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第 7 節 知的財産権侵害に対する刑事訴追 

 

I. はじめに 

 

MDTCCの責任の下にある執行部は、国内取引における不正行為に対処する任務を負

っている。知的財産権侵害に関して執行部が果たす機能は次の通りである。 

a) 1987年著作権法に基づき著作権侵害行為に対処すること 

b) 2000年光ディスク法に基づき光ディスクの製造を監視すること 

c) 2010 年取引表示（光ディスクラベル）令及び 2011 年取引表示法に基づき、光

ディスク及びカセットへの光ディスクラベルの使用を遵守させること 

d) 2010 年取引表示（光ディスクラベル）令に基づき、光ディスクラベルに係る申

請の受理、処理及び調査を行うこと 

e) 2011年取引表示法に基づき模倣活動を抑制すること 

f) 2011 年取引表示法に基づき、商品、役務、施設、設備及び商品価格に関する虚

偽の取引表示並びに虚偽で誤解を生じさせる表示の使用を監視すること 

g) 消費者の苦情の受理及び調査をすること 

執行部は、マレーシア税関、マレーシア警察、地方自治体、薬事部、保健省、エネル

ギー委員会及び Sirim Bhd等の他の取締機関と共同の活動を行っている。また、これ以

外にも、執行部は著作権者、メディア及び非政府機関（NGO）と協力して活動してい

る。 

現在、執行部は次に掲げる知的財産関連法を執行する権限を有する。 

a) 2011年取引表示法 

b) 1946年価格統制法 

c) 2000年光ディスク法 

d) 1987年著作権法 

 上記 2011年の新たな取引表示法は取引表示に係る法を改革するために制定された

ものである。新法の目的は消費者の利益を保護し、虚偽の取引表示及び商品及びサービ

スの供給に関する虚偽あるいは誤認を生じる記述、行為、慣行を禁じることにより、良

好な商慣行を促進することにある。例えば、以前は、72年取引表示法 28B条の下では

令状なしに逮捕する権限はその者が名前や住所を申立てることを拒否する者の場合に、
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あるいは MDTCC がその者が虚偽の名前や住所を申立てていると信ずるに相当の理由

がある者の場合に、もしくはその者が逃亡のおそれがあるという場合に限られていた。 

一方で、2011年法３９条では、MDTCCは同法 8条（商標に関する虚偽表示の禁止）

の下での違反をしたか、又は違反をしようとしているということを信ずるに相当な理由

があるという者を令状なくして逮捕できると規定している。 

これは明らかにエンフォースメントの活動面で MDTCC に権限を強化しているもの

と見ることができる。これは廃止された法の下でかつて生じた欠陥を除去することによ

りエンフォースメントを円滑にしようとしたものである。 

 

A. 2011 年取引表示法（TDA）に基づく権限 

執行部は、TDAの執行により模倣品を撲滅する上で、積極的な役割を果たしている。

TDAは、MDTCCの執行部の登録官補にマレーシア国内で登録商標に係る権利を侵害す

る人又は会社に対して準刑事的な措置をとることができる権限を付与している。 

TDA に基づき、執行職員は、申立てを受理し、虚偽の取引表示の使用された製品を

押収する権限を付与されている。TDA 第 5 条は、商品に虚偽の取引表示を使用するこ

と、虚偽の取引表示が使用されている製品の提供又は提供の申し出をすること、あるい

は虚偽の取引表示が使用されている製品を提供するために陳列すること又は提供する

ために所有、保管若しくは管理することは違反行為とみなされると規定している。 

TDA 第 6 条は、取引表示とは、直接的又は間接的に、商品又はその一部の性質、名

称、証明、製造方法、製造日又は製造場所、取得した承認又は承認された種類との適合

性の表示をいう。同法第 7条によれば、虚偽の取引表示とは虚偽の程度が重大な取引表

示をいう。 

TDA第 VII部は、正当な権限を有する職員の権限及び規定を執行する上で遵守すべき

手続きを明確に規定している。MDTCC 大臣は、公務員の中から、管理官並びに TDA

の適用上必要な数の副登録官、登録官補及びその他の職員を任命することができる。

TDA 第 3 条の規定に基づき任命された職員は、刑法の意義の範囲内における公務員と

みなされる。 

TDA の下においては、登録官補及びその管理する職員に、試験的な購入並びに関連

する施設に立ち入り TDA 違反に係る訴訟手続きにおいて証拠として求められると合理

的に信じられる商品及び書類を調査し押収する権限が付与されている。また、登録官補
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は、コンピュータ又はその他に保存されているかを問わず、記録された情報又は電子化

