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第 3 節 マレーシアにおける知的財産権執行システム 

 

I. 国家知的財産政策(NIPP) 

 

2007年 4月 27日、MDTCCは国家知的財産政策（NIPP）に着手した。NIPPは海外

投資家の誘引及び創作者又は発明者が最大限の利益を享受し、かつ、その作品又は発明

を保護できるようより迅速かつ効果的な技術移転を可能とするためにマレーシアにお

ける知的財産権を巡る環境を強化することを目的としている。 

NIPPはまた、迅速かつ簡単な保護及び権利の取得、並びに知的財産権の侵害の是正

及び解決策を提供する的確かつ実用的な法執行メカニズムを確保し、侵害の再発を阻止

するための効率的かつ効果的な知的財産保護体制を整備することも目的としている。 

NIPPの目的 

 高水準の知的財産保護体制 

 知的財産関連活動の促進 

 知的財産の商業利用の促進 

 知的財産管理能力の開発 

 知的財産取引用のインフラ整備 

 国内の知的財産権に係る利益の保護 

 人材開発及び公衆 

 海外投資及び技術の促進 

 

II. マレーシアの知的財産公社(MyIPO) 

 

2003 年 3 月 3 日に施行された 2002 年マレーシア知的財産公社法に続き、知的財産

部は MDTCC の下部機関として後にマレーシア知的財産公社（MyIPO）として知られ



第 3節 マレーシアにおける知的財産権執行システム 

 

24 

 

るようになる法人に組織変更された。MyIPO は、知的財産の創造力及び利用を強化す

るために強固な法的基盤及び有効な管理体制を提供することを使命としている。 

本節では、直接的であるか間接的であるかを問わず、知的財産権の行政上及び民事上

のエンフォースメントに係るすべての関連法の概要を取り上げ、次節以降では法律の各

分野に関する詳細な議論が展開される。 

 

III. マレーシアにおける知的財産権の行使に関する法律 

 

A. 2011 年取引表示法 

商標侵害に係る取引表示法（TDA）に基づくエンフォースメントは、知的財産権者が

最もよく利用する法的手段である。この方法では、知的財産権者が責任を負担するリス

クを最小限に抑えられた上で模倣品の押収及び市場からの撤去を行なうための迅速な

執行措置が取られる。また、この方法は高等裁判所による一方的差止め命令を得ること

に比べて比較的低コストで行なうことができ、知的財産権者は MDTCCに対して損害賠

償に関していかなる約束もする必要がない。知的財産権者は、MDTCCに 2011年 TDA

に基づく権限を行使するよう文書で告訴することができ、当該告訴が行なわれた後

MDTCCは刑事訴追を行なう（第 1章第 6節及び第 7節を相互参照） 

2011年の新取引表示法では 1972年法を廃止し、商標のエンフォースメントに関し

てかなりの変更がなされている。 

このことは 2011年取引表示法 9条 1項で明確に示されている。すなわち、「いかな

る者も 1976年商標法の下で登録商標の登録された所有者であって、当該商標に関する

自らの権利が、その他のいかなる商標によるか、あるいはその他のいかなる者の体裁か

により、そしてその他人の商標はその者の登録商標と同一ではないがその者の登録商標

として詐称通用しうるものであるときに、取引の過程で侵害されていると主張する場合
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には、その者は、高等裁判所に対し侵害している標章は８条の目的からみて虚偽の取引

表示であると宣言するよう、訴えを提起することができるとされている。」 

このことは、登録商標の所有者が当該侵害している商標が虚偽の取引表示であること

を宣言するためだけに取引表示命令の適用を求める権利を明らかに保有しているとい

うことである。これは、1972年取引表示法とは対照をなしており、７２年法では、コ

モンロー上の所有者（権利者）も、自らの標章が侵害されており、あるいは詐称通用さ

れているとの主張適格を有していたのである。このようであるから、2011年法では刑

事責任追及においては「詐称通用」は除外されている。 

 

 内容 

商標について刑事上の措置を取る際の主な法律は、2011 年取引表示法（TDA）であ

る。TDA は、商品及びサービスの提供並びにそれらに関係しかつ付随する事項の提供

に関連して、虚偽の取引表示並びに虚偽の又は誤解を生じさせる記載、行為及び実務を

禁止することで、良好な取引慣行の促進を図っている。TDA は、次に掲げる行為を業

として行なう者は、刑事上の罪に問われると規定している。 

a) 商品に虚偽の取引表示を使用すること 

b) 虚偽の取引表示が使用された商品の提供又は提供の申出をすること 

c) 虚偽の取引表示が使用された商品を提供するために陳列すること又は所有、保管若

しくは管理すること 

登録商標権者の同意を得ずに登録商標と同一の標章が付された商品を使用、提供若し

くは提供する申出、提供するために陳列、又は提供するために所有、保管又は管理する

者は、反証されない限り、虚偽の取引表示が付された商品の使用、提供又は提供の申出

をしているとみなされる。 

TDA 第 6 条の定義によれば「取引表示」とは、「直接的又は間接的に、何らかの手

段により示される、商品又はその一部の性質、名称、数量、長さ、幅、高さ、分野、容
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量、容積、重さ、規格、大きさ、製造方法、製造、加工若しくは再生、構成、目的適合

性、強度、性能、作用若しくは精度、貴金属製品の適合性の基準、物理的特性、有効期

間、実施された試験及びその結果、品質、取得した承認若しくは（ある者のための）承

認された種類との適合性、製造場所若しくは製造日、製造者若しくは製作者の氏名若し

くは名称、前の所有者を含む変遷又は利用に関する表示」をいう。 

虚偽の取引表示とは重大な程度に虚偽である取引表示をいう。上記の「取引表示」の

定義が商標又は体裁(get-up)の侵害又は違反に直接言及していないとはいえ、規定され

た表示が所有者に有用な場合もある。これは、精巧な偽造品又は模倣品の場合、実際に

は模倣品が正当な製造者により生産されたものではなくても製造者の名称が複製され

たラベルが付されるからである。 

さらに、TDA 第 9 条は登録商標権者が高等裁判所に取引表示命令（TDO）を求める

申請を行うことのできる是正措置を明確に規定している。登録商標権者は TDO を得る

には、侵害されている商標その他の標章又は体裁を具体的に特定しなければならない。 

上記命令には、第三者の標章又は体裁は登録商標権者の商標を侵害するため虚偽の取

引表示である旨が明記される。前記第三者の商標又は体裁の合法性に関する宣言的な命

令をもって、登録商標権者は、侵害者に対する行政措置の実施を MDTCCの執行部に申

し立てることができる。 

商標の無断使用があった場合、事実でない場合にも、当該不正使用に係る商品が商標

権者自身により又は当該商標権者の同意若しくは許可を得て製造されたという推測が

生じる。この理論的解釈に基づき、かかる無断使用は TDA により虚偽の取引とみなさ

れるのである。 

類似の表示及び同一の取引表示が付された同一の商品を３つ以上所有している者は、

当該商品を提供するために所有しているものとみなされる。 



第 3節 マレーシアにおける知的財産権執行システム 

 

