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 特許権、実用新案権、意匠権、商標権 

（出典）特許庁Webページ http://www.jpo.go.jp/beginner/beginner_02.html      

1. 知的財産制度の概要 
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 著作権 

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音
楽の範囲に属するものである。 

1. 知的財産制度の概要 



自社のブランド名を商標登録する前に、無関係な第三者に商標権を登録された。 

自社のブランド名やロゴマーク、デザインを模倣した商品が市場に出回っている。 

「模倣品」問題 

「冒認出願」問題 

自社の音楽ＣＤやゲームソフトが不正にコピーされ、大量に販売されている。 

「海賊版」問題 

 知的財産権侵害に関する問題 

1. 知的財産制度の概要 
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1. 知的財産制度の概要 

 

2. 模倣品の被害状況 

 

3. 模倣品対策（権利者／消費者） 

 

4. 日本政府における取組み 

8 

  目次 



キヤノン 
（インクカートリッジ） 

三菱電機  
（ブレーカー） 

ホンダ  
（二輪車） 

東芝  
（テレビ） 

ソニー 
（ヘッドホン） 

住友化学  
（農薬） 

キリン 
（お茶） 

NSK  
（ベアリング） 

日立  
（電動工具） 

パナソニック 
（DVDプレイヤー） 

日産自動車 
（オイルフィルター） 

YKK 
（ファスナー） 

資生堂 
（化粧品） 

ゼブラ  
（ペン） 

オリンパス  
（カメラ） 

サンリオ 
（靴） 

ミズノ 
（ゴルフクラブ） 

シチズン 
（電卓） 

（出典）JETRO北京事務所「日系企業ニセモノ展示館」 

 日本企業の模倣品・海賊版被害 

2. 模倣品の被害状況 
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2. 模倣品の被害状況 

バッグ (トリバーチ) 化粧品 (シャネル) 

ゴルフクラブ (ダンロップ) メモリーカード (ソニー) スパークプラグ (ヤマハ) 

エアバッグ (ホンダ) 

時計 (ロレックス) 

デコレーションパーツ 
(サンリオ) 

ゲーム機 (任天堂) 
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 税関で差止められた模倣品・海賊版 

（出典）日本税関HP 



2. 模倣品の被害状況 

スマートフォンケース 
（著作権） 
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 平成２７年の税関における知的財産侵害物品の差止状況 

ゴルフクラブ用グリップ（商標権） バッグ（商標権）  美容用ローラー（意匠権）  

隠匿事例： 
衣類の襟タグ上に別ブランドのタグを縫い付けて商標を覆い、偽装していた事例  

（衣類全景）  （縫い付けられた襟タグ）  （襟タグの下に別の標章を発見）  （商標権を侵害する部分）  

（出典）財務省「平成2７年の税関における知的財産侵害物品の差止状況」 



本来、権利者が得るべき利益の剥奪（企業の売上、利益の減少） 
本来であれば得られるはずの知的財産権から生ずる利益が剥奪されるだけでなく、模倣品が市場に出回るこ

とで、真正品を販売・製造している企業の売上、利益が減少する。冒認出願されてしまった場合には、そも
そも自社のブランドで販売することすらできなくなる可能性が高い。 

（参考）世界中で取引される違法な模倣品・海賊版は、年間500億ドル（2016年OECD・EUIPO調査） 

    と言われており、この一部が犯罪組織の資金になっている。 
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 模倣品・海賊版対策の必要性 

