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インド 

Q&A 

 

Q1  貴国において以下の項目に対する有効な刑事執行はありますか。 

A1  (a)特許  特許侵害に対する有効な刑事上の救済は、基本的にはない。但し特許法においては、特定の発

明、登録情報に関わる偽造、認可されていない特許クレーム、「特許庁」という語彙の誤った使用、中央政府当

局への情報提供の拒否あるいは不履行等に関連する各種の違反行為に対する刑事上の救済が規定されてい

る。 

(b)実用新案 ない  

(c)工業意匠 ない  

(d)商標 ある  

(e)著作権 ある 

(f)その他 ある  

地理的表示に関わる刑事上の権利行使が可能である。営業秘密については、法あるいは施策上の枠組みはな

く、刑事訴訟法、民事訴訟法、不正競争法、契約法、刑法、意匠法、著作権法といった各法に該当する範

囲でそれぞれ対応が図られる。 

Q2  貴国において知的財産に関する犯罪行為に対して存在する救済をご教示ください。 

A2 裁判所は犯罪の訴えを受けた場所を調査し、模倣品や模倣行為を差し押さえる旨の命令を下し得る。また、

犯罪者には自由刑あるいは罰金刑が科される。 

Q3 権利者はどの機関に対して知財侵害に関する告訴を行えば良いか。 

A3 (a)警察当局ー可能 (b)検察ー不可能 (c)刑事裁判所ー可能 (d)その他ーない 

Q4 実施権者（ライセンシー）が権利者に代わって告訴できますか。またそうするために何か要件はありますか？ 

A4 ライセンス契約において、同様の権利がライセンシーに対して付与されている場合、可能である。  

Q5 関連法律規定中には、知的財産権侵害者に対する刑事訴訟を提起できる者は誰と規定されていますか？ 

A5 権利者及び警察当局が侵害者に対して刑事訴訟を提起できる。但し、警察により刑事手続きが提起される場

合、権利者は証人として手続きに参加することが求められ、権利者がこれに応じない場合、侵害者が無罪放免

とされる可能性がある。 

権利者が告訴する方法は 2 通り存在する 

1. 書面を警察へ提出し、初期調書（First information report)を提出する。警察は事件を捜査し、必要

な場合は検挙し、報告書を裁判所へ提出する事により検察官が任命され、証拠の収集を指揮する。 

2.権利者は下級裁判所において私訴として申立する事ができる。裁判官が内容を認めれば、警察に対し初期

調書（First information report)の作成、事件の捜査、正式な報告書を求める。刑事事件の場合は公訴

扱いとなり、後日の起訴は被告人に対して警察が主導する。 

Q6 権利者が、検察官と同様、刑事訴訟を提起する当事者になる場合、実施権者（ライセンシー）が権利者に

代わって刑事訴訟を起こす事は可能でしょうか、またそうするために何か要件はありますか？ 

A6 ライセンス契約において、同様の権利がライセンシーに対して付与されている場合、可能である。  
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Q7 当局（行政当局又は司法機関等）が職権により刑事訴訟を起こす事は可能ですか。 

A7 可能である。 

Q8 捜査（例: 警察等)と検察当局は、著作権侵害対策を含む知的財産関連の特殊機関を設けていますか。 

A8 訴状は地方警察に対して提出されるが、コルカタ等、幾つかの州においては商業犯罪に特化した部門が設けら

れており、知的財産関連の事件は該部門により取り扱われる。これら特殊部門は事件の主題について見識が深

く、摘発を行う上で、権利者は連携しやすい。  

Q9 貴国において、知的財産を専門とする裁判所（もしくは過去に知的財産を専門としていた裁判所)で刑事執

行を行う部門はありますか。そうでなければ、知的財産の刑事執行は一般の刑事裁判所で行われています

か。 

A9 専門とする部門はなく、一般的な刑事裁判所により取り扱われる。なお、民事事件を取り扱う裁判所については

近年、下級審及び控訴審の双方のレベルにおいて、知的財産を含む商業関連事件を専門に扱う商務裁判所

が設置されている。 

Q10 行政手続（例：税関による手続）が刑事訴追に発展することは可能ですか。もし可能であれば、押収物品

の金銭的価値額など、そのための基準／要件についてご教示ください。 

A10 可能である。具体的基準や要件についての規定は存在しない。  

Q11 違反者が法人である場合、取締役、部長、及び経営責任者にも刑事責任はありますか。警察は通常このよ

うな人々をレイド（摘発）の際に逮捕しますか。 

A11 違反者が法人である場合、経営/管理責任者が個人として刑事責任を問われることはないが、警察は通常、摘

発を通じて模倣品を押収した場合、管理責任者を逮捕する。 

Q12 刑事執行の裁判所は証拠をどのように取り扱いますか。当事者には関連当局（検察官、警察  等）に対し

て立証責任はありますか。 

A12 刑事事件は公訴として、警察の主導により手続きがとられる。証拠開示の段階において、警察は申立人に対し

て、事件の証人として陳述を求めることにより調書を作成し、その内容を検討する。被告に対しても同様の手続

きがとられる。警察はまた、事実確認のためにその他の証人を召喚することもある。訴状が模倣品の分析を担当

する企業の品質管理部門のレポートを伴う場合、品質管理者は出廷してレポートの正当性を証明し、被告側

による確認を受ける必要がある。 

  

Q13 刑期の最短/最長期間はどの様に定められていますか。 

A13 商標： 

①直接的な商標侵害（商標の盗用や類似商標／役務の使用、侵害品の製造、地理的表示の偽装等）の

場合、6 ヶ月以上３年以下、但し減刑の適用あり。 

②間接的な商標侵害（登録情報等、商標局における記録上の偽装）の場合、２年以下。 

著作権：７日以上３年以下、但し減刑の適用あり。 

地理的表示：６ヶ月以上３年以下、但し減刑の適用あり。 

  

 商標法 

 第 103条 次の者については、詐欺の意思を有さなかったことを立証しない限り 6ヶ月以上、3年以下の拘禁に
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処し、かつ、50,000INR 以上、200,000INR 以下の罰金を併科する。 

(a) 商標を偽造した者 

(b) 商品又はサービスに商標を不正使用した者 

(c) 商標を偽造する目的で又は偽造のために使用する目的で、打型、版木、機械、板金若しくはその他の器

具を製作し、処分し又は所持する者 

(d) 商品又はサービスに虚偽の取引表示を使用する者 

(e) 第 139 条により、商品の製造若しくは生産の国若しくは場所又は製造者若しくは注文者の名称及び住

所の表示を付すことが必要とされている商品について、その国、場所、名称若しくは住所の虚偽の表示をす

る者 

(f) 第 139条により商品に付すべきことが必要とされている何れかの商品に使用された原産地の表示を偽造、

変更又は消去する者 

(g) 本条にいう前記の何れかのことを他人にさせた者 

ただし、裁判所は、判決に記載すべき十分かつ特別の理由により、6 月未満の拘禁又は 50,000INR 未

満の罰金に処することができる。 

  

