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第 6 節 知的財産権侵害に対する行政措置の適用 

 

本節では知的財産権侵害に対する行政措置に関して、MDTCC（国内取引・協同組合・

消費者省）の執行部、マレーシア税関、内政省の役割について取り上げる。 

 

I. MDTCC 執行部 

 

執行部は、国内における違法行為の取締りの一端を担う。同執行部の取締りの対象と

なっている主な分野には次のものが含まれる。 

a) 知的財産権の保護 

b) 補助金を受けている製品の実施の撲滅 

c) 消費者の権利の保護 

d) 商品の供給と価格の監視 

近年、MDTCC は「Basket of Brands （BOB）」制度を設け、著作権侵害及び模倣

品販売から企業を保護してきた。本計画の目的は、「本物のブランド品を１つの籠に入

れる」ことにより市場からの模倣品の排除を支援し、これにより侵害される可能性があ

るブランド品の特定を促し、商標権者の申立てを受けた後の迅速な行動が可能にするこ

とである。BOB 制度に基づくエンフォースメント措置は、執行部が能動的措置及び職

権上の措置を実行し、BOB 制度の登録ブランドが付された模倣品を押収するため、本

来は行政措置の一環ではあるが、後々刑事訴追につながっていくものである。 

知的財産権の保護における MDTCCの役割については、第 7節で説明する。 

MDTCCは、国境措置に関し、マレーシア税関と連携して活動し、税関が押収した商

品は、MDTCCに引き渡され調査及び起訴へと進む。 

 

II. マレーシア税関 

 

A. 1976 年商標法に基づく国境措置 

マレーシアにおいて知的財産権エンフォースメントに関する管轄官庁は MDTCC で

あるが、マレーシア税関もまた、1976 年商標法第 70Ｃ条から第 70Ｏ条に規定されて

いる職権に基づき知的財産権に関する取締りを行う。国境措置に関する限り、マレーシ
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ア税関は（侵害又は模倣の疑いのある）商品を差押える権限を有する。ただし、商標登

録官に対し申立てが出されており、税関職員が職権に基づき当該商品が模倣品又は侵害

品であると疑った上での行為である必要がある。 

商標権者は、税関当局に対し、模倣の疑いのある商品が港に到着した時点でそれを差

し押さえるよう求めることができる。1976 年商標法第 XIVA 部は、商標登録商品、特

にその模倣品の国境措置を定めている。この措置は、国境において税関当局の支援を得

て行っており、国内に商標登録商品の模倣品が流通する前にそうした模倣品の輸入を未

然に防ごうとする措置である。加えて、税関職員は、1976 年商標法及び 1987 年著作

権法に基づき、商標登録商品の模倣品及び著作物の海賊版が国内に入った時点でそれら

を押収する権限を有する。 

登録官への申立てには様式 TM30、所定の手数料、宣誓供述書、及び申立書の写し 5

部を提出しなければならない。一件の商標毎に申立てを行う必要がある。商標権者は次

の事項及び情報を提供しなければならない。 

a）申立人の詳細（氏名、住所、国籍、永住居住地又は主たる事業所、及び電話番

号） 

b）商標番号 

c）商標が登録された類（区分） 

d）標章の表示 

e）商品の仕様 

f）不正商標品の輸入者の詳細 

i）当該輸入者の氏名又は名称及び住所 

ii）船舶又は航空機若しくは車両の名称及び登録番号 

iii）不正商標品の輸入予想先 

iv）到着が予想される日時 

v）原産国 

g）標章における申立人の利害（ある場合） 

提出する宣誓供述書には次の項目を記入しなければならない。 

a）申立人が商標権者又は当該申立書を提出する権限を有する代理人であること 

b）商標の登録番号 

c）標章の表示 

d）標章における申立人の利害（ある場合） 
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権限を有する職員が商品を識別できるように、当該商品に関するその他の文書及び情