2. 模倣品の被害状況 

模倣品・海賊版問題がもたらすリスクとは…？ 

1 

2 

3 

4 

5 

企業のブランド・企業イメージの悪化 
消費者が真正品（ホンモノ）と誤認して模倣品を購入して問題となった場合、企業が長年培ってきた企業ブ

ランドや、企業イメージを損なうことになる。 

消費者の健康・安全被害 
模倣品は、安全性・耐久性に問題を抱えているものが多く、模倣品を購入した消費者に危害が及ぼすにとど

まらず、医薬品等の模倣品に至っては、命を落とすケースも報告されている。 

企業のイノベーションと創造意欲の減退 
模倣品は、企業の研究開発等の多大な努力の上に、第三者が「ただ乗り」するものであり、模倣品を放置す

ることは、企業のイノベーションと新たな知的財産の創造意欲を減退させることに繋がる。 

犯罪・国際テロ組織への資金供給 
日本国内の知的財産権侵害事犯の検挙数に占める暴力団等犯罪組織の関与率が増加傾向にあるなど、模倣品

が犯罪組織の資金供給元となっている。 



9.8% 

15.4% 

13.8% 

19.5% 

41.5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

（家具・木製品） 

（文具・事務用品） 

（台所・食卓・洗面用品） 

（鞄その他身の回り品） 

（その他雑貨） （出典）特許庁「２０１５年度模倣被害調査報告書」      
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 商品分野別の模倣被害の傾向 

2. 模倣品の被害状況 

14.2% 

13.7% 

11.4% 

7.7% 

6.1% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

一般機械・産業機械 

雑貨 

電子・電気機器 

運輸・運搬機械 

食品 

主要な商品分野別構成比 

（雑貨の内訳） 

インターネット上の商品分野別構成比 

38.2% 

38.2% 

30.4% 

26.2% 

25.0% 

23.3% 

22.2% 

21.8% 

21.7% 

21.6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

文具・事務用品 

その他雑貨 

印刷物・フィルム 

鞄その他身の回り品 

台所・食卓・洗面用品 

電子・電気機器 

精密機械 

繊維 

情報通信サービス 

家具・木製品 

商品分野別では、その他雑貨（玩具、スポーツ用
品、装身具等）の被害率が非常に高い！ 



（出典）「模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報告」（2016.7）      

模倣品の製造国が 

判明している相談案件の割合 

（2015年度） 

 政府模倣品・海賊版対策総合窓口の相談受付件数 
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相談・情報提供の受付件数 

（2004～2015年） 

2. 模倣品の被害状況 

相談案件数は過去最多 
商品分野別では雑貨の相談案件が最多 

模倣品の製造国が判明している相
談案件の割合（2015年） 

商品分野別の相談案件の割合（2015年） 



（出典）特許庁「2015年度模倣被害調査報告書」を基に作成 

インターネットによる被害率の推移 

被害を受けている権利 

被害の内容 

 インターネット上の知的財産権侵害状況 
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2. 模倣品の被害状況 

模倣被害を受けた企業のうち、6割以上の企業がインターネット上で模倣
被害を受けており、その被害は増加傾向。 



（出典）財務省「平成2７年の税関における知的財産侵害物品の差止状況」 
（出典）特許庁「２０１５年度模倣被害調査報告書」      
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 海外における模倣被害 

2. 模倣品の被害状況 

海外において模倣被害を受けた国・地域 
仕出国（地域）別 

輸入差止件数構成比の推移 

中国での模倣品被害は、依然として重大！ 



 模倣品の拡散 

（出典）特許庁「2015年度模倣被害調査報告書」を基に作成 

2014年度の 
回答比率の構成比 

（出典 ）特許庁「2015年度模倣被害調査報告書」 
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2. 模倣品の被害状況 

模倣品は中国から世界各地へ拡散。中国以外の地域の対策も必要。 
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 知的財産権の取得・行使 

3. 模倣品対策（権利者／消費者） 

知的財産権の取得 

産業財産権は原則各国で登録が必要。 
著作権は登録しなくても権利発生する。 

知的財産権の行使 

 知的財産権侵害に対して、権利行使を行い、侵害を排除する。 
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 行使を見込んだ知的財産権の取得が重要。 



 模倣品問題① -調査方法- 

自社ブランド名やロゴマーク等を模倣した商品が 
市場に出回っている場合、どのように対策すればよいか？ 
 
 
 