若しくはデジタル化されたデータへのアクセス権を付与されている。 

さらに、登録官補は、検査又はその他の方法により、違反行為が行われたかを確認す

るために商品を押収することができる。その性質、大きさ又は量により、商品又は書類

を移動できない場合には、登録官又はその職員は、「いかなる手段によっても」（いか

なる手段又は方法を使用しても）関係する施設又は容器を封鎖又は封印することができ

る。 

実際には、TDA 第 40 条(1)(a)の規定により、登録官補は、対象者が当該対象地又は

住所において取引又は事業を行っている限り、裁判所の令状なしにいかなる施設にも立

ち入ることができる。TDA は、強制的な立ち入り以外による立ち入り方法が不可能な

場合には、施設への強制立ち入りを認めているが、この場合には治安判事の令状を取得

しなければならない。 

TDA の下では、登録官補は逮捕、捜査及び訴追を行なう権限を有する。TDA に基づ

き押収された全ての商品は没収される可能性がある。犯罪訴追手続が裁判所に移送され

た場合、当該違反行為により有罪判決を受けた者がいない場合にも、TDA 違反が行な

われたこと及び当該商品が当該違反行為の対象物である又は当該違反行為を犯す際に

使用されたことが証明されたときは、裁判所は押収品の没収を命令する。 

訴追手続がとられない場合、期限日前までに押収された商品の所有権に関する申立て

がなされなければ、当該押収された商品は押収日から 1ヵ月が経過したときに没収され

るものとみなされる。当該商品の所有者であり、かつ当該商品の没収は不当であると主

張する者は、自らは又は書面により権限を与えられたその代理人により、登録官補にそ

の旨の申立てを書面で通知することができる。当該通知後、かかる問題の判断は登録官

に付託され、登録官は当該商品の還付若しくは没収の指示、又は判断を求めるために当

該問題に関する判断を裁判所に付託するよう登録官補に指示する。当該問題の判断が付

託された裁判所は、当該商品の所有者であると主張する者及び当該商品の押収された者

に出廷を求める召喚状を出し、裁判所は当該問題を審理し、それに応じて命令を発する

ものとする。 

没収された商品はすべて、登録官の指示に従って処分されるものとする。腐敗しやす

い性質のある押収品又は保管に不合理な費用のかかるもの及び不都合のあるものとい

った押収品については、いつでも売却することができ、当該売却により得られた収益は

訴追又は申立ての結果に従って保管されるものとする。 
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2007 年、模倣品撲滅のための特別タスクフォース（PPKMBT）は活動を再開した。

PPKMBT は、マレーシア国内の産業界全体で行なわれている海賊版の製造及び流通へ

の対処において、消費者を保護し、他の政府機関と協力することを目的としている。 

登録商標と同一の模倣品に対して自らの権利を行使しようとする商標権者は、高等裁

判所における Johnson &Johnson [1993] 3 CLJ 127事件に従って取引表示命令（ＴＤＯ）

を取得せずに、MDTCCの執行部の助力を受けてその権利を行使することができる。 

 

取引表示命令(TDO) 

TDA 第 9 条は、他者が使用する標章又は体裁で登録商標と同一ではないが当該登録

商標とみなされうるものにより、取引の過程において当該登録商標に係る自己の権利が

侵害されたと主張する当該登録商標の登録権者による申立てを受けて、高等裁判所は、

当該登録商標を侵害している商標又は体裁は当該命令において特定される商品への使

用においては虚偽の取引表示であると宣言する命令をすることができる。登録商標を侵

害する商標又は体裁は具体的に特定されるものとする。 

命令が発せられた後、申立人は執行部に取引表示命令（TDO）を提出することがで

き、当該執行部は当該問題を調査し、強制捜査及び当該虚偽の取引表示の付された侵害

品の押収を実施した後に訴追手続に入る。 

取引表示命令は、高等裁判所が申立て時に定めた期間及び延長期間につき高等裁判所

により更新されない限り、当該発行日から 1年を経過した日に失効する。当該命令は侵

害者により使用された商標又は体裁は虚偽の取引表示であることを宣言する宣言的命

令であり、付与された命令は当該命令が一方的に取得されたもので、権利を侵害された

当事者が取り消すことのできるものであったとしても、確定的なものとされる。取引表

示命令は、違反者に対する刑事訴訟において、登録商標を侵害していると宣言された特

定の商標又は体裁は虚偽の取引表示であることの決定的かつ的確な証拠となる。当該命

令を取得した場合、登録商標権者は、侵害者に対して行政上の執行措置をとるために、

MDTCCの執行部に申立てをすることができる。 

新 2011年取引表示法の下では、登録商標権者のみ当該命令を申請することができる

ことに留意いただきたい。この規定は、コモンロー上の所有者、すなわち未登録商標の

所有者も TDO を求めて高等裁判所に申請することのできた旧法からの脱却であるとみ

ることができる。この手段はもはや利用できず、模倣品への対処には商標登録が絶対的

に重要なものとなる。 
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登録商標権者は、当該申請に係る相手方当事者に通知せずに、一方的に TDOを取得

