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第 1 章 

インドの税関制度と税関業務の概要 

1. インド税関による知的財産権侵害品押収の法的枠組み 

知的財産権を執行するインド税関当局の任務は、2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則の通

達以前にも、1999 年商標法及び 1962 年関税法の枠組みに常に組み込まれていた。1999 年インド

商標法は、権利者の同意がない物品の不正な輸入及び輸出を禁じている。 

TRIPS 協定に基づく国際的義務により、インドは 2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則を制

定した（2007 年 5 月 8 日付け通知第 47/07 号参照）。上記規則に基づいて、税関当局は、知的財

産権侵害品が入っていると疑われる貨物を自発的に差止、停止、押収することができる。TRIPS

協定の第 51 条から第 60 条に基づき、WTO 加盟国は、国境における知的財産権の執行が関係す

る限りにおいて、以下の規定を取り入れて国境措置に関する義務を果たすための法律を制定しな

ければならない。 

 引き渡しの停止：被疑模倣品の引き渡しを停止するよう権利者が税関に申請を提出する

ことを認める規定 

 申請：申請を行う条件、侵害の一応の証拠、及び物品の十分に詳細な説明に関する記述 

 保証金又は同等の保証：侵害の申し立てをする者による制度の乱用を防ぐための保証金 

 停止の通知：停止について税関から権利者に速やかに通知すること。 

 停止の期間：申請者が停止の通知を交付されてから 10 営業日。この間に権利者が法的

手続きを開始できる。 

 物品の輸入者及び所有者の免責：申請者は、物品を不当に留置した場合、輸入者、荷受

人、所有者に補償金を支払う義務を負う。 

 検査の権利及び情報：権利者は、請求権を立証するために十分な情報と留置物品を検査

する権利が与えられる。 

 職権行為：物品の通関を停止するために、申請を必要とせずに税関が自発的に行動する

ことを認める任意規定。「職権」には、次の 2 つの異なる意味があり得る。 

i) 権利者が自らの知的財産権の登録を完了している場合に、税関が独自の情報に

基づいて積み荷を差し止めること。 

ii) 権利者が登録を完了していない場合でも、税関が独自の情報に基づいて積み荷

を差し止めること。 
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 救済措置：侵害品の破壊命令。再輸出は認められない。 

 僅少（De Minimus）輸入品：小さな非商用の貨物は除外してもよい。 

 

セクション 

番号 
関連条項、1962年関税法に基づいて発行された通知及び通達 

1. 1962 年関税法 

第 11 (2) (n)条 

この条文により、2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則

が制定されている。本条によって、中央政府は、とりわけ

物品が特許、商標、著作権、意匠及び地理的表示を侵害し

ている場合、物品の輸入又は輸出を無条件又は条件付きで

禁じることができる権限を与えられている。 

2. 1962 年関税法 

第 111 条 

本条は、不適切に輸入された物品又は輸入されようとした

物品の没収を扱う。 

 関税法第 111 (d)条 

－ 不適切に輸入

された物品の没収

等 

本法又はその時点で有効なその他の法律に基づいて課され

ている禁止に違反して輸入もしくは輸入の試みがなされた

物品又は輸入を目的としてインド関税水域に持ち込まれた

物品 

3. 1962 年関税法 

第 113 条 

本条は、不適切に輸出されようとした物品の没収を扱って

いる。 

 第 113 (d)条は、不

適切に輸出しよう

とされた物品の没

収について規定し

ている。 

本法又はその時点で有効なその他の法律に基づいて課され

ている禁止に違反して輸出の試みがなされた物品又は輸出

を目的として何らかの保税地域の境界内に持ち込まれた物

品は、無条件の没収の対象となる。 

4. 1962 年関税法 

第 112／114 条 

侵害品は無条件で没収の対象となるだけでなく、知的財産

権侵害品の輸入者／輸出者に対して罰金手続きが取られ

る。 

5. 2007 年 5 月 8 日付

け通知 47/2007 － 

税関（NT） 

2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則を通知している。 

6. 2007 年 5 月 8 日付

け通知 50/2007 － 

税関（NT） 

1999 年商標法の規定に違反する物品の輸出を禁止してい

る。 

7. 2010 年 6 月 30 日

付け通知 51/2010 

－ 税関（NT） 

1999 年商標法、2000 年意匠法、1970 年特許法、1999 年物

品の地理的表示（登録及び保護）法又は 1957 年著作権法の

特定規定に違反する物品をインドにおいて販売又は使用す

る意図で輸入することを禁止している。 
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8. 通達第 41/2007 号 税関、2007 年 10 月 29 日付け、2007 年知的財産権（輸入商

品）施行規則 

9. 通達第 10/2011 号 税関、2011 年 2 月 24 日付け、2007 年知的財産権（輸入商

品）施行規則 

10. 通達第 13/2012 号 税関、2012 年 5 月 8 日付け、輸入品に対する知的財産権の

執行 

11. 指示 F、 

第 26000/1/2012 号 

OSD (ICD)、2012 年 3 月 27 日付け、CS (OS) 第 2982/2011

号、L.G. Electronics India Pvt. Ltd.（申立人）対 Bharat 

Bhogilal Patel（税関長）ムンバイ／デリー事件（デリー高

等裁判所）について 
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自社の商標／特許／著作権／地理的表示／意匠の登録申請を提出したい港を選ぶ際には、空港／

貨物専用空港、港、又はランド・ポート／ドライ・ポート（道路又は鉄道で港と直結した内陸部

の一貫輸送ターミナル）とも呼ばれる内陸部コンテナ・デポに設置された指定税関官署から任意

に選択することができる。 

ログインすると、ユーザーは登録したい知的財産権を選択するよう指示される。 

 

その後、申請者（ユーザー）はユーザー・ガイドを下方にスクロールして登録手順に進む。 
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続いて、関連する詳細情報を入力する。 
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i.  申請は、オンラインで手続きを終えた後に、ウェブサイト上で「提出」することができる。 

ii. システムにより固有仮登録番号（UTRN）が作成される。また、システムにより申請者は申

請書を印刷するよう促される。印刷された申請書、送金小切手、保証証書及び損害填補保証

証書などの書類（知的財産権規則の規則 5 で規定）、及びその詳細については後述する。 

iii. 税関長は、申請の受領後に、申請内でなされた申告の真実性を検証する。必要があれば、特

許法に従って権利が登録された関係当局と共に、提出された細目についてクロス検証を行う

ことができる。 

iv. 税関長は、申請者から追加情報を要求できる。 

v. 税関の税関長又は権限を与えられた職員が保護の拒否につながる申請拒絶を決定する必要が

ある場合は、自然的正義の原則に従うことができる。システムにより付与された仮登録番号

が権利者にいかなる保護を与えるものでもないことに注意すべきである。 

vi. 30 日以内に、登録を確認する固有の永久登録番号（UPRN）が発行される。 
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3) 一般保証証書及び損害填補保証証書 

 

