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d) 農家又は農家グループ、
e) 育成者の役割を果たした地域コミュニティ又は先住民、及び
f)

育成者の役割を果たした政府又は法定機関。

しかしながら、出願人の通常の居住地若しくは主たる事務所がマレーシア国外である
場合又は出願人が農家グループである場合には、当該出願人は、マレーシアの居住者で
ある又はマレーシアに登録事務所を有する代理人を任命しなければならない。
2004 年 PNPVA に基づき登録を希望する外国人は、まず同法第 13 条(2)の定めるとこ
ろによりマレーシアにおける代理人を任命しなければならない。登録フォームを提出す
る際、当該外国人は、当該任命を証明し、かつ、任命されたマレーシアにおける代理人
に関する詳細を明らかにする書状を同封しなければならない。
TRIP 協定 27.3 条により、
この規定は加盟国が植物品種を特許あるいは有効な固有の制度で保護を与えることを
規定しているので、マレーシアは 2004 年新植物品種法による植物品種の保護を規定し
ている。
2004 年 PVPVA は、特有の植物新品種保護国際同盟（UPOV）のようなシステムを採
用していることに留意頂きたい。現在のところ、マレーシアは UPOV の加盟国ではな
いが、マレーシアは、UPOV への加盟に向けた手続きを UPOV 理事会と協力して開始
している。UPOV の刊行物 2011 年 12 月 8 日付けの No.437 では、マレーシアは UPOV
の加盟国となる手続きを UPOV の評議会と開始していることを明らかにした点に注目
すべきだと思われる。そのようなわけで、マレーシアが UPOV に似た制度を採用し、
マレーシアが UPOV の加盟国でないにも拘らずマレーシアにとって非居住者の植物品
種の権利を保護する規定があることは驚くに値しない。

樹木及びぶどうの木に関する育成者権の存続期間は最大 25 年間であり、出願日から
効力を生じる。新規性、区別性、均一性及び安定性のある登録植物品種に関しては、育
成者権の存続期間は 20 年間であり、新規性、区別性及び識別性のある登録植物品種に
関しては、15 年間と定められている。

II. 地理的表示
地理的表示とは、ある商品の確立した品質、社会的評価又はその他の特性がその地理
的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品がある国若しくは領域又は当該
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国若しくは領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示
である。マレーシアにおいては、地理的表示には 2000 年地理的表示法及び 2001 年 8
月 15 日に施行された 2001 年地理的表示規則が適用される。
2000 年地理的表示法第 2 条は、商品とは、天然物若しくは農産物又は手工業製品若
しくは工業製品であると定義する。

A.

地理的表示の保護
同法により、地理的表示は、登録の有無を問わず、保護される。また、かかる地理的

表示は、商品が由来する国、領域、地域又は地方を文字通り正しく示すが当該商品が他
の国、領域、地域又は地方に由来するものであると公衆に誤解をもたらす表示となるそ
の他の地理的表示からも保護される。
しかしながら、次に掲げる地理的表示は、地理的表示としての保護を受けることはで
きない。
a) 公序良俗又は原産地の領域に反する地理的表示、
b) 当該国で保護されていない又は保護を停止された地理的表示、及び
c) 当該国又原産地の領域において廃止された地理的表示

B.

訴訟の提起
いかなる利害関係人も、次に掲げる場合は、地理的表示に関する差止め及び損害賠償

を求める訴訟を裁判所に提起することができる。
a) 業として、商品の特定又は提示において、当該商品の地理的原産地について公衆
を誤認させるような方法で、当該商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地
とするものであることを表示し又は示唆する手段を使用する場合、
b) 業として、別表に定めるパリ条約第 10 条の 2 に規定する不正競争行為を構成す
る使用をする場合、
c) 業として、商品が由来する国、領域、地域又は地方を文字通り正しく示すが当該
商品が他の国、領域、地域又は地方に由来するものであると公衆に誤解をもたら
す表示となる地理的表示を使用する場合、又は
d) 業として、当該ぶどう酒又は蒸留酒の真正の原産地が表示されている場合又は地
理的表示が翻訳されて使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模
造品」等の表現を伴う場合にも、ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当

