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1.模倣品等不正商品の
海外での流通実態



日本の税関での輸入差止件数：26,034件（点数： 100万点前後） 2016年
米国の税関 〃 ：28,865件（額で13億5000万ドル) 2015年
欧州の税関 〃 ：87,000件（点数：約3,600万点） 2013年

参考：中国２億点（2010年）

日米欧（三極）にみる模倣品等不正商品の流通実態

欧州での差し押さえ数量の推移（2013年） 米国での出荷別（手段）差し押さえ数量（2014年）

模倣品等不正商品の流通実態

希望小売価格ベース



約4,600億ドル以上（約50～70兆円）/年間

=日本の国家予算の半分を超える額に相当

＝世界貿易額の約2.5％（2013年調べ）

＝摘発された模倣品額＊の100倍以上
＊日米欧税関での押収額

世界の模倣品・海賊版の流通総額

模倣品等不正商品の流通実態

出典：偽造品の取引の防止に関する協定（ACTA)レポート/外務書
欧州連合における模倣実態報告（2015）
米国における模倣品対策の実態に関する調査（2016）JETRO
財務省知財侵害の差し止め状況（2017）



50~70兆円
潜在的規模：4600億ド

ル
日本の国家予算の半分

5,000億円
46億ドル 三極での取り締まり規模

（参考）潜在的模倣品の規模

取締の成果

潜在的規模

模倣品等不正商品の流通実態



🔶欧州の場合
家電製品、携帯電話、メモリカード・スティック、インクカートリッジなどスペ

ア製品、タバコなど趣向品、ボディケア製品などを挙げている。

【出荷国別特徴】インドは医薬品類、エジプトは食料品が、トルコは香水や化粧品
エジプト、トルコ、ギリシャ、ガーナ、インド、モロッコほか韓
国、ASEANなどからは比較的一般消費財および贅沢品などが多い

🔶米国の場合
1. 衣服／アクセサリー
2. 消費者電子品
3. 医薬品／パーソナルケア
4. ハンドバッグ／財布
5. 靴類
6. 腕時計／宝石
7. 光メディア
8. コンピュータ／付属品
9. ラベル／タグ
10. 玩具

（参考）日米欧における税関での差し止め品目

1.バッグ類
2.携帯電話及び付属品
3.衣類
4.靴類
5.時計類
6.医薬品
7.キーケース類
8.コンピュータ製品
9.眼鏡類及び付属品
10ベルト類

11.帽子類
12.身辺細貨類
13.自動車付属品
14.電気製品
15.布製品

🔶日本の場合

模倣品等不正商品の流通実態



出典：欧州連合における模倣実態報告（2015）
米国における模倣品対策の実態に関する調査（2016）JETRO
財務省知財侵害の差し止め状況（2017）
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 FTZは世界に135か国、約3500か所あるといわ
れ、港湾に限らず空港などに隣接することもあ
る。

 2009年～2013年は1998件の摘発、押収品は
20 億点,1億8800万ディルハム（約52億6400
万円）にのぼる

 ドバイ税関登録商標権数：1843件
 押収物品は携帯電話,アクセサリー,メガネ,衣

料・医薬品,バイアグラなど

写真はそれぞれドバフリーゾーンイ空港内、ドバイの港に隣
接する地区（FTZ）（2013.12.12）、これらの場所で⇒法
人税や関税の免除のほか法規が緩やかで組み立てなどをはじ
め偽造が行われ易く、こうした中継地から欧米に貿易転換さ
れる

中継地/FTZｓにおける模倣実態

世界経済フォーラム＊は「偽造は流通する商品の輸送や積み替えを利用する」
と提言し、製品を偽装するための手段として地理的に複数の港を経由させ、（中
略）エンフォースメント機関から追跡を避けるため、偽造は、さらにその後、未
完成品を輸入し、（中略）再パッケージや商品のラベルを書き換え、商標を追加
することによりFTZsで偽造が行われていると報告している