することができる。当該命令の厳しい効力により、裁判所は一方当事者のみの審理を認

めることに消極的になる場合がある。しかしながら、そのような場合には、当該 TDO

の執行が意図されている当事者は、裁判所に当事者間において当該 TDO を取り消すた

めの申立てをすることができる。Parkson Corporation Sdn Bhd 対 Fazaruddin Ibrahim 

[2002] 4 CLJ 18事件で、控訴裁判所は TDOが取り消された場合には、権利を侵害され

た当事者に対する損害賠償を認めるべきであると判示した。 

 

B. 1943 年価格統制法及び 1980 年価格統制（製造者、輸入者、製作者又は卸売業者

によるラベルの貼付）令に基づく権限 

上記の価格統制法及び価格統制令を執行する権限は執行部に付与され、指揮は価格統

制官としての役割を果たす事務総長が、そして副価格統制官及び価格統制官補としての

役割は局長及び副局長が果たすこととされる。 

価格統制官、副価格統制官、価格統制官補又は検察官により任命されたその他の者は

訴追を行なうことができる。 

1943年価格統制法及び価格統制（製造者、輸入者、生産者又は卸売業者によるラベ

ルの貼付）令は消費者保護を目的とし、輸入食品及びこの法に準拠すべき製品を含むに

模倣品に対してエンフォースメントにおいて、追加的な措置として有用である。これは、

ときには模倣品が価格統制令に適合しないパッケージになっているからであり、そのよ

うな商品はMDTCCによる押収の対象となるからである。例えば、製造者の名前が虚偽

の記述であったり、なにも記述されていなかったり、あるいはパッケージがその国の言

語で記述されていなかった場合である。当該法律と命令は並行輸入を減らすにも有用で

ある。 

 

C. 2000 年光ディスク法に基づく権限 

光ディスク特別課は 2000年光ディスク法（以下、Cにおいて「光ディスク法」とい

う）を執行するために 2002年に設立された。主な役割は、ライセンスの取得の有無を

問わず、光ディスク工場における著作権侵害行為を管理することである。 

管理官補に付与されている権限の範囲は光ディスク法第 VII部に規定されている。執

行部は同法に基づく管理官及び管理官補の地位を占めている。 
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すべての管理官補は、合理的な時間に、通知の有無にかかわらず、ライセンスを受け

た施設の捜査、訪問、立ち入り、査察及び調査を行う権限を付与されている。また、管

理官補はさらに、ライセンスを受けた者にその保有する記録、帳簿、会計簿、電子化さ

れたデータ又は文書を提出するよう求め、それらを査察、調査又は複写することができ

る。 

管理官補にはコンピュータ又はその他に保存されている電子データへのアクセス権

が付与される。当該アクセス権には、電子化されたデータを判読するために必要なパス

ワード、暗号コード、解読コート、ソフトウェア若しくはハードウェア又はその他の手

段が提供されることを含む。 

治安判事は、宣誓に係る書面による情報及び捜査が必要であると考えられる場合に、

光ディスク法に基づく違反行為がいずれかの施設において行なわれている又は行なわ

れていたと信じるにつき合理的な理由がある場合には、捜査令状を発する。 

当該令状は管理官補に対して発せられ、合理的な時間に、支援の有無を問わず、また

必要な場合には強制的に、当該施設に立ち入る権限を付与する。管理官補は、必要と考

える場合には、いかなる者又は装備をも帯同することができる。 

管理官補は、実行されたと疑われる違反行為に関する情報を含む又は含むと合理的に

信じられ、かつ、光ディスク法に基づく違反行為が行なわれたことの証拠を明らかにす

る可能性のある電子化されたデータを含む物品、物、光ディスク、書籍又は文書を捜査

及び押収することができる。 

また管理官補には当該施設に存在する者を捜査する権限も与えられている。その性質、

大きさ又は量により対象物を移動することができない場合には、押収を行なう職員は当

該物品を発見された施設又は容器に封じ込めるものとする。 

管理官補は、捜査令状の取得の遅延により、捜査に悪影響が及ぶ又は違反行為が行な

われたことの証拠が改ざん、削除、損傷又は破棄される可能性があると信じるにつき合

理的な理由がある場合には、捜査令状を取得する必要はない。 

押収品リストは作成され、その写しは当該施設の占有者に交付されるものとする。管

理官補には逮捕の権限はないが、当該事案の事実及び状況を知ると思われる人物に出頭

するよう書面により要請することができ、当該要請を受けた者は要請に従って出頭する

ものとする。出頭がされない場合には、治安判事が当該者に出頭を求める召喚状の発付

をすることができる。 
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管理官補は、当該者を口頭で尋問することができ、供述は可能な限り文書化され、陳