報もまた提出しなければならない。 

国境措置は、当該商標がマレーシア国内で既に登録されている場合にのみ行われ、審

査係属中の商標の模倣品に対しては行われない。通過商品は規定に包含されないことに

注意が必要である。 

Phillip Morris Products SA対 Ong Kien Hoe &Ors[2010] 2 CLJ 10）事件では、原告は

たばこ製品の製造・販売業者であり、世界各国で「MARLBORO」の登録商標を用いて

おり、マレーシアでは「MARLBORO」の商標登録を受けていた。2002 年 9 月 10 日、

自由貿易地区において、標章がない梱包された箱 1350個が入ったコンテナ 2個が押収

され、中から登録商標である「MARLBORO」の標章を付した模倣たばこが発見された。

被告は、自由貿易地区はマレーシア国外でありマレーシアの法律は適用されないと主張

した。高等裁判所は、自由貿易地区は「すべてにわたり制約のない」場所ではない、つ

まり法がないわけではないか、あるいは法がない状況であるかであると判示した。さら

に執行機関はこうした地区においても管轄を引き続き有しており、その権限は 1990年

自由地区法第 18 条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、第 26 条並びに 1967 年関税法第

XI部及び第 XII条の各規定からも明白であると述べた。被告は、自由貿易地区において

「MARLBORO」の模倣品を詰め替える侵害行為を行ったため、商標侵害及び／又は詐

称通用に対し責任を負うと判断された。 

一般的に、「通過商品」は厳密にはマレーシアに輸入された商品と見なすことはでき

ないが、上記の事件については、ブランドの商標権者は侵害者に対しその侵害行為、つ

まり自由貿易地区における登録商品の詰め替えについて訴える権利を有するとされる。 
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 1976年商標法による国境措置 

申立人は商標登録商品の不正商標品の輸入規制を、様式 TM30 に所定の手数料を添えて

商標登録官に申し立てる。 

 

商標登録官は申立てを判断し、申立てが許可されたかどうかを申立人に通知する。許可

が下りた場合、模倣品のマレーシアへの輸入は 60日間禁止される。 

 

申立人は、登録官に対し、登録官が次のいずれかの目的を達成するのに十分と判断する

担保を供託しなければならない。 

（i） 当該商品の押収の結果生じうる負担又は費用の登録官への弁済  

（ii） 当該商品の濫用防止及び輸入者保護 

（iii） 裁判所から命じられる可能性のある補償の支払い 

このような国境措置は当事者により行使されたことがないため、担保として要求された

金額について実例を挙げることはできない。 

 

登録官はすぐに権限を有する職員に通知しなければならない。 

 

権限を有する職員は、通過商品でなく、通知で特定されている商品の輸入を阻止するた

め必要な措置を取る。当該職員は、当該特定商品の押収及び留置を行う。 

 

商品押収後、権限を有する職員は、当該登録官、輸入者及び当該申立人に対し、押収商

品及びその所在の詳細を書面で通知する。 

 

当該申立人又は輸入者は、書面で必要な同意確認書提出すれば、押収商品の検査を登録

官から許可される。商標法では検査時間は規定されておらず、登録官が決定する。 

 

申立人が必要な約束を提出すると、登録官は、自己の保管する押収商品の見本を申立人

が検査のために持ち出すことを許可する。 

 

侵害訴訟が提起されない場合、登録官は

押収商品を輸入者に返還する。そのよう

な押収によって権利を侵害された者は、

裁判所に賠償金支払命令を申し立てる

ことができる。 

 

侵害訴訟が提起された場合、裁判所は政

府に押収商品の没収を命じ、押収商品は

裁判所の指示した方法で処分されるこ

とになる。 
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 1987年著作権法による国境措置 

 

1987年著作権法第 39条は、管理官が著作権侵害作品を禁制品として処理するように、

著作権者は管理官に所定の用紙で申し立てる必要があると定めている。所定の用紙には

著作権者の氏名を記入し、関連文書や情報を添付し裏付けする。 

 

MDTCCは申立人の申立てが許可されたか否かを申立人に通知する。許可された場合、

複製版が著作権侵害品として取り扱われる期間を指定しなければならない。 

 

申立てが許可された場合、著作権侵害品の輸入を禁止する通知が発行され、税関職員、

管理官補、又は警部補以上の警官が禁制品の捜索及び押収を行う。発生した責任及び費

用負担用の担保の支払いが必要となる。著作権侵害品のマレーシアへの輸入は、私的使

用でもなく家庭内での使用向けでもないと判断されていた場合に、指定期間中禁止され

る。 

 

押収職員は、著作権侵害品の所有者が知れている場合は、押収した著作権侵害品及びそ

の理由について当該所有者に書面で通知する。当該所有者又はその代理人が押収の場に立

会う場合はかかる通知は必要ない。 

 

著作権侵害品は、税関に関連する法に基づき禁制品同様に没収される。 

 