＊本部ジュネーブ＊「組織犯罪における国際経済フォーラム・グローバル・アジェンダ」より

模倣品等不正商品の流通実態

写真はドバイ税関での押収品の
山（新聞報道）

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3IJFmdQUlWbZaM&tbnid=qBZZK9eoopKFBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-04/22/content_16429973.htm&ei=scv-U5XhOKTEigKo_4GYAQ&bvm=bv.74035653,d.aWw&psig=AFQjCNFvfD9WMIDt8h5sf8xDVNVTymx7dQ&ust=1409293586189826
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3IJFmdQUlWbZaM&tbnid=qBZZK9eoopKFBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-04/22/content_16429973.htm&ei=scv-U5XhOKTEigKo_4GYAQ&bvm=bv.74035653,d.aWw&psig=AFQjCNFvfD9WMIDt8h5sf8xDVNVTymx7dQ&ust=1409293586189826


 ノーブランドの商品を輸入することは違法ではなく、税関/境界線において
押収できない

 無印で商品を輸入し、販売する前に商標
ラベルなどを付し 市場に出している

【商標を付さずに展示される事例】
写真右：無表示のステンレストボトルとインクカート リッジの例、

（2013 広州市第114回中国品交易会/及び2012年、いずれも珠海市）

【標章が張替えられた製品例】
写真上：“BOSCH”に似せ“BOUDECH”での発電機、日立製のラベルに張

替えられていた（ユーロポール提供）

出典：欧州連合における模倣実態報告（2015）及び経済産業省「ASEANにお
ける模倣品及び海賊版の消費・流通実態調査」2014.3

よくある事例としてのラベルと製品の別送

模倣品等不正商品の流通実態



 偽造はFTZs（自由貿易ゾーン）を使用し、特にアラブ首長国連邦 のドバイのジュベル・アリ・フ
リーゾーン（JAFZA）は、偽装製品の主要な発生地の一つと目されている

 例えばJAFZAでは、タバコ製造の産業分野にリストされている企業が54もある。
 偽造はこうした無税で非関税の地域などのインフラを利用していると見られる

（国際的なタバコ製造企業として登録（Tax and Centre has registered）されている会社は世界で9社のみ）

JAFZAは48平方㎞、6,400の企業の本拠地があり、年間1,900万TEU(コンテナ数量）を処理
UAEのジュベルアリ・フリーゾーン（JAFZA）のカタログより

出典：欧州連合における模倣実態報告（2015）

（事例）UAE/JAFZAのケース

模倣品等不正商品の流通実態
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 ドイツ･スペインでのタバコの販
売価格平均価格は、それぞれ
5.1€、フランスでは7€

 イギリス、アイルランドは8.1€
が実際のインペリアル社のタバ
コの価格はイギリスで17.59€
（約2,000円）

国別タバコの価格

出典：インペリアルタバコ社提供

（事例）粗利が大きい模造ビジネス

模倣品等不正商品の流通実態

1. ハイリターン・ハイリスク
2. 規制が大きく入手しにくいもの
3. 贅沢品など課税額が大きいもの
4. 基本的に大きな製造設備がいらないもの



麻薬や偽造の生産・取引の収益比較（1,000USDの投資に対するリターン）

ヘロイン密 売 →    20,000 USDのリターン (20倍）
偽 造 タ バ コ → 43,000 USDのリターン （43倍）
偽 造 医 薬 品 → 500,000 USDのリターン （ 500倍）

インターポールではこれらの年間売り上げが75億USDあるとみている。

模倣品等不正商品の流通実態

偽造品がもたらす利益



出典；欧州連合における偽造について（2015年)ユーロポール、OHIM
（2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union）

他の事例では規格･認証マーク等の偽装（その1）

模倣品は標章のみならず、規格認定・認
証、輸出時のドキュメントなどを偽造し
て一般のマーケットに入り込む

左：ワインが生産現場で瓶詰めされたこ
とを示す、”mis en bouteille a la 
propriete“(所有者元詰め)」も偽装

右：欧州での規格認定と有機商品に付す
認定マーク

ポルトガルでの偽造カード、偽造パスポートやステッカー、偽造の認証スタンプ類

模倣品等不正商品の流通実態



偽造ラベル・偽造認定証など（その２）

＊1： The British Electrotechnical and Allied Manufacturers’ Association (BEAMA)）

イギリスの電気技術工業会（BEAMA）＊1は、500の回路保護装置および配線部品を製造して
いる違法な中国の温州にある製造拠点を内定した。

この工場の摘発では、オリジナルブランド名を変更し、真性品のパッケージングとそっくり
の偽造製品や部品を発見した。さらに詳しい調査の結果、偽造品とは別に、偽造ラベルが出荷