229

第6節

不正競争防止

該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留
酒に使用する場合。
裁判所は、地理的表示の違法な使用を防止するために差止命令を発し、損害賠償及び
その他の適切とみなす法的措置又は救済を与えることができる。
しかしながら、同法第 6 条は、地理的表示を含む又は地理的表示から構成される商標
を使用した者に対して、当該者又はその前権利者による使用がマレーシアにおいて一般
的に知られるようになった日から 5 年が経過するまでに、上記の措置がとられなかった
場合、地理的表示の違法な使用に対して訴訟を提起することはできないと定めている。

C.

地理的表示の登録出願
地理的表示を登録することによる主な利益は、発行された登録証がそこに記載された

事実の一応の証拠となり、有効性が推定されることにある。
次に掲げる者は、地理的表示の登録出願をする権利を有する。
a) 出願において特定された商品に関して出願で特定されている地理的領域の生産
者として活動している者、及びかかる者から構成されるグループを含む、
b) 管轄官庁、又は
c) 業界団体。
出願人がマレーシアに居住していない又はマレーシアで事業を行なっていない場合
には、代理人を任命しなければならない。
地理的表示の登録出願をするには、出願人の宣誓書の写し及び所定の手数料を添えて
様式 Gl1 を提出しなければならない。出願には次に掲げる事項が記載されなければなら
ない。
a) 出願をする自然人又は法人の氏名又は名称、住所及び国籍、並びに、出願人が登
録出願をする資格、
b) 登録を受けようとする地理的表示、
c) 地理的表示が適用される地理的領域、
d) 地理的表示が適用される商品、
e) 地理的表示が使用されている商品品質、社会的評価又はその他の特性、及び
f) 所定のその他の詳細。
登録官は、登録出願の審査後、当該出願が同法に定める要件を遵守しており、かつ、
登録を受けようとする地理的表示が公序良俗に反しないことに納得した場合、当該出願
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を所定の方法により公告しなければならない。登録官は、出願人にその旨を通知し、か
つ、様式 GI3 を提出して所定の手数料を支払うよう求める。出願人は、登録官の要請を
受けた日から 1 ヵ月以内に当該手数料を支払わない場合には、当該出願を取り下げたも
のとみなされる。
異議が申し立てられていない場合又は登録官の決定に対して高等裁判所に上訴が提
起されていない場合、登録官は地理的表示を登録し、出願人に登録証を発行するものと
する。登録された地理的表示は出願日から 10 年間保護を受けることができ、10 年毎に
更新できる。
登録官は、地理的表示の登録の更新のために追加的な詳細を提供するよう要請するこ
とができ、出願人が要請された詳細を提供できなかった場合には、当該登録の更新を拒
絶することができる。登録官は、登録の更新を拒絶する場合には、その決定を出願人に
書面により通知しなければならない。
出願人が所定の期間内に更新の申請をしなかった場合、登録官は当該地理的表示を登
録簿から削除することができる。
出願人が登録の満了日から 12 ヵ月以内に回復を申請した場合で、登録官が登録簿か
ら削除された年の直前の年に当該地理的表示の悪意による使用がなかったこと又は地
理的表示の過去の使用により当該地理的表示の使用が誤認若しくは混同を生じる可能
性がないことを納得した場合には、登録官は削除された地理的表示を回復することがで
きる。
登録された地理的表示の場合、登録簿に特定された地理的領域で活動を行なっている
生産者のみ、登録された地理的表示を業として使用する権利を有するものとする。かか
る使用する権利は、登録簿で特定された品質、社会的評価又は特性にしたがって登録簿
で特定された商品に関して、認められる。

D.

