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第 8 節 裁判外紛争処理（ADR） 

 

I. はじめに 

 

裁判外紛争処理制度には、交渉、仲裁、調停及び斡旋がある。マレーシアにおいて一

般的な裁判外紛争処理手続きは、仲裁及び斡旋である。 

マレーシアでは、クアラルンプール地域仲裁センター（KLRCA）が（アジア・アフ

リカ法律諮問機関の援助の下）裁判所外において利用可能な最良の解決策を提供し、ま

た貿易、商事及び投資に係る紛争を仲裁によって解決する場を提供する。KLRCA は政

府機関ではない。KLRCA は公正、迅速かつ低コストな手続を通じて商取引における紛

争解決のために、仲裁、調停／斡旋、又はドメイン名紛争処理手続を行う際に必要な事

務処理、通訳業務及びその他の支援を提供する。 

2011年改正仲裁法により改正された 2005年仲裁法に基づき、KLRCAは両当事者に

とって独立した仲裁機関であると同時に国際的仲裁機関と見なされている。これは

KLRCA事務長が法定任命者としての権限を与えられているためである。2005年法の第

13 条（9）に定められているように、KLRCA 事務長の判断は最終的なものであり、上

訴は一切できない。仲裁に関する法律は 2005年仲裁法、KLRCA規則、及び 1976年国

連国際商取引法委員会（UNCITRAL）規則に定められている。2011 年改正仲裁法によ

る 2005年仲裁法の主な改正点には次が含まれる。 

a) 改正仲裁法では、裁判所の、特に仲裁法に規定されている状況への介入及び改正

法第 8条に基づく固有の権利の行使の阻止が制限された。 

b) 改正法第 10 条（1）は、仲裁合意が無効又は履行不可能であることを裁判所が

納得した場合にのみ、仲裁手続を停止できると定めている。 

c) この改正法には、海事訴訟手続に関する特別規定が盛り込まれた。同規定は、裁

判所に、仲裁における裁定を満たすための担保として、没収財産又は保証金若し

くはその他担保を保持するよう命令すること、又は訴訟手続の停止を、当該裁定
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を満たすために相当する担保の提供を条件とするよう命令することを認めてい

る。 

d) 改正法第 30 条（1）では、両当事者の別段の同意がない限り、仲裁の拠点がマ

レーシア国内である国内仲裁においてはマレーシアの実体法に従って仲裁裁判

所が紛争を裁定すると規定されている。 

e) 改正法第 39条では、仲裁合意の有効性は、裁定が行われる州の法に基づき判断

され、必ずしもマレーシアの法律に基づくべきものではないと規定されている。 

f) 改正法では第 42条（1A）が新設された。同条では、法的問題が複数の当事者の

権利に実質的に影響を与える場合を除き、改正法第 42 条（1）に基づく言及を

却下する権限が高等裁判所に付与されると規定されている。 

UNCITRAL仲裁規則を採用している改正 KLRCA仲裁規則が 2012年 7月 2日より施

行されていることは特筆に価する。同改正規則により、仲裁手続が迅速かつ費用効率よ

く行われることが期待される。 

 

II. 仲裁 

仲裁は、法廷外で紛争を解決する法的手段である。こうした仲裁では紛争当事者は複

数名（「仲裁人」）に当該紛争を付託し、その判断（「裁定」）に拘束されることに同

意する。仲裁は、第三者が事案を審理し、両当事者を法的に拘束する判断を下す和解手

段である。仲裁は拘束又は非拘束のいずれの場合もありうる。非拘束的仲裁は、表面上

は斡旋に似ている。 

しかし、斡旋と非拘束的仲裁の主な相違は、斡旋人が当事者間の示談を引き出す中間

点を見出す一方、（非拘束）仲裁人は和解の手続きから完全に離れて、債務の確定を行

い、また適切であれば、損害賠償額の提示しか行わないということである。2005 年仲

裁法第 21 条は、当事者は、同法の規定に従うことを条件として、手続を進める仲裁裁

判所が遂行する手続に自由に同意できると定めている。 
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紛争の大半は、KLRCA規則に基づく仲裁により解決可能であるが、そうした紛争は、

建設、日用品、保険、エネルギー、その他商業的紛争から発生している。 

 