  一般保証証書    損害填補保証証書 
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4) 真正品及び偽造品の自己証明画像 
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6) 選択した地域の主席税関長を受取人とする 2,000 インドルピーの送金小切手 － 現在、ウェ

ブサイト（www.icegate.gov.in）でのオンライン支払いに対応する提案が出されている。 

 

小切手の明細は、最初に UTRN の作成時にウェブサイトにアップロードしなければならない。 

7) 登録を求める知的財産権の範囲を説明する独占性陳述書 

8) 真正品のデジタル画像（商標、特許及び意匠の場合） 

9) 侵害品のデジタル画像（該当があり入手可能な場合） 

10) 真正品と侵害品を区別する特徴についての陳述書（商標、著作権及び意匠の場合、義務では

ないが推奨される。） 

11) 地理的表示の場合 － 地理的表示の記述、原産地を記載しなければならない。 
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a) 物品と最初に接触し、物理的に審査する港湾職員が行う。 

b) 又は、中央情報ユニット（CIU）、特別情報・調査支部（SIIB）、防止ユニット、又は港

湾情報ユニット（DIU）といった税関組織内で編成された機密情報ユニットが行う。 

c) 又は、歳入情報局（DRI）が行う。インド税関の最高情報機関としての DRI の主たる責

任は、1962 年関税法の規定を執行することである。DRI に付託された義務には、密輸

に関する機密情報の収集、照合、分析及び配布がある。DRI は、税関と並列的な機関で

あり、重要な調査・押収事件を監督する。DRI の任務は高額な事件に関わることである

が、DRI は、時計、携帯電話、その他電子製品などの高額消費財の模倣品の押収におい

て中心的役割を果たしている。 

上記の政府機関に加え、中央物品税関税局（CBEC）傘下の税関リスク評価部（以前はリスク管

理部、RMD）と呼ばれる別の中央組織が存在する。この組織は、さまざまなパラメーター及び

リスク管理ツールを活用して、リスク管理システムを設計・実施する全体的な責任を持つ中枢機

関である。機密情報を収集してコンテナに入っている物品の一応の査定の根拠を提供している組

織が、RMD である。このような機密情報は、船荷証券、税関申告書、輸入積み荷総目録、航空

貨物運送状、インボイス、梱包明細書、物品の申告価額などの輸入用書類に含まれる輸入者情

報、物品明細、その他の申告に基づいて構築される。RMD が、輸入用書類の一部又は全部が

整っていないこと、又は相互に整合性がないこと、又は所在地や製品記述が不完全であることの

疑いを持った場合、又はその他の不一致が見つかった場合、かかる被疑輸入者の貨物は留置さ

れ、それに含まれる物品は、さらに検査するため留保される。RMD の重要な役割と責任の一部

を以下に説明する。 

a) RMD は、関税法及び関連法（知的財産権を含む）及び保安規制が遵守されない潜在的

リスクを査定する。 

b) RMD は、リスクの存在が感じられる貨物に関して査定及び審査を提案し、それ以外の

ものを容易にする。 

c) RMD はまた、RMS の効果的な実施及び効果的なリスク査定、リスク評価及びリスク低

減技術の実施を目的として機密情報データベースを構築する際に、情報の収集と照合に

責任を負う。 

d) RMD は、効果的に国家リスクに対処できるようにするために、すべての税関、歳入情

報局（DRI）及び評価局（DOV）と緊密に協力する。地域リスクは、輸入／輸出の通関

手続きを実際に行う税関と協力して主に RMD が対応する。 

5. 2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則に基づく留置後手続き 

規則 7 (2) 知的財産権の侵害が疑われる物品を留置した場合、税関は権利者（又は権限を与
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えられた代表者）に対して速達／電子メールで物品の通関を停止していることを

通知する。 

税関の部局内では、貨物が押収されたら、その詳細が港に設けられている知的財

産権室、又は特別情報調査委員会（SIIB）に送られる。すべての主要税関には、

知的財産権登録に関連する通信を受け取る知的財産権室が存在する。知的財産権

室／SIIB は、税関の押収品を管理し、被疑模倣品の押収についてブランド所有

者／権利者に通知する。 

規則 4 権利者は、以下の期限内に知的財産権規則に基づいて手続きに参加しなければな

らない。 

 権利者が税関に通知を提出した場合は、10 日以内（さらに 10 日間延長

可能） 

 権利者が税関に通知を提出しなかった場合に税関が自発的に行為したと

きは、5 日以内 

 生鮮食料品の場合、3 日以内（さらに 4 日間延長可能） 

上記の期間内に権利者が措置を取らなかった場合、権利者への追加通知なしで、

当該物品は、税関によって留置を解かれることがある。 

規則 8 権利者は、侵害であるか否かの判断を助けるため、審査、検査及び分析のために

写真／商品のシリアル番号／商品の見本を取得する措置を直ちに取らなければな

らない。 

分析 

レポート 

権利者は、押収品の真正性を確認するレポートを、押収品の侵害状況についての

論拠と合わせて提出しなければならない。 

規則 3 権利者は、次のいずれかを行わなければならない。 

a) 一括保証証書とも呼ばれる BRN（一般保証証書登録番号）を提出す

る。これにより、税関は適用される額（留置物品の価額の 110%相当）

と、保証証書の価額の 25%に相当する保証金と合わせて一括保証口座

から引き落とす。残高が十分でない場合、登録が行われた税関において

権利者が必要な保証金とともに補完的保証証書を締結することで補完す

ることができる。 

b) 又は、権利者は、留置物品の価額の 110%相当額の特定貨物保証証書

を、保証証書の価額の 25%に相当する（銀行保証又は定期預金で）保

証金と合わせて差止港で提出することができる。 

規則 11 留置、超過保管、破壊に関わる費用は権利者が負担する。 

理由開示通

知書 

税関は権利者からの返答と権利侵害の証拠を受け取った後、輸入者に対して理由

開示通知書を発行し、その理由開示通知書の写しが権利者に提供される。 

直接聴聞 侵害の判断は、裁定手続き（輸入者が通知に対して返答して直接聴聞で主張をす

る機会を含む）を経て下される。 

当初命令 物品が知的財産権を侵害していることが判明した場合、裁判機関は没収命令を下
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す。さらに、そもそも当該貨物の輸入を認めた輸入者と通関業者には罰金が科さ

