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ソフトウェア違法コピーの法的リスク
サプライチェーンにおける新たなリスク
KPMG ビジネスアドバイザリー株式会社
シニアマネジャー　内山　公雄

ソフトウェア 1 違法コピー（以下「違法コピー」という）は、全世界で増加傾
向にあります。この状況に対して、ソフトウェアメーカーや業界団体、政府機
関などは違法コピーの撲滅を目指して規制や監視を強めています。具体的には、
著作権法違反に関する罰則強化やメーカー監査の増加、違反の摘発に繋がる内
部通報に報奨金を提供するなど様々な取組みが展開されています。このような
状況のもと、製造や物品販売に係る企業が違法コピーで摘発された場合、著作
権法違反だけでなく、不正競争防止法に基づく新たなペナルティが課せられる
可能性が高まっています。
本稿では、違法コピーの現状を俯瞰するとともにソフトウェアの知的財産権と
は何かについて再確認したうえで、著作権法および不正競争防止法の観点から
見た法的リスクについて概観します。後者については、特に製造業の関係者は
サプライチェーンを通貫する新たなリスクとして認識し、状況によっては早急
に対応を検討する必要があるかもしれません。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることを、あらかじめお断
りいたします。

 

【ポイント】
◦  全世界でソフトウェア違法コピーは増加傾向にあり、特に新興国で深刻な

状況である。
◦  国内外で著作権法違反による罰則強化や外部監査の増加など、規制や監視

が強化されている。
◦  違法コピーにより組織が被るリスクの影響範囲は、企業自身とグループ会

社など比較的狭い範囲に限定され、その範囲でリスクをコントロールする
ことは比較的容易であった。

◦  近年、米国において違法コピーの責任を問われ、製造業者が製品の輸入を
差し止められるなど、不正競争防止法（Unfair Competition Act.）を根拠と 
した米国における取締りが新たなリスクとしてクローズアップされている。

◦  このリスクは、違法コピーがサプライチェーンを形成する新興国の下請会
社で発覚した場合であっても（認識していたか否かに依らず）委託元の製
造業者が責任を問われることがある。
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1	 		広義の「ソフトウェア」は、「プログラム」以外に音楽、画像のデータなども含む概念であるが、本稿では狭義に捉え「プログラム」と同等の意
味で用いる。
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Ⅰ 違法コピーの現状と事例

1. 違法コピーの現状

ソフトウェアの業界団体であるBSA—The	Software	Alliance
（BSA—ザ・ソフトウェア・アライアンス）2が、33ヵ国約

15,000人のPCユーザーを対象に実施した第9回「BSA世界ソ
フトウェア違法コピー調査2011」では、以下のポイントが取り
上げられています。

①		全世界の PCソフトウェアの違法コピー率は、2010 年の調査
結果と同様に 42％であった。

②		それに対して、違法コピーによる損害額は、2010 年の 588 億
USドル（5兆 2,920 億円）3 に対し2011年は過去最高額とな
る634億ドル（5兆 7,060 億円）を記録した。

2	 		本部を米国ワシントンDCに置く BSAは、全世界 80ヵ国で活動している世界最大のソフトウェア業界団体であり、メンバー企業としてマイクロ
ソフト、アドビシステムズ、オラクル、オートデスクなど約 70 社が参加する。