 
 
 
  

(1)自社製品についてどのような知的財産権を持っているか 
 

(2)模倣品・海賊版の出所、流通範囲を調査 
• インターネットでの調査 
• 販売代理店経由、調査会社を使用しての調査 

 

(3) 模倣品・海賊版の現物を入手（試売） 
• 証拠として重要 

 

(4) 模倣品・海賊版が自社製品の知的財産権を侵害しているかどうか 

調査 
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3. 模倣品対策（権利者／消費者） 



 模倣品問題② -権利行使の方法- 

権利行使の方法 

21 

 

 当事者間での解決 
   侵害行為を行っている者に警告状を送って、侵害行為を止めるよう交渉する。 
 

 民事裁判を利用する 
   侵害者に対して、差止め、損害賠償等を求めて民事裁判を起こす。 
 

 刑事責任の追及を捜査機関に求める 
   侵害行為が犯罪となる場合には、捜査機関に告訴や情報提供し、 
   侵害者に刑罰を科すよう求める。 
 

 税関に対し輸出入差止めを申立てる 
     水際対策を行うことで、国内外への模倣品の流出・流入を防ぐ。 

3. 模倣品対策（権利者／消費者） 



侵害者本人のみではなく、ISPに対して、知的財産権侵害のウェブサイトページ削除
を求める方法がある。 

 インターネット上の模倣品問題 -対策例- 

国内・国外インターネット上で 
模倣品が流通した場合、どうすればよいか？ 
 
 
 
  

ISP（インターネットサービスプロバイダー）の活用 

通常の模倣品問題に加えて… 

悪質な業者等については、根元を絶つという趣旨から、オフラインでの摘発を行う
ことも有効。 

オンライン・オフラインの摘発 
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3. 模倣品対策（権利者／消費者） 



＊中国商標局のHP等より作成 

 冒認出願問題① 

日本企業のブランドや日本の地名等が 
第三者に抜け駆け出願登録された場合、どうすればよいか？ 

23 

（出典）弁護士ドットコム「無関係の「商標出願」繰り返す企業、ついに「ペンパイナッポー
アッポーペン」も！」Yahoo!ニュース, 2017年1月24日 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00005616-bengocom-soci  

3. 模倣品対策（権利者／消費者） 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00005616-bengocom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00005616-bengocom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00005616-bengocom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00005616-bengocom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00005616-bengocom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00005616-bengocom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00005616-bengocom-soci


当該国で、自己の商標の登録、使用ができなくなる（訴えられるリスク）。  
日本で周知ブランドであっても、外国で他人に出願されて登録されていることも
多々。 

事後的に争うことに係るコストは甚大、期間もかかる上、成功するかも疑問。 
• 4～5年かかることも決して珍しくない。最終的に勝てても、争っている間は、権利
侵害を主張される可能性がありビジネスができない可能性大。 

• 費用が、期間によっては数100万円から1,000万円以上になることも。 

 冒認出願問題② 

冒認出願によるリスク 
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 事後的救済はハードルが高い。早めの登録による防御が望ましい。 

3. 模倣品対策（権利者／消費者） 



 その他模倣品対策 

自社ウェブサイト等で、模倣品への注意を促したり、真正品と模倣品の 
判別ポイントを掲載することで、消費者への注意喚起を行う方法がある。 
 
  

（出典）YONEXウェブページより      

啓発 

正規品識別マークを付ける 

経済産業省模倣品対策室、JETRO等では、日本企業の模倣品対策を支援する事業や調査
等を行っている。  

政府等の活用 

真正品のパッケージや包装に、正規品識別マークをホログラム 
シール等で付けることにすれば、カラーコピーを利用したような 
偽造の正規品識別マークとは一見して判別可能となる。 
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3. 模倣品対策（権利者／消費者） 