27 

 

2011年 TDAは、広告における虚偽又は誤解を生じさせる記載及び競争又はゲームに

関連した虚偽又は誤解を生じさせる記載についても新たな規定を定めている。 

 

 違反及び罰則 

TDA に定める違反を行なった場合、10 万マレーシア・リンギ以下の罰金若しくは 3

年以下の禁錮又はその両方に処せられる。さらに、2回目以降の違反の場合は、罰金の

最高額は 25万マレーシア・リンギに増額され、禁錮刑も 5年以下に延長され、これら

のいずれか又は両方に処せられる。 

法人が TDAに基づく違反をした場合、最初の違反で 25万マレーシア・リンギ以下、

2 回目以降の違反で最高 50 万マレーシア・リンギの罰金が科されることが規定されて

いる。 

さらに、法人の代表者もまた、その従業員又は代理人の行為につき責任を問われる可

能性があることに留意するべきである。侵害とされた行為又は不作為について次のこと

を証明する責任は当該代表者が負う。すなわち、 

a) 当該行為又は不作為が従業員の職務又は代理人の業務の通常の範囲外で行なわれ

たこと、又は 

b) 申し立てられた行為又は不作為が代表者の同意又は黙認を得ずに行なわれ、かつ、

当該代表者が当該事案のすべての状況に関連して行使すべきであったすべての注

意義務を当該行為又は不作為を阻止するために行使したこと。 

 

TDAは、取引表示管理官に、違反行為を裁判所における審理を経ずに TDAに基づき

反則金支払いをさせる権限を付与している。この権限の付与により、当該違反行為に係

る罰金の最高額を上回らない金額の支払が侵害者に課されることになるため、公正性を

放棄することなく違反者に対処する手続が促進されるようになった。さらに重要なこと

に、これは裁判所の取り扱い件数の減少にも貢献している。 
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TDAの執行は MDTCCの執行部が担っている。 執行部に付与されている具体的な権

限については、本書の第 7節で取り上げる。 

 

B. 2012 年取引表示（光ディスクラベル）令 

この省令により 2002年取引表示（オリジナルラベル）令が廃止された。この省令は、

光ディスクの形式による映画、音楽及びソフトウェアの海賊版の増加に対処するために

制定された。この省令により、すべての光ディスクについて、光ディスクラベルを使い

捨ての包装紙ではなく、光ディスク又は光ディスクが提供される容器若しくはその他の

ものの目立つ場所に付すことが義務付けられた。この光ディスクラベルは消費者が光デ

ィスクの正規品と海賊版を見分けるのに役立つものである。 

光ディスクラベルの使用に関する申請は、製品に含まれる著作物の所有者、そのライ

センシー又は著作権者により書面で認められた者にのみ認められている。管理官は、当

該申請を承認又は拒絶することができ、承認を与える上で適切とみなす条件を課すこと

もできる。製品に含まれる著作物の著作権者、そのライセンシー及び著作権者により書

面で認められた者は、承認に際して管理官が特定した形式により、光ディスクラベルの

使用及びその他の情報に関する適切な記録を備え、保管しなければならない。 

次に掲げる行為は法律違反とされる。 

a) 業として、光ディスクラベルの貼付されていない光ディスクの提供又は提供の申

出をすること 

b) 業として、偽造の光ディスクラベルが貼付された光ディスクの提供又は提供の申

出をすること 

c) 業として、承認により認められたタイトル以外のタイトルの光ディスクラベルの

貼付された光ディスクの提供又は提供の申出をすること 

d) 偽造の光ディスクラベルの製造、提供若しくは提供の申出又は所有をすること 

e) 光ディスクラベルの使用を承認された者が承認されていない者に対して光ディ

スクラベルを提供すること 
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f) 管理官の承認を得ずに光ディスクラベルを所有すること 

 

C. 1946年価格統制法に基づく価格統制(1993年小売による価格表示に関する省令)令 

1946年価格統制法第 13条(1)(d)の規定に基づき制定された上記省令は 1993年 6月 1

日に施行された。この省令は知的財産権に係るものではないとはいえ、当該商標が登録

されていない場合又は精巧な若しくは同一の偽造がなされていない場合に商品を押収

するためにしばしば援用される、とても有用な省令である。上記法の執行もまた、

MDTCCが担っている。欠点は、罰金額が低く、罰金の支払後に正規のラベルを貼付す

ることを輸入者、製造者又は小売店が約束すれば押収された商品が返還されてしまう点

にある。 

 

 内容 

上記省令第 3条は、商品の小売店は「当該商品の単位又は重量若しくは大きさごとの

価格を表示するラベル、タグ又はマークを当該小売店の店内に販売用又は販売用のサン

プルとして陳列されている商品又は当該商品を入れる袋に付さなければならない」と規

定している。 

当該商品の性質又は大きさにより上記ラベルやタグを当該商品に付すことが不可能

な場合には、商品の性質及び価格、重さ又は大きさを記載したリストを表示しなければ

ならない。詳細についてはマレー語で記載され（小売店がマレー語を読めない場合は、

小売店の母国語による翻訳文によることができる）、価格はマレーシア・リンギで表記

されるものとする。 

 

 違反及び罰則 

1943 年価格統制法は、上記規定に違反した場合は法律違反とされることを規定して

いる。同法に基づく違反行為を行なった場合は、法人以外の者の場合、1万マレーシア・
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リンギ以下の罰金若しくは 2年以下の禁錮又はその両方に処せられ、2回目以降の違反

の場合は 2 万 5 千マレーシア・リンギ以下の罰金若しくは 5 年以下の禁錮又はその両

方に処せられる。 

 

同法に基づく違反で有罪とされた法人は、2 万 5 千マレーシア・リンギ以下の罰金、

又は、2回目以降の違反は、5万マレーシア・リンギ以下の罰金に処せられる。 

 

