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3.4  著作権法および商標法が定める規定 

3.4.1 著作権法 

著作権法は、特定の著作権侵害行為を刑事犯罪として規定しており、これを犯した者は著作権所有者または国が起こす

刑事訴訟の対象となる。 

無許可の複製物を対象にした商取引の禁止 

著作権法は、著作権で保護されている物の無許可の複製物（以下「権利侵害複製物」とする）を対象にした商取引を刑事

罰の対象として指定している。 

以下の行為は違反行為とみなされる。 

(1) 販売または賃貸を目的とした権利侵害複製物の作成138 

(2) 権利侵害複製物の販売、賃貸、販売または賃貸を目的とした提供または陳列139 

(3) 取引を目的とした権利侵害複製物の公衆での展示140 

(4) 取引を目的とした、または著作権の所有者に不利益を与える程度に権利侵害複製物の頒布141 

(5) 上記の（2）から（4）で述べられる目的のために権利侵害複製物の輸入142 

(6) 権利侵害複製物を作ることを目的とした具体的に設計または適合された物をの作成または所有143 

上記一覧で示す著作権侵害を成立させるためには、侵害者が扱う複製物が著作権で保護された物の侵害複製物である

ことを認識していた、または認識していたと合理的に判断できることを起訴側が証明しなければならない。 

侵害者が著作権で保護された物の侵害複製物を５つ以上所持していた場合、他の方法で証明が成されない限りこの者

は販売目的、または個人的使用および家庭内での使用以外の目的にそれらの複製物を所持していたと推定される。144 

無許可の複製物を対象にした商用利用の禁止 

著作権所有者の同意または許可なく著作権で保護された物を再生または複製する行為は直接的な著作権侵害となるが、

通常、侵害者は刑事処分の対象にはならない。 

しかし、そうした直接的な侵害行為を意図的に行った場合、すなわち（i）侵害行為の程度が重大である場合、または（ii）侵

害者が商業的な利益を得る目的で侵害行為を行った場合、145すなわち自身が営む事業または取引のために直接的な利

益、利点、または経済的収入を得る目的でそうした行為を行った場合は刑事上の違反行為となる。146 

著作権を保護する技術的措置の迂回行為の禁止 

自身の行為が技術的措置の迂回行為に相当することを認識している状況、または認識していると合理的に判断できる状

況で技術的なアクセス管理措置を迂回する行為は、著作権法に基づき禁じられている。147 

                                                             
138著作権法第１３６条(1)(a) 
139著作権法第１３６条(1)(b) 
140著作権法第１３６条(1)(c) 
141著作権法第１３６条(3)(a)および１３６条(3)(b) 
142著作権法第１３６条(2) 
143著作権法第１３６条(4) 
144著作権法第１３６条(7) 
145著作権法第１３６条(3A)(c)(i)および１３６条(3A)(c)(ii) 
146著作権法第１３６条(6B) 
147著作権法第２６１C 条(1)(a) 
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技術的アクセス管理措置の迂回行為を成立させるためには、侵害者が意図的にその行為を行ったこと、および商業的な

利益または個人的な金銭的収入を得ることを目的にその行為を行ったことを起訴側が証明しなければならない。148 

シンガポール著作権法はまた、著作権で保護された物へのアクセスを管理する措置を迂回することを目的とした製品ま

たはサービスを製造、輸入、頒布、および国民に提供することを禁じている。149 

技術的な保護措置を迂回するための製品またはサービスを提供したことによる刑事犯罪を成立させるためには、侵害者

が意図的にその行為を行ったこと、および商業的な利益または個人的な金銭的収入を得ることを目的にその行為を行っ

たことを起訴側が証明しなければならない。 

侵害者が以下に該当しない場合、侵害者は意図的に行為を行ったものとみなされる。 

● 製品またはサービスが持つ技術的な保護措置を迂回する能力を自身が宣伝した、またはこの宣伝を行うこと

を許可した。150 

● 技術的な措置を迂回すること以外に製品またはサービスが持つ商業的な目的または用途は限定的であること

を認識していた、または認識していたと合理的に判断できる理由がある。151 

● 技術的な措置を迂回することを主な目的として製品が設計または製造されたことを認識していた、または認識

していたと合理的に判断できる理由がある152 

● 技術的な措置を迂回することを主な目的としたサービスを自身が実施した、またはこの実施を許可した。153 

自身が営む事業または取引のために直接的な利益、利点、または金銭的な収入を得るために行為が行われた場合、侵

害者は商業的な利益を得ることを目的に行為を行ったものとみなされる。154 

 

 

                                                             
148著作権法第２６１C 条(4) 
149著作権法第２６１C 条(1)(b)および２６１C 条(1)(c) 
150著作権法第２６１C 条(6)(a)および２６１C 条(7)(a) 
151著作権法第２６１C 条(6)(b)および２６１C 条(7)(b) 
152著作権法第２６１C 条(6)(c) 
153著作権法第２６１C 条(7)(c) 
154著作権法第２６１C 条(8) 
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上記一覧で示す著作権侵害行為に対する刑罰を以下の表にまとめる。 