（出典）越境ＥＣ（電子商取引）の動向（平成27年度、㈱三菱総合研究所）をもとに消費者庁作成。 

国内では入手が難しい商品を購入できたり、国内より安価に入手できることがあ
ることから、海外事業者とのインターネット通販の利用が増加。 

しかし、言語の壁や商習慣の違いから、海外事業者との間でトラブルが起きた場
合、国内事業者の場合よりも解決が難しくなることがある。 

トラブル事例：模倣品が届いた！ 
 

 ブランドの財布を購入しようと検索し
たところ、通常よりかなり安い価格で売
られている日本語のウェブサイトを見つ
けたので購入した。外国人の個人名義の
銀行口座に振り込んだ。 
 後日、海外から国際郵便で商品が届い
たが、その商品は模倣品だった。事業者
にメールで連絡したが、返信は来ず、住
所や電話番号はウェブサイトに記載され
ていない。インターネットで調べてみる
と、模倣品を販売する悪質な海外の事業
者だという口コミがあった。 

＜海外事業者とのトラブルには深刻なものが多い＞ 

・模倣品が送付された 

・商品が送られてこなかった 

・引き落とされた金額が 
請求金額と違った 

・サービスの解約ができなかった 

・不良品が送付された 

・返品を受け付けてくれなかった 

・違う商品が送付された 

14.3% 

24.5% 

4.1% 

4.1% 

20.4% 

8.2% 

32.7% 

20.8% 

39.6% 

16.7% 

16.7% 

27.1% 

8.3% 

37.5% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

 海外事業者とのインターネット通販におけるトラブルに注意 

3. 模倣品対策（権利者／消費者） 
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国内事業者とのインターネット通販 

海外事業者とのインターネット通販 



 トラブルに遭わないためのチェックポイント（一例） 

正確な事業者の情報（事業者名・住所・電話番号）がはっきりと書かれていない 

商品の代金の支払時期やその方法、商品の引渡時期がはっきりと書かれていない 

商品価格が、通常価格や他のウェブサイトよりも大幅に安い 

キャンセルの条件などがはっきりと書かれていない 

支払手段が複数用意されていない（銀行振込み（前払い）のみなど） 

ウェブサイトの名前を検索すると、良くない評判が見つかる 

ウェブサイトの日本語表現が不自然（言葉遣いがおかしい、文字化けしているなど） 

価格表示の通貨単位が「円」でない、又は書かれていない 

振込先の銀行口座の名義が、ウェブサイトの名称や事業者名と異なる（外国人の個人
名義の口座であるなど） 

 

3. 模倣品対策（権利者／消費者） 
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海外事業者かどうか要確認 

インターネット通販一般に関する注意事項も確認 

※消費者庁HPに『悪質な海外ウェブサイト一覧』を掲載（2017年2月17日時点：377サイト） 
 http://www.caa.go.jp/adjustments/index_1.html#m03 



消費者ホットライン（電話） １８８（いやや！） 
参考ＵＲＬ http://www.caa.go.jp/region/pdf/150624hotline.pdf 

海外事業者との間でトラブルに遭った消費者のための相談窓口 
海外の窓口となる機関と連携し、相手国事業者に相談内容を伝達するなどし
て海外事業者に対応を促し、消費者と海外事業者との間のトラブル解決のサ
ポートを行っている。 

 相談受付フォーム https://ccj.kokusen.go.jp/ 

 E-mail contact@ccj.kokusen.go.jp 

 FAX  050-3383-4952 
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 トラブルに遭ったときの相談窓口 

3. 模倣品対策（権利者／消費者） 

国民生活センター越境消費者センター（ＣＣＪ） 

消費生活センター 

事案によっては、各地の消費生活センターへの相談も可能。 



3. 模倣品対策（権利者／消費者） 
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 ゴルフ用品協会の模倣品対策 