れる。権利者にも命令の写しが与えられる。 

不服申立て この命令には関税法に基づく不服申立規定が適用される － 不服のある当事者は

命令が下された後 90 日以内に税関長（不服申し立て担当）に申し立てることが

できる。 

処分／破壊 物品が権利者の知的財産権を侵害していると税関が結論付け、他に優先される不

服申し立て又は係属中の訴訟がなければ、その侵害品は破壊手続きに入るか又は

通常の商業的経路以外で処分される。 

権利者は破壊手続きに立ち会い、手続きの全体を写真／動画撮影することができ

る。破壊する前に、要請があれば物品のサンプルを権利者又は輸入者に供給する

ことも可能である。 
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第 2 章 

事例研究 

税関による著作権、意匠、地理的表示に関わる押収の事例はなく、大半の事例は商標権の侵害に

関わっている。また、特許侵害に関わる事例もいくつかあるが、税関当局は特許侵害に関わる請

求について裁定を下すために必要な専門的知識を持ち合わせていない。したがって、そのような

複雑な特許侵害請求に決着をつけるためには、裁判所命令という司法介入に頼ることは必須であ

る。 

以下は会社の概要、業種、組織構造、会社の方針、優先国、インド税関における知的財産権の状

況、押収の詳細及び関連費用に関する見積もり、保証金の支払い方法、ベストプラクティスにつ

いて記述した権利者 5 社に関する例示的な報告である。 

事例研究 1 –L’OREAL S.A.（ロレアル、フランス） 

L’OREAL S.A.は、フランスの化粧品及びパーソナル・ケア商品のブランドであり、世界的に認

知された数々のブランドのライセンスを保有している。同社は模倣品に対してゼロ・トレランス

（非寛容）方針を保持し、税関措置に 100%のサポートを提供している。インドにおけるブラン

ド保護措置及び模倣品対策措置はパリのオフィスとインド子会社との間で分担されており、フラ

ンスのオフィスによる指示送達が遅れた場合、インド子会社の事務所が事案の統括を行う権限を

持つ。同社がこれまでにインド税関に登録した商標は約 50 件にのぼる。自社知的財産の侵害を

回避するために同社が遵守しているベスト・プラクティスには、インド税関に複数のブランドを

登録し適時更新すること、インドのすべての港において定期的に研修を行うこと、押収品の真贋

を確認する報告書を速やかに提供すること、税関所在空港、港を頻繁に訪問すること、税関長を

個人的に訪問し、かつ税関職員が講じた努力を評価し、謝意を示すこと、各税関に対し一貫した

フォロー・アップを行うことなどが含まれる。インド税関は過去 10 年間で、化粧品業界の大企

業である同社が所有するブランドの偽物を詰め込んだコンテナ約 50 台（約 100 万点の商品）を

押収している。押収における保証証書は、United IPR 又は権利者の子会社により貨物ごとに提出

される。 

ニューデリー、トゥグラカバード港にて － L’Oreal、Garnier、Nivea、Yardley、Maybelline、

Enchanteur、Unilever 及びその他のブランドの模倣化粧品  － MM Trading が輸入した貨物

（2013 年 12 月 27 日付け税関申告書第 4202271 号を参照のこと）を税関が押収。 

この事件においては、ニューデリー、トゥグラカバッド港の税関情報部門（ICD）が 2013 年 12

月 27 日付け税関申告書第 4202271 号を備えた輸入委託化粧品の検査を行っていた。検査中の観

察によって、当該貨物が L’Oreal、Garnier、Yardley、Enchanteur、Maybelline、Nivea などの商標

を擁する商品で構成され、当該商品は模倣品のようであり、2007 年知的財産権（輸入商品）施

行規則の規定違反にあたる疑いがあることが分かった。当該検査に続き、デリー税関からユナイ
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テッド・オーバーシーズ・トレードマーク・カンパニー（以下｢当社｣又は「United IPR」とい

う）に対して当該貨物の詳細が通知され、前記商品の輸入に関する正規ルートはどこか、2007

年知的財産権（輸入商品）施行規則に基づき MM Trading から税関当局に何らかの通知が行われ

ているか、また前記のブランドが登録されているかに関して照会があった。United IPR が通知を

受けた理由は、当社が 2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則に基づき、L’OREAL S.A.及び

Wipro Ltd.、（以下、両社を｢被代表権利者｣という）の登録代理人として登録されていたことにあ

る。 

United IPR は、当該通知を受領後、以下の手順を実施した。 

(i) 2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則に基づく手続きへの参加 － United IPR は、

L’Oreal、Garnier、Maybelline、Enchanteur 及び Yardley のブランド名で輸入された化

粧品貨物の事件に関して、L’OREAL S.A.及び Wipro Ltd.を代理して手続きに加わった。 

(ii) 税関局に対して、L’Oreal、Garnier、Maybelline、Enchanteur 及び Yardley の商標がイ

ンド税関に正式に登録されている事実を通知。 

(iii) 押収されている間は商品の引渡しを許可しないよう要請。 

(iv) 検査 － 写真を撮影して商品を検査。 

(v) 模倣の事実の報告 －写真を両権利者と共有の上、各権利者から受領した報告書をも

とに当該商品が模倣品である事実を確認。 

(vi) 評価額の査定 － 知的財産権の侵害が疑われる当該商品の通関が停止された後、イン

ド税関が侵害品の評価額を共有し、その評価額に基づき United IPR は押収品の評価額

の 110%で保証証書を、またその証書の価値の 25%で銀行保証による担保を提出した。 

(vii) 理由開示通知書 － その後、理由開示通知書が発行され、United IPR がこれに対する

回答を提出した結果、直接聴聞が許可され、両権利者の代理人として正式に United 

IPR が同聴聞に出席した。 

(viii) 当初命令 － 記録された表明に基づき、押収品の完全没収を指示し、重罰を課す命令

を税関首長（輸入部門）が発した。 

(ix) 証書の支払い方法 － United IPR は、L’OREAL S.A.の代理人として、本件における

証書及び銀行保証を提出した。一方、Yardley 及び Enchanteur のブランドについては、

Wipro Ltd.が証書に署名し、銀行保証を行った。 

(x) 費用 － 本件における手続費用の総額は、経費・諸費用含め 2,500 米ドルから 3,500

米ドルの範囲内であった。 
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押収品の写真 
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事例研究 2 – Lacoste S.A.（ラコステ、フランス） 