登録の取消し及び修正
-登録官は、利害関係人の請求及び所定の手数料の支払をもって、次に掲げる行為を

行なうことができる。
a) 当該地理的表示が保護を受ける資格がないことを理由に、当該地理的表示の登録
を取り消すこと、又は
b) 登録する際に特定された地理的領域が当該地理的表示の使用されている商品の
地理的表示に対応していないこと、又は当該商品の品質、社会的評価若しくはそ
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の他の特性が欠けている若しくは不十分であることを理由に、地理的表示の登録
を修正すること。

登録官の決定により自己の権利を侵害された者は、裁判所に上訴することができる。
様式
GI 1
GI 2
GI 3
GI 4
GI 5
GI 6
GI 7
GI 8
GI 9
GI 10
GI 11
GI 12
GI 13
GI 14

関連事項又は手続き
手数料(RM)
250.00
地理的表示の登録出願
30.00
送達用住所の記載、変更又は差換えの承認及び請求の様式
450.00
登録の公告
450.00
異議申立通知
300.00
異議申立通知への答弁
登録証
450.00
地理的表示の登録の取消又は修正の請求
100.00
登録簿の修正又は登録簿の地理的表示の取消に関する訴訟
手続に当事者として登録官に参加してもらうための申請
300.00
地理的表示の登録の取消又は修正の請求による応答
100.00
出願における誤記の訂正又はその他の登録出願の補正許可
の請求
100.00
登録証以外の登録官の証明書の請求
100.00
登録された地理的表示の登録所有者による登録簿の記載事
項の変更の申請
50.00
期間の延長の申請
100.00
1 ヵ月当たり
480.00
登録官への審理出席の通知
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地理的表示の出願手続のフローチャート
(2000 年地理的表示法)

出願
(出願日及び出願番号の発行)
[様式 GI1-手数料 250RM]

不遵守
方式審査
(法的要件の遵守)

補正
受理

遵守

不受理
受理

公告
(異議申立期間は 2 カ月)
[様式 GI3 及び手数料

出願の拒絶

第三者による異議申

異議なし

登録
証明書発行

異議申立て

異議申立て
の却下

異議申立ての受理
(出願の取下げ)

(知的財産)高等裁判所へ
の上訴
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GI 1

CENTRAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS OFFICE MALAYSIA
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY
GEOGRAPHICAL INDICATION ACT 2000
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGULATIONS 2001

For Official Use:
APPLICATION FOR REGISTRATION
OF A GEOGRAPHICAL INDICATION
(Subregulation 6(1))

Date of Receipt by
Central Geographical Indications Office:
APPLICATION NO.:
(Office’s Stamp)

TO: The Registrar of Geographical Indications
Central Geographical Indications Office
Kuala Lumpur, Malaysia

Fees received on:
Amount

:

Applicant’s or Agent’s File Reference

THE APPLICANT REQUEST FOR THE REGISTRATION OF A GEOGRAPHICAL
INDICATION IN RESPECT OF THE FOLLOWING PARTICULARS:
I.

Full name and address of applicant : …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(If the applicant resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided)

Nationality

:

Country of Residence or
principal place of business:
Capacity in which applicant
is applying for registration:
Tel No:

Telegraphic Address:

Telex No:

Fax No:

II.

Full name and address of agent (if any) : …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(If this is the address for service and is not already on record, Form GI 1 must be filed with this
Form)

Agent’s Registration (if known) : ……………………………………………………………………….
Agent’s own reference

Tel No:

III.

: ……………………………………………………………………….

Telegraphic Address:

Telex No:

Fax No:

GEOGRAPHICAL INDICATION :
The geographical indication for which registration is sought is the following :

IV.

GEOGRAPHICAL AREA
The following is the demarcation of the territory of the country, or region, or locality in that
territory , to which the geographical indication applies, and from which the goods for which the
geographical indication is used originate:
Additional information, possibly in graphic forms, maps,etc:
Accompanies this Form

Is contained in the supplement box

V.

GOODS:
The goods for which the geographical indication is used are the following:

VI.

QUALITY, REPUTATION, OR OTHER CHARACTERISTIC
The quality, reputation or other characteristics of the goods for which the geographical
indication is used, and any conditions under which the indication may be used, are the
follwing:

Additional information is contained in the supplementary box

Additional information accompanies this Form

VII.