 侵害行為 規定される刑罰 

(i) 販売または賃貸を目的とした権利侵害複製物の製造155 罰金刑：一点につき最大$10,000、合計で最大

S$100,000（いずれか低い額を適用） 

または 

懲役刑：最長 5 年 

または 

両方 

(ii) 権利侵害複製物の販売、賃貸、販売または賃貸を目的

とした提供または陳列156 

(iii) 取引を目的とした権利侵害複製物の公共の場における

陳列157 

(iv) 取引を目的とした、または著作権の所有者に不利益を

与える程度の権利侵害複製物の頒布158 

罰金刑：最大 S$50,000 

または 

懲役刑：最長 3 年 

または 

両方 

(v) 上記の（ii）から（iv）を目的とした権利侵害複製物の輸

入159 

罰金刑：一点につき最大 S$10,000、合計で最大

S$100,000（いずれか低い額を適用） 

または 

懲役刑：最長 5 年 

または 

両方 

(vi) 権利侵害複製物の作成を目的とした具体的な設計また

は適合された物品の作成、または所有160 

罰金刑：一点につき最大 S$20,000 

または 

懲役刑：最長 2 年 

または 

両方 

(vii) （i）重大な侵害行為が生じる程度に161、または（ii）商業

的利益の取得を目的とした侵害行為が生じるように162、

著作権で保護された物の意図的な複製または再生 

罰金刑：最大 S$20,000（2 回目以降の侵害行為

については S$50,000） 

または 

懲役刑：最長 6 ヶ月（2 回目以降の侵害行為に

ついては 3 年） 

または 

両方 

(viii) 自身の行為が技術的な措置の迂回行為に相当するこ

とを侵害者が認識している状況下において、または認

識していると合理的に判断できる理由がある状況にお

ける、意図的で、商業的な利益の獲得を目的とした163技

術的なアクセス管理措置の迂回行為164 

 

罰金刑：最大 S$20,000 

 

                                                             
155著作権法１３６条(1)(a) 
156著作権法１３６条(1)(b) 
157著作権法１３６条(1)(c) 
158著作権法１３６条(3)(a)および１３６条(3)(b) 
159著作権法１３６条(2) 
160著作権法１３６条(4) 
161著作権法１３６条(3A)(c)(i)および １３６条(3A)(c)(ii) 
162著作権法１３６条(6B) 
163著作権法２６１C 条(4) 
164著作権法２６１C 条(1)(a) 
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 侵害行為 規定される刑罰 

(ix) 著作権で保護された物へのアクセスを管理する措置を

迂回することを意図した製品またはサービスを意図的

に、かつ商業的な利益を獲得することを目的とした製

造、輸入、頒布、および公衆への提供165 

罰金刑：最大 S$20,000 

または 

懲役刑：最長 2 年 

または 

両方 

裁判所は、大量の侵害物品を取引し、組織的な方法で（犯罪組織に属することで）侵害行為を行う模倣者に罰金刑と施

設内処遇の両方を科すことができる。 

 

                                                             
165著作権法２６１C条(1)(b)および２６１C条(1)(c) 
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3.4.2 商標法 

商標法では刑事犯罪となる特定の商標侵害行為について規定しており、この法律により侵害者は知的財産権の所有者

または（AGC を介して）国によって刑事訴追される。 

模倣品商取引の禁止 

商標法では、登録商標を不当に使用した製品（以下「権利侵害となる製品」とする）の商取引は刑事罰の対象とされてい

る。 

以下の行為は不法行為とみなされる。  

● 特定の登録商標を偽り、あるいは改ざんする目的でその登録商標に類似したマークを作成することによる模

倣行為166 

● 特定の登録商標を偽って製品またはサービスへの使用（マークや広告、インボイス、ラベル、または価格表に

登録商標を使用することも含む）167 

● 見た目が特定の登録商標に類似した登録商標または標識の複製物を具体的に設計または適合された物品の

製造または所持168 

● 取引または製造を目的とした侵害製品の輸入169 

● 侵害製品の販売、提供、または販売を目的とした陳列170 

● 取引を目的とした侵害製品の所持171 

上記一覧で示す商標に関する不法行為に対する刑罰を以下の表にまとめる。 

 違反行為 規定される刑罰 

(i) 特定の登録商標を偽り、あるいは改ざんする目的でそ

の登録商標に類似したマークを作成することによる模倣
172 

 

罰金刑：最大 S$100,000 

または 

懲役刑：最長 5 年 

または 

両方 

(ii) 特定の登録商標を偽って製品またはサービスへの使用

（マークや広告、インボイス、ラベル、または価格表に登

録商標を使用することも含む）173 

罰金刑：最大 S$100,000 

または 

懲役刑：最長 5 年 

または 

両方 

(iii) 見た目が特定の登録商標に類似した登録商標または

記号の複製物を具体的に設計または適合された物品

の製造または所持174 

罰金刑：最大 S$100,000 

または 

懲役刑：最長 5 年 

 

または 

両方 

                                                             
166商標法第４６条 
167商標法第４７条 
168商標法第４８条 
169商標法第４９条(a) 
170商標法第４９条(b) 
171商標法第４９条(c) 
172商標法第４６条 
173商標法第４７条 
174商標法第４８条 
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 違反行為 規定される刑罰 

(iv) 取引または製造を目的とした侵害製品の輸入175 罰金刑：一点につき最大 S$10,000、合計で最大

S$100,000（いずれか低い額を適用） 

または 

懲役刑：最長 5 年 

または 

両方 

(v) 侵害製品の販売、提供、または販売を目的とした陳列
176 

(vi) 取引を目的とした侵害製品の所持177 

 

3.4.3 企業の取締役が負う刑事責任 

商標法第 46 条から第 49 条に基づき、企業が商標の侵害行為を行った場合、または著作権法の第 136 条に基づき著作

権の侵害行為を行った場合、その企業の取締役、経営者、秘書、または同等の役員、あるいはそうした権能を有する者

は、自身の承認または黙認のもとそうした行為が行われた場合、当該行為につき個人的責任を負うものとする。178 

 

 

                                                             
175商標法第４９条(a) 
176商標法第４９条(b) 
177商標法第４９条(c) 
178著作権法第２０１条 B(4)(商標法第１０７条 (4)に対応) 
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