その分野は、工業関連、生活関
連(服飾、食品、その他)、電気・電子関連が多く、エネルギー・環境関連に及んでいます。

2. 北京
北京は、首都として中国の政治、文化だけでなく、上海と並ぶ国際交流の中心地にもなっ
ています。国際見本市の開催頻度も高く、産業分野では、建築・不動産・内装関連、生活
関連（食品、家電、玩具、服飾、家庭用品等）、工業関連等が中心です。

3. 広州
広州は、広東省の省都として、上海、北京に次ぐ大都市です。国際見本市も、上海、北京
に次いで多く開催され、その分野は、生活関連（服飾、食品、その他）
、自動車関連、医療・
健康関連が多くを占めています。

また地方都市でも多くの見本市が開催されており、特に近年は見本市が
急速に増加する傾向にあります。その一例として、浙江省義烏市を紹介
します。

4． 義烏
義烏は、浙江省の中心に位置し、
「小商品市場」という巨大な日用雑貨の卸マーケットで有
名です。見本市については、年一回開催される「中国義烏国際小商品博覧会」が特に有名
ですが、それ以外にも、アパレル、アクセサリー、工芸品、自動車関連、建材、工具関係
の見本市が開催されています。
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【主な展示会の会場】
1. 上海
会場
住所
WEB
規模
特徴

時期
2010 年 10 月
12 日～14 日
2011 年 3 月
1 日～5 日

2011 年 3 月
15 日～17 日
2011 年 6 月
10 日～12 日

2011 年 9 月
6 日～8 日

2011 年 9 月
27 日～30 日

2011 年 10 月
11 日～14 日

上海新国際博覧中心
(Shanghai New Intenational Expo Cente)
上海市浦東新区龍陽路 2345 号
http://www.sniec.net/
・屋内展示面積103,500㎡
・屋外展示面積10,000㎡
さまざまな大型国際展示会が開催されてお
り、規模、集客ともに上海では最大級の展示
会会場。
＜最近の展示会(抜粋)＞
展示会名称
展示会内容
第 9 届中国国際玩具、プラモデル及びベビー  玩具、ベビー用品
用品展覧会
http://www.china-toy-expo.com/zhgl.asp
中国華東輸出入商品交易会
 ファッション類
http://www.ecf.gov.cn/
 紡績類
 日用消費品類
 装飾品、ギフト類
第二十回中国国際電子回路展覧会
電子チップ製造 設備
http://www.haozhanhui.com/exh/exh_index_ehdef.
と原材料及び化学品
html
 水処理技術及び設備
2010 年 第 104 届中国文化用品商 品交易会  文具
http://www.expo-china.com/pages/exhi/200906/23  オフィス用品、紙製品
058/index.shtml
 パソコン及び IT デジ
タル商品
China Intenational Footwea Fai (CIFF) &  履物
 皮革製品
Moda Shanghai
http://www.ciff.aplf.com/?language=en-US
 トラベルウェア
 バッグ
 ファッション･アクセ
サリー
2011 年上海縫製機器・付属品展覧会（CISMA）  縫製機器設計
http://www.cisma.com.cn/index/
 IT システム設計/生産
 縫製機器
 刺繍機器
 物流設備/関連機器
 情報サービス
2010 中国（上海）国際楽器展覧会
 楽器、オーディオ機器
http://www.musicchina-expo.com/info.asp
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会場
住所
WEB
規模
特徴

時期
2010 年 5 月
22 日～24 日

2010 年 6 月
11 日～13 日

上海光大会展中心
(Shanghai Evebight Convention & Exhibition
Cente)
上海徐匯区漕宝路 66 号
http://www.ebexhibition.com/
展示面積7,500㎡
国際、国内問わず各分野の展示会を開催。また
国際会議が開かれるなど多岐にわたり利用さ
れている。
＜最近の展示会(抜粋)＞
展示会名称
上海国際靴業展覧会
第7回上海国際バック・皮革・手袋展覧会
（CSHBOX 2010）
www.cshbox.com
第9回上海国際電気機械博覧会 (Moto CHINA
2010)
http://www.moto-china.og/moto/index.html

2010 年 6 月
16 日～18 日

2010上海ファスナー専業展覧会
http://www.fasteneexpo.cn

2010 年 6 月
26 日～28 日

第4回上海ギフト・工芸品・ファッション商品
展覧会
http://www.expo-china.com/pages/Exhi/201001/26
369/exhi_detail_gaikuang.shtml

2010 年 11 月
30 日～12 月 2
日

2010 上海冷凍冷蔵及び商品棚展示会
http://www.coldchainexpo.com/en/index/index.asp

2011 年 7 月
7 日～10 日

第13回中国（上海）国際デジタル映像・撮影器
材展覧会
http://www.intephoto.com.cn/aticle/

2011 年 10 月
20 日 ～22 日

FuVeg Shanghai Expo 2011
http://www.fuvegexpo.com/jp.asp?id=36
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展示会内容
 各種かばん、名刺入
れ
靴
 ベルト
 各種モーター
 潤滑油
 クラッチ
 変圧器
 標準ファスナー
 自動車ファスナー
 ファスナー設備及び
技術
 ファスナー用鋳型と
消耗品
 工芸品、陶器
 水晶及びガラス容器
 家庭用品(寝室用品、
キッチン用品)
 玩具
 ファッションアクセ
サリー
 冷蔵庫
 冷蔵工程
 冷蔵車、冷凍車
 鮮度維持技術
 カメラ及びビデオカ
メラ
 モバイル内蔵カメラ
 スキャナー
 ネガ
 照明器具
 果物と野菜
 加工フルーツと野菜
 生鮮食品流通
 包装機械