述者は当該供述を読み、必要な変更を加えた後に、署名するものとする。 

かかる供述は、光ディスク法に基づく違反行為により当該者が起訴される前又はその

後に行なわれた自白に相当するか否かを問わず、裁判において証拠として認められる。

しかしながら、かかる供述は誘導、脅迫又は（告発手続に関する）約束により作成され

たものであってはならない。当該供述が当該人物の逮捕後に作成された場合には、まず

制定法上の告知が行なわれなければならない。 

起訴が行なわれない場合、押収品は、押収日から１ヵ月が経過する前に申立てが行な

われない限り、没収されるものとみなされる。光ディスク法に基づく起訴は、検察官の

書面による同意がなければ、開始されないものとする。 

2000 年光学ディスク法では管理官補には逮捕権限は与えられていなかった。警部よ

り下のランクではない警察官にも同法のエンフォースメントをする権限が付与されて

いたので、当該警察官は被疑者を逮捕する権限があったといえる。1987 年著作権法の

下では、その 50A条が管理官補に令状なくして逮捕する権限を与えている。逮捕後は、

遅滞なく逮捕した者を直近の警察署に連行することを要する。 

 

光ディスク法は情報提供者を保護し、裁判で提供される書類又は証言における情報提

供者の身元及び住所は秘密にされると規定している。また、情報提供者は、違反者が有

罪判決を受けた際に科された罰金の一部を報酬として受領することができる。 

執行部により年 2回発行される雑誌によると、2006 年には 9,300 万マレーシア・リ

ンギに相当する 25 の複製機械が押収された件を含め、ライセンスを受けた製造工場に

対する捜査は合計 10 件行なわれた。ライセンスを取得していない光ディスク製造工場

の取締活動は、公衆からの情報に基づき行なわれた。2006 年は、150 万マレーシア・

リンギに相当する複製機械が押収された。2007年には、合計 10件で執行措置がとられ、

3,590万マレーシア・リンギに相当する 21の複製機械が押収された。2009年、光ディ

スク法に基づき 4 件の捜査が行なわれ、押収額は 2,050 万マレーシア・リンギに及び、

いずれの事案もまだ調査中である。2011 年、ヌグリ・スンビラン州で光ディスクの海

賊版を製造する違法な工場に対する強制捜査が行なわれ、2台の機械を含め押収された

光ディスクの海賊版の総価値は約 800万マレーシア・リンギ相当であった。 
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執行部のインターネット及び科学捜査課もまた、光ディスクの海賊版の製造元を特定

し、海賊版を製造していると疑われる工場に対する強制捜査を行なうために、光ディス

クの海賊版に対する科学捜査を行なっている。 

 

D. 1987 年著作権法に基づく権限 

1987 年著作権法（以下 D.において、「著作権法」という）第 VII 部は、同法を執行

する権限に関する規定を置く。 

著作権法第 44条は、治安判事に対して宣誓供述書により、 

a) 施設において著作物を侵害する複製物があると疑う合理的な理由があること、 

b) 当該施設においてかかる著作物の侵害複製物を製造するために利用される装置が

発見されること、又は 

c) 当該施設において、法第 41条に基づく犯罪行為が行なわれていること、 

に関する情報が提供された場合には、治安判事は、著作権管理官補と警察官が財産の

捜査及び／又は押収するために日中又は夜間の合理的な時間に施設に立ち入れるよう、

捜査令状を発行することができる。 

管理官補は、取得した情報に基づき、捜査令状の取得の遅延により、法に基づく違反

行為を行なう際に使われた又は使われる複製物、装置、物品、媒体、書籍又は文書が削

除又は破棄される可能性があると信じる合理的な理由があると合理的に思われる場合

には、捜査令状を取得する必要はない。 

著作物の侵害複製物若しくは著作物の複製物であると疑われる複製物、著作物の侵害

複製物を製造するために使用された、使用することが意図されている若しくは製造する

ことができる装置、物品、媒体、書籍又は文書は押収することができる。ただし、著作

権法に基づく捜査又は訴追の目的上、当該押収品を登録官、登録官補又は警察官の下で

保管することを指示することができる治安判事に、当該押収品が提出されることを条件

とする。 

押収品を治安判事に提出できないものである場合には、代わりに当該押収に関する報

告書が提出されなければならない。対象物がかさばるものである又は押収できないもの

である場合には、当該物品が発見された施設又は容器は封じ込めることができる。 

必要な場合には、職員は強制的に施設に立ち入り、立ち入り、捜査若しくは押収する

際の障害物を強制的に除去し、当該場所が捜査されるまでに当該場所において発見され

た人物を抑留することができる。 
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職員は、財産を押収された者に対して、除去されたものすべてを記載したリストを提