3	 1US ドルを 90 円として換算。

図表1　各国のソフトウェア違法コピー状況	 	…	上段：損害額（百万）　　…	下段：コピー率

　 2011 2010 2009 2008 2007

中国 
US $　8,902	 US $　7,779	 US $　7,583	 US $　6,677	 US $　6,664	

77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 82.0%

インド
US $　2,930	 US $　2,739	 US $　2,003	 US $　2,768	 US $　2,025	

63.0% 64.0% 65.0% 68.0% 69.0%

ベトナム
US $　　395	 US $　　412	 US $　　353	 US $　　257	 US $　　200	

81.0% 83.0% 85.0% 85.0% 85.0%

マレーシア
US $　　657	 US $　　606	 US $　　453	 US $　　368	 US $　　311	

55.0% 56.0% 58.0% 59.0% 59.0%

タイ
US $　　852	 US $　　777	 US $　　694	 US $　　609	 US $　　468	

72.0% 73.0% 75.0% 76.0% 78.0%

フィリピン
US $　　338	 US $　　278	 US $　　217	 US $　　202	 US $　　147	

70.0% 69.0% 69.0% 69.0% 69.0%

インドネシア
US $　1,467	 US $　1,322	 US $　　886	 US $　　544	 US $　　411	

86.0% 87.0% 86.0% 85.0% 84.0%

ブラジル
US $　2,848	 US $　2,619	 US $　2,254	 US $　1,645	 US $　1,617	

53.0% 54.0% 56.0% 58.0% 59.0%

メキシコ
US $　1,249	 US $　1,199	 US $　1,056	 US $　　823	 US $　　836	

57.0% 58.0% 60.0% 59.0% 61.0%

ロシア
US $　3,227	 US $　2,842	 US $　2,613	 US $　4,215	 US $　4,123	

63.0% 65.0% 67.0% 68.0% 73.0%

トルコ
US $　　526	 US $　　516	 US $　　415	 US $　　468	 US $　　365	

62.0% 62.0% 63.0% 64.0% 65.0%

南アフリカ
US $　　564	 US $　　513	 US $　　324	 US $　　335	 US $　　284	

35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 34.0%

米国
US $　9,773	 US $　9,515	 US $　8,390	 US $　9,143	 US $　8,040	

19.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

日本
US $　1,875	 US $　1,624	 US $　1,838	 US $　1,495	 US $　1,791	

21.0% 20.0% 21.0% 21.0% 23.0%

出典：BSA世界ソフトウェア違法コピー調査 2011を基に筆者作成
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③		正規のソフトウェア購入額は新興国と先進国との間で大きく隔
たっている4。

④		企業の意思決定者は、他のPCユーザーに比べて違法コピーを
行う頻度が高い。

⑤		10人中 7人の PCユーザーが、技術的進歩を促すためならば開
発者に対価を支払うことに同意しており、世論は知的財産権を
支持していることがわかる。

①から③の結果を見ると、新興国の違法コピー率が全体の
割合を高止まりさせており、また、新興国におけるPC（PCソ
フトウェア）の急速な普及による全体量の増加が、違法コピー
率に変化がないにもかかわらず全体の損害金額を押し上げて
いる原因であると推察されます。
④および⑤は、プログラム著作権保護の重要性を認識しつ

つも、厳しい経済状況の下でコスト削減の圧力に抗うことがで
きず、違法にコピーをしてしまう構図が見え隠れしています。
参考として、BSAの調査結果から新興国と呼ばれる12ヵ国5、
および米国、日本を抜粋した違法コピーに関するデータを図表
1、図表2に示します。

2. 国内における摘発事例

BSAでは、国内における違法コピーに関する事例について、
ホームページにリリースしています。最近の事例で特に損害
賠償額が大きかったもの3件について図表3に示します。

4	 	たとえば、中国における PC単位での正規のソフトウェア購入額は、ロシア、インド、ブラジルの 1/4 未満、米国との比較においては僅か７％に
過ぎない。

5	 	中国、インド、ベトナム、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、メキシコ、ロシア、トルコ、南アフリカ

図表2　中国と米国のソフトウェア違法コピー状況比較
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出典：BSA世界ソフトウェア違法コピー調査2011を基に筆者作成

図表3　違法コピーの主な摘発事例

摘発対象 リリース日 概　　要

デザイン会社	
（東京都所在） 2013 年 9月12日

•	 総額 1億 167 万 6,960 円で和解が成立。
•	 	BSA が開設する「情報提供窓口」に提供された組織内不正コピーに関する詳細な情
報（年間平均約 400 件が寄せられる）が端緒となり、権利者であるアドビ、オートデ
スク、マイクロソフトの３社が代理人を通じた調査依頼に基づく調査の結果、アドビの
「Adobe	Creative	Suite®」等、オートデスクの「Autodesk®	MAYA®」等、マイクロソフ
トの「Microsoft®	Office」等の違法コピーが、合計199 本発見された。

労働者派遣会社	
（東京都所在） 2012年 2月8日

•	 国内における調停としては過去最高額の1億 5,000万円で和解が成立。
•	 	BSAへの通報が端緒となり、権利者であるアドビ、オートデスク、ソリッドワークス、マ
イクロソフト、PTC、シーメンスPLMソフトウェアの 6 社が、代理人を通じて2011年
1月25日付で東京簡易裁判所に調停を申し立てていた。

コンピュータソフト	
企画制作会社	
（関東所在）

2011年 9月6日

•	 総額 4億 3,774万1,088 円の世界最高額で和解が成立。
•	 	BSAへの通報が端緒となり、BSAメンバー企業の依頼で実施されたコンピュータソフト
企画制作会社の社内調査において、アドビの「Adobe	Photoshop®」等、オートデスク
の「Autodesk®	MAYA®」等、マイクロソフトの「Microsoft®	Office」等の違法コピーが、
合計約1,300 本発見された。