会場
住所
WEB
規模
特徴

時期
2011 年 8 月
29 日～31 日

2011 年 9 月
6 日～8 日

2011 年 9 月
23 日～26 日
2011 年 10 月
21 日～23 日

上海世貿商城(Shanghai Mat)
上海市長寧区延安西路 2299 号
http://www.shanghaimart.com/
総合面積 37,000 ㎡
紡織・服飾関連、小物消費財・ギフト
関連、金融関連等の展示会を多数開催
＜最近の展示会(抜粋)＞
展示会名称
展示会内容
自動車内装外装博覧会
 車内資材（皮革、紡績品、不
http://www.fyexpo.com/
織布、メーター、車内照明、
シート、セーフティーグッズ
など）
 防音資材
 断熱、防炎資材
 防振
 ガラス資材
 車外資材（ショックアブソー
バー、ライト、タイヤ、サイ
ドミラー、ワイパーなど）
 装飾原料と加工商品（プラス
チック、樹脂、ペンキ、補助
財など）
中国(上海)国際多国籍仕入れ大会
 農業設備、農業技術
http://fair.sourcing.org.cn/
 コンピューター、ハードウェ
アとソフトウェア
 冷却と加熱設備
 電器設備
 自動車設備
 事務設備、文具
 医療用品（注射器、注射用針）
 外科器機と消毒器
 家具
 衣料
 浄水設備
バイヤーツアー 杭州ファッション  シルク商品
ウィーク
 シルク製品（衣服、絹織物）
www.silk-expo.com/
 シルク原料
2010 年第 5 回上海国際自動車改装
 自動車
http://www.rachina.org/jp/index.html
 自動車改装部品
 自動車改装用品
 自動車ケア用品
 自動車内外部アクセサリー
 AV 設備
 自動車電子
 動車電器
 安全防盗難装置
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2. 北京
会場
住所
WEB
規模
特徴

時期
2011 年 3 月
3 日～5 日

2011 年 4 月
6 日～8 日

2011 年 6 月
9 日～11 日

2011 年 5 月
26 日～29 日

2011 年 9 月
8 日～10 日

中国国際展覧中心(新館)
(New China Intenational Exhibition Cente)
北京市順義天竺裕翔路 88 号
http://www.ciec-expo.com/ciecnew/index.html
全館展示面積 200,000 ㎡
自動車、工業、通信、服飾など中国経済を
支える分野の国際展示会を開催。
＜最近の展示会(抜粋)＞
展示会名称
中国（北京）暖房設備、換気設備、衛生設
備、建築設備と技術展
http://www.ishc-cihe.com/

展示会内容
 暖房設備
 換気設備
 衛生設備
 建築設備
中国北京国際照明展覧会 LED 照明技術と  LED、OLED 照明のチ
応用展覧会
ップ製造技術と設備
http://www.chinalightingexpo.com/LIGHT12/
 装飾照明
Main/lang-simp/Information.aspx
 照明器機制御設備
 照明検査設備
 照明工程技術
 照明設計技術
 エネルギー管理
2011 中国（北京）スポーツ用品博覧会
 スキー用品
http://www.zgwtwj.cn/exhibition/22400.html
 ボーリング
 ゴルフグッズ
 サーフィン用品
 スポーツウェア
 スポーツジム器具
 キャンピング用品
2011 年第二十回中国国際プロオーディオ・  楽器
照明・楽器及び技術の展示会(北京 PALM）  オーディオ機器
http://www.palmexpo.com/webexhibit/Index.as  照明・ライト
px
 マイク
 舞台用器機
中国国際自動車部品博覧会
 エンジンシステム
http://www.expo-capa.com/
 電気電子システム
 専心製造設備と関連技
術
 新エネルギー自動車と
関連システム部品
 電池
 電子制御装置
 自動車用品
 自動車保険
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会場
住所
WEB
規模
特徴

時期
2010 年 3 月
12 日～14 日

北京展覧館(Beijing Exhibition Centre)
中国北京西城区西直門外大街 135 号
http://www.bjexpo.com/
展示面積 22,000 ㎡
1954 年に設立された歴史ある建築物で、各分
野での国際展示会の開催実績を有する。
＜最近の展示会(抜粋)＞
展示会名称
第十二回中国インターナショナルゲーム博覧
会
http://www.haozhanhui.com/exh/exh_index_ecijm.
html