供しなければならない。管理官補の立ち入りに対し、立ち入りを拒否、攻撃、妨害、阻

害、又は遅延させる者、あるいは違反行為若しくは疑われる違反行為に関連する情報又

は当該者が合理的に求められかつ知っている若しくは提供する権限を有するその他の

情報の提供を拒否する者は、違反行為について有罪とされる。 

管理官補は捜査及びセッションズ裁判所において訴追を行なう権限を有する。 

著作権法に基づく違反行為で告発された者を審理する裁判所は、審理の終結時に、当

該者が有罪判決を受けたか否かを問わず、当該者から押収した物品、媒体、書籍、文書、

複製物若しくは装置の処分、又は著作物の侵害複製物である場合には、当該著作権の第

一所有者、その譲受人又は独占的ライセンシーへの引渡しを命じることができる。 

起訴が行なわれない場合、押収品に対する申立てが押収日から一暦月が経過する日前

までに行なわれない限り、当該押収品は当該日の経過をもって没収されたものとみなさ

れる。没収品は、管理官が適切であるとみなす方法により、廃棄又は著作権者への引渡

しが行なわれる。 

著作権法は、情報提供者の身元情報の保護については光ディスク法と同様の規定があ

り、情報提供者の氏名又は住所は、いかなる民事及び刑事訴訟手続においても開示され

ない。当該身元に関する情報が民事又は刑事訴訟において証拠として提出された書籍又

は文書に記載されている場合には、当該情報に言及する箇所は隠匿又は消去される。 

執行部は、場合に応じて、警察と協力してマレーシアにおける著作権侵害行為を撲滅

するために多くの強制捜査を行ってきた。また、警部以上の階級の警察官にも 1987年

著作権法に基づき著作権違反行為を取り締まる権限があることに留意しなければなら

ない。 

執行部が年２回発行する雑誌によると、空港ターミナルを通じた著作権侵害行為を撲

滅するために、執行部に輸出課が設立された。この課は、産業界の主要プレーヤーから

の苦情、具体的には、Motion Picture Association (MPA)から寄せられた国際市場へのマ

レーシア製海賊版のおびただしい数の流入への対応として設立された。 

インターネット及び科学捜査課は、インターネットを介した著作権侵害行為を撲滅す

るために 2006年に設立された。この課は、それ以外にも、マレーシア科学部及び著作

権団体用のデータベースを作成するために、ライセンスを受けた光ディスク工場からサ

ンプルを収集している。  
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II. マレーシアの刑事司法制度－裁判所の構造 

 

刑事訴訟法（CPC）第 7 条により、違反行為の調査又は審理を目的に刑事裁判が開

かれた場所は、公衆が通常利用することのできる公開の裁判所とみなされることが確立

した原則になっている。 

刑事裁判所の構成は次に掲げる通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上訴裁判所 

連邦裁判所 

控訴裁判所 

マラヤ高等裁判所 
サバ及びサラワク 

高等裁判所 

セッションズ裁判所 

治安判事裁判所 

第一級治安判事裁判所 第二級治安判事裁判所 

第一審裁判所 
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A. 治安判事裁判所 

a) 第二級治安判事裁判所 

裁判権 

1948年下級裁判所法（「1948年 SCA」）第 88条の定めるところにより、本裁判所

は 12 ヵ月以下の禁錮又は罰金のいずれかに処せられる違反行為のみ審理する裁判権を

有する。また、同法第 88 条の規定は、同裁判所はその科すことができる刑罰が不十分

であると考える場合には、第一級治安裁判所で審理するために当該裁判を延期する上で

必要な措置を取ることができる旨を規定している。さらに、CPC第 117条（2）は、第

二級治安判事裁判所に拘留又は再拘留の命令を発行する権限を付与している。 

 量刑に係る権限 

第二級治安判事裁判所は違反者を次に掲げる刑に処することができる。 

(a) 6ヵ月以下の禁錮、若しくは 

(b) 1000マレーシア・リンギ以下の罰金、又は 

(c) 両方 

 

b) 第一級治安判事裁判所 

裁判権 

1948年 SCA第 85条の規定により、次に掲げる要件を満たす違反行為を審理するこ

とができる。 

(a) 10年以下の禁錮に処せられる違反行為、 

(b) 罰金刑にのみ処せられる違反行為、 

(c) 刑法第 392 条に基づく違反行為（すなわち、最高 14 年の禁錮に処せら

れる、日没から日の出の間までにおける公道での強盗）、又は 

(d) 刑法第 457 条に基づく違反行為（すなわち、最高 14 年の禁錮に処せら

れる、窃盗目的の夜間の家宅侵入） 
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また、CPC第 9条は、治安判事に特に、刑事裁判（略式裁判）の審理、令状の発付、

