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2008 年 3 月 

 
 



はじめに 
 
 我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企

業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後

地域社会において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的財産権が国

内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。 
 
 開発途上国における知的財産権制度は WTO･TRIPS 協定の成立、APEC の進展などを受

けて近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が

存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に

投資先としての知的財産権保護とそれにより生じる収益の回収が十分になされていない状

況がみられます。 
 
 特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心にして、我が国企業の製品に対

する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企

業のイメージに悪影響を及ぼしています。 
 
 このような状況下、ジェトロでは、平成 9 年度より特許庁から委託を受け、「海外知的財

産侵害対策強化事業」として、海外における我が国企業の知的財産保護に関する各種事業

を実施しております。 
 
 ここに本事業において収集した情報を基に、「模倣対策マニュアル インドネシア編」を

作成しましたのでお届けします。本書が皆様のお役に立てば幸いです。 
 
2008 年 3 月 

日本貿易振興機構 
在外企業支援・知的財産部  

                                                                      知的財産課 
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１． 概況 

 インドネシア経済は 1997 年、98 年の政治経済の混乱期を経て、2000 年以降経済はプラス成

長が定着し、2004 年からの３年間は年率５％台の成長を記録している。原油・石油製品で純輸入

国となったインドネシアは、原油価格高騰という不安要因があるものの今後とも概ね好調な投資、

消費に支えられて順調に推移するものと見られる。政治面では2004年７月に国民直接の初の大統

領選挙で、ユドヨノが大統領に選出され清廉なイメージのある政権運営を行っており、国民からの

高い人気を維持している。 

インドネシアは人口２億２，０００万人を超え、経済面では失業率の恒常的な高さが大きな課題と

され、雇用拡大のために外資誘致を図るためユドヨノ政権は「投資・貿易促進と雇用機会の拡大」

を最重要課題としている。インドネシアへの外資の進出に当っては法律上内資外資無差別の取扱

が明定されていないこと、電力、運輸などのインフラ整備の遅れ、投資案件認可手続きの不透明性

などの問題が外国企業から指摘されていた。2006 年にインドネシア政府は外資受け入れのための

環境改善の政策パッケージを発表し、2007 年には内外企業の無差別などを謳う新投資法が議会

で承認された。 

日本とインドネシアの経済関係は貿易面ではインドネシアにとって日本は最大の取引相手国と

なっているが、天然ガス、鉱物原料の輸入により日本側の恒常的な入超となっている。年間の直接

投資では 2000 年までは最大の投資国であったが、上記種々の課題や輸送機器部門の投資一巡

などでその地位は 2006 年で第５位と徐々に後退してきた。日本企業にとっての投資環境改善、天

然ガス資源、将来的には大きな市場性を有するインドネシアとの経済関係強化に向けて 2007 年８

月、安倍首相（当時）とユドヨノ大統領は、ジャカルタで日・インドネシア経済連携協定（JIEPA）に署

名し、2008 年には発効する予定である。JIEPA で投資環境の改善の一環として、知的財産に関し

ては「両国は、知的財産の適切かつ効果的な保護を確保し、知的財産保護制度の効率的かつ透

明性のある運用を促進し、侵害、不正使用及び違法な複製に対する知的財産権の行使のための

措置をとる。この協定は、両国に対して本分野における両国間の協力の基盤を提供する」（外務省

の共同プレス発表日本語訳、2007 年 11 月 28 日）としている。 

 

 2006 年インドネシア政府は、知的財産侵害の問題に取り組むための特別委員会を設置した。こ

の特別委員会は、知的財産侵害に対処するための政策の策定、法制度の整備、行政機関が取る

べき戦略の策定、普及啓蒙活動、国際協力の強化を目的としている。現在、知的財産制度をより

実効性のあるものとするために、法律改正案の検討や施行規則の整備が進められている。 

これと並行して知的財産総局内では、現行法規の不十分な点を運用で補おうという努力が各部

局で払われている。法規の改正や正式な公示もなく、ある時期からゆるゆると運用が変わるという

やり方には戸惑わされるが、制度をより実効あるものにするための努力は歓迎すべきであろう。 

しかしながら、政府当局自身を含め、知的財産保護に対するインセンティブは決して十分に高

いとは言えない。おそらく明治維新後日本が特許制度を導入したときも、様々な混乱を経て現在の

ような制度が整ってきたはずであるが、今のインドネシアの状況は当時の日本社会以上の戸惑い
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の中にあるのではないだろうか。と言うのは、明治の指導者達は当時の日本が欧米諸国に対して