出典：BSAホームページ	プレスリリース
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Ⅱ プログラム著作権について

1. 知的財産権からみたプログラム

知的財産基本法では、「特許権、実用新案権、育成者権、意
匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により
定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」を知的
財産権とし、それを創作した人の財産として保護することを
定めています。
簡潔に表現すれば、知的な創作活動によって何かを創り出
した人に対して付与される「他人に無断で利用されない」権利
と言い換えることができるのではないでしょうか。
そして、プログラムは創作物と考えることができるため、知
的財産権を有することになるのでしょう。

2. 知的財産権の種類

特許庁は、知的財産権を「知的創造物についての権利」（特
許権や著作権など）と「営業上の標識についての権利」（商標
権や商号など）を軸として大別し、前者の目的を「創作意欲の
促進」、後者の目的を「使用者の信用維持」としています。
また、知的創作物の権利を排他的に支配できる「絶対的独占
権」（特許権、実用新案権、意匠権、商標権および育成者権）、
他人が独自に創作したものには支配が及ばない「相対的独占
権」（著作権、回路配置利用権、商号および営業秘密等）を軸
とする見方もあります。
目的と独占権の観点から見た知的財産権の種類と位置付け
を、図表4、図表5に示します。

図表4　知的財産権の種類

出典：「著作権テキスト～初めて学ぶ人のために～平成25年度」（文化庁長官官房著作権課）を基に筆者作成

（凡例）
【 】根拠法
l 保護対象
（ ）保護期間

知的財産権

著作権

著作者の権利 【著作権法】

著作物を保護（創作の時から著作者の死後50年）

著作隣接権 【著作権法】

実演等を保護（実演等を行った時から50年）

特許権 【特許法】

発明を保護（出願の日から20年）

実用新案権 【実用新案法】

考案を保護（出願の日から10年）

意匠権 【意匠法】

物品のデザインを保護（登録の日から20年）

商標権 【商標法】

マーク等の営業標識を保護（登録の日から10年、更新可能）

回路配置利用権 【半導体集積回路の回路配置に関する法律】

半導体の回路配置を保護（登録の日から10年）

育成者権 【種苗法】

植物新品種を保護（登録の日から25年（樹木は30年））

営業秘密等 【不正競争防止法】

営業秘密や商品の表示等を保護

産業財産権

その他
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3. プログラム著作権

著作権法第10条第1項第9号では「プログラムの著作物」を
著作物として記載しており、そのうえで法第2条第1項第10号
の2に「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができる
ようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したも
の」をプログラムと定義しています。
本稿では、プログラムの違法コピーに付随したリスクや管理
態勢について解説しますが、違法コピーの保護対象は「著作者
の権利」における「著作権（財産権）」、とりわけ「複製権」で
あるとの理解のもとで話を進めていきます。
複製権は、法第21条において「著作者は、その著作物を複
製する権利を専有する」と規定されます。したがって、著作物
がプログラムの場合は、USBやCD、ハードディスク等の物理
的媒体に記録する行為に係る権利が「複製権」に該当すると理
解できるのではないでしょうか。
さらに、法第47条の3第1項では「プログラムの著作物の複
製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用
するために必要と認められる限度において、当該著作物の複
製または翻案（これにより創作した二次的著作物の複製を含
む）をすることができる」としています。
この条文はプログラムの所有者が著作者の財産権を侵害せ
ずに複製できるケースを規定するものと捉え、該当する行為は
違法コピーにあたらないと解釈し、下記事由で著作者以外が
行う複製行為は正当であり、それ以外の理由で行う複製行為
は違法コピーと理解できるかもしれません。

•	 	プログラムの復旧に供するバックアップ
•	 	ソース・プログラムをオブジェクトに変換する過程での複製、翻
案（コンパイル）

•	 	バグの修正や使用者のコンピュータで使用可能にするための改
修過程での複製、翻案

•	 	バージョンアップのための複製、翻案
•	 	ハードディスクやフラッシュメモリー等の記憶装置・媒体を内蔵
する機器の「保守」、「修理」、「交換」のための複製