 第 104 条 虚偽商標若しくは虚偽取引表示を付した又は第 139条により商品の製造若しくは生産の国若し

くは場所又は製作者若しくは注文者又は場合に応じてサービス提供の注文者の名称及び住所の表示を付する

ことを必要とするにも拘らず、この表示を付さない商品若しくはその他の物を販売し、賃貸借し、販売のために陳

列し、販売のために賃借し若しくは所持し又はサービスを提供若しくは賃借する者は、次のことを立証しない限り、

罰せられる。  

(a) 本条に違反しないため一切の合理的な予防措置を講じ、自己が違反したとされたときにその商標若しくは

取引表示が真正なものであること又は商品若しくはサービスについて何らかの違反があったと疑う理由がなか

ったこと  

(b) 告訴人の要求により又は告訴人のために、自己が取得した商品若しくはその他の物又はサービスの取得先

に関しては自己の権限で一切の情報を提供したこと 

(c) その他、その者が悪意でなく行動したことこれらが立証されない場合は、6 ヶ月以上、3 年以下の拘禁に処

し、50,000INR以上、200,000INR以下の罰金を併科する。 ただし，裁判所は，判決に記載すべき

十分かつ特別の理由により，6 ヶ月未満の拘禁又は 50,000INR 未満の罰金に処することができる。 

  

 第 108 条 何人かが自己の営業所若しくは自己が発する書類に関し、又はその他の方法で、その者の営業所

が商標登録局であり又は商標登録局と公的関係があると誤認させる語を使用したときは、 その者は、2年以下

の拘禁若しくは罰金に処し又はそれらを併科する。 

  

 第 109 条 何人かが登録簿へ虚偽の登録をし若しくは虚偽の登録をさせ、又は登録簿における記入の写しで

あると虚偽の主張をする書類を作成し若しくは作成させ、又は登録事項若しくは書類が 虚偽のものであることを

知りながら、何らかの当該書類を証拠として作成し若しくは提出し、又は作成させ若しくは提出させたときは、その

者は、2 年以下の拘禁若しくは罰金に処し又はこれらを併科する。 

  

 著作権法 

 第 63 条 以下を故意に侵害し又は侵害を幇助する者は、6 ヶ月以上 3 年以下の禁錮及び 5 万 INR 以上

20 万 INR 以下の罰金に処する。 
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(a) 著作物に対する著作権、又は 

(b) 第 53A 条が認める権利を除く、本法が認める他の権利 

ただし、侵害が取引又は事業の過程において営利のために行われたものでない場合には、裁判所は、判決にお

いて言及する適切かつ特別な理由により、6 ヶ月未満の禁錮又は 5万 INR未満の罰金を科することができる。 

 

第 63B 条 コンピューター/プログラムの侵害コピーをコンピューター上で故意に使用する者は、7 日以上 3 年以

下の禁錮及び 5 万 INR 以上 20 万 INR 以下の罰金に処する。ただし、コンピューター/プログラムが取引又は

事業の過程において営利のために使用されたものでない場合には、裁判所は、判決において言及する適切かつ

特別な理由により、禁錮刑を科さずまた 5 万 INR 未満の罰金を科することができる。 

Q14 刑事執行において刑期の平均をお答えください。（可能であれば、分母を 10 件以上とした平均をお答えくだ

さい。） 

A14 1～1 年半。 

 執行猶予の適用はケースによるものであり、担当裁判官の裁量による。 

Q15 罰金の最低額と最高額はどの様に定められていますか。 

A15 商標： 

①直接的な商標侵害（商標の盗用や類似商標／役務の使用、侵害品の製造、地理的表示の偽装等）の

場合、５万 INR（約 8 万 5,000 円）以上 20 万 INR（約 34 万円）、但し減刑の適用あり。 

②間接的な商標侵害（登録情報等、商標局における記録上の偽装）の場合、罰金刑の適用あり（金額の

規定なし）。 

著作権：5 万 INR（約 8 万 5,000 円）以上 20 万 INR（約 34 万円）、但し減刑の適用あり。 

地理的表示：5 万 INR（約 8 万 5,000 円）以上 20 万 INR（約 34 万円）、但し減刑の適用あり。 

Q16 刑事執行において罰金額の平均をお答えください。（可能であれば、分母を 10 件以上とした平均をお答えく

ださい。） 

A16 10 万 INR（約 17 万円）。 

Q17 事前の手続きとして捜索/差押許可状（捜査令状）を得ることはできますか？また、かかる捜査令状の発行

権限者は誰ですか？ 

A17 可能である。一般的に、警察は訴状に基づき摘発を履行し、模倣品を差し押さえることに積極的であるが、幾つ

かの都市では、警察が裁判所により発行された令状の取得にこだわる所もある。  

Q18 刑事訴訟において、摘発から第一審判決が出るまでの平均期間をお答えください。（可能であれば、分母を

10 件以上とした平均をお答えください。） 

A18 8～10 年。 

Q19 刑事訴訟において、摘発から最終判決が出るまでの上訴を含めた平均期間をお答えください。（可能であれ

ば、分母を 10 件以上とした平均をお答えください。） 

A19 12～14 年。 

Q20 累犯に対する制裁をお答えください。初犯より重い制裁が科せられますか。その場合は詳細をご教示ください。  

A20 商標法においては、累犯に対する厳罰が規定されており、自由刑は１年以上３年以下、罰金刑は 10万 INR
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（約 17万円）以上 20万 INR（約 34万円）が科されることとなるが、減刑が適用される場合もある。著作

権法、及び地理的表示法においても同様に、累犯は厳刑の対象となる（条件は商標の場合と同一）。 

  

 商標法 

 第 105 条 何人も第 103 条又は第 104 条違反により既に有罪の宣告を受けた者が前記違反で再度有罪

を宣告されたときは、再犯及び各累犯について、1 年以上、3 年以下の拘禁に処し、100,000INR 以上、

200,000INR 以下の罰金を併科する。 ただし、裁判所は、判決に記載すべき十分かつ特別の理由により、1

年未満の拘禁又は 100,000INR 未満の罰金に処することができる。 更にただし、本法施行前にされた有罪

宣告については、本条の適用上、これを認知しない。 

  

 著作権法 

 第 63A 条 第 63 条に基づく罪により既に有罪とされた者が再びかかる罪により有罪とされる場合には、2 回目

以降の罪については、1年以上 3年以下の禁錮及び 10万 INR以上 20万 INR以下の罰金に処する。ただ

し、侵害が取引又は事業の過程において営利のために行われたものでない場合には、裁判所は、判決において

言及する適切かつ特別な理由により、1 年未満の禁錮又は 10 万 INR 未満の罰金を科することができる。さら

に、本条において、1984 年著作権（修正）法（1984 年第 65 号）の施行前の起訴は考慮しないものとす

る。 

Q21 逮捕された侵害者の立場に応じて罰金額/刑期は科せられますか（小売業者、卸売業者、製造業者、輸入

業者、輸出業者 等）また侵害商品による健康リスク（有害物質 等）、押収量、押収物の価値なども考

慮されますか。 

A21 法規則上規定されているものではないが、裁判所は物品や役務の特性を考慮する。例えば、争点の物品が医

薬品や日用消費財である場合、裁判所は健康上のリスクを含む可能性があることから、事件についてより厳格

な見方をする傾向がある。 

Q22 刑事訴訟において罪状を認めた場合に一般的に受ける減刑の割合をお答えください。可能であれば、元の刑

罰に対する割合（％）についてお答えください。 

A22  裁判所は 50～75%の減刑を認める場合がある。 

Q23 可能であれば、完遂率と有罪判決率をお答えください。（正確な統計データがない場合は、推定であること

を明記した上で最良推定値をお答えください。） 

A23 有罪判決率は 80～90％と推定される。 

Q24 知的財産の権利者が刑事訴訟手続において負担しなければならない平均額をお答えください。弁護士費用、

倉庫費用、他。 私訴（代理人）と公訴（検察官）を識別してお答えください。 

A24 公訴の場合、検察官に関わる費用は州政府負担となる。弁護士費用は約 6,000 ドル（約 68万円）。 

Q25 貴国において、知的財産の刑事執行が普及している分野又は業界はありますか。（例: 衣料及びスペアパー

ツ等）可能であれば割合（％）でお答えください。 

A25 アパレル、靴、医薬品、アクセサリー、車両用部品、海賊版 CD。 
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知的財産権侵害件数（インド） 

知的財産の区分 2011 2012 2013 2014 2015 総計 

特許 
      

実用新案（ある場合)         
  

工業意匠（ある場合） 
    

   
 

商標 300 件 400 件 500 件 600 件 800 件 2,600 件 

著作権 90 件 100 件 100 件 150 件 200 件 640 件 

その他 2 件 2 件 5 件 7 件 10 件 26 件 

総計 392 件 502 件 605 件 757 件 1,010 件 3,266 件 

正確な統計の入手は不可能であるため、上記の数字は推定である。 
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India 

Q&A 

 

Q1 Is Criminal Enforcement available in your jurisdiction for:  

A1 (a) Patents There are no criminal remedies available for infringement of patents. However, the 

Indian Patent Act provides criminal remedy for the acts comprising contravening the secrecy 

provisions relating to certain inventions, falsification of entries in register, unauthorised claim 

of Patent right, wrongful use of words "Patent Office", refusal or failure to supply information 

to the Central Government/ Controller.  