 効果 

国境措置の申立てでは、模倣品が輸入されると予想される地名、車種及び車両の登録

番号、船荷の詳細、並びに輸入者の氏名及び住所などの詳細を提供しなければならない

ため、申立人には負担が大きい。また、申立人がそうした詳細を把握していないことが

ある。 

加えて、申立人は商標権侵害の場合は登録官、著作権侵害の場合は管理官が、その自

由裁量で定めた担保を供託しなければならない。なお、登録官による支出額が申立人の

供託担保金額を上回った場合、超過額は政府に対する債務と見なされる。さらに、申立

人にとって、民事訴訟を提起しなければならないという要件は負担が大きい。国境措置

の利用には制約があり、利用しやすいものではない。 
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マレーシアへの模倣品輸入を取り締るより効果的な方法は、知的財産権者の事務弁護

士がMDTCCの執行部に申立てを行うことであるという考えがある。この申立てにより

執行部は、模倣品輸入時にその押収を支援する税関職員と協力して模倣品を取り締まる。 

さらに、知的財産権を効果的に行使するために、企業が個別に研修を行うことで、税

関局に情報を伝え当局を支援することが可能になる。そうした研修は税関当局に歓迎さ

れている。税関局が特定のブランド品や製品の模倣品に注意を払い、知的財産権者が模

倣品の疑いがある商品を確認できるよう、その商品の出荷を差押えやすくなることから

も、研修の有効性が認められている。 

MDTCCと税関局は、模倣品の特徴や真正品の判断の担保となる特徴に関する一般教

育を受けているとはいえ、模倣品を留置又は押収する際は当該知的財産権者又はその他

代理人による特定にのみ依拠する。 

判断ミスを避けるため、MDTCC及び税関は正真正銘の模倣品又は明らかな海賊版の

場合にのみ措置をとる。 

 

 職権上の措置 

マレーシア税関は、1976年商標法、1987年著作権法及び 1872年取引表示法に係る

国境措置に関与している。マレーシア税関は、執行部と連携して侵害品の海外への輸出

を阻止し、国際的著作権侵害寄与者というマレーシアの汚名を取り除くべく努力してい

る。同税関は、また、商標登録商品の模倣品又は著作権物の海賊版がマレーシア国内へ

輸入される時点で当該輸入を阻止する権限を有している。かかる権限は、1976 年商標

法、1987年著作権法、及び 1972年取引表示法に基づくものである。 

マレーシア税関は、MDTCC の商標登録官に対して申立てがなされ、かつ、1967 年

関税法第 69 条に基づき、税関職員が職権に基づき当該商品が模倣品又は侵害品である

と疑った上で自発的に行動した場合、（侵害又は模倣の疑いのある）商品を差し押える

権限を有する。さらに同税関は、模倣品と疑われる商品を発見した場合、知的財産権者

又は MDTCC に連絡を取る。押収した商品は MDTCC に引き渡され、取締り及び起訴

へと進む。 

1976 年商標法は明示的に国境措置に関する規定を置いているに対して、１９８７年

著作権法は侵害コピーの輸入を規制する規定を置いていることに留意する必要がある。

商標法 70L 条によると商標の所有者は税関で差し止めに続き商標侵害の民事訴訟を提

起する必要がある。そして裁判所は差止めた商品を没収あるは処分するよう命令を下す。 
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著作権侵害品は、著作権法３９条８項の規定で、侵害コピーは税関に関する法律の下

で（輸入）禁止される商品であるならば没収される責任を負うとされている。著作権者

が裁判所で侵害訴訟を提起する要求する規定は置かれていない。 

これまでのところ、商標法の下で国境措置の規定が発動されたことはないということ

に留意しておくことは重要である。実際のところ、模倣品とおぼしき商品が税関に到着

した場合には、商標権者か著作権者の協力を得てエンフォースメントを行うことの決定

をするMDTCCに通常は通知を行う。一旦、MDTCCがエンフォースメントを行うこと

になれば、その商品は税関から MDTCCに引渡され、MDTCCはそれから模倣品の場合

は取引表示法に従って、著作権侵害品の場合は著作権法に従って捜査及び刑事責任の追

及をおこなることとなる。当該商品が処分されることとなるかどうかは、MDTCCの捜

査及び違反者に対する責任追及が功を奏したことに続く裁判所の命令によることとな

る。 

 