されていることが分かり、仕向け地での組み立準備をしていた。又、偽造認証マークやド
キュメント、セキュリティ・ホログラム、リーフレット及び保証書類などのコンプ
ライアンスも発見している。さらに、これらの場所のいくつかでは、適切な労働者の安全要件
を欠いていた。

偽造電気機器、偽造ラベルやセキュリティー認証（BEAMA)提供

模倣品等不正商品の流通実態



2.電子商取引と模倣品
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「ニセモノ」関連相談の全体に占める店舗購入と通信販売の割合

電子商取引の推移と模倣品流通の割合

2014年度 模倣被害調査報告書 （特許庁 2015年3月）

電子商取引と模倣品

店舗購入とネット購入の割合



18

不正商品流通の背景としての電子商取引の特徴

【出品側のメリット】
1. 店舗やスタッフ人件費等オーバーヘッド不要
2. 複数の運営サイトにアクセス・登録が可
3. 一晩で取下と新しい取引サイトへのアップが可

【利用者側のメリット】
1. 同種の製品内容・価格等が比較できる
2. 毎日24時間利用可で安価な商品が消費者に直送
3. クローズドで消費者が「裏物品」の購入可

【不正商品取引市場としての環境】

1. 電子商取引はキャプチャも回避可能
2. 法執行にあたり専門家の理解を必用
3. 当局の知識欠如により、検察・司法を免れ易い
4. 国境を跨ぎ、複数の法的管轄区域が存在

【非正規流通/バイパスとして機能】

1. 正規品の並行輸入サイトとしても機能
2. 正規販売ルート以外のせどり業者利用が可能

【個人情報の漏洩、ネット犯罪】
 消費者が模倣品や偽造製品を販売するウェブサイトに埋め込まれ、スパム（迷惑

メール）にリンクされ、標的にさらされる可能性がある

電子商取引と模倣品

横浜税関のPR映像より



 インターネットは、クローズドで消費者が「きまり悪い物品」を購入できる魅
力的なオプションでもある。例えば、生活改善薬（バイアグラなど）や脱毛の製
品などがそれである。

 世界的に医薬品類需要増大の要因は、HIV / AIDSの蔓延とそれを治療するため
の治療薬（抗レトロウイルスや抗マラリア、結核の治療;抗癌薬;糖尿病の治療な
ど）命を救う安価な薬を求めている需要者とそれを狙う偽造生産・流通業者の介
在がある指摘

 EUでは、医師にかかる一次医療費：93百万 ～1.1億ユーローに対し、偽造医薬の
推定額：1.8～22億ユーローにも上ると試算（注）

（事例）欧州における電子商取引と偽造品（その１）
長期救命医薬品などへの依存が偽造に拍車をかけている

注）欧州委員会の作業報告（European Commission working document）
では、2008年から2020年まで投資基準コスト(baseline cost)

電子商取引と模倣品



 ドーピング製品の使用がEU全体に広がっており、物質は、中国、インド、タイで生産され入っ
てくる。厳密には偽造製品ではないが、生活改善薬や有機食品の需要が伸びている。EU各国は
同時にハーブサプリメントやドーピング剤の小包郵便物での需要増加に注視している。

 ドーピング製品は、遺伝子利用、隠蔽薬(masking agents)  ,技術改良によって品質も進化（い
くつかの物質はもはや特定の温度管理で維持することなく容易に隠蔽することができる）して
いる。

