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第五章

対応事例紹介

本章では実際にあった各種案件の過去対応事例を紹介していきます。

１．展示会の調査・取締事例
商標案件事例①
＜概要＞
展示会において、権利者の商標権を侵害している玩具を発見した。会場
に設置されている知的財産権告発センターに申立てたところ、直ちに侵
害業者に対する現場摘発が行われ、侵害品の撤去を命じた。処罰決定書
の代わりに「受理結果通知書」が発行されたが、出展者に罰金は科され
ていない。

クレームセンターの外観

展 示 会：第 105 回広州交易会（2009 年春季広州交易会）
申 立 先：広州交易会知的財産権クレームセンター
商品分類：玩具
対応処置：商標権侵害品の撤去
受理結果通知書

摘発現場の写真

日本語訳

受理結果通知書

株式会社タカラトミーは掲陽市喜雅玩具有限公司が第 105 回広州交易会の 14.2K14 ブース
に展示したコマ（商標登録番号：3330301）が同社の商標権を侵害する疑いがあると大会知識
産権と貿易紛糾クレームセンターに申し立てた。
本クレームセンターの検査によると、掲陽市喜雅玩具有限公司の 14.2K14 ブースに展示し
たコマが大会の知的財産権保護に関する規定に違反する疑いがある。
掲陽市喜雅玩具有限公司が自ら知的財産権と貿易紛糾に関する各規定を遵守する承諾に基
づき、大会クレームセンターは大会の規定に基づき、同社の規定に違反する疑いがある商品
に対し処分を行った。
大会知識産権と貿易紛糾クレームセンター
2009 年 04 月 28 日
（印鑑）広州進出口商品交易会知識産権と貿易紛糾クレームセンター
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商標案件事例②
＜概要＞
展示会において、権利者の商標権を侵害している文具を発見した。会場に
設置されているクレームセンターに申立てたところ、直ちに侵害業者に対
する現場摘発が行われ、「是正命通知書」が発行された。出展者に罰金は
科されていない。

クレームセンターの外観

展 示 会：2010 年中国義烏国際小商品博覧会
申 立 先：義烏国際小商品博覧会クレームセンター
商品分類：文具
対応処置：商標権侵害行為に対する是正命令

摘発現場の写真
是正命令通知書
日本語訳
(抜粋)

義烏市工商行政管理局
是正命令通知書
義工商検字(2010)023 号

杭州市
印刷紙業有限公司
検査により、貴社は商標権侵害の文具を経営して
いた。
上述の行為は《中華人民共和国商標法》の規定に
違反しており、商標権侵害に相当する行為である。
《中華人民共和国商標法》第五十二条第一項第 4
に規制する内容に基づき、貴社に直ちに侵害行為
を停止するよう命ずる。
本是正命令に不服の場合は、通知を受け取った日
より 60 日以内に金華市工商行政管理局或いは義烏
市工商行政管理局に異議を申立てることが出来
る。または、15 日以内に法に基づき、人民法院に
訴訟を提起することができる。
2010 年 10 月 22 日
（印鑑）義烏市工商行政管理局

事例に学ぶ
☞商標権侵害事例①②から大規模な展示会ではク
レームセンターが機能していることがわかる。
☞クレームセンターが設置されていたことから、迅
速に対応してもらうことができた。
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商標案件事例③
＜概要＞
展示会において、権利者の商標権を侵害している歯科用品を発見した。会場
にクレームセンターが設置されていないため、展示会を所轄する AIC 申立て
たところ、直ちに侵害業者に対する現場摘発が行われた。後に「処罰決定書」
が発行された。出展者に罰金が科された。

AIC の外観

展示会：第十五届中国国際口腔設備材料展覧会及び技術交流会
申立先：北京市工商行政管理局朝陽分局奥運村工商所
商品分類：歯科用品
対応処置：商標権侵害行為に対する処罰

摘発現場の写真
処罰決定書
日本語訳
(抜粋)