本税関でのいわゆる模倣品の特定作業については、期限、ガイドライン及び手続はな

く、この特定作業の方法は完全に職員の裁量に依る。 

税関が一応の証拠に基づけば模倣品である商品の留置又は還付の延期を職権により

自発的に行うことのできるその他の権限は、当該権限に基づきいかなる行為が行なわれ

る前に知的財産権者から次に掲げる情報が提供されなければならないために、相応の問

題を生じる。 

a）積荷追跡情報番号 

b）模倣品と疑われる製品の船荷証券のコピー（入手可能な場合） 

c）通常の輸送スケジュール及び入港地 

d）コンテナ毎の積荷平均重量 

通常、知的財産権者は上記の情報を把握しておらず、税関に提供できない。 

税関には登録システムがないため、知的財産権者は通常、模倣品や模造品を特定する

ための研修を税関局に対して行っていることに注意が必要である。 

税関局は次の国際機関と連携している。 

a) 税関監視取締ネットワーク（CEN）：税関による国際犯罪組織の摘発を支援する国

際的執行機関 

b) アジア・大洋州地域情報連絡事務所（RILO）：税関取締局の作業効率・効果向上

を目的とした国際的情報ネットワーク 



 

第 6節 知的財産権侵害に対する行政措置の適用 

 

91 

 

c) 税関取締連絡事務所（CELO）：RILOに類似した機関であるが、ASEAN加盟国の

みで構成された機関 

 

III. 内政省 

 

内政省の管轄である関連取締実施機関は警察と C課（Division C）の 2つあり、C課

は印刷機、出版及び検閲を所掌している。 

商業犯罪課の下、警察は次の法を執行する管轄権を有する。 

a) 1943年価格統制法 

b) 2000年光ディスク法 

c) 1987年著作権法 

d) 1967年関税法 

 

IV. 警察の権限 

 

A. 1943 年価格統制法 

警部補以上の警官は、同法で定められた執行部が行う取締り及び刑事訴追のいずれに 

ついても同等の権限を行使できる。 

 

B. 2000 年光ディスク法 

警部以上の警官は、同法を執行する権限を有しており、これは MDTCC の執行部に

認められている権限に類似している。 

 

C. 1987 年著作権法 

警部以上の警官は、登録官補と同等の執行権限及び刑事訴追権を行使できる。 

 

D. 1967 年税関法 

1967 年税関法第８条の定めるところにより、警部以上の警官はすべて、同法に基づ

き税関の上級職員に認められたすべての権限を有し、行使することができる。警部以下
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の警官はすべて、同法により税関職員に認められたすべての権限を有し、行使すること

ができる。



TM 30 

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA 
 

TRADE MARKS REGISTRY  
 

TRADE MARKS ACT 1976 
 

TRADE MARKS   REGULATION   1997 
 

APPLICATION TO RESTRICT IMPORTATION OF COUNTERFEIT  
TRADE MARKS GOODS 

 
(Regulation 83A) 

 
 
 
 
FOR OFFICIAL USE 
 
Application Date: …………………………………….   
 
Fee: …………………………………..    
 
* Cheque/ Postal Order/ money Order / Cash / Draft No: ……………………………..   
 
 
Registrar’s Remark: …………………………. 
 
Notice remain in force from ………………….. until ……………………….  
(Not more than 60 days) 
 
Security Deposit: ……………………………………..  
(As required under Section 70E of the Trade Marks Act 1976) 
 
Place of storage of seized goods: ………………………………….   
(As required under Section 70F of the Trade Marks Act 1976) 
 
 
I.          Applicant: 

 (Proprietor of a registered mark or agent having the power) 
 
 
            Name:       
 

Address:        
 
 
 
Nationality:        
 
Telephone:       

 
2.           Trade Mark No:       
 
 
3.           Class:       
 
 
4. Representation of mark:       
 
 
5. Specification of goods:       
 



 
6. Particulars of importers of counterfeit trade mark goods: 
 
(i) Name and address of the importer:   
 
                    
 
(ii ) Name  and  registration number   of the ship, aircraft, vehicle, etc :       
 
                    
 
(iii) Name of the place of the counterfeit trade mark goods expected to be imported: 
 
 
                   
 
(iv) Expected date and time of arrival:        
 
(v) Company of origin:        
 
 
7. Interest of the application in the mark, if any:  
 
                        
                   
 
 
 
 
Signature: …………………………………………………………………….  
 
Name of signatory (in block letters):       
 
Date :         
 
 
 
                
                        
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[特許庁委託] 

模倣対策マニュアル マレーシア編 
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Joanne Lee, Advocate & Solicitor 
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〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階 
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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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