•	 	ネットワーク上での送信障害防止や効率化のためのインターネッ
トサービスプロバイダー等の事業者によるバックアップ等

なお、法第47条の3第2項では「但し、複製物の所有者が、
当該複製物（同項の規定により作成された複製物を含む）のい
ずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなっ
た後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない
限り、その他の複製物を保存してはならない」とあり、それで
もなお複製物を継続して保持した場合は法第21条の複製とみ
なされ、違法コピーを問われる可能性を否定できないでしょ
う。

Ⅲ 違法コピーに関するリスク

著作権者としてのソフトウェアメーカーや業界団体等の訴
訟により親告罪6に問われることが、違法コピーで懸念される
リスク（金銭的損害リスク、レピュテーションリスク等）です。
これらのリスクの影響範囲は、企業自身とグループ会社等の
比較的狭い範囲に限定され、その範囲でリスクをコントロール
できました。
ところが最近、サプライチェーンの一部に違法コピーが発見
された場合に不正競争防止法（Unfair	Competition	Act、以下	
「UCA」という）を適用し、製品の販売差し止めや不買等に繋
がる動きが米国で活発化しています。サプライチェーンは、自
社とは資本やブランド等が異なるビジネス上の関係に限定さ
れた企業を含みます。そのため容易に統制をとることができ
ず、それが先進諸国の製造業者や販売会社等に新たなリスク
をもたらしています。
本章では、違法コピーにかかわる従来のリスクを振り返り、
さらにサプライチェーンにまで波及する新たなリスクについて
事例を交えて見ていきます。

1. 従来のリスク

（1）	金銭的損害リスク
違法コピーが明らかになった場合、著作権者は、「侵害行為
の差し止め」、「損害賠償」、「不当利益の返還」、「名誉回復等

6	 	被害者等の告訴権者による有効な告訴の存在が公訴提起（刑事裁判をすること）の条件とされる犯罪

図表5　知的財産権の位置付け

商標権商号

特許権
実用新案権
意匠権
育成者権

著作権
回路配置利用権
営業秘密等

知的創造物についての権利

営業上の標識についての権利

相
対
的
独
占
権

絶
対
的
独
占
権
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の措置」に関して民事請求が可能となり、損害賠償や不当利益
の返還の費用が発生します。具体的には、利用ソフトウェア
の正規ライセンス費用に加え、損害賠償金、遅延損害金の支
払いです。また、当事者間で解決に至らない場合には訴訟へ
と発展し、その結果、さらに訴訟費用や弁護士費用等の負担
が発生します。
また、平成18年の著作権法改正に伴い、刑事罰として、違
反者（上司や経営者も同罪の可能性）には10年以下の懲役また
は1,000万円以下の罰金、企業には3億円以下の罰金が科され
ることになりました（図表6参照）。

（2）	レピュテーションリスク
金銭的損害リスクに加えて、社会的な企業イメージ、ブラン
ドや信頼の毀損等のレピュテーションリスクが発生し、潜在的
顧客を含む顧客や売上げの喪失に繋がります。
最近では瞬時に社会全体に広がる傾向が強く、さらに各種
伝言板やまとめサイト等を媒介することで情報に尾鰭がつい
て拡大し、企業ダメージが大きくなることが考えられます。

（3）情報セキュリティリスク
法的リスクではありませんが、違法コピーの元プログラムが
海賊版等の場合は、正規ソフトウェアに比べてコンピュータ
ウィルスやワーム等のマルウェア（悪意のあるソフトウェア）
が仕込まれている可能性が高くなり、ウィルス感染が企業内
ネットワークや顧客サービスを提供するシステムに広がれば、
業務が停止するだけでなく顧客にも影響が及びます。また、

サーバ等に管理者が気付かない侵入経路が仕込まれることに
より技術情報や個人情報、インサイダーに係る情報等の重要
な情報が漏えいする懸念も高まります。以上の結果、顧客等
による損害賠償請求の発生や社会的な批判に晒される等によ
り、金銭的損害リスクやレピュテーションリスクに繋がる懸念
があります。