 既に指摘したように、こうした原料は入手し易く、錠剤プレス機もインターネットで購入で
き、誰しもが製造者になることができる。とEU 加盟国は指摘している。

 EUIPO-ユーロポールは、これらの製品の出所や頒布場所など、信頼できる情報を得ることの困
難性とは裏腹に、個人が、ドーピング製品の偽造に関与し、高度な犯罪ネットワークが形成さ
れていく懸念を示している。

 最近の例では、一般販売用にリリースされてい
ない闇市場で発見された、新しいペプチドホルモ
ン、GW1516は（また、GW501516としても知
られている）がある。臨床試験で重篤な毒性およ
び副作用をもつ増強薬であり、錠剤、液体、粉末
などの形状をしておいる、なおウェブサイト上で
の購入は違法である。

（事例）欧州における電子商取引と偽造品（その２）
（例）ハーブサプリメント及びドーピング製品

出典：ベルギー税関

電子商取引と模倣品



（参考）医薬品関係原材料の現状及び入手先

 正当な医薬品有効成分（API*1）や偽造医薬品の大部分が中国やインドで生産

 インドはジェネリック医薬品の主要生産国の一つでもある

 中国はまた、農薬の製造に使用される化学製品の提供国であると同時に偽造農薬を生産するため
の供給国でもある

＊１医薬品有効成分（API）Active Pharmaceutical Ingredient

【解説】
APIの世界市場は、欧州ファインケミカルグループ（EFCG）が世界で37億USDの売り上げをもち、欧州での出

荷シェアは14億（38％）となっている。一方、現在、EUで消費するAPIの約70％がアジアから（主に中国･イン
ドから）来たものでEU内で生産されている。

EUに置く工場のほとんどはEUの基準に準拠するためにEU当局による検査を受けていないことが問題になって
いる。つまり、医薬品に関するEU指令は非EU製造現場では、欧州の規制当局によって強制的な検査勧告を行う
が、非EUを除いて全てのAPI製造現場では検査を必要としていない。

この点について、STIHL社は、当社製品については、全ての規制、基準や規範を遵守行っているが模造品のほと
んどの場合は規格外の製品である、これらの模造薬品類は他のメーカーに影響を及ぼしていると述べている。

とくに中国は様々な規制を脱がれ、偽造生産や模倣品の流通の制限が少ない場所を選択できるなど規制が抜け
穴になっていると指摘する。

しかし、この問題はけしてEUに限ったものではなく、米国の2,000以上の海外生産工場でもFDA検査機関 によ
る調査対象にリストされていない。

電子商取引と模倣品



複雑な仕組みと多くの異なる国を跨ぎ、法執行当局の知識欠如で免れることがある

スペインの法執行機関から、アジアで製造された偽造医薬品がオンラインで西ヨーロッパの消費者に供給されている事実により、いくつ
かの組織暴力団の特定につながった例が報告されている。又、捜査は、この間に不正なドメインネーム、電子決済システムと配達をター
ゲットにした調査を実施した。

【事例】
この種の事件では、消費者に深刻な健康被害をもたらしているとし、さらにユーロポールと欧州司法組織が協力し、ベルギー、スペイ

ン、フランス、キプロス、ハンガリー、オーストリア、スロバキアそしてイギリスの当局者らによる共同作業につながった。
具体的にはオーストリアに住んでいるハンガリー、オーストリアそしてイスラエル人が中国からの小包を受け取った後、内容物のピル

が再パッケージされ、検査を回避するため、ドイツの顧客に小包を送るため、ドイツ・オーストリアの国境付近の郵便局から消費者に
送っていた。

一方、イギリスの宛先に到着した小包で同様の手口を内定した。この例では、組織暴力団のメンバーが丸薬を再パッケージ化し、英国
郵便のスタンプで送付していた。そのほか、異なるローカルの犯罪組織、ウェブサイトや不法取引の最終受益者との間の資金の流れ・リ
ンクが確立されていることが解明された。今回の共同作業の結果、OCGの複合体を明らかにし、12人の容疑者の逮捕と推定で数百万の
丸薬の押収、一千万ユーロに上る現金、高級スポーツ車を回収、英国の銀行口座にある750万ユーロ以上の資産を凍結した。金融調査は
まだ進行中である。出典：オーストリア国家警察