しかしながら、1994年価格統制（違反に対する反則金支払い）規則の別表 1 に規定

されているように、同省令に基づき行なわれた違反については和解させることができる。

和解金の上限は、当該違反につき科される可能性のある罰金の最高額の 50％を超えな

いものとする。 

 

D. 1980 年価格統制（製造者、輸入者、製作者又は卸売り業者によるラベルの貼付）

令 

上記省令もまた、1943年価格統制法第 13条(1)(d)の規定に基づき制定された省令で、

1981 年 7 月 1 日に施行された。この省令はラベルの貼付に関する法的要件に関するも

のでもあるため、知的財産のエンフォースメントに係る省令である。 

 

 内容 

上記令第 3条は、特に次に掲げる詳細事項を含むラベル又はマークが当該商品、その

包装紙、バッグ又は容器に付されていない限り、製造者、輸入者、製作者又は卸売業者

は包装済みの商品を販売してならないと規定する。 

a) 当該商品の適正な名称 

b) （該当する場合は）包装紙、バッグ又は容器に入っている商品の適切な最小重量、

数量、分量又は容量 
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c) 場合に応じて、商品の製造者、輸入者、製作者又は卸売業者の氏名又は名称及び

住所、並びに、輸入品の場合には、当該商品が製造された国の名称 

d) 所要の詳細事項を含むラベル又はマークはマレー語で記載されていなければな

らない。しかしながら、輸入品の場合はマレー語又は英語のいずれかによること

ができる。何人も商品の付されたラベル又はマークをはがす、消す、削除する、

又は差し替える行為をしてはならない。 

 

 違反及び罰則 

同省令の規定に違反した者は 1943 年価格統制法に基づく違反として有罪とされる。

刑罰は上記 B に規定されたとおりで、同省令に基づく違反もまた反則金の支払いをさ

せることができる。 

 

E. 2000 年光ディスク法 

2000年光ディスク法（ODA）は 2000年 9月 15日に施行された。この法律は著作権

侵害行為を抑制するための主要な知的財産権関連法の一つであり、ある意味では「光デ

ィスク」に化体された著作物の保護を拡張している。 

 

 内容 

「光ディスク」とは「別表１に記載された媒体若しくは装置、又はデータがデジタル

形式で保存されレーザーによって読み取られるその他の媒体若しくは装置をいい、レー

ザー又はその他の手段により読み取れるデータが保存されているかいないかを問わず、

何らかの目的のために製造された媒体若しくは装置を含む」として、広義に定義されて

いる。 

別表 1のリストには、CD-A、CD-V、CD-ROM、CD-I、DVD、LD及び MDが記載さ

れている。 
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ODA は、光ディスクの製造者による活動を管理規制する措置として、ライセンスの

取得及び製造された光ディスクへのコードのマーキングを義務付けている。 

このため、光ディスクの製造者にはライセンスを取得することが義務付けられており、

取得しなかった場合には法律違反となる。ライセンスは特定の施設又は場所に対して付

与される。つまり、ライセンスの付与された施設以外の場所で光ディスクを製造したラ

イセンシーは、法律違反を犯したものとみなされるのである。しかしながら、製造者が

複数の施設で光ディスクを製造しようとする場合には、当該製造者はすべての施設につ

いてライセンスを申請することができる。 

ライセンスが付与された場合、管理官はライセンシーに所定の手数料を支払うよう求

め、当該ライセンシーに製造者番号を割り当てる。当該番号は「定められた一以上の文

字若しくは数字、記号、符号若しくは図案、又は文字、数字、マーク、記号、符号若し

くは図案の組み合せ」から構成されるものとする。 

ライセンシーは当該ライセンスに基づき管理官から割り当てられた製造者番号を製

造された各光ディスクに記さなければならない。光ディスクの種類又は銘柄の違いによ

りマーキングの基準も異なる。この番号は製造者の型版に組み込まれるため、製造され

たディスクの表面に複製される。 

管理官は著作物を侵害する複製物の製造を防止し、著作権者の権利を保護するための

条件を課すこともできる。ライセンスは、当該ライセンスに記載された期間中は有効で

ある。 

 

 違反及び罰則 

製造者番号の偽造及び製造者番号又は製造者番号と類似のマークを故意に人を欺く

ために使用することは法律違反とされる。また、偽造目的でいかなる金型、台盤、機械

あるいはその他の器具を製造することも違反であり、あるいは、製造者番号を偽造する
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目的で製造者番号を偽造するために用いる金型、台盤、機械あるいはその他の器具を製

造、処分又は所有することも法律違反となる。 

 

管理官は、ODA 違反又は当該ライセンスに課された条件の違反等の特定の状況にお

いてはライセンスを取り消すことができる。ライセンスの譲渡には管理官の同意が必要

とされ、ライセンスは失効する 1ヵ月前までに更新されなければならない。 

ODA違反に対する罰則は大きく分けて次のように分類される。 

 

 ODA第 3部に係る違反 

ODA 第 3 部は、光ディスクの製造活動が行なわれる施設についてライセンスを取得

すること、付与されたライセンスに課された条件の維持及び遵守、並びに、ライセンス

の表示を義務付けている。 

第 3部に定める上記規定の違反は犯罪とされている。かかる違反行為が法人により行

なわれた場合には、50 万マレーシア・リンギ以下の罰金、2 回目以降の違反には 100

万マレーシア・リンギ以下の罰金が科せられる。 

当該違反行為を犯した者が法人でない場合には、25 万マレーシア・リンギ以下の罰

金若しくは 3年以下の禁錮又はその両方に処せられる。2回目以降の違反の場合は、50

万マレーシア・リンギ以下の罰金若しくは 6年以下の禁錮又はその両方に処せられる。 

 

 申請書、報告書又は書類における虚偽又は誤解を生じさせる情報の提供に関する違

反 

違反を犯した者が法人である場合、50 万マレーシア・リンギ以下の罰金、2 回目以

降の違反には、100万マレーシア・リンギ以下の罰金が科される。 
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当該違反行為を犯した者が法人以外の場合には、25 万マレーシア・リンギ以下の罰

金若しくは 3年以下の禁錮又はその両方に処せられる。２回目以降の違反の場合は、50

万マレーシア・リンギ以下の罰金若しくは 6年以下の禁錮又はその両方に処せられる。 

 

 一般的罰則 

罰則が明示的に定められていない ODAに基づく違反行為が行なわれた場合、有罪と

された者は、15 万マレーシア・リンギ以下の罰金若しくは 3 年以下の禁錮又はその両

方に処せられ、2 回目以降の違反の場合は、30 万マレーシア・リンギ以下の罰金若し

くは 5年以下の禁錮又はその両方に処せられる。 

 