2011 年 4 月
14 日～16 日

2011 第十二回中国インターナショナルコンク
リート技術及び装備展覧会
http://www.cementtech.org/

2011 年 4 月
25 日～27 日

2011 第九届中国国際科学計量器及び実験室装
備展覧会
http://www.cisile.com.cn/

2011 年 5 月
12 日～14 日

2011 第十五届中国インターナショナルソフト
ウェア博覧会
www.csia.org.cn/intl/isc2011/index.html
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展示会内容
 遊 園 地及 び 公園 の遊
楽施設
 ゲ ー ムセ ン ター シス
テム
 水上遊楽施設
 映画設備
 児童遊楽施設
 包装設備
 計量設備
 発電装置
 冷却装置
 鉱山設備
 研磨剤
 圧縮機
 測量器
 電子工学計量器
 分析測定器
 化学テスト材
 実験設備
 工業用ソフトウェア
 ソフトウェア技術サ
ービス
 ソフトウェアと情報
サービスのアウトソ
ーシング
 インターネット応用
ソフトウェア
 ソフトウェア人材育
成機構
 ゲームソフト
 集積回路設計など

会場
住所
WEB
規模

特徴

時期
2011 年 3 月
29 日～31 日
2011 年 5 月
2 日～2 日
2011 年 5 月
13 日～15 日
2011 年 6 月
18 日～20 日

2011 年 9 月
21 日～25 日
2011 年 11 月
30 日～12 月 2 日

中国国際貿易中心(China Wold Tade Cente)
北京市建国門外大街 1 号
http://www.cwtc.com/cwtc/default.html
総面積10,000㎡、展示館は3館。
・1号館2,000㎡
・2号館3,500㎡
・3号館2,100㎡
展示会以外にも国際会議が開かれるなど多岐
にわたり利用されている。
＜最近の展示会(抜粋)＞
展示会名称
中国国際紡績糸(春夏)展覧会
http://www.yarnexpo.com.cn/
COMIC.G.U アニメ交流会
http://www.eshow365.com/ZhanHui/Html/40266
_0.html
第 13 届北京国際玩具及び幼児教育用品展覧
会
http://www.beijingite.com/
2011 北京国際コーヒー博覧会
http://hotel.kuxun.cn/zhanhui/beijingzhanhui-139.
html

初回中国国際著名ブランド時計展
http://www.haozhanhui.com/news/161189.html
第四届中国国際著作権博覧会
http://www.e-bq.org/
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展示会内容
 天然繊維と紡績糸
 人造繊維と紡績糸
 アニメ
 ゲーム
 玩具類
 幼児教育商品
 児童用品類
 ティーセット
 茶葉
 加工設備
 コーヒー豆
 コーヒーメーカー
 洗浄設備
 研磨機
 各種有名ブランド時
計
 ゲーム、アニメ
 伝統的著作権（音楽、
映画、図書など）
 デザインの著作権

3. 広州
会場
住所
WEB
規模

特徴

時期
2011 年 1 月
6 日～8 日

2011 年 2 月
24 日～26 日

2011 年 3 月
2 日～5 日
2011 年 3 月
9 日～12 日

2011 年 3 月
9 日～11 日

一期：2011 年
4 月 15 日～19 日
二期：2011 年
4 月 23 日～27 日
三期：2011 年
5 月 1 日～5 日

中国進出口商品交易会 琶洲展館
(China Impot and Expot Fai Pazhou Complex)
広州市閲江中路 380 号
http://www.21cantonfair.com/gb2004/index.asp
建築面積395,000㎡、1階～2階で13のホール。
・総合展示面積130,000㎡
・屋外展示面積22,000㎡
広州交易会をはじめ自動車、建築・建材、家具、
工業分野などの国際・国内展示会が開催される。
＜最近の展示会(抜粋)＞
展示会名称
展示会内容
第十七届広州ホテル用品展覧会
 キッチン用品設備
http://www.china-hotelproduct.com/exhibitdetail.asp?  ホテル家具
id=70
 客室用電器製品
 ベッド用品
第 八 届 広 州 車 用 空 調 及 び 冷 蔵 車 、 運 輸  各種自動車用空調
車展覧会
 地下鉄用空調
http://www.84t.cn/kt/
 新幹線用空調
 飛行機用空調
華单国際デンタル展示会
 歯科用品
http://www.dentalsouthchina.com/_js_1.asp
2011 年第 8 回中国（広州）国際楽器展覧会
 ピアノと鍵盤楽器
http://www.guangzhoumusic.cn/
 打楽器
 弦楽器
 民族楽器
 楽譜、書籍
 楽器の部品
 音楽関連のパソコ
ンハードウェアと
ソフトウェア
2 0 11 中 国 広 州 国 際 工 業 自 動 化 技 術 及 び  伝動、機械駆動シ
装備展覧会
ステムと部品
http://www.siaf-china.com/SIAF/
 電子、機電部品と
補助設備
 制御システム
 接続技術
 工業自動化ソフト
ウェア
 低圧スイッチ装置
 材料処理装置
 ロボット
 分解設備
第 109 回 中 国 進 出 口 商 品 交 易 会  電子及び家電類
http://www.cantonfai.og.cn/cn/index.asp
 五金工具類
 機械類
 車両及び付属品類
 建材類
 照明類など
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会場
住所
WEB
規模