A. クアラルンプール地域仲裁センターの仲裁規則に基づく手続 

仲裁手続は基本的に次のように要約できる。 

a) 本規則に基づき仲裁を開始しようとする一名又は複数名の当事者は、UNCITRAL

仲裁規則第3条に基づき、申立書に被申立人に送達された仲裁通知の写しを添え

てKLRCA事務長に提出し、かつ次の事項を盛り込むよう求められる。 

i）仲裁条項が記載された書面の写し及び当該仲裁条項が記載された又は当該仲

裁が生じる原因となった契約書の写し。 

ii）KLRCA事務長宛ての仲裁通知送達確認書。当該確認書で特定される一又は複

数の手段により、当該仲裁の他のすべての当事者に仲裁通知が送達された又

は送達中であることが記載されるものとする。 

iii）国際仲裁においては、返金不可能な登録料250米ドル（UNCITRAL国際商事

調停モデル法の規定による）及び他の種類の仲裁においては、950マレーシ

ア・リンギ。 

 

b) UNCITRAL仲裁規則第3条に基づき、被申立人に対する仲裁通知には次の事項を

記載するものとする。 

i） 紛争を仲裁に付託する旨の要請 

ii）当事者の氏名又は名称及び連絡先 

iii）行使された仲裁合意 

iv）紛争の発生の原因又はそれに関連する契約書若しくはその他法的文書、又は

かかる契約書又は法的文書がない場合は、当事者の関係を示す要約書 

v）申立事項の要約及び、存在する場合には当該仲裁に係る金額の合計 

vi）求める救済又は賠償 

vii）当事者が事前に合意していない場合には、仲裁人の人数、仲裁で利用する

言語及び場所に関する提案 
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c) 添付文書及び返金不能な登録料を供えた申立てがKLRCA事務長により受理され

た日は、当該仲裁が開始された日とみなされる。 

d) 被申立人は、仲裁通知書の受領後30日以内に、当該仲裁通知に対する認否を当該

申立人に対し返信するものとする。この認否には各被申立人の氏名及び連絡先並

びに当該仲裁通知で指定された情報に対する応答を記入する。この認否には、仲

裁規則に基づき設置されている仲裁廷に管轄権がない旨の申立て、希望する仲裁

人選定機関の提示、及び相殺を目的とした反訴又は申立ての概要を含むことがで

きる。また、存在する場合で関連がある時は、当該事案に係る金額の合計及び要

求する救済又は賠償を記載することもできる。 

e) 当該申立人は、仲裁廷が決定する期日までに申立ての趣旨を書面により被申立人

及び各仲裁人に送達する。 

f) 被申立人は、仲裁廷が決定する期日までに抗弁の陳述を書面により申立人及び各

仲裁人に送達する。 

g) 仲裁手続において、当事者は、相殺を目的としてその申立事項を修正又は補足す

ることができる。ただし、仲裁廷が修正又は補足による審理の遅延若しくは相手

方当事者の不利益又はその他の事情を考慮して当該修正又は補足が不適切であ

るとみなさない場合に限る。しかしながら、相殺を目的とした反訴又は申立てを

含む申立て又は抗弁は、修正又は補足のされた申立て又は抗弁が当該仲裁廷の管

轄外となるような方法で修正又は補足することはできない。 

h) 仲裁廷は、当事者に申立ての趣旨及び抗弁の陳述以外の追加書面を求めるかどう

か又は当事者がかかる追加書面が提出可能かどうかを決定し、そうした書面の送

達期限を設定するものとする。 

i) 仲裁廷が設定した（申立ての趣旨及び抗弁の陳述を含めた）書面の送達期限は、

45日を超えてはならない。しかし、仲裁廷は、期限の延期は正当であると結論

付けた場合、期限を延期することができる。 

j) 紛争の判断が決定していない現状を維持又は回復を目的とした暫定的措置は、後

に下される裁定を充たす資産を保全する手段を提供し、又は関連の可能性がある

証拠を保存する手段を提供する。紛争の解決に関する資料は、当事者の申立てに

より仲裁廷により提供される。 
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k) 仲裁廷は、適切であると見なす方法で審理を行うことができる。さらに仲裁廷は、