北京市工商行政管理局朝陽分局
行政処罰決定書
京 工 商 朝 処 字 (2010)第 3003 号

当事者：北方世通(北京)医療器械有限公司
住 所：北京市懐柔区華北物資市場北一区 9039192 号
登記番号：110116007399111
法定代表人：宛桂蘭
調査によると、当事者は登録商標「
」の歯科治療器具・リ
ーマファイル、ダイヤバーを仕入れて、2010 年 6 月 9 日から、北京市朝
陽区天辰東路 7 号の「国家会議中心」で開催された「第十五回中国国際
口腔設備展覧会暨技術交流会」で、展示ブースを賃借りして販売活動を
行っていたことが判明した。当事者は 2010 年 6 月 11 日に摘発され、現
場でパッケージに登録商標「MANI」が表記されている歯科治療器具・リ
ーマファイル 3,600 個、ダイヤバー570 個を差し押さえた。現場で差し
押さえられた登録商標「MANI」の歯科治療器具・リーマファイル 3,600
個、ダイヤバー570 は商標権侵害品であると判明した。上記事実は下記
の証拠によって証明できる。
当事者の上記行為は《中華人民共和国商標法》第五十二条第(二)項が
指摘した登録商標専用権の侵害行為に該当する。《中華人民共和国商標
法》第五十三条及び《中華人民共和国商標法実施条例》第五十二条の規
定、商標専用権の侵害行為の停止を命じ、且つ下記の通り処罰を決定す
る：
1、
歯科治療器具侵害品・リーマファイル 3,600 個、ダイヤバー570
0
個を没収する。
2、
罰金 10,000 元。

事例に学ぶ
☞クレームセンターは設置されていなかったが、
開催地の工商行政管理局が案件を受理した。
☞商標法に基づき、侵害品を没収し、同社に対す
る罰金を科した。
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特許案件事例
＜概要＞
展示会において、権利者の発明特許権を侵害している玩具を発見した。会
場に設置されている知的財産権告発センターに申立てたところ、出展商品
が権利内容を侵害しているか否かの調査が行われ、侵害が確立した後に現
場摘発が行われた。出展業者には、侵害品の撤去を命じ、権利者には「受
理結果通知書」が発行された。出展者に罰金は科されていない。

クレームセンターの外観

展示会：第 105 回広州交易会（2009 年春季広州交易会）
申立先：広州交易会知的財産権クレームセンター
商品分類：玩具
対応処置：特許権侵害品の撤去

摘発現場の写真

受理結果通知書
日本語訳

受理結果通知書

株式会社タカラトミーはシンセン市奥特瑞実業有限公司
の第 105 回広州交易会の 4.1G37 ブースに展示したサンス
ター・アロマティック（専利登録番号：200430001781.3）
が同社の意匠権を侵害する疑いがあると大会知識産権と
貿易紛糾クレームセンターに申し立てた。
本クレームセンターの検査によると、シンセン市奥特瑞
実業有限公司の 4.1G37 ブースに展示したサンスター・ア
ロマティックは大会の知的財産権保護に関する規定に違
反する疑いがある。
シンセン市奥特瑞実業有限公司は自主的に「知的財産権
と貿易紛糾に関する各規定への承諾」を遵守することに
より、大会クレームセンターは大会の規定に基づき、同
社の規定に違反する疑いがある商品に対し処分を行っ
た。
大会知識産権と貿易紛糾クレームセンター
2009 年 04 月 18 日
(印鑑）広州進出口商品交易会知識産権と貿易紛糾
クレームセンター

事例に学ぶ
☞展示会において、意匠権侵害の案件をクレーム
センターで処理することができた。
☞侵害疑義者に対しては展示会側から注意をし
て、自主撤去を命じた。罰金、侵害疑義品の押
収はしていない。
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２．
【インターネットの調査・削除事例】
商標案件事例
＜概要＞
2011 年 4 月、タオバオにおいて、調査対象品の商品名をキーワードに検索すると 2 千件に上る出品を
確認した。その提示価格からニセモノと考えられる商品は 22 件あり、一部についてはサンプルを購入
して侵害確認をした。タオバオへの削除要請を準備している間に、在庫切れなどの理由から 10 サイト
が侵害品の掲載を中止した。その後、権利者は残り 12 件に対して削除要請を行い、タオバオは権利者
の権利情況などを確認したうえで要請を受け入れ 12 件すべてを削除した。
侵害疑義品出展サイト：タオバオ
申立先：タオバオ知的財産権保護プラットホーム
商品分類：化粧品
対応処置：侵害品サイトの削除

削除後のページ

タオバオからの処理結果連絡メール
✏お探しの商品が見つかりません

日本語訳

有限公司
タオバオ知的財産権保護プラットホームのご利用ありがとうございます。
お寄せいただいた申請番号 5978 の申立は処理を完了しました。
詳細は http://qinquan.taobao.com/にてご確認ください。
ご理解、ありがとうございます。
このメールはタオバオシステムから自動送信されております。
受信はできかねますので、返信はご遠慮ください。
タオバオ

