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PARTⅠ：食品安全分野の最新動向 

1．京津冀、食品安全モノのインターネット追跡基準・規範を統一化 

6月 16日、京津冀（北京市、天津市、河北省の

総称）の「食用農産品製造販売連携深化体制構築推

進大会」では、天津、河北の栽培養殖拠点と北京市

卸売市場は、互いの食用農産品の製造経営者におけ

る連絡体制を構築するための「食用農産品『場所連

動』供給保障協定」を締結した。これはウィン・ウ

ィンを図るマッチングプラットフォームであると

いう。 

会議では、北京市食品薬品監督管理局食品市場監

督管理処の李江処長の話によると、今回締結した

「場所連動」協定は主に製造栽培元を追跡するため

のものであり、現在河北省及び天津市の栽培拠点、

貿易業者、農民専業合作経済組織などを産地出荷許

可パイロット事業者として初歩的に選定し、北京豊

台区農産品卸売市場と協定を締結した。果物、野菜

を両地域の製造販売連携パイロットの品種として、

先に製造販売のマッチングを行った。今後京津冀は

食用農産品の産地証明書の様式、北京・保定の食用

農産品購入証明書の様式、迅速検査報告書の様式、

及び両地域が認める第三者検査機構のリストを共

同で確定することにより、合格証明文書の様式と迅

速検査データの相互承認を実現し、重複検査を減少

して市場への早期進出を図るという。 

北京市食品薬品安全委員会弁公室主任、市の食品

薬品監督管理局長の叢駱駱によると、今後 3地域で

は①京津冀での食品安全追跡体系づくりを引き続

き模索し、全プロセスのリスク管理が可能な監督管

理制度を改善する、②食用農産品の製造販売連携パ

イロットのエリア及び品種範囲を拡大する、③京津

冀一体化した乳幼児用粉ミルク、畜類・鳥類製品、

水産品の食品安全モノのインターネットの主体情

報交換及び共有データベースの構築を模索し、統一

的な京津冀地域の乳幼児用粉ミルク、畜類・鳥類製

品、水産品の食品安全モノのインターネットの追跡

基準・規範を作成し、京津冀地域の養殖拠点、食品

メーカ及び食品流通業者の各段階における追跡デ

ータ及び監督管理データを収集、統合することによ

り、食品安全モノのインターネットの追跡情報の交
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換及び共有データベースを構築し、北京進出食品の

全プロセス追跡体系を実現する、④また、取締りス

タッフを相互に配置して異地域の無通告査察を行

い、共同で安全関所を監視し、⑤事件の調査協力を

強化し、ともに食品薬品違法犯罪行為を摘発する、

⑥情報共有、食品検査及び製品撤去などのリスク管

理情報の交換などを強化し、3地域における食用農

産品の製造販売連携及び共同監督管理の推進でよ

り大きな成果を挙げるように取り組むという。

【HFG’s Comments】 

食品安全を守るために、生産・製造元の追跡可能性は最も重要な措置の一つです。近年、中国の食品安全

面の立法は進められており、特に以前事故で広く注目された乳製品業界については、業界基準の厳しさは既

に世界のトップレベルになっています。しかし、管理においては遵守すべき法律があるだけでなく、調べら

れる根拠も必要になります。中国では、食品の生産・製造追跡面は、製造日の任意の変更、産地・メーカ不

明、虚偽の追跡情報の提供ないし他人の追跡情報の盗用など、様々な問題が多発しており、大きな向上の余

地があります。京津冀地域の追跡プラットフォーム及び追跡基準の統一化は、監督管理の効率の向上や情報

の開示に有利であり、公益上も法的利益の観点からも期待できます。 

 

2．上海奉賢区、食品安全のウェイシン摘発システムを試行 

 

ウェイシンで摘発可能（出所：上観新聞） 

 