(b) Utility Models N/A 

(c) Industrial Designs No 

(d) Trademarks Yes 

(e) Copyrights Yes 

(f) Other Rights Criminal enforcement is available for Geographical Indications. In relation to 

Trade Secrets, there is no enactment or policy framework. However, the trade secret related 

cases are protected under respective legislation including Criminal Procedure Code, Civil 

Procedure Code, Competition Act, 2002, Indian Contract Act, Indian Penal Code, Designs Act, 

Copyright Act. 

Q2 What Remedies are available in your jurisdiction for Criminal Enforcement?  

A2 The court can pass an order to search the premises of the accused, and seize counterfeit 

goods/services. The accused can be sentenced to imprisonment and/or fine if he is held guilty 

of the offence. 

Q3 To which agency can an IP owner submit complaints regarding IP infringement?  

A3 (a)Police Authorities Yes  

(b)Prosecutor Offices No  

(c)Criminal Courts Yes  

(d)Other None 

Q4 Can a Licensee submit complaints on behalf of the licensor（IP Owner）? Are there any 

requirements for doing so? 

A4 Yes, the Licensee submits complaint on behalf of the licensor. There should be specific clause 

in the License Agreement enabling the Licensee to file/submit complaints on behalf of the 

Licensor. 

Q5 According to relevant laws, who can prosecute a criminal action against an IPR infringer? 

A5 The IP owners and Police Authorities can file criminal action against the infringer. However, in 

respect of the criminal actions filed by the police, the brand owner is asked to join the 

proceedings to prove the case. In case the brand owner does not join the proceedings, the 

accused/infringer may be acquitted. 

The IP owner can initiate a criminal case in two ways:  



 

82 

(1) File informal/written complaint with the police and lodge an FIR (First information report) 

with the police. The police will investigate the case, make arrests, if required and file its report 

(charge sheet) at the court. A public prosecutor is then appointed to prosecute the case and 

lead evidence on behalf of the State. 

(2) The IP owner can file a private criminal compla int at the Magistrate’s court. In case the 

judge is convinced with the submissions, the police is directed to register First Information 

Report, investigate the matter and submit formal report. In a criminal case, the matter 

becomes ‘State’ case and further prosecution of the case will be led by police against the 

accused. 

Q6 If an IP Owner can file a criminal action and prosecute an infringer as well as a prosecutor, 

can a Licensee file a Criminal action on behalf of the licensor（IP Owner）? Are there any 

requirements for doing so? 

A6 Yes, the Licensee submits complaint on behalf of the licensor. There should be specific clause 

in the License Agreement enabling the Licensee to file/submit complaints on behalf of the 

Licensor. 

  

Q7 Can authorities (including administrative, judicial, and any others where applicable) file a 

Criminal action on ex officio basis? If so, please indicate the name(s) of such authorities.  

A7 Yes. 

Q8 Does the investigating (e.g. Police, etc) and prosecuting authorities have any specialized 

body in dealing with IP, including anti-piracy? 

A8 The complaint can be filed with the local Police in all the States of India. However, some states 

have constituted special cells to deal with commercial crimes and they take up IP cases as well. 

For e.g. Kolkata (in State of West Bengal) has a Special Enforcement Branch. Similarly Mumbai 

(Maharashtra) has a Crime Branch and Ludhiana (Punjab) has a Crime Investigation Unit. With 

the special cells, it becomes easier for IP owners to carry out raids against counterfeit goods as 

they have better understanding of the subject. 

Q9 Is there in your jurisdiction any Court with specialization in IP (or that had IP among its 

specialization) that also handles Criminal enforcement? Otherwise, is IP Criminal 

enforcement handled by regular Criminal Courts? 

A9 We do not have specialized IP Courts. The IP criminal enforcement cases are handled by 

regular criminal courts. Recently, commercial civil courts have been formed both at the district 

level as well High courts which will hear matters of commercial nature that includes IP civil 

cases. 

Q10 Can an administrative action (e.g. customs action) turn into a criminal action? If so, please 

describe the threshold/requirement for the action, such as amount of monetary values of 

seized goods, etc. 

A10 Yes. 



 

83 

Q11 In case an offender is a juristic person, is the director, manager, or any person responsible for 

the operation of such juristic person also liable to the penalty prescribed for such offence? 

Would the police normally arrest such person during a raid action?  

A11 In case an offender is a juristic person, the Director, manager or any person responsible for the 

operation of juristic entity is not personally liable to pay the penalty presecribed for such 

offence. However, the police normally arrest the Director or any other person resp onsible for 

managing the affairs of the company in case counterfeit products are seized by the police 

during raid action. 

Q12 How do the courts in Criminal enforcement deal with evidence? Do the Parties have the 

burden of assisting authorities (e.g. public prosecutor, police) in producing them? 

A12 In criminal case, the matter becomes ‘State’ case and prosecution of the criminal case is led by 

police against the accused. At the evidence stage, the complainant is asked to appear as a 

witness to record his statement, produce relevant documents to prove the case and make 

himself available for cross examination. Similarly the accused is examined and cross examined 

by the police. The police may also summon the persons that have signed as witness, the FIR to 

confirm and verify the facts. If the complaint is supported by a report from Qulaity Control 

(QC) lab of the company analyzing the counterfeit goods, the QC person signing the report has 

to appear to verify the reports and may be cross examined by the accused.  

  

Q13 What is the minimum and maximum sentence provided? 

A13 The Trademarks Act, 1999 enumerates numerous offences such as:  

1. Falsifying and falsely applying a trademark or deceptively similar mark to goods / services 

or any package containing the goods. 

2. Making or possessing instruments for falsifying trademarks  

3. Applying false trade description to goods or services 

4. Applying false indication of country of origin, name or address of the manufacturer etc.  

5. Tampers, alters or effaces indication of origin of goods 

6. sells, lets for hire, exposes for sale, or hires or has in his possession for sale, goods or 

services to which false trademark or false trade description is applied 

7. Falsely representing a trademark as registered 

8. Improperly describing a place of business connected with the Trademarks Office 

9. Falsification of entries in the register 

The punishment prescribed for the aforesaid offences (under serial no. 1 -6) is minimum of 6 

months to 3 years and fine of INR 50,000 (US$ 734) which may extend up to INR two lakhs 

(US$ 2936). However the court for adequate and special reasons in writing may impose lesser 

punishment. In relation to serial no. 7, the offence is punishable with imprisonment up to 3 

years or with fine or both. In relation to serial no. 8 and 9, the offence is punishable with 

imprisonment up to 2 years or fine or both.  
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Copyright: The offences are punishable with imprisonment ranging from 7 days to 3 years  and 

with fine ranging from INR fifty thousand (US$ 734) up to INR two lakhs (US$ 2,936). However 

the court for adequate and special reasons in writing may impose lesser punishment.   