特徴
時期
2011 年 1 月
7 日～11 日

広州錦漢展覧中心
(Guangzhou Jinhan Exhibition Cente)
中国广州市流花路 119 号
http://www.jh-gz.com/2011/index.asp
建築面積25,000㎡。
・1号館17,600㎡
・2号館18,000㎡
展示会以外に、各種会議なども開催。
＜最近の展示会(抜粋)＞
展示会名称
香港流行商品（広州）展覧会
http://www.hktdc.com

2011 年 5 月
16 日～18 日

2011 中国（広州）国際分析機器・生物化学試
薬・実験室設備展
http://www.chinacecia.com/

2011 年 7 月
15 日～17 日

第二届華单国際アニメグッズ及び幼児教育産
業展覧会
http://www.huacaigz.com

2011 年 8 月
19 日～21 日

2011 第九届広州（国際）視聴デジタル家電商
品展覧会
http://www.dqsl.cc

2011 年 9 月
25 日～26 日

2011 年中国広州自動車部品交易会
http://www.8fair.net/fairfile/fairdu.asp?id=6536

2011 年 10 月
20 日～22 日

2011 アジア国際ゴルフ博覧会
http://www.chinagolfshow.com
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展示会内容
 ジュエリー
 時計
 家庭用品
 健康用品
 食品
 分析機器
 化学試薬
 実験室設備
 玩具
 児童用品、幼児教育用
品
 幼児教育機構
 幼児教育施設
 音響
 DVD
 薄型テレビ
 LED デスクトップパ
ソコン
 プロジェクター
 電子レンジ
 MP3/MP4/MP5 プレー
ヤー
 トランシーバー
 自動車部品
 自動車システム
 車内用品
 クラブ
 シューズ
 ウェア
 バッグ
 グローブ
 ボール

会場
住所
WEB
規模
特徴

義烏市国際博覧中心
(Yiwu Intenational Expo Cente)
浙江省義烏市宗澤路/江東東路交差点
http://www.cccec-expo.com/
建築面積 24 万㎡
展示会以外に、各種会議なども開催。

時期
2011 年 4 月
20 日～23 日

＜最近の展示会(抜粋)＞
展示会名称
201 中国義烏文化商品博覧会
http://www.ssofair.com/

2011 年 4 月
28 日～30 日

第八届中国国際五金電器博覧会
http://www.hardwareexpo.cn/cn/

2011 年 4 月
28 日～30 日

第六届義烏消耗品交易会
http://www.yiwusourcingfair.com/

2011 年 9 月
23 日～25 日

第四届義烏家装建材博覧会
http://www.jzfair.com/

2011 年 10 月
21 日～25 日

第 17 届中国義烏国際小商品博覧会
http://www.yiwufair.com/
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展示会内容
 学生用品、学生服
 オフィス用品、オフィ
ス消耗品
 工芸品類
 文化創作品
 骨董品など
 五金工具
 電子、電気器具
 機械、機電器具
 家庭用紡績品
 家庭用日用品
 家庭用工芸装飾品
 キッチン設備類
 段階、ドア、窓類
 床補助材、タイル、じ
ゅうたん
 家電、家具、たんす
 照明、壁紙、時計
 塗料、科学建材
 アクセサリー
 日用品
 工芸ギフト品
 工芸装飾品
 オフィス用品
 スポーツレジャー用品
 編み物衣料
 金物
 電子電気
 自動車用品
 化粧品
 鞄・皮革製品

【主要展示会の一例紹介】
1. 上海
正式名
公式サイト
主催者

運営者
会場名
会場規模
会場写真

ブース数
展示内容
来訪者数
会期

第 13 回上海国際机床展
(13th SHANGHAI INT'L MACHINE TOOL FAI 2011)
http://en.eastpo.net
国家国防科技工業局信息中心
中国社会経済調査研究中心
東博展覧有限公司
上海東博文化発展有限公司
上海新国際博覧中心
80,000㎡

1,028 社
機械、成型機械、工作機械電気装置/制御システム、工作機械/付属
品、機械製造に関わる新技術・材料・設備・その他
9,2374 人
2011 年 6 月 28 日 ～ 7 月 1 日
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2. 北京
正式名
公式サイト
主催者

運営者
会場名
会場規模
会場写真

ブース数
展示内容
商談契約金額
来訪者数
会期

中国国際口腔設備材料展覧会暨技術交流会（SINO DENDAL）
http://www.sinodent.com.cn
衛生部国際交流と協力センター
中華口腔医学会
北京大学口腔医学院
衛生部国際交流と協力センター
国家会議センター
3万㎡

1,450 ブース
歯科設備類、口腔内科機械類、口腔外科機械類、口内撮影用設備、
口内消耗材料類、書籍及びディスク類
不詳
74,241 名
2011 年 6 月 9 日～12 日
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3. 広州
正式名
公式サイト
主催者
運営者
会場名
会場規模
会場写真

