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中国で出回っている
日本企業のニセモノ

被害の状況



ジェトロ北京事務所にあるニセモノ展示館



ジェトロ北京事務所のニセモノ展示



商標権侵害、類似商標が多い



ホンダ、スズキなどの
コピー・オートバイやヘルメット



ニセモノは日用品・雑貨物まで広がっている



クレヨンしんちゃんのデッドコピー













左がトヨタの「ハイラックス サーフ」 右が中国で走っている「セーフ」。

中国発で「TAYOTA」
が輸出されたことがあ
る

中国のこの技術力



真正品ニセモノ

マキタの電動工具のニセモノ



キヤノンのインクカートリッジ
全世界で100億円の被害

左がニセモノ



香港松下電器を名乗る

ブランドは、「Paretionic」



中国のCDは８０%が海賊版

・ 日本音楽信息中心（北京） 朱根全所長

正規のCDは７０元（１０００円程度）だが、
海賊版は１０元（１５０円）以下。

・ 各省の文化局に人がいない。どこの行政
組織でも担当者が少ないので取り締まり
は無理。

公安警察も組織的に動かない。

・ 昼は正規物を作り、夜は海賊版を作る。



街角で売られている海賊版



ニセモノ商標 真似をされた日本企業の商標
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日本企業が被害を受けている代表的なニセモノ商標



中国で、なぜこんなにニセモノ
が出るようになったのか。

なぜ？？？



第３次産業革命の勃発

1990年代から始まった第３次産業革命

産業革命を起こすツール

第１次 蒸気機関

第２次 電気・石油

第３次 ＩＴ（情報技術）



技術移転のタイムラグ

第１次産業革命

1769年＝ワットの蒸気機関の改良。

1875年＝明治５年、群馬県富岡に富岡製糸場を建設。

ワットの蒸気機関改良から106年後

第２次産業革命

1903年＝フォードが自動車の大量生産に成功。

1935年＝豊田喜一郎が国産自動車の第1号を完成。

フォードから遅れること32年

第３次産業革命

1989年＝米・自動車企業が本格的に3次元設計へ

1995年＝日本自動車メーカーが3次元化に着手

アメリカ自動車企業から遅れること6年



第３次産業革命の
タイムラグは何年・・・・

第１次は、106年
第２次は、32年
第３次は、実際はゼロ。

世界同時進行と考えよう。



模造品の品質が向上

１．ＩＴ産業革命でデジタル化

日本の優秀な工作機械が、１９９９年から
アジアに大量に輸出

２．半導体などの普及で製造技術が標準化

３．どこで何を作っても同じ品質

（粗悪品でない、まあまあが多くなる）



なぜ、同じ品質になったか
工作機械の輸出が1996年から急増

ロボットの外国輸出が９９年から半分以上に

ＩＴ化でどこでも同じ部品が使え、

しかも故障が少ない部品になってきた。

経営管理がコンピューター化してどこでも

同じ効率化が実現した。



世界の工場になった中国は
技術力を急速につけた

その結果出てきたのが、

おびただしいニセモノ製品と

海賊版。

中国から輸出されたニセモノが
世界中に出回る。



第4回中国模倣被害実態アンケート調査
（2006年、ジェトロ/中国日本商会）



第4回中国模倣被害実態アンケート調査
（2006年、ジェトロ/中国日本商会）

最大被害の知財権利



第4回中国模倣被害実態アンケート調査
（2006年、ジェトロ/中国日本商会）

昨年比ニセモノ被害傾向



中国製のニセモノの品質

・真正品にかなり近い 24%
・向上しているが真正品には劣る

55%
・劣悪である 19%
・不明 2%
（第2回中国模倣被害実態調査結果、JETRO北京センター）



しかし中国の有力企業、大学、
研究機関が、急速に知財戦略を

進展させている。



順位 企業名 出願件数

1 楽金電子（天津）電器有限公司 1,806

2 華為技術有限公司 1,551

3 鴻富錦精密工業（深セン）有限公
司

944

4 重慶力帆実業（集団）有限公司 761

5 富士康（昆山）電脳接挿件有限公
司

527

6 中国石油化工株式有限公司 500

7 海爾集団公司 477

8 友達光電器株式有限公司 414

9 明碁電通株式有限公司 411

10 聯想(北京）有限公司 399

順位 国家 企業名 出願件数

1 日本JP 松下電器産業株式会社 2,144

2 韓国KR サムスン電子株式会社 1,568

3 日本JP セイコーエプソン株式会
社

943

4 日本JP キヤノン株式会社 882

5 韓国KR LG電子株式会社 805

6 日本JP ソニー 742

7 日本JP 三洋電機株式会社 692

8 日本JP 株式会社 東芝 672

9 日本JP 三菱電機株式会社 589

10 米国US IBM 581

中国企業と外国企業の特許・実用新案・意匠出願件数（2003年）



1位 ２位 3位 4位 5位

特許（2005
年）

日本
40.8

米国
40.2

韓国
14.2

中国
13.7

英国
7.6

商標(2006
年)

