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第 1 節 模倣品及び海賊版の現状 

 

グローバル化により、効率的な物流が短期間で模倣品を移動しやすくし、模倣品の国

内市場への流入も比較的容易になった。さらに、中国やタイ、インドネシアなどの製造

コストの低い国の経済発展により、高級品や自動車部品などの模倣品がナイトマーケッ

トやショッピングモールの小売店での販売を目的にマレーシアに頻繁に輸入されてい

る。マレーシアに持ち込まれた自動車部品や携帯電話などの模倣品は現地で組み立てら

れた後、市場で流通されている。マレーシアは、プリンターの消耗品や映画、音楽及び

コンピュータソフトウェアに係る光ディスクの模倣品が製造されていることで悪評を

買っている。 

映画、音楽及びソフトウェアの海賊版は現在でも市場や郊外のショッピングセンター

でも公然と販売されている。MDTCCに著作権者による侵害の申立てを調査する権限が

付与されているにもかかわらず、かかる申立てが行われる件数は海賊版を販売する小売

店の数より少ないのが現状である。また、現在も娯楽ソフトウェアや映画、音楽 CDの

模倣品がマレーシアから輸出されていることが確認されている。 

さらに最近は、商標権者が生産又は製造していない商品に侵害者が他者の商標を使用

する傾向も確認されている。最近では、日本の製薬会社の商標が当該会社の許可を得る

ことなく、当該会社が製造したことのない製品に使用されるという事件が起きている。 

マレーシア国内で行われている模倣活動の程度に関する正確な統計の取得は、当該活

動が秘密裏に行われているという問題と共に正式なベンチマークに基づく統計の実施

が行なわれていないために、難しい状況にある。 

2012 年に発表された著作権の保護及び執行に関するスペシャル 301 条報告書には、

1987 年著作権法の改正によりマレーシアにおける著作権の保護及び海賊版に対する法

の執行が大いに強化されたことが記載された。また、MDTCCも継続して海賊版対策に

取り組んでいる。近年マレーシアにおける知的財産権に関する取組みが改善されている

ことを受けて、米国はマレーシアを監視対象国から除外した。 

また、同様の進展として、MDTCC の収集した統計によれば、最近、CD や VCD の

海賊版の販売が 2001年の 88％から 48％にまで低下したという。 
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I. 民間企業による模倣品及び海賊版に対する共同措置 

 

マレーシアの法律及びその執行は海賊版対策に重点が置かれているため、海賊版につ

いては民間部門により数多くの共同の取組みが行われている。その一方で、民間企業が

協力して模倣品対策を行うことはほとんどない。大半の模倣品対策は各企業が個別に行

っている。しかしながら、医薬品、タバコ及び文房具の模倣品については共同の取組み

が見られる。 

 

 保健省（MOH）、地方の医療関係グループの代表者及びマレーシア医薬品協会

（PhAMA） 

上記の関係者はマレーシアにおける医薬品の模倣を撲滅する取組みを強化するため

に医薬品産業に関するラウンドテーブルに参加してきた。世界保健機関（WHO）の定

義によれば、偽造医薬品とは意図的かつ不正にその出所及び／又は原産地に関する不正

表示がされたものである。ブランド医薬品及びジェネリック医薬品のいずれについても

偽造は行われ、偽造医薬品には成分は正しいもの、成分が間違っているもの、有効成分

が含まれていないもの、有効成分の量が誤っているものや偽のパッケージが施されてい

るものなど様々なものが存在する。目標とするところは、偽造医薬品を撲滅するための

取組みを含め、MOH 及び MDTCC の政策に影響を及ぼし変化をもたらすことである。 

 

 マレーシアたばこ製造業者連盟（CMTM） 

マレーシアたばこ製造業者連盟（CMTM）は、たばこの密輸品及び模倣品を撲滅する

ための法の執行に係る活動の調整に助力してきた。関税局及び CMTM による四半期調

査によれば、マレーシア半島で販売されているたばこの３箱中１箱が密輸品又は模倣品

であるという。 

 