技術面、経済面で遅れをとっていることをよく自覚し、その遅れを取り戻すために発明や意匠の保

護が不可欠という認識のもとに能動的に特許制度を導入したのに対して、現在のインドネシアは

WTO をはじめとする国際交渉のパッケージの一部として、どちらかというと受動的に知的財産問題

を扱っているように見えるからである。 

 インドネシアにおける知的財産権の行使は、刑事的対抗手段による場合がほとんどである。民事

的対抗手段は 2000 年以降の法律改正で可能となったが、実際に民事訴訟によって解決を図った

例は数が少ない。インドネシアにおける権利行使とは、警察権力に訴えて侵害行為を停止させ、

侵害品を廃棄させることを大方意味するのである。 

権利行使に当たっては、商標権等の登録証を提示することが前提になるので、模倣に対抗する

ためには、できるだけ早い時期に権利の登録をしておくことが肝要である。商標やトレードドレスの

剽窃的行為が横行する中、インドネシアには不正競争防止法に相当する法律がないため、商標権、

意匠権等を事前に取得しておくことは、極めて重要である。 

また、インドネシアでは、現地代理店等が本来の商標所有者に断りなく商標登録することが頻繁

に発生している。このような問題を未然に防ぐためにも、本来権利を受けるべき者が早期に権利取

得をする必要がある。 

 

インドネシアが加盟している国際条約 

パリ条約、ヘーグ協定（1950 年 12 月 24 日）、 WIPO 条約（1979 年 12 月 18 日） 

特許国際条約、商標法条約、ベルヌ条約（1997 年 9 月 5 日） 

WIPO 著作権条約（2002 年 3 月 6 日）、WIPO 実演レコード条約（2005 年 2 月 15 日） 
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＜インドネシア人にとっての約束＞ 