 違反に対する反則金支払い 

ODA は反則金の支払いをさせることができる違反行為に関する規定を定めており、

反則金支払いは当該違反行為に科される罰金の最高額の 50％を超えないものとされる。 

知的財産権者の証明及び MDTCC の捜査の後、侵害者を刑事訴追するかそれとも反

則金支払いとするかは MDTCCの裁量である。反則金支払いとする場合は、侵害者はそ

の通告を受ける。侵害者が反則金支払いを受け入れない場合は、その違反は刑事訴訟を

提起されることになる。もし侵害者が受け入れれば、事件はそれでおしまいとなる。 

MDTCCの担当官は、反則金支払額はまったく MDTCCの裁量であるので反則金支払

額を決定する前に知的財産権者と相談することはない。知的財産権者は罰金の額に関し

勧告の書面を出してもよいが、MDTCCはそれに拘束されることはない。しかしながら、

実際には違反に関する反則金支払いの代わりに刑事訴追を勧告する書面を MDTCC に

書いた場合は、MDTCCはその事案と証拠が十分の場合はそれに従うこともある。 
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F.（2000 年（改正）商標法により改正される）1976 年商標法 

TIRPS 協定を遵守する措置の一環として、模倣品の国から国への移動を抑制するた

めに国境を越えた措置を定める規定が 1976年商標法（TMA）に導入された。TRIPS協

定第 51条から第 59条までの規定は、1976年 TMAの第 XIVA部に組み込まれた。 

 

 内容 

「不正商標商品」とは「当該商品に関して有効に登録された商標と同一若しくは酷似

している又は本質的な部分において当該商標と区別することができない商標で、本法に

基づく商標権者の権利を侵害するものが、許可なく、付されている包装を含む商品」を

いうものとして具体的に定義されている。 

MDTCC 及びマレーシア税関を管理する財務省が国境を越えた措置に関する規定を

執行する機関として指定されている。このことは「正当な権限を有する職員」とは「1967

年関税法に定義される正当な税関の職員又は正当な権限を有する職員に付与された権

限を行使し、その課された任務を遂行するために財務省が官報における告示により任命

した職員のいずれか」と定義されていることからも分かる。 

 

 手続き 

まず、登録商標権者又はその代理人は、偽造商標の付された商品の輸入が行なわれた

日時及び場所を記載した申立書を商標登録官（MyIPO の）に提出し、取引目的で行な

われた不正商標商品の輸入に対する申立てをする。 

申立書は、関連する書類及び正当な権限を有する職員が当該商品を特定できるよう商

品に関連した情報により裏付けられていなければならない。当該申立てには手数料がか

かる。その後、登録官は合理的な期間内に申立人に当該申立てに関する決定を通知する

ものとする。 
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承認は、申立人により書面でそれ以前に取り下げられない限り、承認がされた日から

60日が経過すると失効する。当該期間中は不正商標商品の輸入は禁止される。 

登録官は、税関の職員が特定された商品の押収及び留置を含む必要な措置を取れるよ

う、承認を付与した際は直ちにその旨を当該税関職員に通知するものとする。 

裁判所は、商品の押収、不正使用の防止、輸入者の保護に関連して政府が負担する可

能性のある債務又は費用の弁済又は裁判所が命令する賠償の支払として、十分な金額を

保証金として登録官に預けるよう命令することができる。 

商品が押収された際には、押収された商品が実際に十分に特定され次第すぐに、当該

通知日から指定された期間内に商標侵害訴訟が提起されない場合には当該商品は輸入

者に返還されることが登録官、輸入者及び申立人に通知されるものとする。 

 

 執行措置 

登録官は、押収された商品のサンプルが返還されること及び当該サンプルが損傷され

ないよう相当の注意を払うことなどの必要な措置をとることが約束されることを条件

として、申立人若しくは輸入者のいずれか又は両者に、押収（没収）された商品の閲覧

及び移動を認めることができる。 

輸入者は、押収された商品に係る侵害訴訟が提起される前に通知が行なわれることを

条件に、押収された商品が没収されることに同意書をもって合意することができる。 

通知が行なわれない場合又は指定された期間内に登録官に商標侵害訴訟が提起され

ない場合には、押収された商品は当該留置期間の満了後に輸入者に返還されるものとす

る。しかしながら、著作権侵害訴訟が提起された場合にも裁判所による押収品の還付を

阻止する命令がされない場合には、当該訴訟が開始した日から 30 日が経過した後、当

該商品は輸入者に還付される。 
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当該決定を不服とする者は、著作権侵害訴訟が提起されていない場合には、当該申立

人に対する賠償命令を求めて裁判所に申立てを行うことができる。改正法は登録商標権

者が模倣品の国内への輸入に対してとることのできる措置を追加的に定めている。 

政府執行機関による救済措置が列挙され、且つ、登録商標権者には模倣品の押収及び

留置による行政上の救済が認められているとはいえ、これらは暫定的な救済措置に過ぎ

ないため、登録商標権者は TDA に基づき直ちに高等裁判所に商標侵害による民事訴訟

を提起しなければならない。改正法により、侵害者に刑事的責任は課されない。 

TDA は、事案の状況に基づき発せられる条件付の輸入者への商品の還付命令、特定

の期間の留置の継続命令及び政府に対する商品の没収命令を含む、裁判所が付与するこ

とのできる商標侵害に係る民事訴訟手続における追加的な救済措置を規定している。ま

た、登録官又は正当な権限を有する職員は民事訴訟で意見を陳述する権利を有すること

も規定している。 

さらに、TDA は、訴訟が却下若しくは取り下げられた場合、又は裁判所が侵害行為

がなかったと判断し、被告が当該商品の押収の結果、損失若しくは損害を受けたと裁判

所を納得させた場合には、裁判所は被告に賠償するよう申立人に命じることができると

規定する。金銭賠償が妥当な賠償であると想定される。 

また、TDA は、正当な権限を有する職員が自らの意思により、取得した一応の証拠

に基づき、商品を留置又はその還付を延期する権限を有することを規定している。正当

な権限を有する職員は、誠実に行為することを条件として、責任を免除されている。輸

入者はこの規定に基づき押収された商品の留置に対して、裁判所に異議の申立てをする

ことができる。 

TDA に基づく国境を越える措置は、まず模倣品の輸入の日時及び場所が特定されな

ければならないことを一因に、商標権者によりその適用の主張がされたことはほとんど

ない。また、約束を行なう規定、刑事責任が課されないとする規定及び指定された期間
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内に民事訴訟を提起しなければならない義務もまた、商標権者にとっては追加的な義務