Lacoste S.A は、フランスのトロワに本社を構えるファッション・アパレル・ブランドである。同

社は、フランス・オフィスの知的財産部において供給網を網羅する形で集中管理を行っており、

同部は社の知的財産ポリシー、手続き及び戦略を供給者との間で調整する役割を担っている。同

社は模倣品に対してゼロ・トレランス（非寛容）方針を保持しており、税関が請け負う措置に徹

底的なサポートを提供している。インドにおけるブランド保護措置及び執行措置は、パリ・オ

フィスが担当している。同社は、オンライン・データベースを維持管理しており、同データベー

スの下で押収の詳細を直接アップロードすることができる。このソフトウェアの特長は、単純な

フォーマットと迅速な指示である。自社知的財産権の侵害を回避するために、同社は侵害者と闘

うための包括的な手順を講じており、これにはインド税関に複数のブランドを登録し適時更新す

ること、インドのすべての港において定期的に研修を行うこと、税関が講じる措置に徹底的なサ

ポートを提供すること、押収品の真贋を確認する報告書を速やかに提供することなどが含まれ

る。同ブランドについては過去 10 年で約 20 台のコンテナが押収され、内容物の内訳はアパレル

製品、時計、眼鏡、装身具などであった。税関が｢LACOSTE｣製品の模倣品・侵害品を押収した

全事例において、保証証書及び銀行保証状が United IPR により貨物ごとに提出される。 

デリー空輸貨物税関による押収  －  LACOSTE のクロコダイル・ロゴ T シャツ－  Global 

Infosystem が輸入した貨物（2012 年 2 月 28 日付け税関申告書第 6118882 号を参照のこと）が対

象。 

この事件においては、税関長オフィスが、中国からの各種商品の輸入について、Global 

Infosystem を対象として事実関係の捜査を行っていた（2012 年 2 月 28 日付け税関申告書第

6118882 号を参照のこと）。その貨物の検査中、Adidas、Diesel、Calvin Klein、Gucci、Boss、

Hugo Boss、及び Giorgio Armani など各種ブランドの既製衣料品が発見された。これらは模倣品

のようであり、2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則の規定違反の疑いがあった。当該検査

に続き、デリー税関から United IPR 又はに対して、当該貨物の詳細が通知され、同貨物をラコス

テ社授権代表者により検査し、税関が本件に関する更なる措置を実施できるようにしたいとの要

請があった。United IPR が通知を受けた理由は、当社が 2007 年知的財産権（輸入商品）施行規

則に基づき、Calvin Klein Inc.及びフランスの LACOSTE S.A.（以下両社を｢被代表権利者｣とい

う）の登録代理人として登録されていたことにある。 

United IPR は、当該通知を受領後、以下のことを行った。 

 

(i) 前記貨物に含まれる「LACOSTE」及び「CALVIN KLEIN」の押収品を検査す

るため、税関局にチームを派遣した。 

(ii) 被代表権利者の代理人として本件に関する手続きに参加し、押収されている間

は商品の引渡しを許可しないよう要請。 

(iii) 写真を撮影して商品を検査。 
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(iv) 両権利者と写真を共有の上、各権利者から受領した報告書をもとに当該商品が

模倣品である事実を確認。 

(v) 必要な証書及び保証内金の提供を目的に、「LACOSTE」及び「CALVIN 

KLEIN」ブランドを擁する押収品の詳細、及びその評価額の通知をインド税関

に要請。 

(vi) 次にインド税関が侵害品の評価額を共有し、その評価額に基づき United IPR は

押収品の評価額の 110%で保証証書を、またその証書の価値の 25%で銀行保証

による担保を提出した。 

(vii) その後、理由開示通知書が発行され、United IPR がこれに対する回答を提出し

た結果、直接聴聞が許可され、両権利者の代理人として正式に United IPR が同

聴聞に出席した。 

(viii) 記録された表明に基づき、押収品の完全没収及び模倣品の破壊を指示する命令

を税関長が発した。 

(ix) 本件における手続費用の総額は、経費・諸費用含め 1,500 米ドルから 2,200 米

ドルの範囲内であった。 

 

インド税関に登録された LACOSTE の UPRN（固有の永久登録番号） 
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押収品の検査中に撮った写真 
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事例研究 3 – Polo/Lauren Company L.P., USA 

Polo/Lauren Company L.P.は、ニューヨークに本社を構えるアメリカのファッション及びライフス

タイルのブランドである。Polo/Lauren Company L.P は、ニューヨークのオフィスから全体を一元

的に管理する知的財産部を設立しており、知的財産の保護に関する方針における最善策の一例を

示している。インドでのブランドの保護と執行も、米国の同オフィスによって管理される。同社

は模倣品に対してゼロ・トレランス（非寛容）方針を保持し、インド税関の活動に 100%のサ

ポートを提供している。全主要クラスにわたり、同社の約 20 件の商標がインド税関に登録され

ている。同社は、知的財産権侵害、特に模倣及び海賊行為による影響を防ぐことを目指してい

る。したがって、同社はその知的財産の保護のため、インド税関に複数のブランドを登録してお

り、それを適時更新し、インドのすべての港において研修を行い、関税当局が講じる措置をサ

ポートし、押収品の真贋を確認する報告書を提出し、一貫してインド税関を支える。同社は、模

倣に関する事例ばかりでなく、ブランドの類似商標を付帯した商品に対しても積極的である。

Polo/Lauren 製品の模倣／侵害品を税関が押収した全事例において、保証証書及び銀行保証状が

United IPR により貨物ごとに提出される。かかる押収の一例は以下の通りである。 

ムンバイ、ナバシェバ税関－ Polo House USA のマーク、Polo Player の図案が付いた車輪付きか

ばん／旅行かばん － 2014 年 4 月 8 日付けの税関申告書 No. 5140673 で輸入された貨物 

この事件では、2014 年 4 月 8 日付けの税関申告書 No. 5140673 で輸入された貨物において、商品

に付された商標がブランド POLO の商標に類似していたため、知的財産権違反の疑いにより通関

手続きにおいて留置された。この貨物は、POLO HOUSE のマークと POLO PLAYER の図案が付

された旅行かばん／車輪付きかばん（6000 個を超える車輪付きかばん及びダッフルバッグ）を

含んでいた。前記の疑いのため、当該貨物が留置されたことを記した同貨物の詳細の通知が、ム

ンバイのナバシェバ税関の本部長によって United IPR 又はに送付された。United IPR が通知を受

けた理由は、2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則に基づき、POLO/Lauren Inc, USA（以下、

「被代表権利者」という）の、登録代理人として登録されていたことにある。 

United IPR は当該通知を受領後、以下のことを行った。 

 

(i) 貨物の検査のためムンバイの税関所在港に代表者を派遣し、侵害品の写真を撮影

した。 

(ii) 被代表権利者のために、この問題に関連する手続きに加わった。 

(iii) 写真を権利者と共有し、権利者から受領した報告書をもとに、当該商品が模倣品

であることを確認した。 

(iv) 次にインド税関の間で侵害品の評価額を共有し、その評価額に基づき United IPR

は押収品の評価額の 110%で保証証書を、またその証書の価値の 25%で銀行保証に

よる担保を提出した。 
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(v) IPR 登録及び有効性を UPRN に通告するというインド関税からの要請に応じて、

United IPR はインド税関に、商標 POLO、POLO RALHP LAUREN、及び POLO 

PLAYER の図案は適正に登録された商標であり、インド税関にも記録されている

ことを伝えた。税関当局は POLO PLAYER の図案の商標登録証明書を要求し、

United IPR は速やかにそれを提出した。 

(vi) その後、理由開示通知書が発行された結果、直接聴聞が許可され、権利者の代理

人として正式に United IPR が同聴聞に出席した。 

(vii) 直接聴聞において、輸入者のコンサルタントは、通関の前に輸入者の費用負担で

POLO 図案の改変又は除去を実施できることに同意した。 

(viii) 記録された表明に基づき、共同税関長によって、権利者の権利を侵害している

マークが権利者の面前で改変又は除去され、輸入者に 20,000 ルピーの罰金が課さ

れるという命令が下された。 

(ix) それに従って、2015 年 3 月 27 日、28 日、29 日の 3 勤務日にわたり改変が実施さ

れ、当該物品が改変され、マーク POLO HOUSE と POLO PLAYER の図案が付さ

れた、異議を唱えられたすべてのタグ／ラベルが法律に基づき除去された。 

(x) 費用は総額で約 2,500 米ドルから 3,000 米ドルである。 

 