事例に学ぶ
☞タオバオでは検索をかけて、価格などの関連情
報で掲載商品を分類・整理することが可能。
☞サンプル購入をして、これに対する鑑定結果を
証拠に削除要請をすることが可能。
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問題商号削除の事例
＜概要＞
ネット上において一部の出品者が消費者に ABC 社(仮名、日本
の有名企業名)と関係があると思わせることを目的として、
「英
美視(ABC の漢字)」を含む企業名称で宣伝を実施していた。こ
れらの企業に対して削除を要請した。
調査対象：出品者の企業名に「英美視」登録商標を含めた侵害業者
調査サイト：アリババ(http://china.alibaba.com/)

削除できなかったサイト

検索方法：「英美視」をキーワードで検索
検索結果：検索件数:2,000 件
侵害疑義業者数:5 件
侵害率:0.25％
削除要請：上記侵害疑義業者 5 件について、
アリババに削除要請

＜削除結果＞
侵害疑義業者名

削除結果

深セン市英美視技術服務有限公司

×

英美視弁公系統（中国）有限公司広州分公司
英美視太原事務所
英美視弁公系統貿易有限公司
江蘇無錫英美視達商用（無錫）有限公司

○
○
○
○

理由
侵害疑義企業名について、既に工商登
記があり、アリババによる社名削除で
きない(注)。
ABC 商標権侵害(AIC 登記なし)
ABC 商標権侵害(AIC 登記なし)
ABC 商標権侵害(AIC 登記なし)
ABC 商標権侵害(AIC 登記なし)

(注)アリババに問い合わせたところ、AIC による商号抹消手続き完了の書面、または法院に
よる発行した商号変更命令などをアリババへ提出すれば削除は可能だという。

事例に学ぶ
☞商号盗用のような違法性が不明確なサイトにつ
いても削除の可能性あり。
☞商号問題に対応する場合は、事前に可能な範囲
で工商登記の有無を確認する必要あり。

135

３．
【税関の調査・差止め事例】
商標案件事例①
＜概要＞
2011 年 5 月、税関から権利者に商標権侵害疑義ミシンを差押えたと
の連絡が入り、「差止め通知書」がファックスされてきた。税関に調
査員を派遣して状況確認をしたところ、ミシンは広西省单寧税関の隷
属税関にあたる「凭祥税関」から陸路を通じてベトナムに出荷される
予定であったことが判明。本件はベトナム貨物受取人 Z から中国の発
送人 Y に輸出の依頼があり、Y から X に通関申告業務を依頼した案件
である。案件発生後、Z とは連絡が取れなくなった。その後、権利者
の鑑定により、差押ミシンは侵害品であることを確認した。

凭祥
★
税関

差押税関：広西省凭祥税関
差押商品：工業用ミシン
処置：侵害認定 (処罰待ち)
＜侵害関連当事者＞
①申告代理業者：広西凭祥安利泰対外貨運公司
②貨物発送者：広西凭祥辰邦貿易公司
③貨物受取人：越单德英資投資与進出口有限公司
※ また、同時に中国国内企業の侵害疑義品も発見されたが、
税関登録していないことからこれを通関させた。

X と Z が締結した販売契約書

侵害疑義貨物差止め通知書
日本語訳
(抜粋)

中華人民共和国单寧税関
侵害疑義貨物差止通知書

Y が凭祥税関から出荷しようとした工業用ミシンを検査したと
ころ、税関登録されている JUKI 商標( 登録番号：
)
を侵害している可能性があることが判明した。
知的財産権保護を申請する場合は、3 勤務日以内に書面による
申請と 6000 元を担保金として以下の口座に振り込むこと。保護
の申請がなかった場合は、これを通関させる。
担当者：
連絡先：
銀行名：
口座番号：

事例に学ぶ
☞僻地の税関においても知的財産権保護を受
けることができる。
☞税関登録していない場合はリリースされて
しまう可能性が高い。
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商標案件事例②
＜概要＞
2011 年 4 月、広州税関の隷属税関である花都税関で楽器が商標権侵
害疑義品として差押えられた。権利者に確認したところ、同商品は
正規品であることが判明し、リリースを申請するとともに、この輸
出業者をホワイトリストに追加した。
なお、同権利者はホワイトリスト情報に受取人 AA 社を指定し、AA
社の場合は通関するように税関に求めている。しかし、現実には正
規品が差止に合うことが多く、税関で模倣品の摘発を担当する知識
産権科では受取人に関する指定情報を確認していない可能性が高
いと考えている。