第 109 回中国進出口商品交易会（广交会）
http://www.cantonfai.og.cn/cn
中国国家商務部、広東省人民政府
中国対外貿易中心
中国進出口商品交易会 琶洲展館
116 万㎡

ブース数
展示内容

58,699 ブース
電子及び家電類、五金工具類、機械類、車両及び付属品類、建材類、
照明類、化工製品類、日用消費品類、贈り物類、住居装飾品類、紡
績服装類、靴類、事務、バッグ及びレジャー用品類、医薬及び医療
保健類、食品類
368.6 億ドル
207,103 人
第一期：2011 年 4 月 15 日～19 日
第二期：2011 年 4 月 23 日～27 日
第三期：2011 年 5 月 1 日～5 日

商談契約金額
来訪者数
会期
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4. 義烏
正式名
公式サイト
主催者
運営者
会場名
会場規模
会場写真

ブース数
展示内容

商談契約金額
来訪者数
会期

第 17 届中国義烏国際小商品博覧会
http://www.yiwufair.com/
中華人民共和国商務部、浙江省人民政府、中国国際貿易促進委員会、
中国軽工業連合会、中国商業連合会
浙江省商務庁、義烏市人民政府、義烏中国小商品城展覧有限公司
義烏市国際博覧中心
12 万㎡

5,000 以上
アクセサリー、日用品、工芸ギフト、工芸装飾品、オフィス用品、
スポーツレジャー、編み物衣料、服装、金物、電子電気、自動車用
品、化粧品、鞄・皮革製品
115.43 億元(2009 年実績)
120,000 名(2009 年実績)
2011 年 10 月 21 日～25 日
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二． インターネットによる模倣品の拡散
【インターネット上の被害状況】
インターネットによる模倣品の拡散はどれぐらい深刻なのでしょうか。

中国国家工商総局(SAIC)の公式サイトよりますと、2011 年 1 月から 11
月までに展開された「知的財産権侵害商品の摘発プロジェクト」におい
て、工商行政管理局は違法商品掲載のサイト 38,446 件を削除、1,199 件
を閉鎖、6,895 件に是正命令し、851 件を取締り、47 件を刑事移送したと
されています。合計罰金額は 995.31 万元に上り、これらの違法行為が制
止されなかった場合は、インターネットを通じて更に大きな模倣品の需
要と被害が生じたと想定されます。

また、特許庁の「2010 年度 模倣被害調査報告書」から、模倣品被害に遭
ったと回答した企業のうち、その約半分の 48.3%の企業が「インターネッ
トにおける被害があった」と回答しています。つまり、模倣品はリアル
マーケットに加えて、インターネット上でも拡散していることがわかり、
こうした流通は世界規模であると言えます。

インターネット上の模倣被害状況

(出典：特許庁「2010 年度模倣被害調査報告書」)

(注 1)数値は 2009 年度に模倣被害を受けた企業の中で、商標、意匠、特許、実用
新案、著作権、その他の知的財産権の何れかについて、インターネットで模
倣被害を受けた企業の割合を表します。
(注 2)被害が確認されたのは日本国内の企業や個人が開設したウェッブサイトに限
りません。
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【中国のインターネット利用者情況】
中国ではインターネット利用者はどれぐらいいるのでしょうか？

2008 年に中国のインターネット利用者数はアメリカを抜いて、世界一に
なりました。そして、中国インターネット情報センター（CNNIC）が公表
した「第 26 回中国インターネット発展状況統計報告」によると、中国の
インターネットユーザー数は 2010 年 6 月時点で 4 億 2000 万人とされて
います。

4 億人はすごいですね。しかし、中国の人口から考えた場合、インターネ
ットの普及率はまだ 30%程度しかないのですね。

人口と比較した場合の普及率は 30％程度で、他の先進国と比べると確か
に低いほうになります。しかし世界のインターネットの普及状況などを
定点観測している【IntenetWoldStats.com】で発表された「中国の 2000 年
から 2009 年までのインターネットユーザー増加率」
に目を向けて見ると、
この 10 年間で中国のネットユーザーは「17.1 倍」という凄まじいスピー
ドで成長を遂げていることがわかります。

(出典：http://www.gabagenews.net/achives/1340322.html)
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【模倣品拡散ルート】
模倣品はインターネット上ではどのように販売されているのでしょう
か？

インターネット上の模倣品は、主に以下の二つのルートで流通していま
す。

1

個別企業や個人が自らのウ
ェブページ又は SNS 上で模
倣品情報を売り込んでいる
場合

【例】工場の HP で侵
害疑義品写真を掲載

SNS：ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス。社会的ネッ
トワークをインターネット
上で構築するサービスのこ
と。