2. 新たなリスク

（1）	背景（事業環境のグローバル化）
アジアや南米等の地域における新興国と呼ばれる国々は、
豊富な労働力と安価な賃金を背景に自動車をはじめ家電、衣
類、食品、医薬品等、多岐にわたる製品や部品の製造拠点と
して、グローバルサプライチェーンの一部を形成しています。
新興国の工場で生産された製品の販売、あるいは部品等の中
間製品を利用した完成品の製造は、より安価な製品を供給し
競争優位に立つために先進諸国の事業戦略上欠かせない選択
肢となっており、日々拡大する傾向にあります。
その結果、文化や法規制等が異なり、さらにコンプライアン
ス遵守や品質管理、情報セキュリティ管理等の成熟度が異な
る国々を跨ぐ形でサプライチェーンが形成されます。サプライ
チェーンが製品の生産を目的とする枠組みであることから、各
企業は、製造各拠点における品質確保を喫緊の課題として品
質管理態勢の優先的な整備を進めてきました。しかし、情報
セキュリティやコンプライアンスの遵守等の管理態勢は不十分
な状況であり、重要な情報の漏洩やウィルス感染の拡大、あ

図表6　著作権違反に伴う賠償金額イメージ

 

損害賠償金  

遅延損害金  

訴訟費用
 

弁護士費用

損害賠償等金額 

正規ライセンス費用 × 0.05 × インストールからの年数  

正規ライセンス費用 × 1.1 

利用ソフトウェアの正規ライセンス費用
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るいは法令等の違反により操業停止命令を受けるなど、様々
なリスクが存在しています。
このような状況のもと、不正競争の観点から違法コピーのソ
フトウェアを使用して製造された製品の差押えや販売停止等
の制裁措置をとる動きが米国で活発化しつつあります。そこ
で、サプライチェーンを巻き込む新たなリスクを理解するため
に米国の動きについて概観します。

（2）	知的財産権を侵害する製品に対する国家的規制
①	1930年米国関税法第337条
米国では、輸入における不公正措置により国内産業に損害
が生ずる不公正輸入慣行に際して、外国からの輸入品排除や
不公正慣行の差止めを命ずる法令（1930年米国関税法第337	
条）が制定されており、知的財産侵害に対しても頻繁に適用さ
れてきました7。

②	米国通商法301条
米国は、従来から外国の不公正な貿易政策・慣行等に対す
る制裁措置の根拠規定として、1974年通商法301条を有して
いました。1988年包括通商競争力法により、優先国・慣行に
関する調査開始の義務化、行政当局の裁量範囲の限定、制裁
措置採用の簡素化の特別手続きに係る1989年および1990年の
時限措置として、スーパー301条が定められました。当該条
項は、その後1994年3月に復活後1997年に失効しましたが、
1999年3月の大統領令で2001年までの期限で復活した後、再
び失効しています。

③	スペシャル301条
前述した1988年包括通商競争力法の成立に際して、知的財
産分野に限定して不公正慣行（知的財産の十分かつ効果的な
保護の否定や知的財産に依拠した米国民の公正かつ公平な市
場アクセスの否定等）を行使する国を包括的に調べ、対抗的制

裁の発動措置をとるためにスペシャル301条が制定・発効され、
現在も効力を発しています。
本条項は、米国通商代表部（以下「USTR」という）が不公
正慣行を行っていると認めた国を、「優先国（priority	foreign	
country）」、「優先監視国（priority	watch	list）」、「監視国
（watch	list）」、あるいは別枠で最も厳しい「306条監視国」に
分類して対応を行う制度です。
USTRは、1974年米国通商法181条に基づき、外国の貿易
制限的な政策・慣行等（貿易障壁）に関する「外国貿易障壁報
告書（NTEレポート）」を毎年4月に策定し、大統領および議
会に提出します。そのレポート策定に際して、各界のロビイス
ト（IIPA8、IACC9、QBPC10、INTA11、米国商工会議所等）、
有権者、議会、産業貿易諮問委員会（ITAC-15）、米中経済安
全審査委員会（USCC）等と対話を実施して証拠の収集を行い
ます。
そして、1974年米国通商法182条に基づき同報告書の提出
から30日以内に「スペシャル301条報告書」を作成し、この中
で知的財産保護の不十分な国を「優先国」として特定します。
USTRには、「優先国」に対する調査および当該国との協議が
義務付けられており、協議が不調の場合は対応措置（制裁手
続）が進められます。優先国の撤回はいつでも可能ですが、議
会への説明が必要となります（図表7参照）。

因みにUSTRが2013年5月1日に発表した「2013年スペシャ
ル301条報告書」では、海賊版の氾濫の悪化や米国政府等との
（改善）協議に対する不誠実等の理由により、ウクライナが「優
先国」として指定されています（図表8参照）。

（3）	各州の規制動向と適用事例
「Ⅰ違法コピーの現状と事例」において、BSAの調査結果か
ら2011年の違法コピーによる損害額が過去最高額となる634
億ドル（5兆7,060億円）を記録したこと、また、中国、ロシア、