上海奉賢区では新しい食品安全問題の摘発を奨

励するシステムを試行している。摘発情報が真実で

ある場合、摘発日より 9営業日以内に奨励金を取得

できるという。6月 7日、金氏は同システムの専用

ウェイシン公式アカウントへの書き込みで、ある無

免許の飲食店を摘発し、3日後に 30元の奨励金が

支払われた。試行中であるため、奉賢区の食品安全

ウェイシン摘発少額快速奨励体制は現在無免許の

飲食店の摘発しか受理せず、かつ累計奨励金に限度

額が設けられている。同じウェイシンユーザが同日

に複数の店舗を摘発した場合、最初の店舗に対する

奨励金は 30 元、2 番目の店舗は 20 元、3 番目以

上の店舗は 10元とする。また、日毎の累計奨励金

は 100元以内、月間累計奨励金は 300元以内、年

間累計奨励金は 1,000 元以内とする。関係者によ

ると、累計奨励金に限度額を設定するのは、摘発を

本業とし、市場の正常な秩序及び公共安全を維持す

るより、奨励のために摘発する摘発者の存在を防ぐ

ためである可能性があるという。試行が順調であれ

ば、奉賢区では奨励が可能な摘発対象をほかの食品

製造経営に係る違法行為、ないし市場監督管理分野

の全体にまで拡大する予定であるという。ウェイシ

ンで摘発情報を取得した当日、監督管理部門は無免

許の飲食店に行き、その場で摘発を行う。現行の上

海市の食品安全摘発奨励弁法はやや時代遅れの傾

向が見られる。統計データによると、去年の上海食

品安全摘発奨励件数及び奨励金額は 2015 年に比

べて減少した。摘発者が食品安全摘発奨励を受ける

のは、早くとも半年、遅くとも 1年の時間が必要で

あり、「公衆が社会管理に参画する達成感を損なう」

と思われる。 

これに対し、上海食品薬品監督管理部門は、摘発

者が事件の調査が終結した後先行奨励を申請でき

るようにし、摘発の受理から奨励金の支払いまでの

期間を短縮できるように、摘発奨励の手続の最適化、

摘発奨励における手続簡素化及び先行奨励の比率

の向上を検討している。

【HFG’s Comments】 

現在の摘発奨励体制において、摘発の手続が複雑であり、摘発者は何度も監督管理部門に足を運ばなけれ

ばならず、正常な仕事や生活に影響を及ぼすだけでなく、奨励金の確認及び支給期間が長く、通常半年～1

年の時間が必要であり、摘発や奨励金の支払が難しいため、奨励体制は名ばかりの存在になっています。 

上海は社会監督管理の促進措置の公布において常に全国をリードしており、革新的な措置も多く、先日公

布された摘発者が自動車の法規違反運転を携帯電話で撮影することを奨励する措置も社会から反響を呼び、

大きな効果を上げています。今回のウェイシンによる食品安全問題の摘発も革新的であり、摘発の障壁を下
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げて奨励金の支給効率を高めることにより、社会公衆の食品安全問題に対する意識及び感度を高めることが