並びに裁判の延期、再拘留、保釈及びセッションズ裁判所への移送に関する命令をする

権限を付与している。 

量刑に係る権限 

1948年 SCA第 87条(1)は、第一級治安判事裁判所には、次に掲げる刑を申し渡す権

限があると規定している。 

(a) 5年以下の禁錮、 

(b) 1万マレーシア・リンギ以下の罰金、 

(c) 最大 12回の鞭打ち刑、又は 

(d) 上記(a)、(b)及び(c)の組み合せ 

 

c) セッションズ裁判所 

1948年 SCA第 63条は、セッションズ裁判所に、死刑以外の刑に処せられる違反行

為を審理できる権限を付与している。判決の言い渡しに関して、1948年 SCA第 64条

は、セッションズ裁判所には、死刑判決を除き、法により認められているいかなる刑も

申し渡すことができると規定している。 

d) 高等裁判所 

高等裁判所は、成文法に定める全ての違反行為について審理する権限を有する。判決

の言い渡しに関して、1964年高等裁判所法（CJA）第 22条は、高等裁判所に、法によ

り認められている、すなわち、申し渡すことのできる刑及び司法上の原則の範囲内で、

いかなる判決を下すことも認めている。 

e) 控訴裁判所 

控訴裁判所は上訴を審理する権限のみ有する。治安判事裁判所の判決に対する上訴は、

法律問題に限定される。上訴が検察官によるものである場合、又はセッションズ裁判所

若しくは高等裁判所の判決に対して提起されたものである場合には、事実及び法律問題

のいずれも含むことができる。控訴裁判所は、高等裁判所の判決の確認、破棄、又は変

更、再審理の命令、控訴裁判所の意見を示した上での当該問題の第一審裁判所への差戻

し及び控訴の棄却をすることができる。 
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f) 連邦裁判所 

マレーシア連邦憲法第 126 条及び CJA 第 13 条は、連邦裁判所は刑事裁判を行なわ

ないが、法廷侮辱罪で刑罰を下すことができると規定している。また、連邦裁判所には

控訴裁判所及び高等裁判所の判決に対する上訴を審理する権限を有する。連邦裁判所に

は助言を行なう権限もあることは留意しなければならない。 

知的財産の係る刑事訴訟は、セッションズ裁判所が指揮する一方で、高等裁判所には

知的財産の係る刑事及び民事訴訟のいずれについても審理する権限が付与されている。 

 

前第 5節で記載されたように、治安判事裁判所は 2011年取引表示法に基づく裁判権

を有し、1987年著作権法に基づき令状を発行する権限を付与されている。また、1987

年著作権法は、セッションズ裁判所及び治安判事裁判所に著作権侵害に対する刑事訴追

を審理する権限があり、（許可されれば）上訴は高等裁判所及び控訴裁判所で審理され

ることができる旨を規定している。 

 

III. 知的財産権侵害に対する刑事訴追の請求方法 

 

A. 捜査 

侵害行為が発見された場合、行政上／刑事上の救済措置を求める知的財産権者は、施

設の正確な所在地及び図面、操業時間、流通ネットワーク等の必要な情報をすべて収集

するために民間の取締機関又は私立探偵を雇うことができる。また、2011 年取引表示

法第 30 条の規定に基づき、管理官補は、同法に基づく違反行為が行なわれている又は

行なわれると疑うにつき合理的な理由がある場合には、自発的に調査を実施することが

できる。 

MDTCCは 2011年に特に職権によるエンフォースメントを促進するための原則とし

て登録商標権者に関するデータベースである、「Basket of Brands」（BOB）というデ

ータベースシステムを立ち上げた。 

当該データベースは、MDTCCに捜査及び物品の押収を優先させること、並びに商標

権者による押収品に係る立証及び起訴されている場合には証人として出廷することに

よる明確な協力の確保を支援する。 

マレーシアにおける登録商標権者で、BOB への加入を希望する者は、「登録商標侵

害事件に係る調査の完了に協力する約束」を履行しなければならない。当該約束は、特
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に登録商標権者に特定の期間内に当該侵害品を特定することにより押収品に係る立証