＊運営会社はスイスで、サーバーは北米に、郵便の住所は英国で、シッピングはドイツと思いきやインド・中国から薬が送付される

＊ロシアからのスパムでサーバーは中国にあり、イギリスのクレジット会社の番号で支払い、決済はオーストラリアで処理され、米国か
ら送られる

（事例）多国間にまたがるサプライチェーン

電子商取引と模倣品
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電子商取引における被害対策として

【被害対策としての初動】

1. 違反サイトのドメイン情報を得る

2. ウェブ魚拓で盗用の証拠を残す

3. 問合せ先が分かれば削除依頼をする

4. ホスティング会社（ドメイン会社）へ削除依頼をする

5. ホスティング会社へ発信者情報開示請求を行う

6. 現地弁護士と相談する/消費者保護管轄機関や 警察へ被害届を提出する

但し、３～５は盗用や権利侵害関係を立証する必要がある

電子商取引と模倣品



幾つかのサイト運営会社からの報告

 アリババは最近、わずか10ヶ月の期間で114百万のウェブサイトを削除したと報告している

 tmall.comの会員は、高額な預金を出し、違反で発見された場合は、預金の損失につながる
code of conduct(行動規範)に同意する必要がある

 アマゾンのような主要なオンライン小売業者は、偽造製品を削除するために監視を改善させてい
るとしている

 eBayのVERO Design Protocol,では、偽造されている場合、権利者がeBayで商品が販売されて
いる内容をチェック・通知することを可能にし、その場合はリストから削除させる

 Facebookなどのソーシャルメディアでは違法商品を宣伝・頒布するためにこうしたメディアの
利用が増大しており、過去2年間の広告掲載で偽造品の取引が大幅に増加していると指摘してい
る

取引者は偽造商品の画像を含む衣類、履物、宝石商、ハンドバッグ、財布、音楽、ゲームなどのア
ルバムを公然とFacebookページ上に公開しているが、Facebookは2.5日間で3,000のリストを削除
したということも報告している。

なお、2015年時のEUIPOとユーロ警察機構の合同調査時において、衣類、アクセサリー、靴など
2,000項目の画像を含むアルバムを見つけ、そのほとんどの商品の中には、正規ウェブサイトからコ
ピーされ、商品を購入すると郵便で中国などから直接出荷されていることも分かった

（参考）インターネット運営会社の対応など

電子商取引と模倣品



3.模倣ビジネスの根源と課題



模倣品ビジネスの成立因子

 銀行口座をもつ
 会社設立・趣意書
 仕向け地と仕入国の認知
 仕向け地と仕入国の法律認知
 取締り機関の認知、
 消費者を認知
 公益企業（水、電気、ガス、ごみ収集）との均衡
 専門家（弁護士、不動産ブローカー、エージェント、会計士など）の存在

同報告書より

不正なビジネスは、原材料、生産（工場）、倉庫、卸（エージェント/ブローカー）、交通手段、ド
キュメント、積み替え基地（通常FTZsの中）、リパッケージ、貨物運送会社や宅配便、小売などの合
法的サプライチェーンに入り込み、その犯罪的インフラはビジネスとしての合法的体裁を整え、取締
り機関からの攻撃を免れている。

模倣ビジネスの根源・課題



合法非合法

模倣ビジネスは正当なサプライチェーンに浸透する

模倣ビジネスの根源・課題



仕掛け人

仕掛け人は通常正業をもっているが、不正製品の製造・移送等を容

易にするため、様々な施設や専門家などを提供するほか、書類の偽造な

どのため、専門家などのエージェントや流通ブローカーなどを抱えてい

る。さらに流通過程を多国籍化し、経路を複雑化することにより、取締

機関から逃れる

模倣ビジネスの根源・課題



（事例）ロシアの仕掛け人

ロシアの仕掛け人（OCG/The Organized Crime and Gang Section ）は、農薬を製造するた
めの中間剤を中国から化学製品を購入し、スロベニアのコペル 港で容器に入れ
て出荷し、その後、最終製品となってパッキング、標識が付され、ウクライナ
にトラックで輸送され頒布されていた