できます。 

一方、ウェイシン摘発は確かに便利であるが、摘発者の摘発行為により、他人の姓名権やプライバシーを

侵害するなど、その他の一連の侵害問題が生じる恐れがあります。なお、「職業摘発者」が現れるか否かも

潜在的なリスクです。現時点では当該措置はまだ試行中であり、関連部門が十分に観察し、合理的かつ合法

な方式により普及させるように期待します。 

3. 浙江省、「年度食品安全業務要点」を公布＝第三者評価が不可欠 

近日、浙江省政府弁公庁が印刷、公布した「年度

食品安全業務要点」では、食品安全評価方法及び評

価細則を改正し、確実に実行すると同時に、差別化

評価と第三者評価体制を模索し、日常的な評価及び

秘密裏の調査の方法を改善しなければならないと

指摘している。 

近年、中央から地方までの食品安全への重視度が

向上し、食品安全情勢が安定的に改善しているにも

かかわらず、食品安全の基盤が弱く、リスクを無視

できないのが現状である。その根源を追及すると、

科学的でない制度配置、ないし地方政府及び指導者

に対する評価・責任追及が不十分であるのに関係し

ていると思われる。 

国レベルでは、食品安全を業績評価に導入するこ

とは、既に制度化されている。新しく改正された「食

品安全法」では、食品安全業務の評定・評価に対す

る要求事項を明確化している。去年の 9月、国務院

弁公庁が印刷、公布した「食品安全業務評定・評価

弁法」では、去年から省級政府の食品安全業務を評

定・評価することを明確にしている。今回浙江省が

言及した「食品安全評価弁法及び評価細則」は明ら

かに国家法規を具体化したものと考えられる。 

地方政府の食品安全業務の実行及びその効果を

評定・評価するには、上級政府が評価チームを現場

に配置し、地方政府の自己検査、自己評価を聴取す

る以外に、第三者機構の評価意見を聞く必要もある。

食品安全業務評定・評価においても第三者評価体制

を導入し、地方政府による食品安全責任の実行及び

食品安全問題の対策の効果を客観的に評価する必

要がある。この第三者は、代表性、権威性、公正性

を備えるように、協会、マスコミ、群衆、企業、第

三者機構、専門家・学者など各方面からの代表者で

構成させた第三者でなければならない。 
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普遍的な第三者評定・評価があれば、地方政府が

「自己検査採点」において自分に高い点数をつける

という状況を抑え、ないし避けることができる。着

実で信用できる第三者評定・評価があるからこそ、

地方政府は社会満足度を食品安全業務成果を検証

するための究極な目標として、地方食品安全の社会

共同管理体制を確立することができる。一言でいう

と、食品安全に対する民衆の満足度向上こそ、地方

政府の食品安全業務を評定・評価する趣旨である。

【HFG’s Comments】 

食品安全は中国の国策の一つとして、各方面から注目を集めており、中国の地方政府にとっても業績評価

の一項目になっています。ただし、政府が自ら基準を定めて評価する場合、不公正を生じさせやすいことは

明らかである。第三者評価体制の導入は、政府が業務目標を設定する時に社会公衆の需要を強調し、社会サ

ービスの提供効率を高めることに有利なことです。ただし、注意すべき点として、今回第三者として挙げら

れたのは協会、企業、機構などの専門者だけでなく、マスコミや群衆も含まれており、いかにマスコミや群

衆（一般消費者）を含めた第三者評価体制を構築するかは期待されます。 

PARTⅡ：食品安全領域の最新事件の紹介 

4．「国産」輸入果物、市場で識別難か 

夏に入り、果物市場が最盛期を迎える中、多くの

消費者は「自然、エコ」の宣伝文句に誘われて高価

な輸入果物を購入する。なお、近日の調査によると、

市場において国産品で輸入果物を偽る現象が存在

している。 

関連規定により、現在 39の国及び地域の果物が

中国に輸入できるが、輸入果物はこれらの国及び地

域からのものではなければその出所に問題がある

と断言できる。市場取材調査により、多くの「輸入

果物」の包装には外国語ラベルのみで中国語の表示

がなく、バーコードをスキャンしても関連情報を追

跡できず、実際、産地は中国国内と表示されたもの

も多く見られた。関係者の話によると、多くの「輸

入果物」は偽の輸入ラベルを貼られた国産果物であ

る。偽の輸入ラベルを貼ると、「輸入果物」になり、

価格も倍になる。 

「入国果物検査検疫監督管理弁法」では、輸入果

物は品質検査部門の「検疫許可証」及び輸出国又は

地域が発行した植物検疫証明書を取得すると同時

に、輸入果物の包装には中国語と英語で表示された

果物の名称、製品、包装メーカの名称又はコードが

なければならないと規定している。また、輸入果物
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には楕円形のラベルを貼られ、ラベルには 4～5桁