 

Geographical Indications: 

The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 enumerates 

numerous offences such as: 

1. Falsifying and falsely applying a GI or deceptively similar GI to goods or any package 

containing the goods. 

2. Making or possessing instruments for falsifying GI  

3. Applying false indication of country of origin, name or address of the manufacturer etc.  

4. Tampers, alters or efficacies an indication of origin of goods  

5. Sells or lets for hire or exposes for sale or hires or has in his possession for sale, goods to 

which false geographical indication is applied  

6. Falsely represents a geographical indication as registered  

7. Improperly describes a place of business as connected with the GI registry  

8. Falsification of entries in the register  

The punishment prescribed for the aforesaid offences (S. no. 1-5) varies from six months to 

three years imprisonment and fine ranging from Rupees fifty  thousand (US$ 734) up to Rupees 

two lakhs (US$ 2936). However the court for adequate and special reasons in writing may 

impose lesser punishment. In relation to S. no. 6, the offence is punishable with imprisonment 

up to three years or with fine or both. In relation to S. no. 7 and 8 the offence is punishable 

with imprisonment up to two years or fine or both.  

Q14 What is the average imprisonment time issued during criminal enforcement? (If possible, 

generate this average based on 10+ cases) 

A14 1 -1.5 years. 

Application of suspension is a case by case situation, and fully depends on consideration of the 

judge. 

Q15 What is the minimum and maximum penalty provided? 

A15 Trademark: 

The fine prescribed for the offences (under serial no. 1-6) is minumum of INR 50,000 (US$ 782) 

which may extend up to INR two lakhs (US$ 3,126). However the court for adequate and 

special reasons in writing may impose lesser punishment. In relation to serial no. 7, the 

offence is punishable with imprisonment up to three years or  with fine or both. In relation to 

serial no. 8 and 9, the offence is punishable with imprisonment up to two years or fine or both.  

  

Copyright: 

The fine under the Copyright Act ranges from INR fifty thousand (US$ 734) up to INR two lakhs 

(US$ 2,936). However the court for adequate and special reasons in writing may impose lesser 
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punishment.  

  

Geographical Indication: 

The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 enumerates 

numerous offences such as: 

1. Falsifying and falsely applying a GI or deceptively similar GI to goods or any package 

containing the goods. 

2. Making or possessing instruments for falsifying GI  

3. Applying false indication of country of origin, name or address of the manufacturer etc.  

4. Tampers, alters or efficacies an indication of origin of goods  

5. Sells or lets for hire or exposes for sale or hires or has in his possession for sale, goods to 

which false geographical indication is applied  

6. Falsely represents a geographical indication as registered  

7. Improperly describes a place of business as connected with the GI registry  

8. Falsification of entries in the register  

The fine prescribed for the aforesaid offences (S. no. 1-5) ranges from INR 50,000 (US$ 734) to 

INR two lakhs (US$ 2,936). However the court for adequate and special reasons in writing may 

impose lesser punishment. In relation to S. no. 6, the offence is punishable with imprisonment 

up to three years or with fine or both. In relation to S. no. 7 and 8 the offence is punishable 

with imprisonment up to two years or fine or both. 

Q16 What is the average of the amount of issued penalties in criminal Enforcement? (If possible, 

generate this average based on 10+ cases) 

A16 INR 1 lakhs (US$ 1,470) 

Q17 Is it possible to obtain Search or Seizure warrant as a preliminary proceeding? Who will issue 

such warrant? 

A17 Generally, the police are willing to act on the complaint and carry out raid to enter the 

premises of the accused and seize counterfeit goods. However, in some cities, the police insists 

on obtaining the warrant issued by the court/court order (prior to conducting the criminal 

raid) to enable the police to enter the premises of the accused, break open the locks if the 

premises are locked, seize counterfeit goods to investigate the matter.  

Q18 What is the average time that a criminal enforcement case lasts from the seizure/raid action 

to a final decision in first instance? (If possible, generate this average based on 10+ cases)  

A18 8-10 years 

Q19 What is the average time that a criminal enforcement case lasts from the seizure/raid action 

to a final and non-appealable decision, including appeals? (If possible, generate this average 

based on 10+ cases) 

A19 12 to 14 years 
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Q20 What are the penalties against repeating offenders? Are they higher than the penal ties 

which are imposed on first time offenders? If so, please provide details  

A20 The Trademarks Act prescribes for enhanced penalty for second or subsequent conviction.  

The term of imprisonment in such cases shall be a minimum of one year and maximum of 

three years and fine ranging from INR one lakh (US$ 1,468) to INR two lakhs (US$ 2,936). 

However the court for adequate and special reasons in writing may impose lesser pu nishment.                                                                                                                            

The Copyright Act prescribes for enhanced penalty for second or subsequent conviction. The 

imprisonment in such cases shall be a minimum of one year but it may extend up to three 

years and fine ranging from INR one lakh (US$ 1,468) up to INR two lakhs (US$ 2,936). The 

court has discretionary power to impose a lesser punishment subject to recording of adequate 

and special reasons in the judgement.                                                                                                      

The Geographical Indications Act prescribes for enhanced penalty for second or subsequent 

conviction. The imprisonment in such cases shall be a minimum of one year, but it may extend 

up to three years and minimum fine of INR one lakh (US$ 1,468) which may extend up to INR 

two lakhs (US$ 2,936). The court has discretionary power to impose a lesser punishment 

subject to recording of adequate and special reasons in the judgement.  

Q21 Are fines and imprisonments based on the activity of the arrested counterfeiter (e.g. retailer, 

wholesaler, manufacturer, importer, exporter)? Or other factors such as the health risk 

factors resulting from the infringing goods (e.g hazardous substances etc), the volume of 

seized goods, or the value of seized goods? 

A21 There is no classification in the law for awarding sentence, penalty on the basis of activity 

carried out by the arrested counterfeiter. However the Court takes into account the nature of 

goods/ services in which the accused was dealing. For instance, the Court is likley to adopt a 

stricter view at the time of awarding punishment in cases where the goods involved are 

pharmaceutical, FMCG products etc. as they are likely to have direct impact on health of the 

individuals 

Q22 What is the reduction anyone is likely to receive on a sentence in a criminal matter for 

entering a plea of guilty? Please use % if possible  

A22 The Court may reduce the sentence by 50% -75% of the punishment prescribed for the offence. 

Q23 If available, please provide us with a completion and conviction rate (in the absence of 

precise statistics, we invite you to present us with your best estimate indicating that it is an  

estimate). 

A23 In the present scenario, 80 to 90% of the criminal cases result in acquittal. This is an estimate 

as precise statistics are not available.  

Q24 What is the average cost that an IP owner has to incur in order to proceed with Criminal 

Enforcement? If available, breakdowns such as attorney fee, storage fee and others (say, 

bond or security), where appropriate, is appreciated. Please distinguish between private 

prosecution (attorney) and public prosecution (public prosecutor).  
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A24 Considering criminal case is a crime against the State, the fee of public prosecutor is borne by 

the State. The attorney fee for preparing, filing the criminal complaint, coordinating with the 

police agencies for the raid and appearing in the court for recording of evidence and cross 

examination by opposite counsel is US$ 6,000 (approx.) 

Q25 Are there any areas/industries where IP Criminal Enforcement is particularly common in your 

jurisdiction (e.g. apparel or spare parts)? Please use % if possible.  