となっている。税関の職権による取締措置が利用できるため、国境を越える措置はほぼ

不必要な状態にある。これは、TMA の定める国境を越える措置は負担が大きく非実用

的であるために、商標権者にとっては使い勝手が悪いことによる。より使いやすい選択

肢は、1972 年取引表示法に基づき税関と MDTCC が共同して執行する職権による措置

を利用することである。 

 

 侵害–民事訴訟 

1976 年商標法第 38 条は、当該商標と同一の又は誤認若しくは混同を生じさせるお

それがある程度に類似する商標を、次に掲げる使用としてみなされる可能性のある形で、

業として使用する場合に、当該商標の侵害となると規定している。 

 

a) 商標の使用、 

b) その使用が当該商品自体に若しくは当該商品との物理的関係において、又は公衆

に対する広告においてなされる場合は、当該商標の登録所有者若しくは登録使用

者としての権利を有する者への言及又はその者が業として関係する商品への言

及を意味するものとしての使用、又は 

c) その使用が、当該サービスが提供若しくは実行される場所又はその近辺において

なされる場合に、当該商標の登録所有者若しくは登録使用者としての権利を有す

る者への言及又はその者が業として関係するサービスへの言及を意味するもの

としての使用。 

 

G. 1987 年著作権法 

1987年著作権法（CA）は他の知的財産関連法に比べて最も広範に行政措置を定めて

いる。同法に基づき、特に音楽、映画及びソフトウェア産業などにおいて海賊版がはび

こっていることを主な理由として行政措置は取られている。 
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 内容 

1987年著作権法に定めるところによる場合を除き、著作権は存在しないものとする。

同法は、次に掲げる作品は、その品質及び作成目的を問わず、著作権の対象となると規

定する。 

a) 言語の著作物 

b) 音楽の著作物 

c) 美術の著作物 

d) 映画 

e) 録音物 

f) 放送番組 

 

これらの著作物を文書化、記録又はその他の方法により有形化し、当該作品を独創的

なものとするための十分な努力が払われた場合には、これらの作品は保護の対象となる。 

著作者は、当該作品が創作された時点において有資格者でなければならない。すなわ

ち、著作権を存続させるにはマレーシアの国民若しくは永住者又はマレーシアで設立さ

れた若しくは法人格を与えられた会社でなければならないのである。しかしながら、マ

レーシア国内で創作された作品には常に著作権は存在するものとする。 

1990 年著作権（他国への適用）規則の規定により、ベルヌ条約締約国において創作

された作品である場合又は「有資格者」がベルヌ条約締約国の国民、住民又は当該国の

法律に基づき設立された法人である場合には、当該作品はマレーシアにおいても同一の

保護が与えられるものとする。 

著作権者は、著作物が複製される有形の形式、公衆への伝達、実演、公衆への展示又

は公演、販売、レンタル、貸借又は貸与による公衆への作品の複製物の頒布、及び作品

の全部又は重要な部分の公衆への商業的なレンタルを管理することのできる独占的な

権利を享受する。 
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 侵害– 民事訴訟 

著作権者の同意を得ることなく、上記の独占的な行為を行なう者又は他者に行なわせ

る者は、著作権を侵害したとみなされる。 

また、著作権者の同意を得ることなく、当該著作権者の同意を得ずに制作されたと知

っている又は合理的に知っているべきである物を、販売、賃借、頒布若しくは取引目的

での展示又はその他の目的でマレーシアに輸入した場合にも、著作権は侵害されたとみ

なされる。ある作品の著作権者の承認により又はその承認を得て、当該作品の複製物に

技術的保護手段が適用されている場合には、何人も、著作権法に基づく権利の行使に関

連して著作権者が使用しており、且つ、当該著作権者の作品に関連して該当する著作権

者により認められていない又は法律により許可されていない行為を制限する技術的保

護手段を回避し又は他者に回避させる若しくは回避することを認めてはならない。 

また、故意に、許可なく電子著作権管理情報を削除若しくは変更した場合、又は許可

なく電子著作権管理情報が削除若しくは変更されたことを知りながら、許可なく作品若

しくは作品の複製物を頒布、頒布目的で輸入若しくは公衆に伝達した場合で、かかる行

為が著作権法に基づく権利の侵害を生じ、可能にし、促進し若しくは隠匿することにな

ると知りながら若しくは知ることのできる合理的な根拠がありながらかかる行為が行

なわれた場合には、著作権は侵害されたものとみなされる。 

 

 違反及び罰則 

著作権法第 41条は、ある作品に係る著作権又は実演家の権利の存続中に、次に掲げ

る行為を行なうことは法律違反であると規定している。 

a) 権利侵害複製品の販売又は賃借 

b) 権利侵害複製品の販売、又貸し、又は取引目的での展示、販売の申出若しくは賃借 

c) 権利侵害複製品の頒布 

d) 権利侵害複製品を私用及び家庭使用以外の目的での所有又はマレーシアへの輸入 
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e) 権利侵害複製品の取引目的での公共の場での展示、及び 

f) 権利侵害複製品を作成する目的で使用されている又は使用される予定の装置の製

造又は所有 

装置に係るものを除く、上記の違反行為を犯した際に科される罰則は、各権利侵害複

製品につき 2 万マレーシア・リンギ以下の罰金若しくは 5年以下の禁錮又はその両方、

再犯の場合には各権利侵害複製品につき 4 万マレーシア・リンギ以下の罰金若しくは

10年以下の禁錮又はその両方とされている。 

装置の製造又は所有に関する違反については、各装置につき 4万マレーシア・リンギ

以下の罰金若しくは 10 年以下の禁錮又はその両方に処せられ、再犯の場合の罰金の最

高額及び禁錮の年数は、初犯の場合に規定されている罰則の上限の 2 倍とされている。 

また、有効な技術的保護手段を回避又は回避せしめること、許可なく電子著作権管理

情報を削除又は変更すること、及び、許可なく電子著作権管理情報が削除又は変更され

た著作物又はその複製品を許可なく頒布、頒布目的で輸入又は公衆に伝達することも違

反行為とされている。 

罰則は、25 万マレーシア・リンギ以下の罰金若しくは 5 年以下の禁錮又はその両方

とされ、再犯の場合には、50万マレーシア・リンギ以下の罰金若しくは 10年以下の禁

錮又はその両方に処せられる。 

違反行為を犯したと申し立てられた者は、善意で行動し、著作権が侵害される又はそ

の可能性があると推定できる合理的な根拠がなかったことを証明することをもって、対

抗することができる。 

同一の作品に係る権利侵害服製品を同一の形式により 3つ以上所有する者は、私用又

は家庭使用以外の目的でかかる複製品を所有又は輸入したものとみなされる。 
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H. 1967 年関税法 