の数字からなる PLUコードがある。この PLUコー

ドは一つの特定な品種、規格又は等級の組合せを表

している。以上の情報に基づき、消費者は購入した

輸入果物の真偽を見極めることができる。

【HFG’s Comments】 

ラベル問題は従来より輸入食品安全の要注意分野で、輸入果物はラベル問題の要注意分野です。現在市場

における各種の輸入果物は、ラベル標識の不明確さ、ラベル偽造、実物とラベルの不一致などの問題が普遍

化している。事業者は国産果物に輸入ラベルを貼ることで販売価格を高め、消費者の権益に侵害し、虚偽宣

伝、詐欺マーケティングなどの不正行為に該当します。輸入果物メーカとして、完全な行政許可手続を行う

以外に、積極的に製品偽造防止の手段を導入し、適宜偽造防止の宣伝を行うことも必要となります。 

5．「老干媽」、重大営業秘密漏えい事件に 

近日、「老干媽」（中国ラー油メーカ）は営業秘密

漏えい事件で各方面から注目を集めている。 

2016 年 11 月、老干媽社は同じく貴陽の企業が

製造した製品が老干媽ブランドの同類製品との味

が類似することを発見した。関連製品の司法鑑定を

通じて、当該商品には「老干媽」の同類製品の製造

技術で公布されていない技術情報が含まれたこと

が判明した。公安機関の詳しい調査により、老干媽

社の退職スタッフ賈氏がほかの企業に「老干媽」製

品の営業秘密を漏えいしたため、市場において「老

干媽」製品の味と類似する同類製品が現れた可能性

が高いと思われる。 

賈氏は老干媽社に 12 年の勤務歴があり、品質部

技術員、技師などを歴任し、老干媽社の中核的な秘

密情報を扱ったことがある。退職後の 2015 年 11

月、偽名で貴陽にある別の食品加工企業で品質技術

管理に従事したが、退職前に老干媽社と「競業避止

および秘密保持契約」を締結した。当該契約では、

賈氏が退職した後に企業の営業秘密を保持し、業務

が類似し又は直接の競争関係がある経営活動に従

事してはならないと規定している。また、警察は賈

氏が所持したポータブルハードディスク及びパソ

コンから老干媽社の営業秘密に係る大量な内部資

料を発見した。本事件に係る金額は 1,000 万元以

上と推定された。 
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多くの企業は商業秘密保護を重要視しているが、