7	 1990 年から 2007 年までの 18 年間に調査対象となった件数は 320 件であり、うち日本を対象とする事案は 49 件である。
8	 国際知的財産同盟
9	 国際模倣対策連合
10	品質ブランド保護委員会
11	国際商標協会

図表７　スペシャル301条の手続

出典：内閣府知的財産戦略本部・権利保護基盤の強化に関する専門調査会資料（2004年3月9日）を基に筆者作成

USTRが毎年 4月に
外国貿易障壁報告書
（National Trade Estimate 
Report on Foreign Trade 
Barriers：NTEレポート）を
議会に提出

対応措置（制裁）手続

（相手国との協議不調
の場合）

USTRは、5月に
優先国等の指定を
行いスペシャル 301
条報告書として発表

優先国に関する
調査開始

当該国への
調査および協議

30日以内 30日以内
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インド、ブラジル等の新興国市場の台頭がその結果に大きく
関与していることを述べました。また、2011年にMicrosoft社
の依頼でKeystone	StrategyがBSAや政府の統計報告に基づい
て行った調査12によれば、正規のライセンス利用料金を支払う
米国企業に対して、違法コピーを使用する新興国企業が年間
平均約29億ドル、ソフトウェアの償却期間である5年間で見た
場合144億ドルの競争的優位を得ていると報告されています。
このような状況に対する米国政府の動きは以下のとおりです。
外国取引における不正競争に関する連邦レベルでの対応は、
一般的に連邦取引委員会法（Federal	Trade	Commission	Act.

（以下「FTC	Act.」という））に基づき実施されます。FTC	Act.
は、不公正な競争方法（unfair	methods	of	competition）のほか、
不公正・欺瞞的な行為または慣行（unfair	or	deceptive	acts	or	
practices）に対して、あくまで連邦が訴訟を起こすための法
令であるため、州や企業が訴訟を起こす権利を許容していま
せん。州や企業が外国企業の不正競争に関して訴訟を起こし
たい場合は、連邦が訴訟を起こすまで待たねばなりませんが、
前述したように米国内企業への競争的不利をもたらす状況で
あるにもかかわらず、連邦政府の対応はこれまで極めて消極
的でした。これに対し議会や各州は事態を静観するだけでな

図表8　スペシャル301条指定国リスト（2013年）

指定レベル
2013年 指定国 2012年 指定国（参考）

国数 国　名 国数 国　名

優先国	
（Priority	
Foreign	
Country）

•	 誠意ある交渉を怠っている
•	 	適切で効果的な知的財産権保
護を提供するための二国間・多
国間協議後にも大きな進展を見
せなかった

1 ウクライナ 0 —

優先監視国	
（Priority	
Watch	List）

•	 	当該国市場において、知的財
産権保護、法執行に関して特別
な問題が存在する 10

アルジェリア、アルゼンチン、チ
リ、中国、インド、インドネシア、
パキスタン、ロシア、タイ、ベネ
ズエラ

13

アルジェリア、アルゼンチン、カ
ナダ、チリ、中国、インド、イ
ンドネシア、イスラエル、パキス
タン、ロシア、タイ、ウクライナ、
ベネズエラ

監視国	
（Watch	List） 30

バルバドス、ベラルーシ、ボリビ
ア、ブラジル、ブルガリア、カナ
ダ、コロンビア、コスタリカ、ド
ミニカ共和国、エクアドル、エ
ジプト、フィンランド、ギリシア、
グアテマラ、イスラエル、イタリア、
ジャマイカ、クウェート、レバノン、
メキシコ、パラグアイ、ペルー、
フィリピン、ルーマニア、タジキ
スタン、トリニダードトバゴ、ト
ルコ、トルクメニスタン、ウズベ
キスタン、ベトナム

26

ベラルーシ、ボリビア、ブラジル、
ブルネイ、コロンビア、コスタリ
カ、ドミニカ共和国、エクアドル、
エジプト、フィンランド、ギリシア、
グアテマラ、イタリア、ジャマイ
カ、クウェート、レバノン、メキ
シコ、ノルウェー、ペルー、フィ
リピン、ルーマニア、タジキスタ
ン、トルコ、トルクメニスタン、
ウズベキスタン、ベトナム