①：ロシア仕掛け人
②：化学品製造
③：化学製造品の陸揚げ（スロベニアのPort of Koper)
④：ウクライナ向け陸送（最終製品とパッキング）

①

②
③

④

製品・資材等の余剰・不足がある場合、仕掛け人らは貿易転換（trade diversion）させる場合がある
貿易転換：の例ではフランスで医薬品の需要が過剰となり、英国で高騰している場合、リーフレットや説明書を翻訳し
直し、ロゴを使用して再パッケージ化し、この段階で偽造医薬品として入りこませる。

通常、医薬品サプライチェーンは、ブリスターパック（PTP包装）でその違いを認識できていない可能性が高い。
従って、他とのEU加盟国では、それが本物であると推定し、再パッケージ化して合法的に市場に投入してしまう。 例
えば、プラビックス錠 はこの偽造方法が英国で利用され、正規サプライチェーンに入っていた。そのほか、並行販売の
下で、英国で販売するため、偽造医薬品の200万用量が香港、シンガポール、ベルギーを経由して中国から輸入されフ
ランスの医薬品としてパッケージ化されていた。

模倣ビジネスの根源・課題



 英国のエンフォースメント機関は、模倣品に関与するOCGs注）を分析した結
果、彼らの資金の主な供給源として模倣品とその流通を挙げている

 こうした組織は、犯罪の領域で特に麻薬取引とのリンクを持っているOCGs
もかなりあるとしている。さらに不法移民、人身売買、マネーロンダリン
グなどの犯罪・不正実態も証している

 犯罪組織は、国際物流などの流通網をもち、その施設やリソースなども連
鎖して模倣品の製造・保管・流通に使っている

 これら構造化・組織化されたOCGｓが模造品の生産に関与していることを
特定することは困難であるが、人身売買、薬物などの他の犯罪の領域と連
結されていることが一般的である

仕掛け人（彼ら）とは誰なのか？

注） 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は組織犯罪（OCG)を「3人以上で構成
化されたグループで一定の間、既存社会に直接または間接的に重大な犯罪及び犯罪を犯す目的で
金融や他の利権を取得するために作用する。」と定義している。

注）：（The United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2004）

模倣ビジネスの根源・課題



 中国の犯罪組織は緊密な構造で安定し、一つ以上のファミリーで構成される傾向がある。グ
ループは均質な階層構造になっていないが、相互に作用し、比較的水平で柔軟な構造であり、
かつ別のグループと広いネットワークで構成されている

 中国OCGsは模倣品の流通に関与し、移動性があり、専門的なチームがあると考えられている

 中国OCGsでは衣料品などの製造のために、人身売買の被害者が提供されると考えられている

 イタリアのロンバルディア、マルケなども関連付けられている地域、又プラートとフローレン
スの地域では繊維・ファッション産業が盛んであるが、マドリードとその近郊の一部は中国の
OCGsによって侵食されている

 中国のOCGsは、欧州全域で行動し、偽造品の移動を容易にするため、合法的な企業活動を行
なっている。例えば、中国人が所有している倉庫では、正規の製品に混じり、偽造製品が格納
され、大多数は繊維製品、台所用品、小型家電製品などの輸入販売である

 ブルガリア、チェコ共和国、ポーランド、ルーマニア、スロバキアでは違法なタバコが工場生
産され、中国のOCGsはそうした生産と流通に関与すると考えられている

 中国人のOCGsは、偽造農薬の生産と流通にも関与すると考えられている。ベルギー、ドイ
ツ、オランダ、スロベニアの主要港では、中国から輸送コンテナが到着し、化学物質製品の再
パッケージ化が行なわれEUに入っている

 マネーロンダリングの面でも中国に大量の資金を送金する金機関のネットワークの介在、中国
人グループと共謀など、さらに船会社代理店と中国OCGsとの関係も報告されている

（参考）欧州における中国人OCGｓ

模倣ビジネスの根源・課題



 名 声：権利保有者は、その不本意さを由として、商業的敏感(commercial
sensitivities)を唱える傾向があり、偽造の問題を認めた場合、評判を傷つける恐れ
がある