FEES

accompany this Form

VIII.

SUPPLEMENTARY BOX
(Use this box if any of the boxes is not large enough to contain information to be
furnished. Indicate the boxes continued in this box by their Roman numerals and title)

VIII.

SUPPLEMENTARY BOX (Continued)
(Use this box if any of the boxes is not large enough to contain information to be
furnished. Indicate the boxes continued in this box by their Roman numerals and title)

IX.

DECLARATION:

Signature

:……………………………………………………………………………………….

Name of signatory (in block letters) :
Date

:

………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(If the applicant is a partnership, the full names of all partners must be stated)
Note

:

1.

A copy of the Statutory Declaration by the applicant must be attached.

2.

An agent signing this Form on behalf of the applicant must be satisfy himself as
to the truth of the declaration.

GI 2

CENTRAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS OFFICE MALAYSIA
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY
GEOGRAPHICAL INDICATION ACT 2000
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGULATIONS 2001

For Official Use:
FORM OF AUTHORISATION AND
REQUEST TO ENTER, ALTER OR
SUBSTITUTE AN ADDRESS
FOR SERVICE
(Subregulations 12(1), (2), (3),(6) and 14(2))

Date of Receipt by
Central Geographical Indications Office:
APPLICATION NO.:
(Office’s Stamp)

TO: The Registrar of Geographical Indications
Central Geographical Indications Office
Kuala Lumpur, Malaysia

Fees received on:
Amount

:

Applicant’s or Agent’s File Reference

1.

Geographical Indication No:

2.

Class :

3.

Full name and address of proprietor : …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Tel No:

Telegraphic Address:

Telex No:

Fax No:

4.

Full name and address of agent (if any) : …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(If this is the address for service and is not already on record, Form GI 1 must be filed with this
Form)

Agent’s Registration (if known) : ……………………………………………………………………….
Agent’s own reference

Tel No:

5.

: ……………………………………………………………………….

Telegraphic Address:

Telex No:

Fax No:

I request that all communications concerning the above geographical indication be sent to
the address indicated, which is the address for service.
Note :

Enter (3) or (4) as appropriate in the box.
An address for service must be in Malaysia.
The full postal addresses of the parties must
be given

Signature

:

…………………………………………………………………….

Name of the signatory ( in block letters) : ………………………………………………
Date

:

………………………………………………………………….

CENTRAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS OFFICE MALAYSIA
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY

GI 3

GEOGRAPHICAL INDICATION ACT 2000
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGULATIONS 2001
ADVERTISEMENT FOR REGISTRATION (Section
13 Subregulations 16(1) and Regulation 31 )

Date

:

Your Reference No:
To: ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Application No: ………………………………………………………………………………….
Class :

…………………………………………………………………………………………

INSTRUCTION FOR ADVERTISING GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE GAZETTE
1.

Please send in four (4) copies of black / white artworks and a copy of coloured artwork (if relevant)
as in the attached Form GI 1.

2.

Artwork must be on bromide paper, clear and measuring not more than 7 cm x 7 cm and not less
than 2 cm x 2 cm.

3.

Artwork received are not returnable.

4.

Please make sure that all details on the next page are correct and notify the Registrar if there is
any error and/or objection.

5.

Any alteration to the details on the next page must be filed on Form GI 10.

6.

Please return this Form together with the prescribed fee.

7.

Your geographical Indication application will be abandoned if there is no reply within two (2)
months from the above date.

8.

Certificate of registration will be issued subject to opposition or any other matters related thereto.

Representation of
Geographical Indication

:

Application No.

:

Date of Filing

:

Class

:

Applicant’s Name/
Nationality/
Address

:

Agents’s name /
Address for service
:
(If the agent is newly appointed,
please file
Form GI 2)
Goods

:

The demarcation of the geographical area to which the geographical indication applies:
The quality, reputation or other characteristics of the goods for which the geographical
indication is used , and any conditions under which the indication may be used;

Signature and designatio n :
……………………………………………….
………………………………………………..
Date: ………………………………………..

[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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