 文房具ブランド所有者連合（SBOAB） 

文房具ブランド所有者連合（SBOAB）は、協力して卸売り及び小売りの販路におい

て各自のブランドの有する利益を保護するための戦略を実施するために 2007年 4月に

設立された、マレーシアの 11 の代表的な文房具会社による組合である。SBOAB は他

の組織とも緊密に連携し、マレーシアにおけるオリジナルの文房具に対する認識を高め
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ようとしている。また、SBOABは模倣品対策に関する共同の法執行措置をとっている

ことでも知られている。 

 

 インク・カートリッジ製造業者 

プリンターの消耗品及びカートリッジの製造業者は、カートリッジの模倣品に対する

共同の対策活動についてはあまり緊密には連携していない。 

著作権に係る取締活動に関与している機関も存在する。これらの関係機関は、上記で

示された複数の政府取締機関に海賊版の押収及び侵害者の起訴を最大限に可能にする

既存の法律の全部又は一部を利用している。 

 

A. 映画産業 

The International Motion Picture Association (MPA)は、著作権の窃盗による悪影響か

らマレーシアのMPA加盟企業の利益を保護するために、2007年にマレーシア著作権盗

難防止連盟(MFACT)を設立した。MFACT は MPA 加盟企業の利益を保護し、かつマレ

ーシアにおける著作権の保護を確保するために、マレーシア政府及び取締機関と緊密に

連携している。  

 

B. 音楽産業 

音楽産業における主な法執行グループは次に掲げるとおりである。 

 

 RIM 

マレーシアレコード協会（RIM）は、マレーシアの全レコード会社のための事業者団

体である。マレーシアのレコード会社の大半は国際的な大手レコード会社の関係会社又

は子会社であり、マレーシアで保護される外国の著作権を有する作品に関して当該国際

的なレコード会社との間で締結した契約に基づく独占的なライセンシーである。 

RIMは国際レコード産業連盟（IFPI）に所属しており、IFPIと概ね同様の方針と目的

を採用している。RIM は Phonographic Performance Malaysia Sdn. Bhd.と RIMCOP 

Sdn. Bhd. (RIMCOP)という、２つの法執行機関を有する。 
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 PPM 

PPM は、ライセンス団体を認定し、ライセンシング制度及びその条件に関する著作

権審判所への付託を規定する 1987年著作権法第 IVA部に基づき、レコード会社に代わ

って著作権料を徴収する機関である。また、PPMは Recording Performers Malaysia Bhd.

の独占的なライセンス代行機関でもある。 

レストラン、クラブ、パブ、カラオケ店、式典やパーティーなどは、PPM が録音物

の演奏に係るライセンス料又はロイヤルティを徴収する対象となる。基準料金は、観客

数、演奏回数、会場の規模及びその他の要素などのいくつかの基準に基づき、定められ

ている。しかしながら、クラブやレストラン等のオーナーがひとたび PPMによるロイ

ヤルティ又はライセンス料の支払要請を拒否し、当該録音物の演奏を継続した場合には、

該当するレコード会社は当該オーナーに対して著作権侵害に基づく民事訴訟を提起す

ることができる。 

著作権法第 41条(3）に基づく違反が生じた場合には、警察又は執行部（Enforcement 

Division）に対して申立をすることもできる。当該規定は「公共の場で言語又は音楽の

著作物を実演した者は、善意で行動しかつ当該行動により著作権を侵害する又はその可

能性があることを推定する合理的な理由がなかったことを証明できない場合には、本項

に基づく違反で有罪とする」と定めている。 

かかる違反行為により、行政執行及び訴追手続が行われる可能性がある。この意味で

は、PPM はレコード会社の権利を監視することにとどまらず、当該レコード会社に代

わって録音物に係るその著作権を行使している。 

PPMは IFPIの実演権委員会（Performance Rights Committee）の常任委員である。

当該委員会は、世界中の徴収機関の方針、管理及び運用を定めている。 

 

 MACP 

音楽著作者著作権保護会社（MACP）は、作詞家及び作曲家を含む音楽著作物の著作

者の徴収代行機関として著作権の権利行使及び著作権料の徴収を行うために設立され

た会社である。PPM と同様の役割及び機能を果たしており、唯一の違いはその構成員

にある。 

また、MACP は 200 万以上の海外の作曲家、作詞家及び出版者を代表し、マレーシ

アにおける世界中から集まった 1200万曲を超える音楽著作物の管理を行なっている。 
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 Recording Performers Malaysia Sdn. Bhd 