前記規定の一般性を損なうことなく、仲裁に係るすべての当事者の別段に同意す

る場合を除き、各当事者の審理の時間を制限することができる。 

l) 仲裁廷は、3ヵ月以内に、最終的な裁定を言い渡すものとする。この期限は、仲

裁廷に対して意見書の最終口頭説明が行われた日から起算する。この期限を延期

する場合は仲裁廷が当事者の了承を得、かつKLRCA事務長と協議した上で行う

ことができる。KLRCA事務長は、当事者との合意なく期限をさらに延期できる

ことに注意が必要である。 

m) 仲裁廷は、終了した裁定についての十分な部数の写しをKLRCA事務長に送達す

るものとする。 

n) 当事者は、本仲裁規則に基づく仲裁に同意することにより、直ちに遅滞なく裁定

を実行することを誓約する。 

 

B. 仲裁の法的効力 

2005年仲裁法第 38条（2011年改正仲裁法も含める）で明示されているように、高

等裁判所に書面で申立てをする場合、仲裁の拠点がマレーシア国内である仲裁について

判断された裁定又は外国からの裁定は拘束力があるものとみなされ、同条及び第 39 条

に基づき、当該裁定についての判決であるとして登録すること又は法的措置により裁定

を行使する。 

さらに仲裁法第 36条は、仲裁廷により判断された裁定は当事者に関し最終判断であ

り、かつ、拘束力のあるものであるので、いかなる訴訟手続においても当事者は当該裁

定に依拠できると規定している。つまり、裁定は、その対象となる当事者に対し法的強

制力を有する。 

よって、裁定が実行されない場合、勝訴側の当事者は通常裁判所（高等裁判所）に対

し、裁定の行使を目的とした判決を得るための訴えを起こすことができる。 

当事者は、2005 年仲裁法第 11 条に基づき、仲裁手続の前又はその最中に、暫定的

措置を求めて高等裁判所に申し立てをすることができる。注意すべきなのは、当事者が
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暫定的措置を高等裁判所に申し立てた場合に、仲裁廷が当該申立てに相当する事案をす

でに裁定していた場合、高等裁判所は仲裁廷の事実認定を当該申立においては確定的な

ものとして取り扱うことである。つまり、高等裁判所の権限は仲裁手続を妨げるのでは

なく支援するために用いられなければならない。 

 

早期仲裁 

2010 年 KLRCA 早期仲裁規則は、企業社会の利便性を求める要請に応じる目的で施

行された。同規則では、賠償金額の低い紛争（100万マレーシア・リンギ以下）の審理

は最長 140日以内に終了することが可能になる。 

両当事者は、早期仲裁制度に基づき仲裁人を自ら指名する。3人目の仲裁人は、既に

指名されている 2名の仲裁人により指名される。こうした指名により、仲裁人パネルの

中立性が維持及び確保される。 

事案の早期解決に向け、指名された 2名の仲裁人は、合意した場合には、3人目の仲

裁人が指名される前に判断、命令及び裁定を下す権限を有する。しかし、実質的な口頭

審理は 3名の仲裁人全員が出廷したときにのみ開始することができる。 

 

III. 調停／斡旋 

 

調停は紛争（将来の利益紛争を含む）当事者同士が調停人を利用することに同意する

紛争解決手続である。調停人は両当事者に個別に面談し、両者の相違を解消しようとす

る。調停人は緊張を和らげ、意思疎通を助け、問題を解釈し、技術的な支援を提供し、

解決の可能性を模索し、交渉による解決がもたらされるよう支援することができる。 

斡旋は、斡旋人が関与する訴訟手続である。斡旋人とはすなわち中立な第三者であり、

紛争当事者が同意可能な解決に帰着できるように両者を促す。斡旋人の主な機能は、両

当事者間の建設的な意思疎通を作り出し、紛争者同士が相互に満足が行く合意に達する
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ことができる対話の場を提供することである。斡旋人は裁定を下すことはないが、両当

事者が納得のゆく解決がもたらされるよう支援する。第三者が課した事項を受け入れる

のではなく、当事者自身が和解の条件を決定する。 

調停とは、その主な目標は調停を結ぶことであり、ほとんどの時間を譲歩の模索で費

やすという点で斡旋とは異なる。斡旋では、斡旋人が当事者同士の意見を考慮しながら

両当事者の要求を満たす方法で協議を導き、申立てを再構成しようとする。 

調停では、両当事者が調停人の立会の下、テーブルを挟んで実際に向き合うことは稀

である。 

当事者は KLRCA が設立した斡旋センターを選択することができる。KLRCA での斡

旋は、UNCITRAL調停規則の規定の多くが盛り込まれた 2011年斡旋／調停規則に沿っ

て行われる。2011 年規則では、「斡旋」及び「調停」という文言は同義で使用され、

「調停人」及び「調停」への言及には「斡旋人」及び「斡旋」が含まれるものとされる。 

2012 年斡旋法（後述参照）が同規則と矛盾する場合は斡旋法が優先することに注意

が必要である。 

 