関税法は知的財産権に直接係る法律ではない。しかしながら、同法には、輸出入マレ

ーシア税関（以下、「税関」）にたばこやアルコール製品などの関税品である模倣品又

は海賊版を取り締まることを認める規定がいくつか定められている。 

 

 内容 

たばこ、アルコール製品並びに同法及び別表に掲げられているその他の製品は、輸入

又は輸出目的であるかを問わず、課税対象である。輸入品については、各航空便、鉄道

便又は船便に関税の指定する荷揚場があり、輸入された製品は輸入者又はその代理人に

より、税関若しくは認可された倉庫又は税関局長の承認した倉庫に預けなければならな

い。 

例外は、郵便又は税関の倉庫のない輸入場所への陸路若しくは水路による輸入、及び

私物の入った乗客の手荷物だけである。 

倉庫に保管された関税品は、関税の納付又は税関局長の課すその他の条件の履行後で

なければ、税関の管理下から移動してはならない。 

輸入品に倉庫での保管やその他の要件が課されているか問わず、輸入者は輸入品につ

いて所定の形式により申告書を作成しなければならない。また、税関職員は、書面によ

る通知から 3日以内に申告書を提出するよう通知することができる。 

申告書には、小包の個数及び詳細、当該関税品の価格並びに原産地がすべて正確に記

載されなければならない。虚偽の申告書又は偽造文書を作成した際には、5千マレーシ

ア・リンギ以下の罰金若しくは 12ヵ月以下の禁錮又はそれらが併科される。 
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 禁制品 

必要とされる許可又は申告なしに輸入された模倣品又は海賊版は同法により禁止さ

れている。「模倣品」及び「海賊版」は関税法の定める「禁制品」の定義に該当するも

のと思われる。 

「禁制」品とは、「第 31条に基づく命令又はその他の成文法により無条件に又は条

件付で輸出入が禁止されている商品」をいうものと定義されている。同法第 31 条は、

無条件又は条件付で、特定の国、領域若しくはマレーシアから又はそれらの場所に、一

定の商品又は商品の種類の輸入若しくは輸出、若しくはマレーシア国内での移動を禁じ

る命令を発することのできる大臣の権限を規定している。 

同法第 31 条に基づき策定された省令である 2008 年関税（輸入の禁止）令はその一

例である。同令によれば、「ビデオ及び録音用の磁気テープウェブ、カラーコピー機、

カセット又はカートリッジに入っているものを除く磁気記録用のフィルム又はテープ、

及び未加工のたばこ」などの特定の品目を輸入するには、国際貿易産業省から輸入許可

証を取得しなければならない。 

これまでに模倣品又は海賊版を明示的に禁じる省の命令が発せられたことはない。し

かしながら、知的財産権者が任意に行った適切な啓発研修のおかげで、ペナン及び特に

ポート・クランの税関では疑わしい商品の出荷を阻止することができた。このような場

合、税関は、検査が認められている場合には、MDTCC及び／又は知的財産権者の代表

者に連絡をとり、知的財産権者が当該商品が模倣品であると証明することができれば、

MDTCCで留置するために商品を引き渡すことになる。 

上記に加え、MPA は、税関と協力して、輸出を目的とする光ディスクの海賊版の積

荷を検出するために、空港にスキャナーを設置し、特別に訓練された犬を配置した。 
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 違反及び罰則 

密輸、すなわち関税品であるにもかかわらず関税が支払われていない未通関商品の輸

出入に関する罰則は、初犯の場合は、課税額の 10 倍以上 20 倍以下の罰金若しくは 3

年以下の禁錮又はその両方とされている。 

2 回目以降の違反の場合には、課税額の 20 倍以上 40 倍以下の罰金若しくは 5 年以

下の禁錮又はその両方に処せられる。 

禁制品の密輸については、当該商品の価格の 10 倍以上 20 倍以下の罰金若しくは 3

年以下の禁錮又はその両方に処せられる。2回目以降の違反の場合には、当該商品価格 

の 20倍以上 40倍以下の罰金若しくは 5年以下の禁錮又はその両方に処せられる。 

また、被告により反証されない限り、被告が関税対象である、未通関である又は禁止

されていると知りながら密輸していたと推定される「みなし規定」がある。 

現在までのところ、知的財産関連の違反行為は、取引表示法又は著作権法のいずれか

該当する法律に基づき訴追されるために MDTCCに引き渡されており、関税法に基づき

起訴されたことはない。 

 

IV. 民事又は刑事上の救済 

 

知的財産権侵害問題に直面した場合、知的財産権者は、侵害者に対して民事訴訟を提

起するか若しくは刑事上の措置を求めて政府当局に申立を行なうか、又は両方を行なう

かの選択肢がある。いずれの選択肢にも利点と欠点がある。 

知的財産権者は、侵害者からの金銭賠償及び侵害者に対する終局的差止命令を求めて、

民事訴訟を提起する。 

刑事上の措置の有効性は、政府の方針並びに裁判所における訴追及び侵害活動に対す

る警戒を継続するための資金や資源に大きく左右されることに留意しなければならな
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い。しかしながら、現実には、政府当局は人材不足から違反者を綿密に監視できない可

能性がある。このため、知的財産権者は自ら民事訴訟を提起し、効果的なエンフォース

メントのために政府にのみ頼るべきではない。しかしながら、民事訴訟を遂行すること

により、知的財産権者には負担するコストが増加するリスクがあり、裁判手続は長期間

に及ぶ可能性もある。 

知的財産権者が利用可能なエンフォースメントの手段の概要は次の図に示されてい

る。民事上又は行政上の措置の選択は、各事案の事実、事態の緊急性、商品の性質及び

侵害活動が行なわれた方法により変わる。 
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V. 知的財産権関連執行措置の選択（概要） 

 