 利 害：民間企業の一部では、取締り活動にコミットまたは商用データを共有した
くないと考えている（=民間部門の立場からすると犯罪組織にかかわりを持ちたく
ない）

 抑 止：多くのOCGｓは積極的にロビー活動に関わっており、同じような脈絡で、
偽造と向き合っている複数のエンフォースメント機関、規制当局およびその他の公
的部門の機関や支援民間セクターなどがエージェントに到達させることを困難にさ
せている（＝エンフォースメント部門と民間部門の双方の座標がうまく結びつかな
い）

 コスト：民間部門の代理人は、対策の意思決定において重要な要因となる民事訴訟
コストとその回収率を提起している。
つまり、判決を導き出すまでの費用や手数料は、EU 各国間で著しく異なり、訴
訟費用は加盟国の複数にも及ぶため、その額は膨らむとしている(次ページ参照）

企業における模倣への向き合い方（課題）

模倣ビジネスの根源・課題



EUIPOは権利者側の侵害製品に対する「損害とコスト」のバランス、「保存と廃棄」の方法・コ
ストについて、EU全体の調和が欠如していると指摘している。つまり民事訴訟に成功しても権利
者が訴訟費用をカバーできる割合が低いとしている。

（参考）利者側のコスト負担

【解説】
チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、エストニア、アイルランド、ギリシャ、イタリア、リトアニア、オランダ、ポル

トガル、スロベニア、スウェーデンのこれらのEU 加盟国では権利者側の立証責任が必要とされ、民事訴訟に進めないこ
ともあり、容易ではないとしている。

又、ほとんどのEU 加盟国では、権利者は訴訟金担保のために責任を負い、侵害者に対し、侵害品の廃棄のコストを負
担しなければならない。さらに裁判手続等の経過によっては、法外に高くなる可能性もある。

国家は通常、刑事訴訟におけるコストを負担するが、税関手続においては権利者が廃棄や保存のコストを負担しなけれ
ばならない。一部には「権利者が権利侵害品を廃棄することやの保存するコストについて、その責任を負う理由が理解で
きない」と述べ、それは、「自分の家が強盗された後、警察が請求書を差し出すことと全く同じ意味である」とも述べて
いる。又、税関手続における廃棄コストに関する規則 でも、権利者が支払金を準備していないと違法な物品をEU市場に
入れてしまうことになる。

【事例】
幾つかのケースでは、廃棄コストは押収製品の性質に応じて高くなるとし、

例えばアイルランド農業省は、有害廃棄物として保留中の廃棄として以下の報
告をしている。

2013に8月までに廃棄された違法な農薬の量は8, 000リットルだが、その後
12月までに押収された農薬は12, 000リットル にも上ると報告しているが、
押収製品を巡って係争している間これらの押収品は再び市場に入っていること
を示している。出典：アイルランド農業省

本事例では、偽造農薬が押収されても、すぐに処分しなくても良く、極低温
など特殊な環境で保管されなければならない高性化学物質であった場合は廃棄
するよりも貯蔵に高いコストがかかるという。或いは、廃棄コストも法外に高
いこともある。

対応として商標侵害で偽造品を押収・停止させ、再利用されることがないよ
うに取締り当局に求めるのみに留まることになることも

EU MS 
(Av.%)costs 
recovered

Austria 50-70 % 

Cyprus 50%

Denmark 10-50 % 

Estonia 100%

Ireland 80%

Italy 30%

Lithuania 100%

Luxembourg 10-30 % 

Romania 100%

Slovak Republic 100%

Sweden 100%

加盟国別のコストリカバーの平均値
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消費者における模造品の購買動機とその抑止（肯定と否定）となる各要因のトップ３を挙げる

模造品の購買・幇助の要因

【レポート】
EUにおける製品偽造は、消費者需要動向が犯罪者ネットワークに利益を生みだす機会を提供しているとも言える。
最近OHIMの研究よる「ヨーロッパ市民と知財意識向上」＊１では、EU市民の大多数は知財の支持は強いものの、個