 

侵害しているマーク 
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処分／改変／破壊の現場 

 

 

侵害となるタグ、ロゴ及びラベルを取り除く作業 
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事例研究 4- Luxottica Group S.P.A (Ray-Ban) 

Luxottica Group S.P.A.はイタリアの眼鏡ブランドであり、眼鏡業界において世界最大の企業であ

る。Luxottica は、税関において模倣品を差し止め、法的手段によって違法な生産チェーン全体と

闘うために、地元の専門機関（税関組織や法執行機関など）と協力して、世界的な管理ネット

ワークを構築した。さらに Luxottica は、大規模な模倣品メーカーに直接打撃を与えるために、

サプライヤーを監督し、具体的な事例の分析を行っている。同社は、押収品の詳細を直接アップ

ロードできるオンラインのデータベースを維持管理している。このソフトウェアの特長は、単純

なフォーマットと迅速な指示である。同社は模倣品に対してゼロ・トレランス（非寛容）方針を

保持しており、税関が講じる措置に対して完全なサポートを提供している。知的財産訴訟は米国

のオフィスで管理されるが、インドでのブランドの保護と執行措置はイタリアのオフィスにより

処理される。税関の手続きは時間が限られているため、指示に遅れが出ないよう、必要に応じて

インド子会社のオフィスが介入する。同社はインド税関に、全主要クラスにわたり 4 件の商標を

登録している。同社が行っているベスト・プラクティスには、主な商標のインド税関への登録と

適時の更新、すべての港での定期的な研修の実施、関税当局が講じる措置の完全なサポート、押

収物の真贋を確認する報告書の迅速な提出、税関所在港への頻繁な訪問、税関長への直接訪問、

そして職員の努力の評価及び税関局に対する一貫した支援が含まれる。2007 年知的財産権（輸

入商品）施行規則の開始以降、同ブランドの侵害に関して多量の押収があった。ブランドのイン

ド子会社のオフィスによって、保証証書及び銀行保証状が貨物ごとに提出される。 

ムンバイの税関での航空貨物の押収－Dior、Ray-Ban、Calvin Klein 及び Police のサングラス及

び眼鏡フレーム 

この事件では、2013 年 9 月 26 日付けの B.E. No. 62281 で輸入された貨物が、模倣であると疑わ

れ、ムンバイ航空貨物の港での通関において留置された。この貨物は、DIOR、CALVIN 

KLEIN、RAY-BAN 及び POLICE などの商標が付されたサングラスを含んでいた。前記の疑いの

ため、当該貨物が留置されたことを記した貨物の詳細の通知が、ムンバイの税関によって United 

IPR 又はに送付された。United IPR が通知を受けた理由は、2007 年知的財産権（輸入商品）施行

規則に基づき、DIOR、CALVIN KLEIN、及び RAY-BAN（以下、「被代表権利者」という）

の、登録代理人として登録されていたことにある。 
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税関から受領した通知を以下に掲載する。 
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United IPR は当該通知を受領後、以下の手続きを行った。 

(i) 被代表権利者のために、この問題に関連する手続きに加わった。 

(ii) 写真を撮影し、当該商品を検査した。 

(iii) 写真を権利者と共有し、権利者から受領した報告書をもとに、当該商品が模倣品であ

ることを確認した。 

(iv) 次にインド税関の間で侵害品の評価額を共有し、その評価額に基づき United IPR は押

収品の評価額の 110%で保証証書を、またその証書の価値の 25%で銀行保証による担

保を提出した。 

(v) その後、理由開示通知書が発行された結果、直接聴聞が許可され、権利者の代理人と

して正式に United IPR が同聴聞に出席した。 

(vi) 記録された表明に基づき、次席税関長によって、押収品の完全没収と罰金の賦課を指

示する命令が下された。 

(vii) 破壊手続きは 2017 年 2 月 27 日に予定され、同日に終了した。 

(viii) Ray-Ban の保証証書及び銀行保証状が、Ray-Ban インド事務所によって直接提出され

た。一方、他の権利者に関しては、United IPR が必要な貨物ごとの保証証書及び銀行

保証状を提出した。 

(ix) 費用は、経費・諸費用含め 2,500 米ドルから 3,000 米ドルの範囲内であった。 
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破壊手続きが Panchnama 報告書に記録される 
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事例研究 5- Apple Inc. 

Apple Inc.は、カリフォルニア州クパチーノに本社を構え、消費者用エレクトロニクス、コン

ピューター・ソフトウェア、及びオンライン・サービスを設計、開発、販売する、アメリカの多

国籍テクノロジー企業である。Apple はその知的財産権を、積極的かつ活発に、法律が認める最

大限まで行使する。同社は全世界にわたってソフトウェアの海賊行為と闘うために、ソフトウェ

ア情報産業協会（SIIA）と密接に協力する。インドにおけるすべての模倣品対策は、インドのオ

フィスで処理される。したがって指示は迅速であり、サンプル分析は即時に報告される。同社は

模倣品に対してゼロ・トレランス（非寛容）方針を掲げており、税関局が講じる措置を全面的に

サポートしている。インドにおけるブランドの保護及び執行措置は、ムンバイに本拠を置くイン

ドのオフィスによって処理される。関連する同社のすべての商標は、インド税関に登録されてい

る。同社がその知的財産を保護するために行うベスト・プラクティスには、主な商標のインド税

関への登録と適時の更新、インドのすべての港での定期的な研修の実施、押収物の真贋を確認す

る報告書の迅速な提出、税関所在港への頻繁な訪問、税関長への直接訪問、職員の努力の評価と

税関局に対する一貫した支援が含まれる。2 年未満の間に、インドの複数の港で、模倣ハード

ウェア・アクセサリー約 15 件の押収があった。これらの場合、保証証書及び銀行保証状が貨物

ごとに提出される。 

コルカタ空港税関によって模倣アップル・モバイル・ボックス及びアクセサリーが 4 人の乗客か

ら押収される－  

この事例では、タイから高級時計及び携帯電話の模倣品を密輸入したとして 4 人の乗客が逮捕さ

れた。彼らは、1 年に 50 回超コルカタとバンコクの間を往復したことがパスポートに記されて

おり、密輸品の運び役と見なされた。歳入情報局はこの 4 人の乗客の異常な旅行パターンを発見

し、コルカタ空港税関の職員と情報を共有した。空港職員が彼らを逮捕し、2007 年の知的財産

権（輸入商品）施行規則の規定を適用した。 

これらの乗客のバッグには、Apple iPhone 5、5S 及び 6 が、1000 箱以上、イヤホン、充電用アダ

プター、ケーブル、保証用ブックレット、及び Apple のロゴが付いたステッカーとともに入って

いた。この事件においては United IPR 又はが Apple を代表し、以下の措置を開始した。 

 