A. KLRCAの調停／斡旋の規則による調停／斡旋の手続 

調停／斡旋を開始する当事者は、まず次に掲げる事項及び書類の記載及び添付をした

申立書を KLRCAに提出しなければならない。 

a) 当事者の氏名又は名称及び住所、 

b) 調停条項への言及又は存在する場合には個別の調停合意書の写し、 

c) 紛争の発生の原因又はそれに関係する契約又はその他の法的関係への言及、 

d) （調停人の数について当事者が合意に達していない場合には）調停人の人数につ

いての提案、 

e) 紛争の性質及び存在する場合には事案に関わる金額、及び 

f) 付属の料金表に従った登録料。 
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KLRCAは当該申立書の写しを相手方当事者／指名された当事者に送付するものとす

る。 

KLRCAが相手方当事者（ら）から申立てを受理した旨の書面による通知を受け取っ

たときに、調停／斡旋手続は開始されたものとみなされる。 

相手方当事者が調停の申立てを拒否した場合又は KLRCA が調停の申立書の写しを

送付した日から 30 日以内に応答がない場合には、KLRCA は調停の呼出状の拒否とみ

なして、それに従って調停を開始することを当事者（ら）に通知する。 

当事者間で複数の調停人を置くことが合意されていない限り、調停人／斡旋人は 1

名とする。調停人が 1名以上いる場合には、調停人らは原則として共同して行動するも

のとする。 

調停手続においては、当事者らは任命される調停人について合意に達するよう努めな

ければならない。調停人が 2 名又は 3 名いる調停手続の場合、各当事者が 1 名の調停

人を任命するものとする。当事者らは 3人目の調停人の任命について合意に達するよう

努力しなければならない。調停の申立てが受理されてから 14 日以内に調停人が任命さ

れない場合には、KLRCA の事務長が調停人を任命し、当事者らは KLRCA 事務長によ

る任命を承認したものとみなされる。 

任命を受けた調停人／斡旋人は、各当事者に当該紛争の概要及び争点を説明した簡潔

な陳述書を提出するよう要請する。各当事者は相手方にその陳述書の写しを送付する。

調停人／斡旋人はさらに、適切とみなす書類及びその他の証拠により補完される、当事

者の見解並びにその裏づけとなる事実及び根拠を記載した陳述書を提出するよう当事

者に要請することもできる。各当事者は当該陳述書の写しを相手方当事者に送付するも

のとする。 

調停手続のいかなる段階においても、調停人は適切とみなす追加的な情報を提出する

よう当事者に要請することができる。 
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各当事者は、調停／斡旋日の少なくとも 7日前までに、当該事案の要約及び各当事者

が調停／斡旋手続において言及する意図があり当該要約で言及されているすべての書

類の写しを調停人／斡旋人に提出するものとする。 

当事者は自らが選択した者を代理人又は補助人とすることができる。かかる者の氏名

及び住所は相手方当事者及び調停人／斡旋者に書面で伝達されるものとし、当該伝達は

当該任命が代理又は補助の目的で行なわれるのかを特定するために行なわれる。 

調停人／斡旋人は、面談のため当事者を呼び出すか又は当事者と口頭若しくは書面で

連絡を取ることができる。調停人／斡旋人は両当事者を一緒に又は各当事者と個別に面

談し又は連絡をとることができる。 

当事者間で調停人との面談を行なう場所が合意されている場合を除き、当該面談の場

所は、両当事者との相談後に、当該調停手続に関する状況を考慮して、調停人が決定す

る。 

当事者は、自発的に又は調停人の下で当該紛争を解決するための選択肢を提案するこ

とを含むがこれに限定されない方法により、紛争を解決するために調停人／斡旋人と協

力しなければならない。 

調停人／斡旋人は、当事者が受諾可能な和解の要素があると思われる場合には、可能

な和解条件を定め、当事者に提供しその判断を仰ぐものとする。当事者の判断を得た後、

調停人／斡旋人は当該判断を考慮して可能な和解条件を再度定めることができる。 

当事者が紛争の和解について合意に達した場合、当事者らは和解合意書を作成し署名

することができる。当事者から請求を受けた場合には、調停人は和解合意書を自ら作成

又は当事者が作成するのを支援する。当事者は和解合意に、当該和解合意を理由に又は

それに関連して生じる紛争は仲裁に付託するものとする条項を含むことを検討できる

と規定する 2011年斡旋／調停規則に留意しなければならない。 

和解合意への署名をもって紛争は終結し、当事者は当該合意に拘束される。 
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B. 2012 年斡旋法に基づく斡旋手続 