人レベルではこうしたルールが破られることが正当化されていると指摘している。こうした意識の背景には、限られた
購買力の結果として、市場経済が高級ブランド‘によって動かされる経済モデルに対し、抗議を示していることの現れで
もあると指摘している。

ユーロスタット（Eurostat ） の2011年研究では、EU27カ国の16才から74才について43％がインターネット上で
正規品購入に限らず購入しており、とくに英国71％、ドイツ64％、フランス53％と先進国で高い数字を示している。

又、2012 から2013におけるEU域外国境での押収例や記事に関する最新のDG TAXUDレポートでは、これらの国の
大きな変化を示している。

WIPOの文献 では、啓蒙活動を設計する際、考慮すべき点として文化の違いを参酌する必要性にも言及している。
（例：香港で富の虚飾を表示することはブランドを身につけること、しかし、偽造品を纏っていた場合、「あなたは偽
の服を着る偽の人です」といわれ、面子を大事にする文化に傷つけることになる）

偽造品購買のための動機

•価格

•簡単にアクセスできる

•社会的受認性(social 

acceptability）

偽造品購買の抑止力

•健康と安全の影響【次

ページ参照）

•法的措置の脅威

•組織犯罪への係わり

＊１： https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+perception+study/European Citizens and Intellectual Property 
Perception Awareness and Behavior」

社会・経済的要因

•経済的貧困（公共部門

も含め）

•社会的抑圧

•反経済独占・アンチブ

ランド

その他の要因

•テロ・犯罪組織とのつ

ながり

•経済的不法行為・賄賂

•知財認識や法執行抑止

力の低さ
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問題は、消費者の健康と安全に与える危険である。これらの製品の中
には、規格外の構成部品や有害な化学物質含み、消費者の健康と安全に
重大な影響を与える可能性があるとしている。

偽造者は、安価な製造技術と方法により、疑うことを知らない消費者
を危険にさらしている

生活物資の違法生産でいえば、例えば、頭皮に化学火傷を引き起こす
シャンプーの例や有害物質を含む化粧品など未知なる複数の問題があ
る。

未承認の規格で製造された偽造電池で、ノートパソコンや携帯電話の
充電器を使用すると、爆発や火災をもたらす例も報告されている。

（参考）健康や安全性への脅威

模倣ビジネスの根源・課題



中国で製造された模倣品の供給先

資料-1

経済産業「模倣品対策の報告書」215より



出典；欧州連合における偽造について（2015年)ユーロポール、OHIM
（2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union）

模倣品の拡散と中国が拠点化する港

上海

チッタゴン

アントワープ

ピリウス

スエズ

ジブチ

コロンボ

ティンカン

ロメ

グワダール

チャオピュー
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項 目
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 中国のCOSCOパシフィッ
ク社は、2.6億TEU の容量を
持つギリシャ・ピレウスコン
テナ港のターミナル2で35年
間のリースを行い、FTZと中
国のEU向け製品の主要な輸
入のハブとなっている。
（又、同港のターミナル3に
1.1億TEUを処理するリース
契約をしている)

 アントワープでは、四つの
コンテナドックのうち、三つ
が中国側で運営されている

 北京とロンドン間の12,000 
kmを鉄道で18日間で結ぶ

海路・陸路でつなぐ中国の貿易構想

輸送方法別差止め数（中国税関）

事例

資料-4
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おわりに

ジェトロは海外での様々な知財保護・模倣対策サービスを行っています。電話・メール等でお問い合わせください。

セミナー・講演会の開催

国別模倣対策マニュアル、知財権侵害判例事例集の提供

ウェブサイトでの各国知財制度・模倣対策情報の提供

知的財産の保護に関するご相談

企業・団体による情報・意見交換会の開催

外国での中小企業の知財権の侵害、冒認商標、防衛型侵害対策費用の助成

外国出願支援事業（代理人費用や明細書翻訳費用、外国商標調査）

お問合せ先： 日本貿易振興機構(ジェトロ) 知的財産課
TEL：（03）3582‐5198 E-mail：CHIZAI@jetro.go.jp
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