306 条監視国	
（Section	
306）

•	 	優先国に指定されていたが、誠
意ある交渉に入るか、もしくは
進展を見せている

2 中国、パラグアイ 1 パラグアイ

出典：USTRスペシャル 301条報告書（2013年）を基に筆者作成　※下線は昨年から変更があった国

図表9　違法コピーに対する各州、議会の動き

年月 対応内容

2011年11月 36 州および3地域の司法長官が、連邦取引委員会（FTC）の不正競争事務局に取り締まり強化を要請する書簡を
提出

2012年	4月 上院中小企業委員会に所属する16 名の議員が、前記書簡を引用しFTCに対して違法コピーへの迅速な対応を要
請する書簡を提出

2012年	8月 19 名の議会中小企業委員会所属議員が、違法コピーに対応する最良の解決策に向けて州政府と協力して取り組む
ようFTCに書簡を提出

2012年 ミズーリ州およびニューヨーク州議会は、FTCおよび州司法長官に違法コピー対応を訴える事案を決議
出典：New	York	Law	Journal	を基に筆者翻訳

12	Play	Fair	Day	Analysis	（Keystone	Strategy）
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く、連邦の迅速な対応を喚起すべく働きかけを活発化してい
ます（図表9参照）。

また、米国内の多くの州は、既にFTC	Act.の第5条13をベー
スとして民間の個別事案に適用し得るUCA（FTCとほぼ同様
であることから「baby	FTC	Act.」と称される）を有しており、
違法コピーの使用が判明した輸入製品に同法を適用する判例
の出現（主な事例14は図表10参照）や、違法コピーに直接対応
し得る改定を行うなど、FTCに依存するだけでなく州として

対応する動きが活発化しています。訴訟の事例自体はまだ多
いとは言えませんが、事例の間隔が短くなっていることからも、
今後同様の訴訟が増加する可能性を暗示していると言えるで
しょう。

米国各州がUCAを適用する目的は、違法コピーを使用する
ことでコスト優位性を発揮する外国企業に自州（自国）が得る
筈の収益と雇用を奪われることを阻止することにあります。
「図表１：各国のソフトウェア違法コピー状況」に示したと

図表10　各州における違法コピーの主な摘発事例

年月 州名 対応内容

2013 年 6月 テネシー州

BSAは、同州にアフターセールス市場向けとして自動車タイヤ製品を輸出していたタイの会社が
違法コピーを使用しているとして、同州司法当局にUCAに基づく訴えを起こしていた。州司法
長官は、同社製品を入国時点で差し押さえるとともに、タイ当局およびタイの米国大使館を通
じて和解へと導いた。

2013 年1月 カリフォルニア州

州司法長官は、同州に衣料品を輸出している中国およびインドの衣料品会社にUCAを適用し
て訴訟を起こした。本訴訟で着目すべきは、事前に被告会社のコンピュータの検査が実施され、
Microsoft®	Windows® やMicrosoft®	Officeなどマイクロソフト社製ソフトウェアの違法コピー
が物的証拠として提出されたことである。（Adobe、Symantec、Corel のようなメーカー製ソフ
トウェアの違法コピー使用も主張している）	また、カリフォルニアの衣料産業や輸入規模などか
ら違法コピーによる損害規模を算出し、同業種のようなマージンの低い産業で違法コピーを使
用するコスト優位性について説明した。

2012年10月 マサチューセッツ州
州司法長官は、同州に製品を輸出していたタイのシーフード製造会社にUCAを適用して告発。
同企業は、告発内容を認め、今後マサチューセッツ州に輸出する関連製品の製造に際して違法
コピーを使用しないこと、および罰金として10,000ドルの支払いを合意した。

出典：New	York	Law	Journal、The	Wall	Street	Journal	を基に筆者翻訳

図表11　違法コピーの管理態勢整備のポイント

No ポイント 概　　要

1 サプライチェーン調査 サプライチェーンを構成する各エンティティ（グループ会社、サプライヤー等）におけるソフトウェ
アライセンス管理態勢の現状を調査、把握する。

2 管理方針決定 調査結果に基づきリスク評価を行い、リスクレベルおよび統制可能性等を勘案したうえで対象範
囲および管理レベルを決定する。

3 体制整備

管理方針に基づき、全体を統括する責任者および機能の割り当て（あるいは新設）、グループ会
社やサプライヤーを含めた体制を整備する。
　※		サプライヤーに対してはライセンス管理態勢に係る要請（責任者の設置、定期的な教育や