2012 年斡旋法は、斡旋手続を規定することにより、裁判外紛争処理の方法としての

斡旋を促進及び奨励し、もって紛争当事者間における紛争の公正かつ迅速で費用効果の

高い方法による解決を促進し、関連事項を規定することを意図して施行された。 

2012 年 8 月 1 日に施行された 2012 年斡旋法は、裁判所に提起された民事訴訟に基

づき裁判官、治安判事又は裁判所の職員により行なわれた斡旋、法律扶助部による斡旋、

及び 2012年斡旋法の別表に記載された事項には適用されない。 

同法第 5条は、紛争の相手方に斡旋に関する呼出状を送付することにより斡旋を開始

できること、及び当該呼出しには問題点を簡潔に特定することが規定されている。 

当該斡旋を開始する者が紛争の相手方に呼出状を送付した日から（規則に定める 30

日以内ではなく）14 日以内又は当該呼出状に指定されている期間内に、当該紛争の相

手方から応答がない場合には、当該斡旋の呼出しは拒否されたものとみなされる。 

斡旋を開始する際、当事者らは斡旋に関する合意を結ばなければならない。斡旋に関

する合意には、当事者間に生じた又は生じる可能性のある紛争を斡旋に付託すること、

斡旋人の任命、各当事者の負担する費用及び当事者が適切であるとみなすその他の事項

についての当事者の合意を含むものとする。 

当事者は斡旋を支援する斡旋人を任命するか、又は当事者に代わり 1名又は複数の斡

旋人を任命する機関（institution）に支援を求めることができる。 

当事者が別に合意する場合を除き、１件の斡旋につき１名の斡旋人がつくことに留意

しなければならない。複数の斡旋人がいる場合には、斡旋人らは共同して行動しなけれ

ばならない。 

2012年斡旋法第 9条は、斡旋人は斡旋を促進し、斡旋の方法を決定すると規定する。

斡旋人は紛争を満足できる形で解決できるよう当事者を支援し、紛争を解決するための

選択肢を提案することができる。 
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斡旋は、同法第 13条に基づく当事者の和解合意への署名、斡旋における更なる取組

みが紛争を満足できる形で解決することに貢献しない旨を記載した宣言書の斡旋人か

ら当事者への発行、又は当該斡旋が終結したことを記載した宣言書の当事者から斡旋人

への発行により、終結する。 

 

C. 調停／斡旋の法的効力 

調停／斡旋の結果は両当事者が署名する和解合意書に文書化され、いずれかの当事者

が当該合意の条件に従って行為できなかった場合、相手方当事者は民事訴訟を提起でき

ることになる。かかる和解合意は当事者を拘束する。 

手続が裁判所で開始された場合には、和解合意は同意判決又は裁判所の判決として裁

判所で記録される。 

 

IV. ドメイン名を巡る紛争の処理 

 

ドメイン名を巡る紛争は、複数の当事者が問題となっているドメイン名を登録又は使

用する権利を争う場合に生じる。ドメイン名を巡る紛争は、ドメイン名が事業者を識別

する機能を果たすために、近年増加している。ドメイン名を巡る紛争は、マレーシアネ

ットワーク情報センターのドメイン名紛争処理方針(MYDRP)、MYDRP の規則及び

KLRCAの補則に従って処理されている。 

. my（ドットエムワイ；マレーシア国内ドメイン）ドメインを管理するマレーシアネ

ットワーク情報センター（MYNIC）は、KLRCAを.myドメインを巡る紛争を処理する

サービスの提供者に任命している。. myドメイン名を巡る紛争は、マレーシア国内にお

けるドメイン名紛争処理手続を通してのみ処理できることに留意しなければならない。 

 

 