模倣品は品質が保証されていません。 
特に、ゴルフクラブの模倣品は、スイングした際に、ヘッドが外れる、シャフト
が折れる等の可能性があり、非常に危険です。 

偽物 
本物 模倣品対策ラベル 



3. 模倣品対策（権利者／消費者） 

30 

 ゴルフ用品協会の模倣品対策 －模倣品対策ラベル－ 

2017年秋以降 
新ラベル 

2012年1月以降 

正面から見るとＴ字ラインに 斜めから見るとＴ字ラインンのカラー出現機能 

絵柄切替機能 

フィルター検証機能 

カラーシフト機能 

（提供）ゴルフ用品協会      

フィルター検証機能 

画像反転機能 



 

1. 知的財産制度の概要 

 

2. 模倣品の被害状況 

 

3. 模倣品対策（権利者／消費者） 

 

4. 日本政府における取組み 
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 模倣品対策室の役割 

日本国内案件 
 模倣品・海賊版に関する政府総合窓口 

 相談受付、情報提供、助言、国内各担当政府機関の紹介 

 国内各担当政府機関へ情報提供 

海外案件 
 模倣品・海賊版に関する政府総合窓口 

 相談受付、情報提供、助言 

 各担当機関への働きかけ（対話等による要請及び協力） 

4. 日本政府による取組 
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 模倣品対策室設置の経緯 

企業等から、模倣品・海賊版対策に関して「相談先が分かりにくい」「複数官
庁に関係することも統合的に対応すべき」との指摘があった。 

どの機関に相談すればよいのだろうか？ 

企業・個人 
等々… 

 

政府模倣品・海賊版対策総合窓口 設立 

(経済産業省 模倣品対策室) 

4. 日本政府による取組 
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 政府模倣品・海賊版対策総合窓口 

メール又はお電話にて受け付けております。 
面会による相談をご希望の場合は、事前の予約が必要です。 
  

4. 日本政府による取組 
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・ 
・ 
・ 
 

2009年6月7日、経産省大臣と中国商務部長との間で、「経済産業省と中国商務部と
の知的財産権保護に関する交流と協力に関する覚書」を交換し、知的財産権に関する
ワーキング・グループを設置することで合意。 

 

毎年１回、日中交互で開催。 
日中の知財関係機関が集まり、知的財産保護に関
する法制度から執行・運用面まで幅広いテーマを
議題として取扱う。 

 政府間対話：日中知財WG 

 日中双方の交流と協力が一層促進。 
 中国の知財保護環境整備が進展。 

経産省 

特許庁 

関連部門 

関連部門 

商務部 

4. 日本政府による取組 
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組織概要 

設 立 ：2002年4月 

座 長 ：西川 廣人（日産自動車取締役兼共同最高経営責任者） 

副座長 ：石毛 博行（日本貿易振興機構 理事長） 

ﾒﾝﾊﾞｰ数：254（91団体・163企業） 2016年12月現在  

事務局 ：ジェトロ知的財産課（2006年4月～） 

取組概要： 

  知的財産権侵害問題の解決をめざす企業・団体の集まり。ミッ
ション派遣、情報交換、人材育成など4つのプロジェクトチーム
による活動を行っており、内外の関係機関と 

  連携した取組みを展開 

 
        各プロジェクト活動支援 

企画委員会 
第一プロジェクトWG （中国） 
第二プロジェクトWG （ASEAN/中東/ﾛｼｱCIS/インド） 
第三プロジェクトWG （情報交換） 
第四プロジェクトWG （人材育成・普及啓発） 
第五プロジェクトWG （営業秘密漏洩に関する情報共有） 
非プロジェクト（インターネットWG） 

 企画委員会の様子 

 国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）との協力 

（出典）IIPPF説明資料より一部抜粋・改変      37 

4. 日本政府による取組 



 海外政府機関への働きかけ① 

 政府と産業界（国際知的財産保護フォーラム(IIPPF))が共同で中国に訪中代表団をハイ
レベル・実務レベルで派遣して、中国政府に法制度･運用面の改善等の要請・働きかけ
を行っている。 

 
  