中国
67.1

米国
26.5

日本
13.6

韓国
12.3

ドイツ
8.0

意匠（2006
年）

中国
20.1

韓国
5.1

日本
3.7

米国
2.6

*

実用新案
(2002年)

中国
9.3

韓国
3.9

ドイツ
2.3

日本
0.9

ロシア
0.7

特許、商標、意匠、実用新案の出願数トップ５ (単位：万件）

中国：　国家知識産権局ホームページ
韓国：　韓国特許庁ホームページ
日本：　特許庁　統計・資料編　第1章（5)
米国：　2002年データ　WIPO統計　2003-2006年　USPTO資料



上海交通大 1049 1 313 東北大
浙江大 976 2 296 京都大
清華大 826 3 266 日本医科大
天津大 414 4 252 慶応義塾大

ハルビン工業大 384 5 217 東京工大
復旦大 357 6 216 東京大

華南理工大 292 7 204 北海道大
東南大 263 8 199 大阪大

西安交通大 245 9 168 広島大

南京大 233 10 157 名古屋大

日中大学の特許出願ランキング（日本は２００４年、中国は2005年）

中国の大学 出願数 順位 出願数 日本の大学

出典：特許庁、中国知識産権局



急速に力をつける中国の科学技術

＊研究開発費は世界２位

中国のR＆Dの投資は近年急上昇。2006年の

研究開発費は米国に次いで世界第２位。

＊研究者数も世界２位

中国の研究者数は2002年には81万人になり米
国に次いで第2位。

＊論文数は世界５位

論文数のランキングでも中国は、アメリカ、
イギリス、日本、ドイツについで世界で5位。



ニセモノ防止対策



ニセモノ対策

１．ニセモノは世界の通商問題であり、安全問題

最大製造地域

直接流通

ある地域を経由して流通

ＥＵ税関ホームページより作成
(http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/counterfeit3_en.htm)

提供：知的財産戦略推進事務局



２．第１回ニセモノ対策世界会議 （2004年5月）

インターポール（国際刑事警察機構）

ＷＣＯ（世界関税機関）

ニセモノの貿易量

５,０００億ユーロ（６５兆円）

３．シーアイランドサミット （2004年６月）

主催

我々は、知的財産の不正使用及び

海賊行為と戦う必要性を認識した。

提供：知的財産戦略推進事務局



日日 本本

模倣品・海賊版製造者

輸出者

侵害発生国侵害発生国

税関税関

日本政府日本政府

輸入者

相手国政府相手国政府 外交交渉外交交渉

ニセモノ対策
提供：知的財産推進事務局



ニセモノ輸出防止条約ニセモノ輸出防止条約 （提案）（提案）

１．ＷＴＯ／ＴＲＩＰＳ協定に基づき輸入を禁止
することに加え、ニセモノの輸出を禁止する。

２．加盟国は、輸入禁止に加え、輸出を禁止する
法律を制定する。

３．ニセモノは没収する。

４．権利者は、自国又は第三国政府に輸出を差止
め請求できる。

５．加盟国は申告、没収などの条約の施行状況を
毎年１回、事務局に報告する。

提供：知的財産戦略推進事務局



中国でも知財侵害の賠償金が
高額化してきた

ヤマハが浙江省のオートバイメーカーや販
売会社など4社を商標の無断使用で訴え

2007年6月5日
最高人民法院が中国の企業側に8340万元
（約1億2500万円）の支払いを命じる。



中国で最高の知財侵害賠償金

中国の電気機器メーカーの正泰集団は、
フランスの大手電機機器メーカーのシュナイ
ダー・エリクトリック社を実用新案を侵害した
として訴えていた。

2007年9月29日 温州市中級人民法院判決

「04年8月～06年7月の間に販売して得たと
推定される利益に相当」として3億3500万元
（約50億2500万円）の損害賠償の支払いを

命じる。中国の知財賠償の最高額。



中国でも知財侵害犯罪の
罰則を強化

著作権侵害の複製品

①500枚で最高3年以下の懲役と罰金

②2500枚で3年以上7年以下の懲役と罰金

③累犯者には執行猶予をしない

④罰金額は違法所得の1~5倍。

⑤不法経営額の５０％～1倍以下の罰金額



ニセモノ販売をしているビルの
管理者に責任あり

北京の有名な「秀水市場」

バーバリー、グッチ、ルイヴィトン、プラダ、
シャネルがビルの管理者を訴える。

05年9月 北京市中級第2法院が商標侵害
で250万元（3750万円）の支払いを命じる。

スポーツ用品のブランド

「THE NORTH FACE」が訴え。

07年11月 4万元（60万円）の支払い命令



独立行政法人科学技術新興機構（ＪＳＴ）

中国総合研究センター



中国総合研究センター（CRC）の活動 －全体像－

3)中国文献の紹介
（中国文献データベース・
日本語版の構築）

抄録（600-700誌程度）

10万件／年（予定）

事業

4)日中共同での
政策研究

・日中共同コンファ
レンス（年1回）

・研究会開催

1)日本の科学技術
動向等の紹介

・各種データベース
・日中共同事業の紹介
・中国側からの照会への
対応

2)中国の科学技術

動向等の紹介

・政策担当者の交流を
通じたネットワーク形成
・マンスリーレポート刊行

情報伝達

①Webサイト作成・保守

ミッション
①中国の科学技術政策、研究開発成果の発展状況等を日本国内に伝えると同時に、日本の科学技術政策、研究開発成果の情報発信を行い、
日中の相互理解を深める。