花都
税関★

差押税関：広東省花都税関
差押商品：楽器
対応処置：差押品リリース

情況説明
日本語訳

情況説明

中華人民共和国広州税関
花都税関が差押えた
が輸出申請し
た AAA ブランドの楽器は権利者である AAAｓ
ｓｓ社の確認により、これは AAAｓｓｓ社が製
造を委託した正規品であることが判明しまし
た。つきましては、お手数ですが、リリース
をしていただくようお願いします。
AAAｓ株式会社税関連絡指定代理人：
上海博邦知識産権服務有限公司
日時：2011 年 4 月 29 日

事例に学ぶ
☞ホワイトリストに受取人情報を条件に指定して
も税関で確認していない可能性が高いため、経
営単位(経営許可企業)や通関単位(通関許可企
業)情報を記入したほうがよい。
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特許案件事例
＜概要＞
2010 年 3 月、上海税関はドイツに輸出されようとしているボールペ
ン 705,000 本を差押えた。同ボールペンは桐庐光華文化用品有限公
司が 2004 年に取得した意匠特許のデザインと同一であった（税関に
は当該権利を登録済）
。桐庐光華文化用品有限公司は、税関に差押申
請をした後、輸出業者の青島天利科貿易有限公司を上海市第一中級
人民法院に提訴した。
差押税関：上海税関
差押商品：文具
対応処置：侵害認定＋侵害品没収＋損害賠償
＜案件の流れ＞
☞2010 年 3 月 15 日、上海税関に
て特許侵害疑義品が発見され、
権利者に通知。
☞権利者は自社の侵害品と判断
し、担保金を税関に送金。

☞2010 年 4 月 7 日、権利者は上海
市第一中級人民法院に輸出業
者を提訴。
☞2010 年 9 月 9 日、上海市第一中
級人民法院において開廷。

☞2010 年 12 月 20 日、判決。

☞没収

事例に学ぶ
☞特許権侵害品を税関で差押えることができた。
☞差止後は法院に提訴して侵害認定する必要性が
高い。
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上海 ★
税関

４．外国人バイヤーの摘発事例
【義烏での外国人バイヤー摘発事例】
＜概要＞
エジプト籍の Tamir Mohamed Dawoud Abou Zeid(以下 Tamir という）
は万泰電器厂の陳に「LS」と「multi9」ブランドの小型リレーを発
注した。Tamir は万泰電器厂に「LS」と「multi9」商標の商品を製
造する権利がないことを知ったうえで、同工場に小型リレーの発注
をかけたことから、検察院は Tamir に刑事責任を追及した。

義烏

★

侵害当事者：Tamir Mohamed Dawoud Abou Zeid(エジプト籍)
侵害品目：小型リレー
侵害権利：「LS」商標専用権、
「multi9」商標専用権
対応処置：逮捕

「金華晩報(2010 年 7 月 23 日の記事)
日本語訳

義烏市において浙江省初の知的
財産権侵害案件を摘発

金華市人民検察院は登録商標侵害品の販売罪
で Tamir の逮捕を批准した。これは浙江省に
おける初の外国人による知的財産権侵害事件
である。
Tamir は 通 訳 の 謝 仁 林 と 一 緒 に 「 LS 」 と
「multi9」商標を付した小型リレーのサンプ
ルをもって、万泰電器厂にその製造を依頼し
た。Tamir は「LS」小型リレー10.2 万点、
「multi9」の小型リレー61200 点を発注し、こ
れを輸出する予定であった。
2009 年 3 月、万泰電器厂は義烏市工商行政管
理局により摘発され、権利者の鑑定から押収
品は模倣品と断定された。
証拠として Tamir から陳の口座に送金された
230,000 元も確認され、Tamir は 4 月 17 日に
義烏市公安局により正式に逮捕された。

(出典：http://www.jhnews.com.cn/site1/jhwb/html/2009-07/23/content_1026236.htm)

事例に学ぶ
☞本件は首謀者である外国人バイヤーを逮捕した
案件である（浙江省初）
。
☞バイヤーのような直接的侵害行為をしていない
者に対しても、悪意を立証できる証拠があれば
権利行使可能。
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