A25 The IP Criminal Enforcement is common in apparel, footwear, phamaceutical products, fashion 

accessories, automobile parts and pirated CDs.  

  



 14ヵ国 比較対照表

No. アラブ首長国連邦（AE） 中国（CN） エジプト（EG） フランス（FR） インドネシア（ID） インド（IN） イラン（IR）

　(a)特許 ○ ○ ○ ○ ○ × ○

　(b)実用新案(ある場合) ○ ○ ○ × ○ ×(制度無) ○

　(c)工業意匠(ある場合) ○ ○ ○ ○ ○ × ○

　(d)商標 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　(e)著作権 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×(保護されない)

　(f)その他(例: 詐称通用、営業秘密、

等)

○

(営業秘密、守秘情報)

○

(営業秘密)

○

(営業秘密、詐称通用)

○

(営業秘密、著作隣接権、新植物品種、

データベース著作権)

○

(営業秘密、集計回路のレイアウト設計)

○

(営業秘密、地理的表示)

○

(詐称通用)

2 自由刑及び罰金刑
自由刑及び罰金刑

押収及び破棄処分

自由刑及び罰金刑

押収

営業停止

自由刑及び罰金刑

押収及び破棄処分

自由刑及び罰金刑

押収及び破棄処分

自由刑及び罰金刑

押収

自由刑及び罰金刑

押収

警察当局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

検察当局 ○ ○ ○ ○ × × ○

刑事裁判所 × ○ ○ ○ × ○ ×

その他 無 無 無
有

(調査担当判事)

有

(知的財産局の文民捜査官)
無 無

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 検察官
最高人民検察

権利者

検察

権利者(専用実施権者)

権利者(専用実施権者)

検察官

税関当局

検察官
権利者

警察当局
検察官

6 × ○ × ○ × ○ ○

7 ○ ○ × ○ × ○ ×

8 ○ ○ ○ × × × ×

9 刑事裁判所
刑事裁判所

知的財産裁判所※一部地域
経済裁判所 刑事裁判所 地方裁判所 刑事裁判所

検察により指定されるテヘランの特定裁判

所(刑事裁判所第2裁判部がこれに相当)

10 ○ ○ ○ ○ × ○ ×

刑事責任 有 有 有 有 有 無 有

逮捕 対象となり得る 対象となり得る 不明 対象となり得る 対象となり得る 対象となり得る 対象となり得る

12 無 有 有 無 無 無 有

(a)特許 最短：3ヶ月　最長：2年 最短：1ヶ月　最長：3年 最短は規定なし　　最長：7年 最短は規定なし　最長：10年 規定なし 最短：91日　最長：6ヶ月

(b)実用新案(ある場合) 最短：3ヶ月　最長：2年 最短：1ヶ月　最長：3年 規定なし 最短は規定なし　最長：2年 規定なし 最短：91日　最長：6ヶ月

(c)工業意匠(ある場合) 最短：3ヶ月　最長：2年 最短：1ヶ月　最長：3年 最短は規定なし　最長：7年 最短は規定なし　最長：10年 規定なし 最短：91日　最長：6ヶ月

(d)商標 自由刑2年 最短：1ヶ月　最長：7年 最短：2ヶ月　再犯も同一 最短は規定なし　最長：7年 最短は規定なし　最長：10年 最短：6ヶ月　最長：3年 最短：91日　最長：6ヶ月

(e)著作権 最短：2ヶ月 最短：1ヶ月　最長：7年 罰金刑のみ 最短は規定なし　最長：7年 最短は規定なし　最長：10年 最短：7日　　最長：3年 規定なし

(f)その他(例: 詐称通用、営業秘密、等) 最短：3ヶ月　最長：2年
営業秘密

最短：1ヶ月　最長：7年
回答なし 最短は規定なし　最長：7年

地理的表示：4年

集積回路レイアウト：1年

地理的表示

最短：6ヶ月　最長：3年
最短：91日　最長：6ヶ月

平均刑期 ほとんどない 1年11ヶ月 6ヶ月 2.8ヶ月

商標：12ヶ月

意匠：6.6ヶ月

著作権：8.3ヶ月

1～1年半 不明

執行猶予の適用
○

担当判事の裁量

○

担当判事の裁量

○

担当判事の裁量

○

ほとんどの判決において適用

△

執行猶予の適用率は相対的に低い。

○

担当判事の裁量

○

担当判事の裁量

質問事項

1 産業財産権に対する有効な刑事執行

刑事的制裁

※自由刑（本調査においては、懲役・禁錮等を自由刑として記載）

3 権利者が告訴できる機関

11

違反者が法人である場合、取締役、部

長、及び経営責任者にも刑事責任はあ

るか。警察は通常このような人々をレ

イド(摘発)の際に逮捕するか。

13 刑期の最短・最長期間

14 刑事執行における平均刑期

初犯は罰金刑のみ

再犯時のみ2年以下

実施権者(ライセンシー)が権利者に代わって告訴できるか。

権利者が、検察官と同様、刑事訴訟を提起する当事者になる場合、

実施権者(ライセンシー)が権利者に代わって刑事訴訟を起こす事は可能か？

行政手続(例：税関による手続)が刑事訴追に発展することは可能か。

当事者には関連当局(検察官、警察 等)に対して立証責任はあるか。

起訴権を有している者

当局(行政当局または司法機関等)が職権により刑事訴訟を起こす事は可能か

捜査(例: 警察等)と検察当局は、著作権侵害対策を含む知的財産関連の特殊機関を

設けているか？

刑事執行はどの裁判所で行われるのか？



 14ヵ国 比較対照表

No. アラブ首長国連邦（AE） 中国（CN） エジプト（EG） フランス（FR） インドネシア（ID） インド（IN） イラン（IR）質問事項

(a)特許
最低額：約16万円

最高額：約310万円

最低額：約12万円

最高額：約120万円

最低額の規定なし

最高額：約3,500万円
規定なし

(b)実用新案(ある場合)
最低額：約16万円

最高額：約310万円

最低額：約12万円

最高額：約120万円

最低額の規定なし

最高額：約500万円
規定なし

(c)工業意匠(ある場合)
最低額：約16万円

最高額：約310万円

最低額：約24万円

最高額：約120万円

最低額の規定なし

最高額：約300万円
規定なし

(d)商標 最高額：約775万円
最低額：約3万円

最高額：約30万円

最低額の規定なし

最高額：約5千万円

最低額：約9万円

最高額：約34万円

(e)著作権
最低額：約31万円

最高額：約155万円

最低額：約6千円

最高額：約12万円

著作権：最低額の規定なし

　　　　最高額：約4千万円

最低額：約9万円

最高額：約34万円

(f)その他(例: 詐称通用、営業秘密、等)
ノウハウ：最低額：約16万円

　　　　　最高額：約310万円
回答なし

地理的表示：最高額 約2千万円

集積回路レイアウト：最高額 約300万円

最低額：約9万円

最高額：約34万円

16 刑事執行における平均罰金額 平均罰金額 約16～31万円 約125万円 約6万円 約21万円

商標：約6万円

意匠：約51万円

著作権：約42万円

約17万円 約1～12万円

17 検察 公安当局 裁判所判事 裁判所判事 裁判所判事 裁判所 検察

18 12～18ヶ月 通常は6～12ヶ月 12～18ヶ月 約37ヶ月 1年7ヶ月程度 8～10年 6～12ヶ月

19 18～36ヶ月 9ヶ月～19ヶ月程度 24～36ヶ月 5～6年 3年9ヶ月程度 12～14年 18～24ヶ月

20 科せられる 科せられる 科せられる 科せられる 不明 科せられる 科せられる

21 考慮される 考慮される 考慮される 考慮される 考慮される 考慮される 考慮される

22 全ては担当判事の裁量による。 減刑され得る
自由刑についての減刑され得る

侵害品の押収や罰金刑は減刑の対象外
減刑され得る 減刑の割合については有用な情報ない 減刑され得る。50～75％ 減刑され得る

有罪判決率 95％以上 約90％ 約65％ 約44% 約80～90％ 約90％

完遂率 不明 不明 不明 不明 不明 不明

24 約250万円 約800万円 約100万円 約60～600万円 約170万～230万円 約70万円 約200万円～

25 全般
日用消費財、電子工学製品、高級品、ス

ポーツ用品等。

実務経験上、アパレル(40％)、各種部品

(20％)、電子機器(20％)、その他(20％)