2

個別企業や個人がネットオ
ークションなどの電子商取
引サイトに出展して模倣品
情報を売り込んでいる場合

【例】アリババで侵害
疑義のルイヴィトンの
バッグを販売

アリババ：企業間電子商取引（B2B）
のオンライン・マーケッ
トを運営しており、240
余りの国家と地域にて
5340 万以上の会員を保
有するグループ。
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【中国の電子商取引サイト】
中国にはどれぐらいの電子商取引サイト（インターネットショッピング
サイト）があるのでしょうか？
？
中国電子商取引研究センターのレポート『2010年中国電子商務市場数拠
監測報告』（2010年中国電子商取引市場データ観測報告）によると、中
国の電子商取引サイトの総数は2万700サイトに達したとされています。
うち、B2C、C2Cなどネットショップサイト数は1万2500サイトあり、出品
しているネットショップは1200万店舗に達しています。このネットショ
ップの管理が特に難しく、模倣品流通の温床となっています。

B2B、B2C、C2C の違いについて教えてください。

大きな違いとしては、販売者と購入者が企業か個人かということです。
これを図に表すと以下のようになります。

電子商取引の主要形式

売り手

買い手

企業法人(Business)

＝B2B

消費者(Consumer)

＝B2C

消費者(Consumer)

＝C2C

企業法人(Business)

消費者(Consumer)
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【主要電子商取引サイトの一部紹介】
一例として、中国の主要電子商取引サイトを紹介します。

B2B サイト
アリババ（www.alibaba.com）
世界中のバイヤーとサプライヤーのマッチング
をサポートする中国最大手の B2B サイト

慧聡ネット(www.hc360.com)
大手 B2B サイト。サプライヤー・バイヤー情報、
代理、提携等のビジネス情報もある。

B2C サイト
タオバオモール（www.tmall.com）
アリババ傘下にある人気の B2C サイト

卓越アマゾン（www.amazon.cn）
書籍、コンテンツ製品、デジタル製品、玩具、
家具、化粧品等の B2C サイト

当当ネット（www.dangdang.com）
書籍、コンテンツ、デジタル等の総合 B2C サイ
ト

京東モール（www.360buy.com）
デジタル、家電、形態、コンピュータ部品、ネ
ット製品等数万種の商品を扱う B2C サイト

C2C サイト
タオバオネット（www.taobao.com）
アリババ傘下にあり、中国 EC 市場の 80%のシ
ェアを誇る人気の C2C サイト

拍拍ネット（http://www.paipai.com）
メッセンジャーQQ の騰訊社傘下の CtoC サイト
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百度有啊（http://youa.baidu.com/）
百度傘下の大型 C2C ショッピングサイト

【インターネットショッピングサイトの性質の違い】
いろいろなショッピングサイトがありますが、ビジネス形態にはどのよ
うな違いがあるのでしょうか？

サイト経営者の性質は、下記2タイプに分けることができます。

■プラットフォーム提供型
リアル市場に例えると、卸売市場のようなものです。プラットフォーム運営
業者は市場管理者に当たり、出品者は市場内のテナントに当たります。プラ
ットフォーム運営業者は直接商品の売り買いに参加せず、主としてサイトの
運営・管理を行います。

管理

サイト運営者

出品者

出品者

■直接運営型
リアル市場に例えると、大型総合スーパーマーケットのようなものです。サ
イト運営業者自身が商品を仕入れ、販売を行います。

サイト運営者
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出品者

プラットフォーム提供型サイト

まずは、サイトの運営者が表に出ていないプラットフォーム提供型を紹
介します。前述のとおり、運営者が販売者にプラットフォームのサービ
スのみを提供するパターンです。このタイプでは商品を販売しているの
は個々の出品者であり、結果として運営者による管理が難しく、侵害品
が多発しています。

この経営方式を取っているのはCtoCまたはBtoCの買い手が個人である場
合が代表的です。この形式では、模倣品を完全に防御できておらず、侵
害品が流通しています。

この形式を採っている主なサイト運営者は、通常模倣品に対するクレーム
申し立てのルートを設け、その出品業者に対する罰則を取り決めて、模倣
品の抑制に努めています。

34

直接運営型サイト

直接運営型サイトは、販売業者がサイト運営者自身であるサイトです。
侵害品は比較的尐ないのですが、仕入れなどの段階において生産業者や
貿易業者が模倣品等の問題品を納入しても、運営者には分からない場合
があります。価格競争が激しいため、正規品、返品のリサイクル品、横
流し品など、様々な問題品が混ざって販売されているという噂がありま
す。

このタイプはサイト運営業者自身が販売業者であるため、自らに対する
罰則はなく、権利侵害に関する専用のクレームルートもありません。自
らはニセモノ販売は一切しないという前提なので、関連のクレームルー
トを設置すること自体がおかしいということになります。

罰則がなく、クレーム申し立てのルートが設けられていない場合が多いで
す。
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【インターネットによる国際流通の実態】
実際にどれぐらいの模倣品が中国のショッピングサイトを通じて海外に
売られているのでしょうか？

中国最大のBtoBサイトであるアリババ社を例に見た場合、同社は積極的
な海外進出を行っており、英語、フランス語、ドイツ語等のサイトも開
設しています。

アリババ社が発表した同社 2011 年度第 1 四半期（1～3 月）の経営状況に
よると、売上の 59％は海外で得ていることが分かります。また、海外の
ユーザー登録数は約 2,000 万件に上り、世界中に 70 以上の事務所を設置
しています。これら海外事業のうち、模倣品の流通も尐なからず含まれ
ていると考えられます。