漏えいの危険性を免れないものである。「知的財産

権管理体系認証」を通じて営業秘密を保護する企業

が多く見られるが、老干媽社は当該認証を申請した

ことがないという。この認証は企業の知的財産権関

連業務の規範化を目的とし、営業秘密保護はその重

点対象の一つである。

【HFG’s Comments】 

老干媽ブランドの知名度により、本事件は最近の営業秘密事件の中で最も注目されています。本事件の営

業秘密漏えいは企業のコア競争力、すなわち「老干媽」製品に独自な味をもたらす独自の配合に係っていま

す。企業のコア競争力に係る営業秘密は漏えいした場合、その損失は計り知れないものであるため、事前に

大量な予防措置をとることが必要になります。 

本事件に係る賈氏は、老干媽社で 12年間の勤務歴があり、明らかに大量な営業秘密に接触したことがあ

るが、本来、「接触」は「把握」を意味するものではありません。企業はいろんな措置を講じて営業秘密を

保守し、特に中核的な営業秘密に接触する従業員が分析、推測などの手段により該当秘密を解析・複製・把

握することを避けなければなりません。この点について老干媽社は明らかに改善の余地があります。企業は

「営業秘密が一旦漏えいすると、その影響をコントロールすることが不可能」という原則を常に意識した上

で、中核的な営業秘密の事前管理を徹底的に行わなければなりません。 

6. テトラパック、「利楽包」商標権侵害で百万元の損害賠償請求 

2017 年 5 月 3 日、北京海淀区法院が公開した情

報によると、利楽拉伐控股信貸有限公司（テトラパ

ック、以下は「原告」という。）及び利楽包装（昆

山）有限公司は、「利楽」、「利楽包」など商標の商

標権侵害で山東碧海包装材料有限公司（以下は「被

告」という。）及びその他の 3 社の関連会社（以下

は「被告ら」という。）に対して提訴し、①侵害停

止、②謝罪及び影響解消、③100 万元の損害賠償の

判決を主張した。現在、この事件は海淀区法院に受

理された。 

原告は、1979 年の中国市場進出以来、長期的な

宣伝拡販により、「利楽包」を消費者に熟知された

液体食品包装にし、中国で「利楽」、「利楽包」など

の商標を登録出願したことも包装業界で周知され

ている。被告らは、2010 年より各宣伝サイトで「利

楽」、「利楽包」などの商標を使用し、また展示会の

宣伝において「世界看利楽、中国看碧海」（世界は

利楽を見て、中国は碧海を見る）というスローガン

を使用した。原告は、「利楽」など商標の使用を停

止するように弁護士を通じて被告に警告書を送付

したが、効果がないため、被告ら 4 社を裁判所へ提

訴した。 

原告は、①被告が包装業界の著名企業として、原

告と直接の競争関係があり、②原告の同意を得ずに

「世界看利楽、中国看碧海」というスローガンを使

用し、原告と被告の評判が同じものであると消費者
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に誤認させることにより、より多くの市場競争機会

を獲得したという理由に基づき、被告が商標権侵害

だけでなく、不正競争をも構成すると主張した。被

告は原告の主張に対し、社内の法務部が積極的に本

事件を処理していると説明した。関係者によると、

本事件はまだ審理中である。

【HFG’s Comments】 

本事件では、現在の状況から見て原告の商標権が安定しています。被告の一目で分かるような侵害行為は、

実際係争商標が識別性があるか否かという問題をめぐって展開されています。「利楽」及び「利楽包」は業

界及び消費者に熟知されているため、「利楽」及び「利楽包」は既に業界の普通名称となり、識別性がなく

なったと考える場合、商標法第四十四条第一項の規定により無効宣告を請求することができます。知的財産

権分野における経験が豊富な原告は、警告書を送付してから提訴するという手段で損害賠償を請求し、商標

権が安定している期間において被告に対して提訴することは、訴訟戦略の熟練度及び専門性を表しています。 

7. 美団、「呷哺呷哺」商標権侵害訴訟の被告に 

近日、北京海淀区人民法院の情報によると、飲食

店大手呷哺呷哺餐飲管理有限公司（以下は「呷哺呷

哺社」という。）は、商標権侵害で北京三快科技有

限公司（「美団網」所属会社）及び武漢市青山区吧

哺吧哺火鍋店（以下は「吧哺吧哺社」という。）を

裁判所へ提訴し、50 万元の損害賠償を請求した。 

呷哺呷哺社は、①吧哺吧哺社が美団網で火鍋セッ

トメニューの共同購入クーポン及び商品券を販売

し、その名称が呷哺呷哺社に類似しており、両社の

間に何らかの関連性があると消費者に誤認させ、そ

の行為は呷哺呷哺社の第 4762343 号「呷哺呷哺」

商標及び第 4762344 号「呷哺呷哺 xiabuxiabu」

商標に対する独占使用権に侵害し、②美団網はオン

ラインサービスプロバイダとして合理的審査義務

を履行しないため、吧哺吧哺社に侵害行為を実行す

るためのプラットフォームを提供し、共同侵害を構

成すると主張した。現在、本事件はまだ審理中であ

る。 

関係者によると、呷哺呷哺社が商標権侵害で共同

購入サイトを提訴するのは、今回が初めてではない

という。2013 年、呷哺呷哺社は同じ理由に基づき

北京窝窝団信息技術有限公司（以下は「窝窝団」と

いう。）及び石家荘呷哺餐飲有限公司（以下は「石

家荘呷哺社」という。）を裁判所へ提訴し、82 万元

の経済損失賠償の判決を主張した。この事件では、
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石家荘呷哺社は窝窝団サイトで「陽光呷哺」の名義