A. 商標が登録されており、模倣品が係る場合（精密又はほぼ同一の模倣品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑事訴訟 民事訴訟 

TDAに基づく MDTCCによる

措置 一方的差止命令／ 

アントン・ピラー命令 

（適用可能性による） 

利点 利点 

a) 早い  

b) 比較的低コストである 

c)法的責任が生じるリスクを最小限

に抑えられる 

a) 知的財産権者が訴訟を完全に管

理できる 

b) 裁判までに差止めが認められれ

ば、効果的な抑止力となり、和解

できる可能性もある 

a) MDTCCによる措置のため、知的財

産権者が完全に管理することがで

きない 

b) 一度限りの措置で、差止め命令と

しては機能しない 

c) 法律に基づく刑罰で、効果的な抑

止力ではない 

a) 高コストである 

b) 知的財産権侵害の証拠を裏付け

る宣誓供述書が必要 

c)原告の財務状態を含む全ての重

要な事実をすべて偽りなく開示

しなければならない 

d) 緊急事態で遅延が命令の破棄に

つながる場合にのみ利用可能 

e)損害賠償に関する約束を裁判所

にしなければならない 

欠点 欠点 
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B. 商標が未登録で、模倣品が精巧でない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民事訴訟 その他の措置 

上記(A)の通り 
例：価格統制法 

利点 

欠点 

a) 回避には TDOが必要となる 

b) 迅速な執行措置 

a) 違反行為は反則

金支払いをさせ

ることができ、罰

則も軽い 

 

b) 知的財産権者に

は当該措置を管

理することがで

a) 違反行為は反則金支払いをさせ

ることができ、罰則も軽い 

 

b) 知的財産権者には当該措置を管

理することができない 

 

c) 侵害品の所有者がラベルの貼付

に関する要件を遵守することを

約束すれば、押収品は返還され

る可能性がある 
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C. 著作権侵害事件が海賊版の複製の問題を含む場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑事訴訟 民事訴訟 

著作権法第 36 条に基づく暫定的

救済–利点及び欠点は(A)に記載

されたとおり 

光ディスク法 著作権法第 41条に

基づくMDTCCによ

る措置– 

利点及び欠点は(A)

に記載されたとおり 

利点 

a) 早い 

b) 製造を停止させる 

c) 製造者に対して科される罰則にはライセンスの

停止／取消が含まれる 

欠点 

a) 知的財産権者は管理できない 

b) 製造業者に対してのみ利用可能で、小売業者／

卸売業者／販売者には利用できない 
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D. 模倣品の輸入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑事訴訟 民事訴訟 

一般的に商品の流入を防止でき

ない 

商品が市場で流通された後に、輸

入者／卸売業者／販売者に対し

て措置が取られる 

商標法に基づく国境措置 職権による税関の措置 

欠点 利点 

a) 商品の予想到着時間及び場所を

提供しなければならない 

 

b) 刑罰は科されない 

 

c) 知的財産権者が民事訴訟を提起

しなければならず、損害賠償を支

払うリスクも負う 

 

d) 押収の結果として生じる可能性

のある債務又は費用の弁済とし

て保証金を預託しなければなら

ない 

 

a) 早い 

b) 低コストである 

c) 適用可能な場合には、TDA／

著作権法に基づく刑罰が科さ

れる 

  欠点 

a) 体系的な措置ではなく、職員

の認識及び知的財産権者から

の情報に依存するその場限り

の措置になる 

b) 知的財産権者は措置を管理

できない 
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VI. 統計 

 

模倣品の撲滅 

 

 

著作権侵害活動の撲滅 

 

年度 捜査施設 総件数 
押収額 

(単位：マレーシア・リン

ギ) 

2004 25,508 4,390 59,216,528.00 

2005 38,069 3,812 100,370,598.00 

2006 38,166 3,792 120,001,103.00 

2007 70,863 2,720 54,907,108.49 

2008 150,310 1,942 20,680,942.20 

合計 322,916 16,656 355,176,280 

 

 

年度 総件数 
押収額 

（単位；マレーシア・リンギ） 

2004 3,914 78,166,687.27 

2005 2,606 12,212,808.55 

2006 2,018 42,686,237.69 

2007 1,936 56,169,682.09 

2008 1,528 23,463,304.88 

2009 N/A N/A 

2010 1328 13,783,735.83 

2011 1057 11,035,244.99 

2012（7月） 604 11,288,687 

合計 14,091 248,806,388.30 
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年度 光ディスクの押収数 

2010 2,495,325 

2011 1,682,281 

2012 824,688 

合計 5,002,294 

出典: MDTCC 

 

VII. 関係政府機関の連絡先一覧 

 

名称  : 国内取引・協同組合・消費者省 

(Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan 

Kepenggunaan) 

住所  : No 13, Persiaran Perdana, Presint 2, 62623 Putrajaya Malaysia. 

電話  : 03-88825500 

Fax  : 03-88825762 

ホットライン : 1800-886-800 

HP  :www.kpdnkk.gov.my 

 

執行部 

担当者名 : En. Mohd. Roslan bin Mahayudin  

電話 : 03-8882 6007 

メールアドレス: rosemah@kpdnkk.gov.my 

 

担当者名 : Pn. Ali NurAisyah Aleya Bt Abdullah Peter Legi  

電話 : 03-8882 6008 

メールアドレス : pabpgk@kpdnkk.gov.my 

 

名称 : マレーシア税関(Jabatan Diraja Kastam Malaysia) 

住所 : Kompleks Kementerian Kewangan No. 3, Persiaran Perdana,  

Presint 2 62596 Putrajaya 

http://www.kpdnkk.gov.my/
mailto:rosemah@kpdnkk.gov.my
mailto:pabpgk@kpdnkk.gov.my
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電話 : 03-8882 2100/03-8882 2300/ 03-8882 2500 2929 

HP : www.customs.gov.my 

 

名称 : マレーシア投資開発庁(MIDA) 

  (Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia) 

住所 : No. 5 Jalan Stesen Sentral 5,  

  Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. 

電話 : 603-2267 3633 

Fax : 603-2274 7970 

メールアドレス : investmalaysia@mida.gov.my 

HP : www.mida.gov.my 

 

名称 : 国際貿易産業省 

  (Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri) 

住所 : Block 10, Government Offices Complex, Jalan Duta, 50622 Kuala 

  Lumpur, Malaysia. 

電話 : 603- 6200 0000 

Fax : 603-6201 2337 

メールアドレス : webmiti@miti.gov.my 

HP : http://www.miti.gov.my 

 

名称 : 内務省 

  (Kementerian Dalam Negeri) 

住所 : Blok D1 & D2, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan 

  Persekutuan 62546 Putrajaya. 