1987 年著作権法は、一定の例外を除いて、実演者に実演の公衆送信をコントロール

する権利を付与している。 

この独占的な権利は、実演の固定物又はその複製物の売却又はその他の所有権の移転、

あるいはレンタルされた複製物の所有権を問わず当該固定物又はその複製物の公衆へ

のレンタルを通して、当該実演の固定物又はその複製物を最初に公開することにも及ぶ。 

Recording Performers Malaysia Bhd (RPM)は、ライセンス事項のすべてに関して、

録音物に係るアーティスト及び実演者を代表する。 

実演者は、実演の録音物がマレーシアで公演又は放映された場合には、衡平な報酬を

受ける権利を有する。録音物を商業的に利用する者は、PPMを通じて RPMメンバーで

ある実演者に当該報酬を支払わなければならない。徴収されたライセンス料による収入

は、最善の分配方法により、RPMメンバーに分配される。 

 

C. ソフトウェア産業 

マレーシアビジネス・ソフトウェア・アライアンス（BSA）は、世界規模で活動する

ビジネス・ソフトウェア・アライアンスの一部であり、1989 年以来、マレーシア国内

におけるコンピュータプログラムの著作権に係る法執行を担っている。 

BSA はマイクロソフト等の国際的なメンバーと共に、広くマレーシア国内のコンピ

ュータプログラムに係る言語の著作物の著作権者を代表している。BSA は執行部及び

警察、そして時には税関と協力してそのメンバーの著作権を行使するだけでなく、業界

に有利な政策や決定がなされるよう政府にかけあうロビイストでもある。 

行政執行機関による法執行の実施と同時に、BSA は、該当する特定のメンバー（主

にマイクロソフト）を通じて、条件に従った反則金支払いがなされない場合には民事訴

訟を提起する旨の警告を侵害者に対して発する。反則金支払い条件は通常、次に掲げる

事項を約束することを含む。すなわち、BSA が行使する著作権侵害に対する終局的差

止めの実行、著作権を侵害された特定のメンバーに対する金銭賠償、公式の謝罪又はマ

スコミを通した謝罪表明、及び正規のソフトウェアの購入等を通じたコンピュータの必

需品の適法化である。 
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D. 著作権特別タスクフォース 

著作権特別タスクフォースは 1999年 4月に海賊版対策の機関としてマレーシア政府

により設立された。 

タスクフォースは MDTCC の事務局長が率いる政府及び民間の執行機関又は団体か

ら構成されている。メンバーの構成は次に掲げるとおりである。 

a) 国際貿易産業省(MITI) 

b) エネルギー・通信・マルチメディア省 

c) 法務省 

d) マレーシア警察 

e) マレーシア税関・間接税務局 

f) マレーシア国立映画開発公社(FINAS) 

g) マレーシア国立検閲委員会 

h) マルチメディア開発公社(MDC) 

i) 地方自治体 

j) 音楽著作者著作権保護会社(MACP) 

k) マレーシア著作権盗難対策連盟(MFACT) 

l) ビジネス・ソフトウェア・アライアンス(BSA) 

m) ソフトウェア出版社協会 

n) マレーシアレコード協会(RIM) 

o) モーション・ピクチャー・アソシエーション(MPA) 

 

タスクフォースの目標の概要は次のとおりである。 

a) 知的財産権の保護又はその法律の執行に係る様々な政府機関の権限の確認 

b) これらの機関が行なう活動の承認及び調整 

c) 著作権侵害行為を抑制するための共同活動の計画・立案 

d) 当該活動の実施に関する指針の策定 

e) セミナー等の様々なプログラムを通じて国民の認識を高めるキャンペーンの計

画・立案 

f) 著作権保護の推進に係るデータ情報の収集 

g) 各機関による活動を随時評価すること 

h) 知的財産業界の発展及び現状に関して、MTDCC大臣に報告及び助言を行うこと 
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i) 必要に応じて、既存の法令及び規則の改正を提案するために調査を行うこと 

j) 著作権に係る利益を保護するために、新たな法律が必要かどうかを調査すること 

k) MITI、FINAS、市議会、地方議会及びその他の関連機関の課す全てのライセンス

条件を修正すること、並びに、 

l) 不備を改善するために、知的財産権に係る政策実施及び法執行手続を改正するこ

と。 
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