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第三章

海外への輸出の手口

本章では、中国で製造された模倣品がどのように海外に輸出されているのか、実際の流通ル
ート手段について紹介します。

１．水路（船）
【中国の税関】
前掲の資料では、中国製の模倣品の約 70%が海外に輸出されているという
ことでした。模倣品はどのようにして海外に流れているのでしょうか？

最も一般的に利用されているのは、
「水路」からの輸出になります。各国
の水際での取締り件数からもわかりますが、水路（船）を利用した模倣
品拡散が最も頻繁であり、最も規模が大きな輸出の手口となっています。

水路を管轄している中国の税関について教えてください。

中国の税関は国家税関総署（北京）と直属税関（例えば上海税関、寧波
税関）及び隷属税関（例えば各地の港税関、空港税関などの現場税関）
から構成されています。国家税関総署が中国税関の指導担当機関として
全国の税関を統一的に管理し、その下には 44 ヶ所の直属税関と 562 ヶ所
の隷属税関が設置されています。
中国税関の組織構成
国務院

税関総署(北京)

44 ヶ所の直属税関

562 ヶ所の隷属税関

(出典：税関総署ホームページ www.customs.gov.cn)
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【直属税関と隷属税関の一例】
直属税関の下にはたくさんの隷属税関があります。その一例として杭州
税関を紹介します。杭州税関は直属税関であり、その上に税関総署、下
に 12 の隷属税関があります。管轄範囲は、寧波税関を除く浙江省全域と
その所轄海域です。

※海关＝税関

(出典：杭州税関ホームページ http://hangzhou.customs.gov.cn/Default.aspx?tabid=34514)
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【直属税関の連絡先一覧表(2011.11 現在)】
关区名称(税関名称)

地址(住所)

电话

邮编

中国海关(中国税関総署)

北京市建国门内大街 6 号

010－65194114

100730

海关总署广东分署
(税関総署広東分署)

广州市沙面大街 53 号

81108000

510130

北京海关

北京市朝阳区光华路甲 10 号

010-85736114

100026

天津海关

天津市经济技术开发区宏达街 15 号

022-84201132

300457

石家庄海关

河北省石家庄市和平西路 528 号

0311－87869599

050061

太原海关

山西省太原市学府街 112 号

0351-7110110

030006

呼和浩特海关(フフホト税関)

内蒙古自治区呼和浩特市新城区东库街 19 号

0471-6982500

010050

满洲里海关

内蒙古自治区满洲里市东五道街 75 号

0470-2299114

021400

大连海关(大連税関)

大连市人民路 75 号

0411-82618114

116001

沈阳海关(瀋陽税関)

沈阳市沈河区青年大街 56 号

024-22856668

110014

长春海关(長春税関)

长春市自由大路 4448 号

0431-84601114

130033

哈尔滨海关(ハルピン税関)

哈尔滨市南岗区嵩山路 88 号

0451－82381888

150008

上海海关

上海市中山东一路 13 号

021-68890000

200002

南京海关

江苏省南京市龙蟠中路 360 号

025-84422114

210001

杭州海关

杭州市黄龙路 7 号

0571-86666114

310007

宁波海关(寧波税関)

宁波市马园路 89 号

0574-89090000

315012

合肥海关

安徽省合肥市长江西路 669 号

0551-5321116

230088

福州海关

福州市江滨东大道 76 号

0591-87082999

350015

厦门海关(アモイ税関)

厦门市鹭江道 269 号

(0592)2355555

361001

南昌海关

江西省南昌市沿江中大道 100 号

0791－6307114

330009

青岛海关(青島税関)

青岛市西陵峡二路 2 号

0532-82955112

266002

郑州海关(鄭州税関)

河南省郑州市农业路东 30 号

0371-65599000

450008

武汉海关

湖北省武汉市汉口沿江大道 95 号

027－82768114

430021

长沙海关(長沙税関)

湖南省长沙市东二环一段 678 号

0731-4781688

410001

广州海关(広州税関)

广州市天河区珠江新城花城大道 83 号

020－81102000

510623

深圳海关(深セン税関)

深圳市和平路 1089 号

0755-84398110

518017

拱北海关

广东省珠海市拱北水湾路 18 号

(0756)8161114

519020

汕头海关(スワトウ税関)

广东省汕头市珠江路 34 号

0754-8198114,8992114

515041

黄埔海关

广州市经济技术开发区保金路 36 号

020-82130000

510730

江门海关(江門税関)

广东省江门市蓬江区海傍街 43 号

0750-3263888

529070

湛江海关

湛江市人民大道中 54 号

0759-3251118

524022

南宁海关(单寧税関)

广西南宁市桃源路 65 号

0771－5398555

530021

海口海关

海南省海口市滨海大道 61 号

0898－68516888

570102

重庆海关(重慶税関)

重庆市渝北区龙山一路 1 号

(023)67709438

401147

成都海关

成都市天顺中街 66 号

028-85391114

610041

贵阳海关(貴陽税関)

贵州省贵阳市遵义路 9 号

0851-5786114

昆明海关

云南省昆明市北京路 618 号

0871-3016999

650051

拉萨海关(ラサ税関)