を支援することを義務付けており、当該支援ができない場合には MDTCCは当該問題の

処理又は捜査に関して判断を下す裁量を有するものとする。 

侵害品が登録商標の精巧な偽造品である又は登録商標と同一である場合には、登録商

標に係る刑事上のエンフォースメントにおいて商標登録証は非常に重要なものである。

この場合、登録商標権者は、TDO を取得せずに、自らの標章が侵害されたことを主張

する旨の申立てを MDTCCにすることができる。当該侵害標章が登録商標と同一ではな

いが類似している場合には、登録商標権者は、MDTCCがエンフォースメント措置をと

る前にまず TDO を取得しなければならない。著作権に関しては、著作権者に代わって

民間の執行機関により著作権が行使されている場合には、著作権法第 42 条に基づき制

定法上の宣誓供述書が通常、当該著作権者の正当な権限を有する代理人又は代表者によ

り確認される。 

著作物の複製物並びに著作権者から得た必要な委任状、決議又は授権書は、当該著作

物の著作権に関する一応の証拠として扱われる制定法上の宣誓供述に示されなければ

ならない。著作権の存在、保護を受ける資格、及び特定の作品に存する著作権の所有者

に関して、確認は行なわれる。 

さらに、2012年 3月 1日施行された新 2012年著作権（改正）法は、著作権者にMyIPO

に対して、届出及びその著作物の複製物の預託をする規定を定めている。当該届出が適

切である場合、著作権に関する届出は著作権登録簿に記載される。著作権登録簿の抄本

は、著作権法に基づく訴訟手続において証拠として認められ、記載されている事実に関

する一応の証拠となる。 

 

B. 不服申立て 

十分な情報が収集されたら、代理人又は知的財産権者は、侵害を申し立てている特定

の作品に存する知的財産権を証明する書類を順序正しくまとめなければならない。 

取引表示法及び著作権法は、侵害活動に関する公衆の不服申立てが受理される手段を

規定している。 

MDTCCの執行部が受理した通常書面による正式な申立ては、適切な措置が取られる

ために、タスクフォースの一員である政府機関に伝達されることがある。しかしながら、

主に侵害者に対して措置をとるのは執行部である。 
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特定の政府機関が行動できる速さは、時期及び対応可能な職員の状況による。また、

通常、実際の強制捜査の日までは強制捜査される場所の正確な所在地は開示されない。 

 

C. エンフォースメント 

民間のエンフォースメントの代理機関の代表者又は個人の申立人は通常、強制捜査を

行なう職員に同行する。多くの場合、職員と連携するために不服の申立てから強制捜査

及び起訴の段階に弁護士が関与する。 

強制捜査において申立人／知的財産権者の代理人又は弁護士が果たすべき役割は、主

に侵害製品の特定及び職員への必要な支援の提供である。かかる支援には、押収品の倉

庫への輸送手段の提供、並びに、政府の倉庫が利用できない場合には、押収品用の倉庫

及び保管場所の提供が含まれる。この場合、保全される倉庫に立ち入ることができるの

は職員だけである。 

強制捜査が成功した場合、同行した申立人又は代理人は捜査員に陳述をし、かつ、押

収品に関して立証することが義務付けられる。捜査の終了後、捜査員は部局内の訴追担

当職員又はマレーシア司法長官室のどちらか適切な方に、適切な助言をする。 

取引表示法の下においては、違反行為を和解させることができる。登録官又は副登録

官は、当該違反行為が行なわれた後から訴追前であればいつでも、当該違反行為を行な

ったと合理的に疑われる者に対して、当該提案において定められた期間内に金銭の支払

により当該違反行為を反則金支払いとすることを書面で提案することができる。 

当該金銭が定められた期間内に支払われない場合、当該違反行為に対する訴追を開始

することができる。違反行為が反則金支払いとされた場合には、当該違反行為につき当

該者は訴追されないものとする。また、取引表示法又はその他の規則により押収された

商品又は文書がある場合には、課された条件に従って、当該商品又は書類は還付される

ものとする。 

 

D. 刑事訴追 

刑事訴追は、当該違反者が罪を問われる法律並びに違反行為及び刑罰の重大さにより、

治安判事裁判所又はセッションズ裁判所のいずれかに提起される。 

 

知的財産権者には、その権原及び所有権を証明するために義務付けられているすべて

の必要な書類及び真正な製品等の証拠物が利用可能でかつ順番どおりになっているこ
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とを確保することにより、訴追担当職員を支援することが期待されている。強制捜査に

同行する代表者もまた、訴訟手続において証人となることが求められている。さらに、

知的財産権者の代理人は押収品が模倣品又は海賊版であることを明らかにする特徴を

証言することも期待されている。 

申立人は通常、刑事訴訟を監視する事務弁護士を任命する。監視を行なう利点は次に

掲げる通りである。 

a) 事務弁護士が、関係する知的財産法に係る法的問題を明らかにする上で、訴追担

当者及び時には裁判所を支援すること  

b) 刑事訴訟の遂行及び結果が、提起が企図されている又は係属中の民事訴訟に影響

を与える可能性があること 

c) 申立人又はその代表者の立会いは、一つには政府への支援になるだけでなく、よ

り厳重な刑罰の規定の働きかけ（ロビー）となること 

所有者は廃棄するために模倣品を引き渡すよう MDTCCに要求することもできる。 

 