(i) 被代表権利者のために、この問題に関連する手続きに加わった。 

(ii) 写真を撮影し、当該商品を検査した。 

(iii) 写真を権利者と共有し、Apple から受領した報告書をもとに、当該商品が模倣品であ

ることを確認した。 

 

この事例は捜査中であり、判断は確定されていない。 
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押収商品の写真 
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押収に役立ちそうな情報の税関への提出  

大半の押収にとって重要なことは、知的財産権のインド税関への登録である。機密情報が権利者

から税関へ伝えられて押収へとつながった事例は、これまで極めて少数である。しかしながら、

知的財産権侵害に関わる押収事例の多くは、インド税関による自発的な行動であり、これは、イ

ンド税関で恒常的に行われている研修の結果である。研修中には、権利者からの次のような情報

が税関に伝えられている。 

 通常、真正品の貨物は、1 つの特定商品で複数のブランドのものを含んでいることはな

い。 

 物品がインドに輸入される場合、通常は「インド製」と表示されていない。 

 高級ブランドの真正品は通常、過剰に多い数量では輸入されず、一部の特定の物品は特

定の港を通じて特定のルート（海路又は空路）でのみ輸入される。 

被疑模倣品の発見から権利の行使までの手順  

税関は模倣品を発見した場合に、権利者が登録時に届け出た連絡方法に基づいて、権利者に通知

する。通知を受けた権利者は、上記の章に記述した期間内に手続きに参加しなければならない。 

模倣品防止活動において権利者が直面する困難 

 保証証書及び銀行保証状の提出（評価額が高い場合） 

 模倣品の破壊 

実践的な模倣品防止活動の概要 

 上記の事例研究の対象である欧米の権利者はすべて、港ごとにインド税関にターミナル

研修を行っている。 

 そのような研修プログラムは、税関が模倣品の疑いのある物品を発見することに大いに

役立っている。 

 権利者の中にはこの研修を自身で行うところもあれば、United IPR にプレゼンテーショ

ンを委託するところもある。 

 権利者が提供する情報には、インドの正規輸入者、製品の識別情報、正式な販路、真正

品の仕出港、模倣品が取引される疑いのある港が含まれる。 
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第 3 章 

税関への聞き取り調査 

インド各地の港における税関及び歳入情報局（DRI）の職員との間で開催された会合の概要 

1) インドのコルカタ税関における Manish Chandra 税関長（港担当）並びに Gaurav Chandel 副

税関長（SIIB、輸入担当）との会合 

 税関は権利者と共に行動し、権利者に押収手続きへの参加を促すことに力を入れてい

る。 

 コルカタ税関は貿易の円滑化を主目的としているが、登録されている知的財産権には十

分な保護を与える。 

 真正品の貨物の通関が停止される恐れはない － 権利者は多くの正規輸入者に関する詳

細情報を提出することができ、税関はそのような貨物の通関に異議を唱えることはな

い。 

 GST 番号は、模倣品の輸入と流通・販売とを結びつける上で重要である。権利者は、市

場の摘発／調査／捜査に基づいて GST の詳細を入手した場合には、税関に通知しなけ

ればならない。税関は、その輸入者の詳細を確認し、警戒することができる。インド政

府は間もなく輸入者の IEC（輸出入業者コード）を GST に結びつける予定であり、そ

れによって税関の捜査と機密情報が改善される。 

 コルカタ税関は、日系企業が来訪し、埠頭に配属されて貨物の実物審査を担当している

職員たちに研修を行ってほしいと思っている。 

2) Shashi Wapang Lanu 氏（副次長、歳入情報局（DRI）、コルカタ地区部門）との会合 

 インド税関の最高情報機関としての DRI の主たる責任は、1962 年関税法の規定を執行

することである。 

 知的財産権の執行に関する限り、DRI は高額な事例のみに関与する。それが DRI の任

務となっているからである。 

 DRI は貿易取引を通じた権利侵害を警戒しており、そのような取引で、輸入者は輸出入

品の価格、数量、品質について不実表示することが多い。侵害者の基本的な手段には、

物品の送り状価額の過少表示、物品の過少出荷、物品の不実説明がある。 

 税関当局は貿易円滑化対策として、一般的には輸入者の申告内容に依拠する。したがっ

て、貨物の大半は申告なしのグリーンチャネルを通って（すなわち審査を受けずに）通
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関する。税関出張所／港湾内にいる DRI 等の情報機関は、偽造品を含む貨物を差し止

める任務を負っている。 

 輸出入業者コード（IEC）は外国貿易部（DGFT）によって割り当てられる固有の 10 桁

の数字であり、輸入者の PAN（納税者番号）と結びつけられている。すべての輸入者

／輸出者は、IEC を取得する義務がある。これにより、輸入者の特定が容易になってい

る。しかし、刑罰を避けるために、疑わしい取引を行う際に偽の IEC が使われることが

ある。偽の IEC は事実でない情報によって取得されることもあれば、本物の IEC をそ

の実際の保有者の認識や同意なく第三者が不正に使用することもあり、あるいは、実際

の IEC 保有者が第三者が使うために「貸し出す」こともある。 

 模倣品貨物の事例で使われる IEC は、非常に多くの場合、不実情報によるものか偽造で

ある。 

3) ムンバイ航空貨物コンプレックスにおける Sukhjeet Kumar 次席税関長並びに Wadhwa 税関長

補佐との会合 

 模倣品貨物は海路や空路で輸入されるばかりでなく、多くの模倣品がネパール、ミャン

マー、バングラデシュ、パキスタンとの間の抜け穴だらけの国境から陸路でインド領内

に侵入してくる。 

 リスク管理システムでは、貨物の 80%が自動的に許可され、残りの 20%のうち、2～3%

の貨物のみが物理的に審査される。 

 貨物の審査は、RMS、権利者、又はその他の信頼できる第三者から税関に供給される情

報に基づいて行われる。 

 税関の目的は、貨物の通関の円滑化を図り 48 時間以内に済ませることである。この期

間内に物品の通関が終わらない場合、その貨物には多額の超過保管料が課される。 

 税関は、貨物の通関を円滑化することによって、権利者の利益とビジネスの容易さとの

間のバランスをとることを求められている。 

 税関長は、知的財産権規則に基づいて商標を登録することの重要性を強調した。商標が

税関に登録されていない限り、税関が自発的に貨物を差し止めることはできない。 

 ムンバイ航空貨物コンプレックスには、輸出品をモニターするスキャナーがあるが、輸

入品用のスキャナーはない。 

 提出される輸入申告書は毎日 3,000 枚を超え、月ベースではおよそ 10,000 枚にのぼる。 
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 特別情報・調査支部（SIIB）は日々、知的財産権侵害の疑いのある 3～4 個の貨物につ