電話 : 603 8886 8000/603 6668 3000 

Fax : 603 8889 1613/603 8889 1610 

メールアドレス : webmaster@moha.gov.my 

HP : www.moha.gov.my 

 

名称 : マレーシア知的財産公社(MyIPO) 

  (Perbadanan Harta Intelek Malaysia) 

住所 : Unit1-7, Ground Floor, Tower B, Menara UOA Bangsar, No.5  

http://www.customs.gov.my/
mailto:investmalaysia@mida.gov.my
http://www.mida.gov.my/
mailto:webmiti@miti.gov.my
http://www.miti.gov.my/
mailto:webmaster@moha.gov.my
http://www.moha.gov.my/
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 JalanBangsarUtama 1, 59000 Kuala Lumpur 

電話 : 603-2299 8400 

Fax : 603-2299 8989 

HP : www.myipo.gov.my 

 

VIII. マレーシアの裁判所 

 

マレーシアには州ごとに様々な高等裁判所、セッションズ裁判所及び治安判事裁判所

があることに留意しなければならない。各裁判所の住所はマレーシア裁判所公式ウェブ

サイト(Malaysian Court Official Website)に掲載されている。 

http://www.kehakiman.gov.my/?q=en/node/673 

 

名称 : クアラルンプール高等裁判所、セッションズ裁判所及び治安判事裁判

所（Kuala Lumpur High Court, Sessions Court and Magistrates） 

  Court 

住所 : Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta 

   50592 Kuala Lumpur 

電話 : 603-6209 4000 

Fax : 603-6209 4015 

 

名称 : マレーシア控訴裁判所（Court of Appeal of Malaysia） 

住所 : Court of Appeal of Malaysia 

    Istana Kehakiman, Precint 3, 65206 Putrajaya. 

電話 : 603-8880 3500 

 

名称 : マレーシア連邦裁判所（Federal Court of Malaysia） 

住所 : Federal Court of Malaysia 

  Istana Kehakiman, Precint 3, 65206 Putrajaya. 

電話 : 603-8880 3500 

 

http://www.myipo.gov.my/
http://www.kehakiman.gov.my/?q=en/node/673
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IX. 弁護士及び特許代理人 

氏名 : Malaysian Bar Council 

住所 : No. 13, 15 & 17, Leboh Pasar Besar, 

 50050 Kuala Lumpur, Malaysia 

電話 : 603-20313003  

メールアドレス : council@malaysianbar.org.my 

氏名 : Malaysian Intellectual Property Association (MIPA) 

住所 : W-10-17, Menara Melawangi, Pusat Perdagangan Amcorp, 18 Jalan  

 Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

電話 : 603-7960 3002 

メールアドレス : mipa@tm.net.my (or) info@mipa.org.my 

 

X. 民間調査会社の連絡先一覧 

 

*注: この一覧は情報提供のみを目的としたものであり、特定の調査会社を推薦する

ものではなく、調査料金や専門家に係る手数料に関する情報は感知していない。 

名称 : Jay Private Investigation 

住所 : No. 1-3, Jalan Solaris 2, Solaris Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur. 

電話 : 603-6209 9768 

Fax : 603-6209 9999 

HP : www.jprivateyes.com 

 

名称 : MVD International SdnBhd 

住所 : A-39-10, Level 39, Menara UOA Bangsar, JalanBangsarUtama, 

 59000, Kuala Lumpur. 

電話 : 603-2282-3535 

Fax : 603 2282 3636 

HP : http://mvdinternational.com/contact-us/contact-us 

 

名称 : Handal Asia Pacific SdnBhd 

住所 : No 111, JalanPuteri 5/7  Bandar PuteriPuchong,  

mailto:council@malaysianbar.org.my
mailto:mipa@tm.net.my
mailto:info@mipa.org.my
http://www.jprivateyes.com/
http://mvdinternational.com/contact-us/contact-us
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Puchong 47100 Malaysia 

電話 : 603 8065 1233 

Fax : 603 8062 8350 

メールアドレス : info@handalgroup.com 

HP : www.handalgroup.com 

 

名称 : AJ Miller Consulting Services SdnBhd 

住所 : P1-K01, Level P1, The Gardens, Midvalley City, Lingkaran Syed Putra 

 59200 Kuala Lumpur  

電話 : 603-2283 4769 

メールアドレス : amiller@pd.jaring.my 

HP : www.ajmillerconsulting.com 

 

mailto:info@handalgroup.com
http://www.handalgroup.com/
http://www.ajmillerconsulting.com/


 
 
Your Ref : Please advise  
Our Ref :  
 
(Date) 
 
 
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri 
Dan Hal Ehwal Pengguna 
Lot. 2G3, Presint 2       By Fax & Hand 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62623 Putrajaya.  
 
Attn: 
 
Dear Sir, 
 
ANTI-COUNTERFEITING OPERATION UNDER TRADE DESCRIPTIONS ACT 1972 ON 
(DATE) 
 
We refer to the above captioned matter.  
 
We represent __________ (hereinafter referred to as “our client”). 
 
Our Client is the Trademark owner of (Trade Mark) under Class __________ and has received 
numerous complaints from the public that the goods/products bearing our clients trademarks 
bought by the public from a trader (the target place) are imitation/counterfeit products and not 
genuine as claimed by the traders. After investigation by our investigator, we confirmed that the 
shop in question is indeed selling counterfeit products bearing our clients marks. 
 
In view of the serious problems, we would like to seek the assistance of the Special Squad 2 for 
imitation products from the Putrajaya Enforcement Division to conduct an anti-counterfeiting 
operation against that unscrupulous trader. We have surveyed the place and in view of the size of 
the target involved are huge; we believed that this special anti-counterfeiting operation is best 
conducted and co-coordinated by you and your trusted officers. 
 
We would be grateful if you can provide us with 3 enforcement teams (consist of 3 officers each) 
for the said raid. 
 
May we extend our thanks and appreciation in advance. 
 
Thank you. 
 
 
Yours faithfully,  
 
 
 
 
Intellectual Property Department 
TAY & PARTNERS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[特許庁委託] 

模倣対策マニュアル マレーシア編 

 

[著者] 

Tay & Partners 
                             Su Siew Ling, Partner, Advocate & Solicitor 

              April Wong Chooi Li, Advocate & Solicitor 

Joanne Lee, Advocate & Solicitor 
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日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階 

TEL:03-3582-5198 

FAX:03-3585-7289 

 

2013 年 3月発行 禁無断転載 

 

 
 

 本冊子は、日本貿易振興機構が 2013 年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、そ

の後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び

当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するもの

でないことを予めお断りします。 
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