で火鍋の共同購入クーポンを販売した。結果、①石

家荘呷哺社は 12 万元の経済損失賠償を支払い、②

窝窝団は主観的な過失がないため、損害賠償責任を

負わないと判決され、呷哺呷哺社の勝訴となった。 

【HFG’s Comments】 

インターネットプラットフォームに係る商標権侵害事件では、原告は、地方保護主義を回避するため、イ

ンターネットプラットフォームをも被告とし、インターネットプラットフォーム（通常知財保護意識の強い

大都市に位置する）の所属地の裁判所に提訴する管轄権関係の戦略を利用する場合が多く見られます。中国

の一部の地域における深刻な地方保護主義をも反映しています。一部の地域では取締り部門は現地の侵害者

に加担して、侵害事実を少なく認定し、又は認定せず、司法部門は事実に対して少なく、軽く判決すること

があります。訴訟手段により知財紛争事件を解決するには、合理的に提訴地を選択することも重要な戦略の

一つとなります。 

HFG LAW & INTELLECTUAL PROPERTY 

2017年 6月 28日 
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弊所概況  

HFGは 2003年以来、高度一体化された中国・外国籍専門家チームの共同経営する法律事務所として、世界

各産業のクライアントに高基準、高品質のサービス提供しております。HFGはクライアントのニーズを十分

理解したうえ、クライアントの最大商業利益を追求しています。現在、HFGは三つの組織で構成されており、

それぞれ恒峰法律事務所、恒方知識産権咨詢有限公司、及び上海衡方知識産権代理有限公司になります。

HFGは北京、上海の 2本部体制でサービスを提供しております。 

 

HFGは長年で実務経験を積上げており、深く多様な知識に多言語で対応していることを目指しています。中

国の各省、直轄市、自治区等の司法、行政機関と効率のあるコミュニケーションを取っており、クライアン

トのために多方面、多角度から知的財産権業務を進んでおります。HFG は知的財産権に関する訴訟•非訴訟

案件、ビジネス及びコーポレートのリーガルサービス、ライセンス取得、特許技術の収益化など専門分野を

集約して、無形資産を重視するクライアントのためにワンストップソリューションを提供できます。HFGは

IT•通信、機械・設備、石油化学、ワイン•雑酒、ファッション、化粧品、小売•電子商取引、食品・医薬品

など様々な産業のクライアントにサービスを提供しております。 

 

HFGが代理した案件は、数年連続で中国公安部の「十大典型的案例」及び「五大経典的案例」、中国外商投

資企業協会優質ブランド保護委員会の「中国知的財産権案件ベスト 10」、複数の省の中級、高級人民法院

の「年度典型訴訟案件」に入選されました。HFGは長年の努力により数年連続で数多くのグローバルクライ

アントより当年度の「最優秀知的財産権サービス提供者」を受賞しました。2010年以来、HFGは「Legal 500」

より数年連続上海地区で知的財産権業務「第一位」に入選しました。「知的財産権管理」からの推薦を得ま

した。チェンバース法律評価機構及び「世界商標評論 1000強」から評価されています。 

 

 

本号について、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく以下にてお問い合わせください。 

Tel：+86 21 5213 5500 

Fax：*86 21 5213 0895 

Mail：hding@hfgip.com、lli@hfgip.com、Hfg_china@hfgip.com 
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◆  ご利用に関して全て御自身でご判断くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

◆  当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当所はその正確性を保証するものではありません。 
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