
模倣品・海賊版対策ついて

平成26年11月
経済産業省



１．模倣品・海賊版対策の現状等について

製造産業局模倣品対策室
（政府模倣品・海賊版対策総合窓口）

（参考）
政府模倣品・海賊版対策総合窓口ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/index.html



◆模倣品の製造国が判明している相談案件
のうち、中国（香港を含む。）に関する相談案
件が全体の半数以上。

◆「商標権侵害」が最も多く、次いで、「不正
競争行為」、「著作権侵害」に関する相談が、
近年増加。

(１)相談・情報提供の受付件数・受付方法

(２)知的財産別相談案件の割合
(３)模倣品の製造国が判明している

相談案件の割合

Ⅰ．政府模倣品・海賊版対策総合窓口（相談状況）

（注）2004年～2013年に受け付けた相談案件（913件）のうち、
模倣品の製造国が判明しているもの（446件）の集計による。

◆2004年8月 政府一元化相談

窓口を設置（知財推進計画2004関連）。

◆専門家を配置し、権利者等か
らの相談に対応。

◆「侵害状況調査制度」「年次
報告書」作成を担当（知財推進計

画2004,2005関連）。

（注）2004年～2013年に受け付けた相談案件（913件）のう
ち、侵害を受けている知的財産権の内容が明らかなもの
（759件）の集計による。

(４)インターネット取引関連の
相談・情報提供の推移

◆2004年の相談窓口開設以来、2014年10月末まで
に9,379件の案件を受理。
◆2014年は、10月末時点で相談件数が236件と過去
最高を記録。

【相談・情報提供の受付件数】

◆2013年に受け付けた1,433件の
うち、インターネット取引に関する
相談・情報提供は1,246件、全体
の約87％。
◆2014年は、10月末時点で1,119
件（全体の約83％）を受理。
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Ⅱ－１．対策① 知財侵害に関する中国との取組み

◆産業界の関心の高い「中国政府」との間で、覚書等に基づく対話や協力を実施。

商務部

• 次長・審議官級の共同議長。
• 毎年１回、日中交互で開催。
• 知的財産保護に関する法制度か
ら執行・運用面まで関係省庁を網
羅した幅広いテーマを議論可能。経済産業省

特許権 商標権

著作権 取締り

司法措置 その他

関連部門
・
・
・

関連部門

・
・
・

特 許 庁

経済産業省・商務部との大臣級覚書＜2009.6＞
日中知的財産権WGを開催

経済産業省・国家工商行政管理総局(商標・不正競争担当)との
大臣級覚書＜2009.8＞

協力分野

• 協力分野に関する協議及
び共同研究（模倣品対策
事務WG等）

• 協力分野での人材育成

• 協力分野についての情報
交流

・ 商標の登録、審査、異議、
審判及び管理

・ 模倣品の取締り
・ 不正競争行為の防止
・ インターネット関連の知的

財産保護
・ 普及啓発活動等

協力内容

日中インターネット知財保護シンポジウム 悪意ある商標出願の情報提供協力

電子商取引、コンテンツの各々の民間事業者
間協力を日中政府がバックアップ

日本のキャラクターを利用した商標出願につい
ても日本側から情報提供し、権利化抑止に資
するケースあり

法改正、運用改善、特別摘発活動

海賊版対策と正規版流通等も議題に
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Ⅱ－２．対策➁ 産業界との連携 IIPPF（国際知的財産保護フォーラム）

◆2002年4月 海外の知財侵害問題に対する業種横断的組織として設立。
◆官民協力の象徴的な活動として「知財保護官民合同訪中団」を派遣。

組織の概要

○メンバー数： 269（90団体、179企業） 2014.10現在

○座長： 佐々木 則夫（株式会社東芝 取締役副会長）
○事務局： JETRO（（独）日本貿易振興機構）
○活動： ５つのプロジェクトを拠点として活動実施

第１（中国への協力・要請）
第２（中国以外の国・地域対応） インド、ASEAN、 中東、ロシアCIS・東欧WG
第３（情報交換）
第４（協力・普及啓発）
第５（営業秘密保護） ※プロジェクト横断的活動としてインターネットWGあり。

活動理念「『協力』と『要請』」

官民合同訪中団

第１回：2002年12月 森下（松下電器産業㈱会長）座長、西川経済産業副大臣 他

※第２回～第５回は、宗国（本田技研工業㈱会長）座長を中心に実施。

第６回：2009年 2月 中村（パナソニック(株)会長）座長、高市経済産業副大臣 他

第７回：2010年 8月 志賀（日産自動車(株)最高執行責任者）座長、近藤経済産業政務官他

第８回：2012年 9月 志賀（日産自動車(株)最高執行責任者）座長、中根経済産業政務官他

※その他、北京以外の地域（広東省政府、中東等）へのミッションや実務レベルでのミッションも実施。

要請事項の一部が、中国知財法改正や特別摘発活動として具現化
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◆海外における知財保護セミナー（真贋判定セミナー等）の開催