西藏拉萨北京中路 72 号

0891-6283026

850001

西安海关

西安市高新区唐延路 19 号

029-88336014、83196114

710075

兰州海关(蘭州税関)

甘肃省兰州市安宁区银安路 9 号

0931-7705293

730070

西宁海关(西寧税関)

青海省西宁市八一中路 19 号

0971-8866316

810007

乌鲁木齐海关(ウルムチ税関)

乌鲁木齐市北京南路 295 号

0991-3627114

830011

上海海关学院

上海市华夏西路 5677 号

28992899

201204

秦皇岛关校(秦皇島税関学校)

秦皇岛市河北大街西段 89 号

0335－8013888

066004

（出典：税関総署ホームページ http://www.customs.gov.cn/tabid/4448/Default.aspx）
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２．陸路（汽車、車）
【主要陸路ルートの地図】
次に陸路を利用した海外への模倣品拡散のルートについて紹介します。
最近では、水際での取締りを避けて陸路を利用して模倣品がロシアや中
央アジア、東单アジアに流出するルートが存在し、こうした地域では、
中国製の模倣品による被害が増加傾向にあると指摘されています。

陸路を利用した輸出はどのような特徴があるのでしょうか。

陸路からの拡散において、ひとつの運送手段は中国の鉄道です。中国で
は長距離輸送・移動において鉄道が最も多く用いられており、その年間
貨物輸送量は2009年時点でアメリカを上回り、世界一となりました。そ
して、この鉄道は隣接するロシアやベトナムに模倣品を輸送する手段と
しても利用されているという実態があります。模倣品が摘発されている
その主要路線を一部紹介します。

鉄道による模倣品の拡散
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３． 空路（郵便物）

【郵便物輸出の概要】
税関総署が発表した 2009 年度の知的財産権保護優良事例トップ 10 のう
ち、知的財産権侵害問題を代表する典型的な事例からは、郵送手段によ
る模倣品輸出といった新たな手口が注目されていることが伺えます。摘
発を免れるために、空路を利用して小ロットで模倣品を郵送したり、ノ
ーブランドの貨物を水路で通関させ、空路でブランドロゴを郵送して輸
出先で貼り付けるケースなども見られます。以下に輸出手口の一例を紹
介します。

１．小ロットで侵害品を輸出

２．ノーブランドで輸出し、海外で組み立て
ノーブランド品

C 工場
A 工場
XYZ

B 工場

XYZ

郵便局

XYZ の模倣品

XYZ
XYZ
XYZ
XYZ

XYZ
XYZ
XYZ
XYZ

ロゴ標識

郵便局

税関

模倣品の
輸入＋販
売行為

模倣品の組
立て＋販売
行為

XYZ

XYZXYZ

XYZ

XYZ
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XYZ

XYZXYZ
XYZXYZ

４．国境貿易
【国境貿易の主要拡散ルート】
国境貿易について教えてください。

国境貿易は、
「人の自由な移動が制限されている国家間において、ハンド
キャリーで運ばれた商品を国境付近で取引すること」を指しています。
地理的条件から内モンゴルの満州里、ウルムチ、昆明などから近隣諸国
への輸出が多いようです。

国境貿易による模倣品の拡散

満州里
税関

ロシア

ウルムチ
税関

中央アジア

東興
税関
ベトナム







拱北
税関

凭祥
税関
マカオ

内モンゴル自治区満洲里市（満洲里税関 → ロシア）
新疆自治区ウルムチ市(ウルムチ税関 → ロシア、中央アジア）
広西省凭祥市（凭祥税関 → ベトナム）
広西省東興市（東興税関 → ベトナム）
広東省珠海市（拱北税関 → マカオ → 海外）
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５．ハンドキャリー
【ハンドキャリーの特徴】
日本にもハンドキャリーを業務とする会社が多くあるようですが、そも
そも何の為にハンドキャリーするのでしょうか？宅急便や郵便ではどう
してダメなのでしょうか？

ハンドキャリーは依頼者がすぐに国外の受取人まで荷物を届けたい時に
安心でかつ迅速な物流輸送方法として周知されてきました。また商売用
の物品の場合は通関手続きを要しますので、昨今ではハンドキャリーを
専門とする業者が多くあります。宅急便や郵便と比較して異なるのは、
やはりスピードで、一刻一秒を争うような緊急時の貨物輸送手段として
使われることが多いです。

依頼先

受取人

なお、ここで問題となっているのは、主に個人によるハンドキャリーで
す。もちろん、通関申告などは行っていない場合が多く、手荷物として
模倣品を海外に運んでしまうというパターンです。また、ハンドキャリ
ーされる模倣品は基本的に以下のような体積が小さいものや重量が軽い
ものというのが特徴的です。

ハンドキャリー商品の一例

49

[特許庁委託]
模倣品海外拡散防止マニュアル
[発行]
日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部
TEL：021-6270-0489
FAX：021-6270-0499
[執筆協力]
上海博邦知識産権服務有限公司
林 祝平、芳野 静子
2012 年 3 月発行

禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部が 2012 年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、
その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報·コメントは執筆協力者および当機構
の判断によるものですが、一般的な情報·解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断り
します。