中国に対する官民合同ミッションの派遣 

38 

 
 2016/ 1 広東実務ミッション 
 合同会議：知識産権局/質量技術監督局/工商行政管理局/食品薬品監督局 
 2016/10 北京実務ミッション 
 訪問先：知識産権局/海関総署/質量監督検験検疫総局/最高人民法院/双打室 

近年の実績 

4. 日本政府による取組 



税関・警察等執行機関に模倣品の判別ポイントや取締り等に関するノウハウを提供。 

企業・団体へのセミナーや意見交換会を実施。 

 海外政府機関への働きかけ② 

侵害発生国における真贋判定セミナー等開催 

海外政府機関等の招聘 

4. 日本政府による取組 
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日本ブランド品の摘発強化 

制度・運用の普及啓発 
協力関係の構築 



 
 

各種調査事業の実施 

模倣品対策室 40 

模倣品対策室による調査研究 

JETROによる調査報告書、マニュアル 

 
  
※模倣品対策室Webサイトで掲載 （http://www.meti.go.jp/policy/ipr/reports/） 

年次報告書 
新興国における知財エンフォースメント円滑化の方向性に関する調査  
模倣品・海賊版対策事例集 
模倣品対策技術及びその普及に向けた調査   
中国における知的財産権侵害実態調査 
日本でのインターネットプラットフォーム上の模倣品流通実態に関する調査研究 

模倣対策マニュアル（中国、アジア、ロシア、中東各国） 
冒認出願対策マニュアル 
模倣品流通実態調査（中国、アジア、ロシア、中東各国） 
インターネット上における知的財産権侵害の実務問題解決に関する法実務 

4. 日本政府による取組 
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 各種調査報告書 

http://www.meti.go.jp/policy/ipr/reports/
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/reports/
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/reports/


＜2015年度キャンペーン＞ 

＜2014年度キャンペーン＞ 

協賛及び後援 

知的財産戦略本部、警察庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省文化庁、農林水産省、国土交通省観光庁、
国際知的財産保護フォーラム（IIPPF） 

＜2016年度キャンペーン＞ 

＜2016年度キャンペーン・ニセモノ展示会＞ 渋谷109店頭にて 

http://www.jpo.go.jp/mohouhin/28fy/campaign/ 

41 

各種調査事業の実施 
4. 日本政府による取組 

 模倣品・海賊版撲滅キャンペーン 



42 

外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定している中小企業等に対し、都道府県中小企業
支援センター等及びJETROを通じて、外国出願に要する費用の1/2を助成。 

外国出願補助金 
※下記は2016年度の情報。今後の募集時期や詳細については特許庁HP等を参照ください。 

海外で模倣品被害を受けている中小企業者に対して海外侵害調査、警告状の作成、行政摘発の実施
等について、その費用の2/3を助成。 

中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に
対し、異議申立や無効審判請求、取消審判（例：中国における三年不使用取消）請求など、冒認商
標を取消すためにかかる費用の2/3を助成。 

模倣品対策支援事業 

冒認商標無効・取消係争支援 

防衛型侵害対策支援 

海外企業から警告、訴訟など知財に関する係争に巻き込まれた中小企業等に対し、 
対抗措置にかかる費用の2/3を助成。 

海外知財訴訟保険 

中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合の「セーフティーネットとしての施策」とし
て、全国規模の中小企業を会員とする団体に補助金を交付し、中小企業が海外知財訴訟費用保険に
加入する際の掛金の1/2を補助。 42 

 中小企業支援事業 

4. 日本政府による取組 
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経済産業省 模倣品対策室 

（日本政府模倣品・海賊版対策総合窓口） 
 

Tel：03-3501-1701（9:30～12:00, 13:00～17:00） 

 Fax：03-3501-6588 
E-mail： seihumohoumadoguchi@meti.go.jp 

   URL: http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ 

ご質問・ご相談は下記連絡先までお問い合わせください。 

mailto:seihumohoumadoguchi@meti.go.jp
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/