税関・警察等執行関係機関等の職員を対象に模倣品の
取締り等に関する実践的なノウハウを提供するセミナー
を、毎年、２０ヶ所程度開催。
→相手国の人材育成支援とともに、日本ブランド品の
摘発強化に直結

◆海外政府関係者の日本招聘

開催実績国（2014.11）

2013年度実施国：
中国、韓国、インドネシア、ベトナム、インド、ロシア、イラク、チリ等

海外の政府機関職員を招聘し、政府や産業界との交流を実施。
→人的関係構築や産業界を含む意見交換等が実現

2013年度実績：
広東省公安庁、マレーシア政府、ベトナム知財保護関連機関

特許庁でも、インドや
ASEANの裁判官等を招聘
しており、協力して対応

◆その他日本産業界向け活動

弁護士等専門家を招聘したセミナーの開催

海外の調査事業の実施

模倣品対策マニュアルの提供（特許庁）

模倣被害実態調査の実施（特許庁）

Ⅱ－３．対策③ その他の主な模倣品対策活動
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２．経済産業省における
マンガ・アニメ海賊版対策の取組について

商務情報政策局
文化情報関連産業課
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Manga-Anime Gurdians（MAG） PROJECTとは？
 ①海賊版の「削除」を効率的に行い、それと同時に②ファンを海賊版から正規版サイトへ「誘導」する仕組みを構
築、更に③国内外の視聴者等に「普及啓発」を行うという３つの課題に一貫して戦略的に取り組むプロジェクト。

 これらの取組を通じ、国内外のマンガ・アニメのファン層を維持・拡充しつつ、海賊版が市場から消滅していくこ
とで、正規のコンテンツに対価が支払われ、新たな作品創造へと繋がる好環境を整備。

 出版社及びアニメ関連企業15社からなるマンガ・アニメ海賊版対策協議会と経済産業省（事務局CODA）が一体と
なり推進する。

【対策】

海
外
視
聴
者

コ
ン
テ
ン
ツ
の
価
値
の
最
大
化

＜コンテンツの価値のグローバルな最大化に向けたMAGPROJECTの取組＞

海賊版【課題】 普及啓発海外展開

海賊版
サイト

コンテンツ
ホルダー

②正規版リンク集サイト
「Manga-Anime here」

manga-anime-here.com

①海賊版の
大規模削除

③広報・普及啓発
・スペシャル動画
『Thanks, friends』
・コラボレーションイラスト
『JOIN 

US,FRIENDS.』

マンガ・アニメ海賊版対策

＜マンガ・アニメ海賊版対策協議会参加者＞

■委員（敬称略・５０音順）
(株)グッドスマイルカンパニー 代表取締役社長
(株)ＫＡＤＯＫＡＷＡ 代表取締役専務
(株)サンライズ 代表取締役会長
(株)バンダイナムコゲームス 代表取締役副社長
(株)トムス・エンタテインメント 専務取締役
(株)小学館 常務取締役
(株)ブシロード 代表取締役社長
東映アニメーション(株) 取締役
(株)集英社 専務取締役
(株)アニプレックス 代表取締役
(株)ぴえろ ファウンダー
(株)スタジオジブリ 代表取締役社長
(株)手塚プロダクション 代表取締役社長
(株)小学館集英社プロダクション 取締役
(株)講談社 国際事業局 局長
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 8月1日(金)より、「マンガ」約500作品「アニメ」約80作品について、約5ヶ月
に渡る集中的な海賊版削除を開始。

 10月31日現在の成果は、対象サイト数194件に対して、削除件数250,376件、
削除率57％。

①海賊版の大規模削除

＜大規模削除対象サイト例＞
サイト名 運営 上位アクセス国

マンガ
goodmanga.net ドイツ 米国、フィリピン、カナダ
Mangapark.com カナダ 米国、タイ、ベトナム
uploaded.net オランダ 米国、フランス、ブラジル
rapidgator.net ロシア 米国、日本、フランス
bitshare.com 米国 ドイツ、ブラジル、日本
torrentdownloads.me カナダ インド、米国、イタリア

アニメ
56.com 中国 中国、米国
Anitube ブラジル 日本、ブラジル
Dailymotion フランス 米国、パキスタン、仏
FC2動画 米国 日本、台湾
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 7月30日に「Manga-Anime here」
(URL： http://manga-anime-here.com/)を公開。

 10月31日現在、掲載作品数391点。
 スペシャルコラボレーションイラスト『JOIN US， FRIENDS．』を10月16日
にスタート。開始１週間で100万JOINを達成。

②正規版リンク集サイト

＜『JOIN US， FRIENDS．』 ＞＜Manga-Anime here トップページ＞
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 7月30日に、古今東西の日本の名作マンガ・アニメから選りすぐりの「ありがと
う」シーンを繋いだムービーコンテンツ＜Thanks,friends＞を公開。

 この映像を中心に各種報道でも取り上げられ、11月10日時点で、YouTube再生
回数は785,378回

③普及・啓発

＜ステッカー＞

＜Thanks,friends＞


	模倣品・海賊版対策ついて
	１．模倣品・海賊版対策の現状等について
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	２．経済産業省における�マンガ・アニメ海賊版対策の取組について
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11