IV. エンフォースメント措置のリスク対効果 

 

次に掲げる商品に係るシンジケート形式による知的財産権侵害には多くの場合、リス

ク／危険が伴う。 

a) 光ディスク 

b) プリンターの消耗品 

c) 特定の贅沢品 

しかしながら、一般的にその他の種類の商品に伴うリスク又は危険は極めて低い。 

著作権法に基づく侵害が行なわれている場合、強制捜査は通常 MDTCC の執行部が

警察の支援を得て実施する。「ハイリスク」な強制捜査に警察が立ち会うことは、特に

知的財産権者の代理人などの個人の安全を確保する上で、非常に役立つものである。 

 

V. エンフォースメント措置に基づき捜査等の開始された刑事事件の例 

 

Public Prosecutor 対 Hon Jin Bong &Anor [1998] 1 LNS 360 事件では、侵害者らは

1972年取引表示法第 3条(1)(a)の規定に基づき罪に問われ、同法第 18条(1)に定める刑
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に処せられた。この事件で侵害者らは、Snowmanというブランド名が付されたマーカ

ーが日本で製造されたものでなかったにもかかわらず、25 万本の Snowman マーカー

に「日本製」という虚偽の取引表示を使用したことにより罪に問われた。本件の申立人

は、取引表示管理官補であり、執行職員から構成されるチームを指揮し、侵害者らの施

設を強制捜査の上、侵害品及び複数の機械を押収した。取引表示法に係る問題に精通し

ているセッションズ裁判所の裁判官は、各被告にそれぞれ 1万マレーシア・リンギの罰

金を課し、罰金が支払われない場合には 3 ヵ月の禁錮に処せられるとした。さらに、

Snowmanマーカー25万本並びにその他の包装用品及び原材料の没収を命令した。押収

された機械は侵害者らに還付するよう命じられた。 

著作権侵害問題に関しては、Chew Onn Yuen & Anor 対 Public Prosecutor [1977] 2 

MLJ 118事件で、知的財産権の行使に関連して著作権者と警察との協力が見られた。申

立人である EMI (M) Sdn Bhd (以下、「EMI」)は、著作権を管理する自己のレコード盤

に対する著作権侵害行為を行なっている侵害者に対して様々な間隔で通知を送付し警

告をしていたが、当該侵害者はかかる警告に取り合う様子を見せなかった。そのため、

警察に通報がされ、EMIの経営責任者は 2名の警察官に同行して侵害者の店を訪れ、当

該店で警察官は 110 枚のレコードを押収した。当該強制処分をする前に、警察官は当

該侵害者の店で 3枚のレコードを購入していた。EMIの代表者は、押収されたレコード

が品質の劣悪な海賊版であると確認した。著作権侵害問題に精通している治安判事は、

本件訴追は一応（被害者の）主張どおりであると信ずるに足りるものであるので被告に

は抗弁をするように求めた。しかしながら、いずれの侵害者も黙秘することを選択した

ために、有罪判決を受け、それぞれ 2200米ドルの罰金に処せられた。押収されたレコ

ードは廃棄するために EMIに引き渡すよう命令された。 

Public Prosecutor 対 Hong Chen Kim [2009] MLJU865事件では、被告は著作物の侵

害複製物であると疑われる VCD を合計 72 枚保有していることが判明した。レストラ

ン付近をパトロールしていた MDTCCの執行部職員が、肩掛けかばんを持ち、レストラ

ン内でテーブルからテーブルへと移動して複数の客に VCD の販売を持ちかけている被

告を発見したのである。裁判官は、1987年著作権法第 41条(1)(i)に基づく違反行為（す

なわち、権限なく電子的著作権管理情報を削除又は変更する行為）の構成要素を次のよ

うに要約した。 

 

(i) 被告が当該違反行為に関与していること 
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(ii) 当該違反行為の日時 

(iii) 被告が私用及び家庭利用以外の目的で当該 VCDを保有していたこと 

(iv) 当該 VCDは映画に存する著作権を侵害する複製物であること 

 

上記構成要素の(i)から(iii)までは証明されたものの、訴追手続では被告に対する一応

有利な事件を証明することができなかった。裁判所は被告が当該 VCD の販売の申し出

をしたこと又は当該 VCD が被告の肩掛けかばんから発見されたことが証明されていな

いと判示した。また、SP４（検察側の証人）が当該作品の著作権者に代わって VCDを

試験的に視聴し、かつ、VCD の侵害複製物の試験的な視聴の結果を証明する権限を有

することを確認できる授権（認可）覚書の原本を検察は提出しなかったことが指摘され

た。検察官が上記構成要件(iv)を証明できなかったことは致命的で、裁判官は被告を無

罪とし釈放した。
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