いて、登録された権利者に通知を与えている。 

 新しい GST 制度が導入されたことによって、知的財産権侵害のつながりを探知し、品

物の出所をつきとめられるようになる可能性がある。 

4) リスク管理システム（RMS）事務所における Seema Jere Bisht 次席局長と Pranaya Wahane 共

同次長との会合 

 RMS は、知的財産権制度の全体を管理している。 

 RMS は本部であり、ここからウェブサイト www.icegate.gov.in 上の知的財産権ポータル

が統合されている。 

 RMS では、集中型システムに機密情報と情報のすべてがキーワードの形で入力されて

おり、インドの全税関がアクセスできる。キーワードは何でもあり得る。輸入者の詳

細、輸出者の詳細、輸入用書類に記載された物品の説明などが考えられ、これらのキー

ワードは疑わしい貨物を検知するためのアルゴリズムに由来する。 

 現場職員は全員、RMS に加えて自らの地域の情報及びネットワークを利用して模倣品

押収のための機密情報を構築する。 

 インド政府は、人の介入を最小化してすべてをオンラインで円滑化することに重点を置

いている。インドは e ガバナンスを推進しており、これにはオンライン支払いの提供の

ほか、保証証書と保証金の提出が含まれる。 

 現在のオンライン・モジュールでは、RMS が、輸入用書類に記載されたワードマーク

やブランドに基づいて、申告されたブランドの自動検索を実行することができる。 

 船荷証券、税関申告書、輸入積み荷総目録、インボイスなど、すべての輸入用書類は英

語で記載されている。そのため、商標やブランドの表示や申告が英語でない場合は、

RMS による認識や検知は行われない。 

 権利者はインドの正規輸入者を通知することを義務付けられている。正規輸入者の詳細

が申請書に記載されている場合、真正品の貨物がインドの港で保留されることはない。

そのような正規輸入者が複数いる場合、権利者は申請書提出時にそのような正規輸入者

すべての詳細を含めることができる。この詳細には、輸入者の輸出入業者コード

（IEC）と PAN（納税者番号）を含めなければならない。 

 正規輸入者の詳細に変更があった場合、権利者は固有仮登録番号（UTRN）の生成時に

提供されたユーザーID とパスワードを用いてアクセスすることで修正できる。 
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 インド知的財産権規則は世界的なベスト・プラクティスに基づいており TRIPS の規定

に実質的に準拠している。 

 インドは最初に知的財産権のオンライン登録方式を導入した国々の 1 つであった。 

 インドは世界税関機構の IPM（知的財産管理）ソフトウェアのサブスクリプションを

持っており、このソフトウェアは使いやすい知的財産権関連情報のインターフェースで

ある。 

 日本のブランドは、インド税関と情報を共有して、提供した情報が RMS に組み込まれ

るようにした方がよい。 

5) ムンバイのバラードエステートの新税関における Deepak Sharma 共同税関長との会合 

 インドの知的財産権法は非常によく整備されており、この税関では定期的に知的財産権

侵害品を押収している。 

 この港の知的財産権室は、税関に登録されていない場合であっても貨物の停止について

権利者に通知している。これにより権利者が直ちに（10 日以内）インド税関に商標を

登録するために必要な措置を取り、2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則に基づく

手続きに加わることができる。 

 権利者は、押収の通知を受けた場合は、物品審査日から 10 日以内に技術・評価報告書

を提出しなければならない。 

 この港が懸念している唯一の点は、権利者が期間内に手続きに参加しなければならず、

指定された期間内に必要な保証証書と銀行保証状を提出しなければならないことであ

る。 

 この港で一番よく押収される物品には、化粧品、モバイル・アクセサリー、ハンドバッ

グ、靴、財布、ゴーグル、ゲーム・コントローラー、腕時計、ベルト、ジャケットなど

の日用消費財（FMCG）がある。 

 現場職員は、輸入品にブランド名が刻印されていることを発見した場合は、その件を必

ず知的財産権室に通知する。貨物が当初不正申告又は過少評価を理由として差し止めら

れた場合でも、コンテナは全部審査され、権利者に通知される。 

 コンテナ・スキャナーは物品が真正品であるかどうか確認することはできないが、貨物

に申告通りの物品が入っているか否かの識別には間違いなく役立つ。 

 権利を侵害している輸入者は、一般的には輸入する物品のブランドを申告しない。 
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 ムンバイ税関は、随時現場職員に対して知的財産権法と製品識別技術に関する研修を

行っている。年次知的財産権運動には SIIB（特別情報・調査支部）と CIU（中央情報ユ

ニット）の職員が積極的に参加している。 

 この港の中核的な情報機関には以下がある。 

 SIIB（特別情報・調査支部） 

 CIU（中央情報ユニット） 

 DIU（港湾情報ユニット） 

 M&P（海運&防止） 

 ムンバイ税関は、輸入者、輸出者、通関業者などの詳細を積地港及び揚地港のほか権利

者に通知している。 

 破壊については、表明があった知的財産権物品は貨物の他の部分から分離され、その

後、防止オフィス職員が事件の判断確定後に当該物品を焼却処分するか、ロード・ロー

ラーで押しつぶす。破壊手続きの全体は、写真と動画で記録される。権利者は破壊手続

きに加わる機会を与えられ、関連する費用のすべての負担を要求される。 

 物品の出所の調査又は追跡において GST の影響があるかどうかは、まだ確認されてい

ない。 

6) ナバシェバのジャワハルラル・ネルー税関における Subhash Aggarwal 税関長（輸入担当）と

Pritee Choudhary 共同税関長との会合 

 この港では、真正商品は止められていない。貨物の真正性に重大な疑いを持った場合の

み、差し止めて物品を押収する。 

 ブランドを付されずに物品が輸入されることがある。そういうものが最も疑われる。 

 真正な貨物が止められないように、権利者がインド税関に知的財産権を登録して正規輸

入者の一覧を通知することが必須である。 

 ナバシェバ港の自動車部品輸入量は最大である。 

 及びナバシェバ港はスキャナーを備えているが知的財産権侵害ではほとんど役に立たな

い。同港は今年の年末までに新たなスキャナーを購入する予定であり、これは性能が向

上したものとなり、申告に従って物品を検知することに役立つ。 

 権利者の行った市場摘発によって得られた情報がある場合は、税関と共有しなければな

らない。どんな情報も有用であり、リスク管理システムに導入して知的財産権侵害品の

検知を改善することができる。 
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 知的財産権の事項は、破壊に関して優先される。偽物であることが確認され次第、当該