と推定。

ファッション及び貴金属類、携帯電話、セ

ルフケア製品。

医薬品、機械、服飾、ソフトウェア、音

楽、映画、書籍

アパレル、靴、医薬品、アクセサリー、車

両用部品、海賊版CD。

主に服飾、各種部品、化粧品、靴、台所用

品等。

23 完遂率と有罪判決率

15 罰金の最低額と最高額
最低額の規定なし

最高額：約4億6千万円

知的財産の刑事執行が普及している分野又は業界は(例:　衣料及びスペアパーツ

等)

刑事訴訟において罪状を認めた場合に一般的に受ける減刑の割合

累犯に対する制裁について、初犯より重い制裁が科せられるか

逮捕された侵害者の立場を考慮して罰金額・刑期は科せられるか？また侵害商品

による健康リスク(有害物質　等)、押収量、押収物の価値なども考慮されるか？

知的財産の権利者が刑事訴訟手続において負担しなければならない平均額

（裁判所費用、弁護士費用、倉庫費用等を含む）

刑事訴訟において、摘発から第一審判決が出るまでの平均期間

刑事訴訟において、摘発から最終判決が出るまでの上訴を含めた平均期間

最低額：約2万円

最高額：違法収益の100％から500％、あ

るいは違法営業売上の50％から100％

最低額：約4万円

最高額：約20万円

公表されているデータはなく、

推定も難しい。

事前の手続きとして捜索・差押許可状(捜査令状)の発行権限者は誰か？



 14ヵ国 比較対照表

No.

　(a)特許

　(b)実用新案(ある場合)

　(c)工業意匠(ある場合)

　(d)商標

　(e)著作権

　(f)その他(例: 詐称通用、営業秘密、

等)

2

警察当局

検察当局

刑事裁判所

その他

4

5

6

7

8

9

10

刑事責任

逮捕

12

(a)特許

(b)実用新案(ある場合)

(c)工業意匠(ある場合)

(d)商標

(e)著作権

(f)その他(例: 詐称通用、営業秘密、等)

平均刑期

執行猶予の適用

質問事項

1 産業財産権に対する有効な刑事執行

刑事的制裁

※自由刑（本調査においては、懲役・禁錮等を自由刑として記載）

3 権利者が告訴できる機関

11

違反者が法人である場合、取締役、部

長、及び経営責任者にも刑事責任はあ

るか。警察は通常このような人々をレ

イド(摘発)の際に逮捕するか。

13 刑期の最短・最長期間

14 刑事執行における平均刑期

実施権者(ライセンシー)が権利者に代わって告訴できるか。

権利者が、検察官と同様、刑事訴訟を提起する当事者になる場合、

実施権者(ライセンシー)が権利者に代わって刑事訴訟を起こす事は可能か？

行政手続(例：税関による手続)が刑事訴追に発展することは可能か。

当事者には関連当局(検察官、警察 等)に対して立証責任はあるか。

起訴権を有している者

当局(行政当局または司法機関等)が職権により刑事訴訟を起こす事は可能か

捜査(例: 警察等)と検察当局は、著作権侵害対策を含む知的財産関連の特殊機関を

設けているか？

刑事執行はどの裁判所で行われるのか？

日本（JP） フィリピン（PH） ロシア（RU） サウジアラビア（SA） タイ（TH） アメリカ合衆国（US） ベトナム（VN）

○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ×(制度無) ○ ×(制度無) ×(制度無)

○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

(混同惹起行為、著名表示冒用行為、

営業秘密に関する不正行為等)

○

(不正競争、詐称通用、営業秘密、原産地

偽装、虚偽表示)

○

(営業秘密)
×

○

(営業秘密、詐称通用、その他、刑法に規

定される商取引上の違反行為)

○

(営業秘密、詐称通用)
×

自由刑及び罰金刑

押収
自由刑及び罰金刑

自由刑及び罰金刑

強制労働
自由刑及び罰金刑

自由刑及び罰金刑

押収及び破棄処分

自由刑及び罰金刑

押収及び返還処分

自由刑及び罰金刑

押収及び破棄処分

営業許可証の剥奪

営業停止

再教育、更生活動等。

○

(ただし、司法警察員に限る)
○ ○ × ○ × ○

○ ○ ○ × × ○ ×

× × × × × × ×

無 無
連邦公正取引委員会、連邦税関、

知的財産局

商標　　　　ACFD

特許・意匠　特許紛争委員会

著作権　　　著作権委員会

無 無 無

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

検察官 検察官
検察、調査員、

糾問機関、裁判所判事

特許、意匠:特許紛争委員会

著作権：著作権委員会

商標：ACFD

検察官

権利者

検察

公的行政機関
検察官

× × × ○ ○ × ×

○ ○ × ○ ○ ○ ○

× ○ × × ○ ○ ×

刑事裁判所 商務裁判所 刑事裁判所 刑事裁判所 中央知的財産・国際貿易裁判所 連邦地方裁判所 刑事裁判所

○ × ○ ○ ○ ○ ○

有 有 有 有 有 有 有

対象となり得る 無 対象となり得る 対象となり得る 対象となり得る 対象となり得る 無

有 有 有 無 有 有 有

最短：1年　最長：10年 最短：6ヶ月　最長：3年 最短：6ヶ月　最高：6年 規定なし 最短は規定なし　最長：2年 最短は規定なし　最長：終身刑 規定なし

最短：1年　最長：10年 最短：6ヶ月　最長：3年 最短：6ヶ月　最高：6年 規定なし 最短は規定なし　最長：2年 規定なし 規定なし

最短：1年　最長：10年 最短：6ヶ月　最長：3年 最短：6ヶ月　最高：6年 規定なし 最短は規定なし　最長：2年 最短は規定なし　最長：終身刑 規定なし

最短：1年　最長：10年 最短：2年　　最長：5年 最短：6ヶ月　最高：6年 最短：1ヶ月　最長：3年 最短は規定なし　最長：4年 最短は規定なし　最長：終身刑 最短は規定なし　最長：終身刑/死刑

最短：1年　最長：10年 最短：1年　　最長：9年 回答なし 回答なし 最短：3ヶ月　　最長：4年 最短：1年　　　最長：10年 最短は規定なし　最長：終身刑/死刑

不正競争防止法

最長：10年

営業秘密：最短：6ヶ月＋1日

　　　　　最高：1年8ヶ月＋20日
回答なし 無

営業秘密：最短は規定なし

　　　　　最長：2年
最短は規定なし　最長：15年 無

商標法：1年8ヶ月

著作権法：1年1ヶ月

不正競争防止法：2年3ヶ月

商標及び不正競争：2年

著作権：2年半
1年半 ほとんどない 6ヶ月以下 著作権／商標侵害の場合 21ヶ月程度 3ヶ月～6ヶ月

○

裁判所が個別に判断

○

担当判事の裁量

○

担当判事の裁量

○

担当判事の裁量

○

担当判事の裁量

○

担当判事の裁量

○

担当判事の裁量



 14ヵ国 比較対照表

No. 質問事項

(a)特許

(b)実用新案(ある場合)