②日中の科学技術関係者の緊密な交流を通じて、日中共同で取り組むべき課題について検討を行い、政策提言を行う。
③これら活動の成果が広く活用されるよう、関係機関（大学、研究所、企業等）への提供に努める。

ミッションミッション
①中国の科学技術政策、研究開発成果の発展状況等を日本国内に伝えると同時に、日本の科学技術政策、研究開発成果の情報発信を行い、
日中の相互理解を深める。

②日中の科学技術関係者の緊密な交流を通じて、日中共同で取り組むべき課題について検討を行い、政策提言を行う。
③これら活動の成果が広く活用されるよう、関係機関（大学、研究所、企業等）への提供に努める。

日本側（産・学・官） 中国側（産・学・官）

日中科学技術交流の活性化／ネットワークの拡大
・日中共同参画プロジェクトの具体化
・共同プロジェクトの拡大

CRCの

活動範囲

実現すべき
こと

②マンスリーレポート
④カンファレンス／研究会

③中国文献DB
⑤研修交流



日本語版サイト
トップページ



中文版・英文版も用意
日本の情報を発信



中国の各種データを用意



「マンスリーレポート」
を毎月発行



中国文献データベースについて



中国文献データベースについて－１

１．目的
中国の科学技術情報を日本の研究者・技術者等に紹介。
中国の科学技術・医薬情報（関連する人文・社会科学情報を含む）、政策の動向、
研究開発成果の動向等について日本語抄録付きで案内。
「中国文献データベース（ファイル名：JSTChina）」を整備し一般公開。

２．特徴
・ユーザ登録不要・無料で利用可能
・中国文献データベース専用に地域名(省レベル、市レベル)の頻度分析機能を
追加し、地域別の分析が可能

・標題、著者名、機関名の中国語表記をポップアップウィンドウで表示
・全文については、複写サービスで対応するほか、JSTリンクセンターを通じて

全文データベース提供機関とリンク予定

３．ファイルデータ
･収録誌数 ： 約７７０誌
･年間収録件数： 約１０万件
･現在の収録記事件数：１２万１千件（2007年9月時点）

１



４．対象資料
１）科学技術・医学関連資料
・約760誌

- 中国科学技術部科学技術情報研究所（ISTIC）、中国科学院文献情報
センター（LCAS）、北京大学等の機関が重複して選定した重要資料

- 中国国家自然科学基金委員会（NSFC）が財政的支援を行っている資料
- 世界的に最も利用される文献引用情報データベース（ＩＳＩ）に収録された資料

２)人文社会科学関連資料
・約10誌
中国国内で発行される社会経済の雑誌やレポート類
今後、中国関連記事の多い日本および中国以外の海外で発行される雑誌もピッ
クアップしてデータベース化

３）不定期刊行物
- 中国の政府機関
- 研究機関
- 大学
- 協会等

２

中国文献データベースについて－２



中国文献データベースについてー３

５．データベース作成
１）抄録作成
抄録は、中国科学院文献情報センター（LCAS）が保有している書誌・抄録の電

子データ（メタデータ）の提供を受け、日本語に翻訳して作成。
翻訳は、協力関係を構築した中国国内の大学等公的機関においても実施。

２）索引
・ JSTシソーラスを用いた索引
・ 第一著者の所属機関の地域名（省レベル、市レベル）を和文で付与

３）中文書誌の表示
・標題、著者名、機関名の

中国語書誌情報を

ポップアップウィンドウで表示。



６－１ 中国総合研究センター ホームページからの利用方法

クリックして選択

検索のイメージ

※中国文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽは、JDreamⅡからもご利用頂けま

http://pr.jst.go.jp/jdream2/

※

Webページアドレス

http://crds.jst.go.jp/CRC/



中国文献データベース トップ画面

収録されている資料の一覧表へ
月更新）（EXCELファイル：1回/

クリックして
検索開始

オンラインヘルプ画面へ



地域名（省レベル、市レベル）での検索

和文資料名（日本語表記）、資料名（英語/pinyin表記）

地域名（省レベル、市レベル）での検索

和文資料名（日本語表記）、資料名（英語/pinyin表記）

検索画面



・コピーサービス画面へ案内

検索結果の表示画面

原文取得

ポップアップで表示

JSTリンクセンター対応
（中国の全文DB提供機関とリンク予定）

原文取得



馬場錬成のインターネット･コラム

日本経済新聞 HPのコラム

Bizプラス「知財戦略で勝つ」
http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/baba.cfm

ホームページ
http://babarensei.coolblog.jp/blog/6/biz/

メール：babaren@nifty.com
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