アリババ傘下の英語サイト：http://www.aliexpess.com/

様々な
言語の
サイト
を開設
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三．

外国人買い付けバイヤー

外国人買い付けバイヤーが流通の発達している中国の都市に常駐し、模倣品を直接買い
付けて海外に拡散させるケースが増えています。以下、代表的な国際流通拠点である浙
江省義烏市の情況を紹介します。

【卸売問屋街の義烏】
義烏はどんな都市ですか？

義烏は、浙江省の真ん中に位置し、单に広東省、福建省、北は上海に隣
接しています。義烏市は 13 町村を有し、総面積約 1,105 平方キロの都市
です。戸籍人口約 71 万人(2007 年末時点)に対し、市外からの移住人口は
160 万人以上います。

☞上海から单西へ約 300 キロ(上
海から高速道路を車で約 3 時間
半、高速鉄道で約 2 時間)
☞世界中からバイヤーが集まって
いる。
☞中 国 最 大 の 内 陸 港 を 持 ち 、
2009 年に輸出したコンテナ
数は 51 万点

アパレル産業

ファスナー産業

アクセサリー産業
紡績産業

義烏は国内の 4 大シャツ産地の一つであり、大陳鎮と蘇渓鎮
のシャツ生産量は 1 日あたり 100 万枚に達し、「中国のシャツ
の都」と呼ばれています。
義烏は国内のファスナー生産量の 1/4、売上高の 1/3 のを占め
ています。2005 年には「中国ファスナー産地」の称号を与えら
れました。
義烏のアクセサリー生産業者は 3,800 社に達し、年間売上は
約 120 億元に上ります。その生産量と売上は中国全土のアク
セサリー業界の 70％を占めています。
最新技術を備えた靴下の製造機械を約 3 万台有しており、靴
下の生産量は全国の約 40％を占めています。
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【義烏の「小商品市場」】
義烏にはとても大きな卸マーケットがあると聞いたことがありますが、
どんなマーケットでしょうか？

義烏には大きな市場が7つあり、その周りを各専門店街が囲んでいます。
街全体が問屋街といっても過言ではないでしょう。その問屋街を効率よ
く回れるように、総工費1,000億円近くをかけて建設されたのが、7つの
市場のうち最大規模の「福田市場」です。福田市場の広さは約130万㎡で
す。義烏マーケットの広さは210万㎡ですから、そのほとんどが福田市場
といえます。福田市場以外にも問屋があり、靴下、衣料品、家具など、
福田市場にはない商品も多く見られます。

マーケット名

取り扱い商品

義鳥福田市場
（国際商貿城）

造花、純銀、アクセサリー、カツラ、クリスマス商品、玩具、人形
バッグ、傘、雤具、キャンプ用品、厨房用具、家電、工具、ショッピ
ングバッグなど

義鳥小商品城

日用雜貨、日曜大工、鞄、靴、文房具、時計、マフラ、、電気製品、
包装資材など

義鳥賓王市場

衣類、食品、針織、タオルなど

義鳥物資市場

タイル・石材・衛生陶器など

義烏建材市場

内装建材、建築一般金物、プラスチック製品、照明器具、大理石など

義烏化粧品市場

化粧品

義鳥針織品市場

靴下など

義烏家具市場

家具全般

義烏電信市場

パソコン、携帯電話、音響製品、ＦＡＸなど

義鳥農産物市場

花、野菜、果物など

国際商貿城の内部

国際商貿城の外観
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【卸マーケットの一例】
■ 福田市場

区画別取り扱い商品一覧

一期（A 区～E 区）
階層

1階

2階

3階

区画名

主な商品カテゴリ

専門店の例

A区

造花、果実などのイミテーション

コサージュ、アップリケの専門店・果実や野菜のイミ
テーションの専門店。

B区

ぬいぐるみ、玩具

C区

ラジコンなどの電動玩具

D区

クリスマス商品、人形

クリスマス商品やハロウィンギフトなどの専門店。
様々なシールの専門店。

E区

玩具

積み木、パズル、木製玩具の専門店。PVC 玩具、風船な
どの専門店。

A区

アクセサリー

ヘアピン、ヘアクリップの専門店。指輪、ネックレス
の専門店。

B区

ヘアアクセサリー、宝石

C区

アクセサリー

ネックレス、指輪、ピアスの専門店。ヘアクリップの
専門店。

D区

真珠

真珠を中心とした、天然石専門店。純銀製品などを取
り扱うアクセサリー店。

E区

アクセサリー

アクセサリー用のストラップ、ブレスレットの専門店。

A区

正月用品、パーティーグッズ

フォトスタンド、陶器の専門店。クリスマス商品、ハ
ロウィンギフトの専門店。

B区

各種工芸品

ガラス細工、お土産用品の専門店。販促品、ギフト商
品の専門店。

C区

贈答品と小物雑貨

贈答品の専門店。ペンスタンドやガラス製小物の専門
店。

D区

茶器、コップ

メッキ製品、クリスタル等を取り扱う店舗。茶器、コ
ーヒーカップなど陶器工芸品の専門店。

E区

4階

ぬいぐるみ、玩具、クッションなどの店
動物フィギアの専門店。ラジコンの専門店。

ヘアゴムの専門店。宝石の専門店。

アクリル、銅のアクセサリー素材の店。茶器、コーヒ
パーツ、アクセサリパーツ、ネイル
ーカップ、陶器工芸品の店。各種輸入、アクセサリー、
素材
ネイル素材専門店。
造花、果実等のイミテーション専門店。天然水晶、天
然石アクセサリーの専門店。