(c)工業意匠(ある場合)

(d)商標

(e)著作権

(f)その他(例: 詐称通用、営業秘密、等)

16 刑事執行における平均罰金額 平均罰金額

17

18

19

20

21

22

有罪判決率

完遂率

24

25

23 完遂率と有罪判決率

15 罰金の最低額と最高額

知的財産の刑事執行が普及している分野又は業界は(例:　衣料及びスペアパーツ

等)

刑事訴訟において罪状を認めた場合に一般的に受ける減刑の割合

累犯に対する制裁について、初犯より重い制裁が科せられるか

逮捕された侵害者の立場を考慮して罰金額・刑期は科せられるか？また侵害商品

による健康リスク(有害物質　等)、押収量、押収物の価値なども考慮されるか？

知的財産の権利者が刑事訴訟手続において負担しなければならない平均額

（裁判所費用、弁護士費用、倉庫費用等を含む）

刑事訴訟において、摘発から第一審判決が出るまでの平均期間

刑事訴訟において、摘発から最終判決が出るまでの上訴を含めた平均期間

事前の手続きとして捜索・差押許可状(捜査令状)の発行権限者は誰か？

日本（JP） フィリピン（PH） ロシア（RU） サウジアラビア（SA） タイ（TH） アメリカ合衆国（US） ベトナム（VN）

最低額：1万円

最高額：1千万円(個人)、3億円(法人)

最低額：約23万円

最高額：約69万円
最高額：約57万円 最高額：約600万円

最低額の規定なし

最高額：約125万円

最低額の規定なし

最高額：約34億円以下

最低額：1万円

最高額：500万円(個人)、3億円(法人)

最低額：約23万円

最高額：約69万円
最高額：約57万円 規定なし

最低額の規定なし

最高額：約125万円
規定なし

最低額：1万円

最高額：1千万(個人)、3億円(法人)

最低額：約23万円

最高額：約69万円
最高額：約57万円 最高額：約600万円

最低額の規定なし

最高額：約125万円

最低額の規定なし

最高額：約34億円以下

最低額：1万円

最高額：1千万(個人)、3億円(法人)

最低額：約12万円

最高額：約46万円

最低額：約19万円

最高額：約190万円

最低額：約15万円

最高額：約3千万円

最低額の規定なし

最高額：約125万円

最低額の規定なし

最高額：約34億円以下

最低額：1万円

最高額：1千万(個人)、3億円(法人)

最低額：約2万円

最高額：約345万円
回答なし 最高額：約1500万円

最低額：約3万円

最高額：約250万円

最低：損失の2倍以上

最高額：約17億円

不正競争防止法

最低額1万円

最高額3千万円(個人)、10億円(法人)

不正競争：最低額　約12万円

　　　　　最高額　約46万円

営業秘密：最低額　約1200円

回答なし 規定なし

営業秘密

最低額の規定なし

最高額：約62万円

営業秘密

最低額の規定なし

最高額：約5億7千万円

意匠：20万円

商標：152万円

著作権：33万円

不正競争防止：135万円

商標及び不正競争：約17万円

著作権：約23万円
約10万円 約150～600万円 約3万円

著作権あるいは商標侵害

約1,230万円
約25～50万円

裁判官 管轄裁判所／商務裁判所 裁判所 裁判所、商業詐欺防止部(ACFD) 裁判所 連邦地方裁判所

1)人民検察院

2)裁判所

3)警察（人民検察院の承認要）

3ヶ月 約3年 約1年 14～18ヶ月 約10ヶ月程度 約10.6ヶ月程度 8～12ヶ月

16.4ヶ月 約9年 1年半～2年 18～28ヶ月 約4～5年 約3年半から4年 18～24ヶ月

科せられる 科せられる 科せられる 理論上、科せられる。 科せられる 科せられる 科せられる

考慮される 考慮される 考慮される 考慮される 考慮される 考慮される 考慮される

減刑され得る 減刑され得る 減刑され得る 不明 減刑され得る 減刑され得る 約35％程度 減刑され得る

ほぼ100% 約30～40％ 約60～70％。 不明 約90% 約3.5％

不明 ほとんどの事件は終審に至らない 不明 約80～90％ 不明 不明

不明 約600万円 約230万円～1200万円 約170～280万円 約180万円 不明 不明

バッグ・衣服、映画DVDやソフトウェア

等

アパレル(50％)、化粧品(15％)、食品・

医薬品(15％)、車両用パーツ・付属品

(10％)、書籍やDVD等(10％)。

アルコール飲料、医薬品、タバコ、自動車

部品、ソフトウェア、香水、ファッショ

ン、日用化学品、食品等。

特定は難しい。
服飾、アクセサリー、スペアパーツ及び海

賊版ＣＤ

玩具、デザイナータグ・ラベル類、コン

ピュータ付属品、DVD、ハンドバッグ及

び財布、医薬品、化粧品、時計、貴金属、

靴、電子製品、アパレル等。数量ではアパ

レルが(全体の28％)、金銭的価値では時

計及び貴金属(総額の31％)

車両用部品、ファッション、食品、電気製

品等。

最低額：約25万円

最高額：約250万円

公表されているデータはなく、

推定も難しい。



 14ヵ国 刑事事件 統計資料

国

(件数順
知的財産の区分 2011 2012 2013 2014 2015 総計 備考

(a)特許 - - - - - -

(b)実用新案（ある場合) - - - - - -

(c)工業意匠(ある場合） - - - - - -

(d)商標 約250件 約250件 約250件 約300件 約300件 約1350件

(e)著作権 - - - - - -

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等) - - - - - -

総計 約250件 約250件 約250件 約300件 約300件 約1350件

(a)特許 1件 63件 1件 1件 1件 67件

(b)実用新案（ある場合) - - - - - -

(c)工業意匠(ある場合） - - - - - -

(d)商標 2,293件 4,533件 3,392件 4,331件 4,280件 18,829件

(e)著作権 624件 3,045件 1,514件 734件 528件 6,445件

(f)その他（営業秘密のみ) 49件 43件 50件 37件 47件 226件

総計 2,967件 7,684件 4,957件 5,103件 4,856件 25,567件

(a)特許

(b)実用新案（ある場合)

(c)工業意匠(ある場合）

(d)商標

(e)著作権

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等)

総計

(a)特許

(b)実用新案（ある場合)

(c)工業意匠(ある場合）

(d)商標

(e)著作権

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等)

総計

(a)特許 0 0 0 0 0 0

(b)実用新案（ある場合) 0 0 0 0 0 0

(c)工業意匠(ある場合） 0 1件 2件 1件 1件 5件

(d)商標 5件 7件 7件 9件 3件 31件

(e)著作権 2件 3件 6件 3件 1件 15件

(f)その他（営業秘密のみ) 0 0 0 0 0 0

総計 7件 11 15 13件 5件 51件

(a)特許 - - - - - -

(b)実用新案（ある場合) - - - - - -

(c)工業意匠(ある場合） - - - - - -

(d)商標 300件 400件 500件 600件 800件 2,600件

(e)著作権 90件 100件 100件 150件 200件 640件

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等) 2件 2件 5件 7件 10件 26件

総計 392件 502件 605件 757件 1,010件 3,266件

(a)特許

(b)実用新案（ある場合)

(c)工業意匠(ある場合）

(d)商標

(e)著作権

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等)

総計

(a)特許

(b)実用新案（ある場合)