監査の実施など）および遵守/維持状況の報告、監査権などを含めた契約を締結するなど
が考えられる。

4 ソフトウェア資産管理態勢構築

ソフトウェア資産（PC、ソフトウェア、ライセンスおよび関連部材）のライフサイクル（取得、導入、	
異動、廃棄）を管理する態勢を構築する。
　※		各ソフトウェア資産に係る最新情報の維持と各情報間の紐付けを確実にできる仕組みの

整備を検討することが重要なポイントとなる。

5 教育実施 関係者に対して、法令遵守（知的財産保護等）の重要性、違反した場合のリスク、ライセンス管理
手続きなどについて定期的な教育を実施し、恒常的な啓発を行う。

6
ライセンス監査 /改善
　※		ライセンス監査体制（例）は

図表12参照のこと

自社、グループ会社等、および可能な範囲でライセンス監査を定期的に実施し、ライセンス違反の
摘発や管理態勢の改善を図る。
　※		サプライヤーは、監査結果の報告や監査権に基づくサンプリング監査、外部監査機関の利

用等により遵守状況とリスクを確認し、必要に応じて是正を要請する。

13	不公正な競争方法や不公正・欺瞞的な行為または慣行を禁止する。
14	図表中には未記載であるが、2013 年 4 月に 1件の事例が報告されている。
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経営トピック①

おり、日本における違法コピーの利用比率が低いことは明ら
かです。しかし、我が国の製造業者の多くは新興国企業をサ
プライヤーに持つサプライチェーンを形成するケースが多いた
め、米国市場に製品を輸出している企業は、製造過程でサプ
ライヤーを含めた各社が違法コピーを使用していないことに
関する説明責任が問われることになります。なお、ワシントン
以外の州では、サプライヤーの違法コピーを認識していたか
否かにかかわらず、発注者の責任が問われます。これまでは、
自社の拠点やグループ会社などの範囲における統制が求めら
れていましたが、今後は従来の統制範囲を超えた管理が求め
られることになります。

（4）	今後の取組み
著作権侵害の観点に立った従来のリスクとサプライチェー
ンを巻き込む新たなリスクの相違は、統制範囲の広がりと難し
さに繋がります。すなわち、統制対象としてサプライヤーが加
わることにより物理的な管理対象数が増えることはもちろんで
すが、外国企業が対象に含まれることを考え併せると、距離、
文化、内部統制レベルなどすべてにおいて直接的な統制の守
備範囲外となる難しさが現出します。そのような環境において
違法コピーを阻止する管理態勢を整備、維持することは、極
めて困難な取組みとなることが予想されます。しかし、本章で
概観したとおり急速に規制が活発化している以上、少なくとも
米国を市場とする製造業にとっては新たなリスクへの対応が
迫られていることは疑いようのない事実でしょう。
最後に、違法コピーに係る管理態勢整備のポイントを図表
11、また、ライセンス監査体制（例）を図表12に示し、本稿の
結びとします。

notes
「Adobe Creative	Suite®」「Adobe Photoshop®」は
Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の
商標です。
「Autodesk® MAYA®」は米国および /またはその他の国に
おける Autodesk, Inc.、および /またはその関連会社およ
び系列会社の登録商標または商標です。
「Microsoft® Office」「Microsoft® Windows®」は米国
Microsoft Corporationの登録商標です。
その他すべてのブランド名、製品名または商標は、個別の
所有者に帰属します。

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

KPMGビジネスアドバイザリー株式会社
シニアマネジャー　内山　公雄
TEL: 03-3548-5305（代表番号）
kimio.uchiyama@jp.kpmg.com

図表12　ライセンス監査体制（例）

製造業（日本）

情報システム
部門

製造管理
部門

監査部門

【ライセンス監査手順の例】
1. 各子会社への説明／現場体制組成依頼
2. 製造現場環境の事前調査
3. ライセンス監査計画立案／準備、 PC台帳形式決定、インベン
トリツール選定 など
4. ライセンス監査実施依頼 対象PCの棚卸し／SWデータイン
ベントリ指示など

5. 各社監査結果の評価／是正指示
6. フォロー監査

※ 非子会社は監査報告の確認や監査権
行使、外部監査機関利用など、別途対
応を検討

A社 B社 C社 D社 X社 Y社 Z社

新興国サプライチェーン上流子会社 新興国サプライチェーン上流非子会社

支援支援



K
P

M
G

 In
sig

h
t　

 V
o

l.4　
Jan

u
ary 2014


	KPMG_Vol_04_表1_WEB用.pdf
	KPMG_v04_04_経営01_Web用.pdf
	KPMG_Vol_04_表4_WEB用.pdf