A区

工芸品、店内装飾用品

B区

木製額縁、置き時計

C区

オルゴールと事務用品

置時計、電気スタンド、オルゴールの専門店。ホテル
などの電気スタンドや装飾品の専門店。

D区

油絵、工芸品

貴重品入れ、アクセサリーケースを扱う店。鉄、籐、
水草、竹で作った雑貨の専門店。

E区

油絵、工芸品

木彫り装飾品、中国家具の店。各種、時計類の専門店。

置時計、装飾置物の専門店。額縁の専門店。

(出典：http://www.trade-support.jp/about/)

39

【義烏の外国人常駐バイヤー】

義烏にはどれぐらいの海外買い付けバイヤーが常駐しているのですか？

義烏に長期常駐の海外バイヤーについては、2007 年末時点で 1 万 3,000
人(注)規模に上ったという報道があります(新華網)。また、この常駐の海
外バイヤーを国別で見た場合には、大きく下記の 3 タイプに分けること
ができます。

タイプ 1
香港や UAE(アラブ首長国連邦) のような貿易の拠点になっている国や地域からの
バイヤー

タイプ 2
パキスタンやインドのように商業の伝統が非常に長く、昔から国際貿易をしてきた
国からのバイヤー

タイプ 3
廉価な中国製商品を買い求める発展途上国のバイヤー。特に、アフリカのスーダン
やアフガニスタン、イランなど、今、まさに戦争が起きている、あるいは戦争が終
わった直後で、商品が窮乏または不足している国から来ているバイヤー

なお、商品を調達するために義烏を訪れる海外のバイヤーは年間 40 万人
(注)
を超えていると言われています。また、義烏に設立された海外企業の
代表を通じて商品を調達する海外バイヤーも 40 万人いるということで、
全世界のバイヤーが義烏に足を運んでいることがわかります。

(注)ここでいうバイヤーは、全てのバイヤーを指し、模倣品のバイヤーはその一部に過ぎません。
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四．

電子メール等による売り込み

中国の模倣品業者は、電子メールを使って海外の販売業者に対して直接売り込みを行う
こともあります。中には、正規代理店への売り込みも見られます。

【現地正規代理店への模倣品売り込み等】
企業の正規代理店にも模倣品の売り込みが来るのですか？

実際に、従来から権利者の正規代理店による模倣品輸出行為があり、一
部の権利者の中では深刻な悩みになっています。そして、模倣業者は正
規代理店のそのような不正実態や心理を把握し、利用しているというの
が現実です。

正規代理店へニセモノを売込むメール

----- Forwarded Message ---> Hello, SIR
>
> I know that bother you. We are specialized in producing audio
> equipment company.
> A copy of our brands are: YAMAHA, SHURE, JBL, BEHRINGER, DBX......more
> products, please see our website: www.np-audio.com.
>
> Our customers can also sample OEM. Our quality is very good, the price is very low.
> If you are interested in our products please contact us. We can send
> the
> price list to you. Have any
> questions please let us know. Looking forward to your reply. Thank you
> very much!
> Best regards
> tony
> www.np-audio.com
> Factory address:
> No.398, BeiJiao Indutrial Zone, Enping City, Guangdong province
> Call:+86 (0)13 570592137
> FREE: 400-800-7659
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五．

海外での中国商品市場による拡散

【チャイナタウンからの模倣品拡散】
世界各地にチャイナタウンがあるのですが、ここから模倣品が拡散され
ることはありますか？

過去にアメリカのマンハッタンで摘発されたニセモノ腕時計案件で、後
の調査から時計は中国で生産後、香港を経由してニューヨークに入り、
その後チャイナタウンで模倣品に組立てられたことが判明しました。今
でも世界各地にあるチャイナタウンでは、多くの模倣品が販売されてお
り、拡散の一つのルートになっている模様です。

＜マレーシア・クアラルンプール＞

（出所：http://www.jica.go.jp/publication/j-wold/1005/pdf/tokushu_06.pdf）
＜ドバイ・ドラゴンマート(注)＞

(出所：http://d.hatena.ne.jp/shanghai-station/20100712/1278963057)
(注) 「ドラゴンマート」は、2004 年にアラブ首長国連邦（UAE）がドバイに完成させたもので、中国本国以外
で世界最大級の中国製品卸売りセンターと言われています。このマーケットは中東、東欧、アフリカな
ど近隣 35 カ国の流通会社に中国製品を販売するために設立されたとされています。ここでも模倣品が氾
濫しているようです。
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