(c)工業意匠(ある場合）

(d)商標 92件 80件 65件 82件 81件 400件

(e)著作権 79件 86件 53件 76件 48件 342件

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等) 不明 不明 不明 多くとも5件** 多くとも11件**多くとも12件**

総計 171件 166件 118件 163件 140件 754件

(a)特許 - - - - - -

(b)実用新案（ある場合) - - - - - -

(c)工業意匠(ある場合） - - - - - -

(d)商標 69件 56件 43件 38件 43件 249件

(e)著作権 - 1件 1件 1件 1件 4件

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等) - - - - - -

総計 69件 57件 44件 39件 44件 253件

(a)特許

(b)実用新案（ある場合)

(c)工業意匠(ある場合）

(d)商標 125件 95件 114件 152件 174件 660件

(e)著作権 2,336件 1,325件 1,071件 808件 820件 6,360件

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等) - - - - - -

総計 2,461件 1,421件 1,186件 963件 996件 7,027件

(a)特許

(b)実用新案（ある場合)

(c)工業意匠(ある場合）

(d)商標

(e)著作権

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等)

総計

(a)特許 16件 13件 12件 31件 12件 84件

(b)実用新案（ある場合) 0*

(c)工業意匠(ある場合） 0*

(d)商標 3,511件 4,144件 4,198件 4,150件 3,688件 1,9691件

(e)著作権 1,214件 1,181件 1,002件 894件 854件 5,145件

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等) 1件 4件 2件 2件 3件 12件

総計 4,742件 5,342件 5,214件 5,077件 4,557件 24,932件

(a)特許

(b)実用新案（ある場合)

(c)工業意匠(ある場合）

(d)商標、著作権 188件 170件 170件 146件 95件 769件

(e)偽造 475件 547件 401件 478件 363件 2,264件

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等) 8件 8件 8件 10件 10件 44件

総計 671件 725件 579件 634件 468件 3,077件

(a)特許 0 0 0 0 0 0

(b)実用新案（ある場合) 0 0 0 0 0 0

(c)工業意匠(ある場合） 0 0 0 0 0 0

(d)商標 100件* 276件 560件 665件 631件 2,232件

(e)著作権 0* 0* 0* 0* 0* 0*

(f)その他（例　詐称通用、営業秘密、等) 0 0 0 0 0 0

総計 100件* 276件 560件 665件 631件 2,232件

0* 0*

数字はメトロマニラにおける全12箇所の地

区裁判所に照会し、内５箇所より受けた回

答を集計したものであり、正確な統計デー

タはない。

商標について有用な情報はなく、推定不可

能。担当事務所が2000年以降現在迄に関与

した刑事事件は４件。その他については担

当事務所が知り得る範囲では、刑事事件は

存在しない。

*推定

**警察の検挙数から推定

-

0* 0*0*

数字は最高裁判所ウェブサイトを通じて確

認可能な判決情報に基づくものであり、全

ての判決が網羅されていない

正確な統計は入手不可能なため、件数は推

定である。

有用な統計データはない。内務省担当官を

通じて得られた非公式情報によると、現在

迄に取り扱われた刑事事件の件数は①商標

関連141件、②原産地・出所表示関連

2,262件、著作権関連289件（著作権侵害

による押収品総数は29,315点）。

*特許に含まれる

*推定

2010-2016の年間平均件数8.6件による推

定

2013年分は推測値

関連する裁判所判決より同様の統計情報を

入手することは非常に困難である。

564件 3,310件

商標を除き、担当現地事務所が知り得る範

囲では、該当する刑事事件はない。

種別毎の件数統計は入手不可能。上記は司

法省公表による全種別対象の件数。

ベトナム

(7)

エジプト

(9)

インド

(5)

7件0 1件 1件 3件 2件

660件 730件

0*

-

-

741件 615件

UAE

(8)

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ

米国

(6)

フランス

(4)

イラン

フィリピ

ン

(11)

ロシア

(3)

日本

(10)

中国

(1)

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

(12)

タイ

(2)



各国別 ケースリスト

国コード 国名 押収数量 区分 累犯 事件番号 判決日 権利者 侵害者

CC Country
Total costs in criminal

proceedings
費用（円換算）

The amount of seized

goods
Estimate Value 推定価値（円換算） The amount of fines 罰金額（円換算） Sentence 刑期集計日数 IP Type Repeated offense Case Code Decision date Right Holder Infringer

費用 推定価値 罰金額 刑期

IN India N/A N/A

358 CDs of various

Tamil films, Samsung

Writers, Monitor,

Mouse, CPU and

Speakers, of Tamil

films

As this data is not

publicly available,

we have not filled

the column for the

cases entered in this

sheet

N/A
Rupees 10,000 (US$

146)
¥16,790  6 months 180 Copyright None C.C. No. 84 of 2006 2007/4/13 N/A Nethaji and Others

IN India N/A N/A

776 DVDs of various

Hindi movies; 411

DVDs of various

English movies; 1220

VCDs of various Hindi

films and songs; 900

MP3 audio CDs and

174 pornographic

DVDs/VCDs were

seized by the police

N/A N/A

Rupees 50,000 (US$

734) each for 2

accused persons

¥200,000 6 months each for 2 accused 180 Copyright None FIR NO. 500/07 2009/5/26
case was filed suo moto by

police
Amit Kumar

IN India N/A N/A

 935 pirated audio

cassettes of different

Hindi movies, audio

recording machine

N/A N/A
Rupees 50,000 (US$

734)
¥94,410

simple imprisonment  for six

months and fine of Rs.50,000/-

under section 63, simple

imprisonment for three months

and fine of Rs.5,000/- for offence

under section 65 of Copyright Act

and simple imprisonment for two

months and fine of Rs.5,000/- for

offence under section 68 A of

Copyright Act.  All the sentence

shall run concurrently.

180 Copyright None FIR NO. 942/07 2009/5/27 Indian Music Industries
Brijender Singh

Rathore

IN India N/A N/A

 parts of TVS rectifier,

point condensor, some

empty wrappers and

all the articles were of

Lucas Indian Services

N/A N/A

Rupees 50,000/-

(US$ 734) each on

two accused persons

¥200,000

simple imprisonment for six

months each for two accused

persons and fine of Rs. 50,000/-

each under section 103 of the

Trade Marks Act and 104 of the

Trade Marks Act, 1999,

180

Trade

Mark

Copyright

None FIR NO. 625/06 2015/8/19 Lucas TVS Ltd
 Charanjit Singh

Chadha and Another

IN India N/A N/A

empty and filled water

bottles bearing stickers

of 'Bisleri'. Holograms,

Caps of the Bottles,

23 bottles containing

20 litres of water,

Moulding Dyes were

also seized.

N/A N/A N/A N/A N/A Copyright None FIR no. 901/06 2014/2/4 Bisleri International Pvt. Ltd. Hemant   Kumar

IN India N/A N/A

132 Pirated Video

Cassettes, 152 Pirated

Audio Cassettes, 365

Audio Inlay Cards, 405

Pirated Video CDs, 325

Video CD's Inlay

Cards,  one register.

Also, one VCD Player

(Samsung), one VCR

(Sanyo), one VCR

(Hitachi), one VCR

(Videocon), one VCR

(national), one Video

Tuner (National), one

Portable Colour TV

(BPL), one Deck

Sonodyne and six

N/A N/A

Rs. 2 lacs (US$ 2936)

under

imprisonment for

three years under

section 63 and

Rupees 2 lakhs (US$

2936) under section

68

¥680,000

imprisonment for three years

under Section 63 of the Copyright

Act. imprisonment for three years

under Section 68A of the Copyright

Act.

1095 Copyright None FIR NO. 500/07 2005/7/18
Motion Picture Association,

Singapore

Devender Singh &

Another
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