物品は迅速に破壊されなければならない。破壊手続きにおける権利者の立ち会いは認め

られているだけでなく、奨励されている。 

 権利者が税関の調査に加わることは、大いに歓迎される。 

 最初の事件の時から税関が権利者に以下の詳細情報を伝えるようにすることが提案され

ている。 

 輸入者の詳細 

 輸出者の詳細 

 押収品の数量と内容 

 コンテナ番号／船荷証券の詳細／税関申告書の詳細など 

7) チェンナイ税関における Rajan Chaudhary 税関長と Praveen Kumar 副税関長との会合 

 税関長は、ブランドの保護と取り締まりにおいて日系企業に協力することを保証した。 

 United IPR は、チェンナイ税関が押収した偽造コンテナの統計に関する情報を求める手

紙を税関長宛てに送付しなければならない。税関長は書面で関連情報を提供する。 

 税関当局が貨物を押収する方法を尋ねた時に、その情報は秘密であり権利者に税関から

伝えることはできないと知らされた。 

8) チェンナイの DRI 事務所における Dhruv Sheshadri 氏（副次長、歳入情報局、チェンナイ地

区部門）との会合 

 副次長からは、DRI の任務は税関の不可欠な一部であり、税関と DRI の職員は部門間

で常時入れ替わりがあると知らされた。 

 DRI は純粋な調査・執行機関であり、税関は促進・執行機関である。 

 DRI には、高額な事件のみを調査する任務がある。ただし、これは、DRI が評価額のあ

まり高くない事件を担当することを拒否するということではない。また、税関が高額な

事件を調査できないという意味でもない。 

とはいえ、輸入者や輸出者の業務を調査する DRI の任務を定める金額や金銭的限度は

存在しない。 

 税関は DRI 職員が有する権限をすべて有しており、同様に DRI は税関が有する権限を

すべて有している。主な違いは、DRI は貨物の円滑化に関わらないことである。DRI は

機密情報に基づいてのみ行動する。一方、税関には管轄の制限がある。例えば、チェン

ナイ税関の管轄はチェンナイの航空貨物、港、インランドコンテナデポに限られる。一
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方、DRI は、チェンナイ地区部門であってもインド国内全域で輸入者・輸出者の業務を

調査して執行することができる。輸入者がインド全域で営業しているか複数の都市で営

業している場合、この輸入者の業務の調査は DRI の方が適切であろう。税関は管轄を

越えることができない。 

 副次長は、税関や DRI の職員（特にグループ B の職員）が行った優れた仕事を認知・

表彰するべきだと提案した。そのような職員が知的財産権をさらに精力的に執行する刺

激となるからである。表彰の形としては、表彰を受ける職員に賞や表彰状を与える方法

があり得る。 

 副次長は、権利者が税関職員のためにツールキットを用意できるとの提案も行った。こ

れは、職員が知的財産権執行の制度や関係する手続きについての理解を深める助けとな

り、将来的に押収件数の増加をもたらす機密情報や情報の構築を助けるものである。 

9) コチ税関における Sumit Kumar 税関長との会合 

 税関長からは、この港では知的財産権侵害として記録されるような事件はほとんどない

だろうと知らされた。 

 税関長からは、模倣品がコチ港を通じて輸入される可能性は十分にあるが、この犯罪、

関係する手続き、識別方法、連絡先について職員が知らされる必要があると知らされ

た。そのため、税関長は研修を勧めた。 

 税関長は、定期的にセミナーを実施することがコチ税関が知的財産権侵害事件を認識す

る能力の育成に有効だろうと助言した。 

 税関長からは、免税品その他の物品の輸入者が活用しているさまざまな保税倉庫があ

り、これには関税の支払いが必要ないことも知らされた。このような物品や保税倉庫

も、税関の管轄である。さらに、経済特区（SEZ）があり、これも税関の管轄内であ

り、権利者が入手できて行動の根拠となる機密情報がある場合は、税関はそれに基づい

て喜んで行動を起こす。 

 税関長は、税関には関係する物品が侵害品であるという輸入者に対抗する証拠が必要で

あることを強調した。 

 さらに、税関長は、コチでは自動車部品やスペア・パーツに加えてアルコール飲料や医

療機器の侵害が疑われる事例があると述べた。税関長は、高級品の模倣品や侵害品が同

港を通じて輸入されている可能性を認めた。ただし、権利者が機密情報を共有したり職

員の研修を行ったりできるのであれば、管轄する港と空港をクリーンにするそうであ

る。 
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第 4 章 

分析及び提案 

過去 5 年間の税関取り締まり結果を踏まえれば、知的財産権執行のための税関規則は多大な変化

を遂げ、その結果は比較的断固たるものであったと十分に結論できる。United IPR が代理を務め

た税関押収事件は全国でおよそ 200 件あった。 

日本企業に提案するベストプラクティスは以下のとおりである。 

 日本のオフィスから集中管理を行い、緊急事態にはインドの子会社が介入できる柔軟性

を十分に与える。 

 重要な商標をすべてインド税関に登録し、随時更新されるよう徹底する。 

 インドのすべての港において定期的に研修を行う。 

 少量であっても税関の取る措置を十分にサポートし、税関が将来より大きな事件を立件

できるようにする。そうすれば、さらに良い成果を上げようという熱意が税関に生まれ

る。 

 優れた仕事をした職員への感謝状という形で税関の優れた仕事に謝意と認知を示す。 

 押収品が真正品であるかどうかを確認する報告書を速やかに提出する。 

 保証証書と銀行保証状を速やかに提出する。 

 事件を迅速に処理するために定期的にフォローする。  
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第 5 章 

インド税関に知的財産権を登録するための費用 

特許、商標、著作権、意匠、地理的表示など、2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則に基づ

き認められる、すべての種類の知的財産権の登録の費用は、同一であることが明示されている。 

各登録につき公的手数料は 2,000 インドルピーで、100 インドルピーの収入印紙がそれぞれ付さ

れた書類で発行される総括保証及び補填保証でサポートされる。 

その後、いくつかの書類が作成される。各文書はまず印刷され、記入後に認証され、その後ス

キャンされ、インド税関の記録用としてポータルにアップロードされる。 

更新 

インド政府財務省中央物品税関税局が公布した、2007 年知的財産権（輸入商品）施行規則 — 

実践のための指示という標題の、2007 年 10 月 29 日付けサーキュラー2007 の 41 の規則 15 は、

「権利者がより短い期間を望まない限り、登録は最短 1 年間認められうる。同規則に基づく登録

の有効期間は 5 年間と定められている。したがって税関長は同期間の満了に注意する。登録の有

効期間が満了すると、権利者は新規の通知を提出し、該当する手数料を支払い、最初の登録時に

なされた通り、総括保証証書等を作成することを要求される」と定めている。つまり、更新プロ

セスは新規登録のプロセスと同じである。 

税関に対する United IPR の通常の料金表を次ページに示す。 

料金表 – 税関の執行、2018 年 1 月 1 日に発効 

項目 公的手数料 
専門家手数料（公的手数料を

除く） 

税関での登録（1 商標、1 クラス当り） 50 米ドル 275 米ドル 

手続きに加わり税関長の前で表明を行

う 
交通費実費（押収港に依存） 375 米ドル 

押収物の検査を実施し権利者と写真を

共有する 
なし 150 米ドル 

認証報告書を起草し税関に提出する なし 75 米ドル 

異議に対応し、保証証書及び担保（税

関が査定した価値の 25%）を提出する 

実費 – 保証証書及び銀行保証

状が、税関が査定する基本価額

に基づき提出される 

75 米ドル 

破壊のための課徴金 実費 175 米ドル 

税関の研修／ワークショップ なし 375 米ドル 
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