第 8節 裁判外紛争処理（ADR） 

 

122 

 

A. ドメイン名紛争処理手続 

申立人は、被申立人のドメイン名の登録及び／又は使用に関して、KLRCA（プロバ

イダー）に申立てをする。被申立人はプロバイダーの送付した申立てに応答を送付する。

被申立人の応答は、当該被申立人による当該ドメイン名の登録及び／又は使用の維持が

認められるべき理由を具体的に記載しなければならない。申立人は当該応答に回答する

かを選択できる。その後、プロバイダーにより手続を審理するパネルが任命される。 

申立人は、手続を審理するパネルが 1 名又は 3 名のメンバーのいずれから構成され

るかを選択できる。しかしながら、例えば申立人が 1名のメンバーから構成されるパネ

ルを選択した一方で、被申立人は 3名のメンバーから構成されるパネルにより手続が審

理されることを希望する場合は、被申立人は 3名のメンバーから構成されるパネルを利

用するための料金の半額を支払わなければならない。 

パネルは、判断を下す前に、当事者から提出された書類及び証拠、MYDRPの方針及

び規則並びに関連する適用法を検討する。 

パネルはMYDRPに定められた次に掲げる基準を下に、事案を判断する。 

a) 当該ドメイン名が、申立人が権利を有する商標又はサービスマークと同一又は誤

解を生じさせる程度に類似しているか、 

b) 被申立人が当該ドメイン名に何らかの権利又は正当な利益を有するか、 

c) 当該ドメイン名が悪意により登録及び／又は使用されたか 

その後、パネルは、プロバイダーから申立て、応答及び／又は回答を含むファイルを

受け取ってから 14 営業日以内に、その判断をプロバイダーに送付する。プロバイダー

は両当事者に当該判断を通知し、MYNICは、10営業日以内に当該判断につき申立人が

裁判所に不服を申し立てない限り、3営業日後にパネルの判断を実施する。（ドメイン

名紛争処理手続きに関するフローチャートは付属書に記載されている） 

ドメイン名紛争処理手続において唯一利用可能な救済措置は、申立人へのドメイン名

の登録の移転又は当該ドメイン名の登録の削除である。いかなる金銭賠償も差止め救済
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措置も利用することはできない。また、損害賠償請求も訴訟の提起又は仲裁手続を通じ

て行わなければならない。 

ドメイン名を巡る紛争は、当該訴訟手続が開始、終結又はその他の状態にあるかを問

わず、マレーシアの裁判所における訴訟手続、仲裁手続又は申立人及び被申立人がいず

れかの時に合意した紛争処理手続きにより、解決することもできる。 

 

V. 知的財産紛争を処理する際の ADR の利用 

 

裁判外紛争処理（ADR）は、知的財産の侵害に関する事件についてはあまり利用さ

れていない。これは、知的財産権者が通常、一方的差止め命令が得られる裁判所への申

立てなど、侵害に対処する上でより迅速な手段を望むためである。また、大半の知的財

産権侵害行為及び模倣品に係る行為は、仲裁に適していないこともその理由となってい

る。さらに、侵害活動を行なっている第三者の身元の確認は難しいことが多く、当該第

三者が敵対的で ADR の利用に同意することを拒否する可能性もあることから、侵害を

行なう第三者に対して ADR が利用されることも少ない。マレーシアに知的財産裁判所

が設置されて以降、知的財産関連紛争の当事者が知的財産関連紛争の解決を知的財産法

に精通するための訓練を受けている裁判官がいる知的財産裁判所に付託するケースが

増えている。とはいえ、契約上の紛争又はライセンス契約の違反などの紛争で、特に経

験豊富な仲裁人／斡旋人が効果的な役割を果たすような技術的問題が係るものについ

ては、ADRは有効な場合もある。現在、ADRが重要な役割を果たしている分野の一つ

が、ドメイン名を巡る紛争である。 

侵害／模倣品の速やかな排除をもたらし、知的財産権の執行について公衆に強力なメ

ッセージを送るエンフォースメント活動は効果的である。しかしながら、かかるエンフ

ォースメント活動は、訴追の遅さ及び刑罰の軽さから、必ずしも強い抑止力を持つもの
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ではない。そのため、多くの場合、知的財産権者は侵害行為を恒久的に停止させるため

に判明している侵害者に対して民事訴訟を提起する必要に迫られている。
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