誰かと約束をしたとする。何月何日の何時に

どこそこで落ち合おうと決めるときに、あなたは

何%の確率でその時間にその場に現れようとす

るであろうか。あるいは、相手が何%の確率で

時間通りに来ると期待するであろうか。 

私の周りにいるインドネシア人を対象に行っ

た調査では、大体 30%程度との回答を得てい

る。つまり、10 人集まるとしたら、最初から 3 人

ぐらいしか時間通りに来ないと考えるし、自分

もその程度の真剣さでしか約束を守ろうとしな

いということである。30％という数字は実際にイ

ンドネシアで生活する者の実感として、この国

の実情をよく反映していると思う。 

 30％の確率でしか約束事が守られないので

あれば、当然のことながら社会生活にいろいろ

な問題が発生する。その結果が効率の悪さ、

品質の悪さ、管理コストの上昇、サービスの低

下等々、様々な問題を引き起こしているわけで

ある。インドネシアが発展途上国と呼ばれる所

以である。 

そもそも約束を守らないことによってどのよう

な結果がもたらされるか、たとえば相手にどん

な迷惑がかかるとか、自分の信用に傷が付くと

いうような帰結にまで考えを及ぼすことは、平

均的インドネシア人の間では一般的ではな

い。それは教育や訓練を受けていないという理

由だけでなく、あまり先のことまで考えなくても

生命が危険にさらされることがない恵まれた自

然環境で培われた彼らの哲学のようにも見え

る。常に温暖で衣食住に豊かな恵みをもたら

す母なる自然への信頼は、唯一絶対の神に帰

依するというイスラム教の教えとブレンドして、

約束を果せるかどうかも含めてすべての出来

事は、自然の節理次第という考え方の土台と

なっているようだ。 

約束が守れるかどうかは、当人の決意や努

力よりも、万物を支配する創造主のおぼしめし

に依存するという考え方は、インドネシアでは

広く一般に受け入れられている。約束が実行

できなくても、それは交通渋滞のせいであった

り、前のアポが長引いたせいであったり、子供

の病気のせいであったり、要は創造主のみ心

であって、いたし方のないことなのである。創

造主のみ心である以上、我々人間はそれを受

け入れるしかない。約束を破られた側の人間

にも当然の如く同じことが期待される。 

約束が守れるかどうかは、創造主次第であ

るから、約束をする当事者がその実行可能性

について深く考える習慣がない。約束を守れ

ないぐらいなら最初からしない方がましという考

え方はインドネシア人の間ではあまり一般的で

ない。その契約をすることによって、その場が

丸く収まるならば、取りあえずサインをするのが

インドネシア人的やり方である。そして契約が

守れないことが明らかになったときには、いろ

いろな理由を並べて責任を逃れようとするので

ある。彼らは最初から契約違反するつもりでは

ないのだろうと思う。契約をする時点ではおそ

らく彼らなりの真面目さで履行しようと考えてい

るのである。ただそこには常に「万物の支配者

のみ心であるならば」という条件が付いて回

る。履行の責任を創造主に委ねるのか、それと

も自分で引き受けるのか。この辺りが我々日本

人との大きなギャップなのではないだろうか。 

インドネシア人が法律を制定したり、運用し

たりするときも、このように日本とは相当異なる

カルチャーを背景にしていると考えた方がよ

い。特に実際に法律を運用する政府機関の担

当者は、その傾向が強い。つまり、彼らは実際

に実行できるかどうかわからないことでも規則

に取り入れるし、それが実行できなくても負い

目を感じることはなく、周りもそれを責めるべき

ではないと考えるのである。 
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２． 知的財産権の取得 

 

（１）概況 

 インドネシアにおける知的財産権行政は、法務人権省知的財産総局が中心になって司っている。

知的財産総局は特許（実用新案に相当する簡易特許を含む）、産業意匠、商標、著作権の出願

受付、登録業務を行うほか、営業秘密、半導体集積回路配置の登録業務も所管している。（但し、

営業秘密と集積回路配置については未だに登録実績がない。） 

 特許、産業意匠、商標はいずれも実体審査を経て登録されるが、審査能力に不十分な点が多く、

往々にして審査結果が裁判に持ち込まれる。審判は拒絶査定に対する不服に対してのみ請求す

ることができる。特許については、ほとんどの出願は優先権主張を伴うか、PCT 経由の出願である

ので、他国における審査結果に追随する形で実体審査を行っている。産業意匠と商標については、

独自に審査をしなければならないため、審査の質が度々問題にされている。 

 業務の効率化と審査の的確性向上のため、知的財産総局は長年に渡りコンピュータシステムを

取り入れる努力を重ねているが、現在実現されているのは、出願から方式審査の段階までがシス

テム化されたのみで、唯一産業意匠においてのみ公開公報まで一貫したデータの活用が可能とな

っている。２００７年インターネット上で公報データが検索できるようになったが、特許、商標のデー

タは改めて入力しなおされたため、エラーが多く含まれる。 

 出願の多くは、知的財産コンサルタントと称され、日本でいう弁理士に相当する専門家を通して

出願されている。知的財産総局は、２００６年６月に約２０年ぶりに知的財産コンサルタントを資格認

定し、その結果それまで４３名しかいなかった資格者が２５６名に増えた。これによりコンサルタント

の質や料金の面で適正な競争環境ができるものと期待されている。（コンサルタント料金例を添付

資料に示すが、近隣諸国と比較して高めに設定されているようである。）なお、資格認定試験の受

験資格は、４年制の大学を卒業し、一定以上の英語力を有する者（TOEFL 結果で判断）であって、

知的財産総局の実施する研修課程（約 500 時間）を修了した者である。 
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（２）所管官庁 

 インドネシアにおける知的財産権の申請・登録に係る行政は法務人権省知的財産総局

（Directorate General of Intellectual Property, Department of Law and Human Rights，住所：

Jl.Daan Mogont Km 24, Tangerang）が所管している。知的財産総局は 514 名の職員より構成され、

知的財産総局長の下に、特許局、商標局、著作権産業意匠集積回路配置営業秘密局、協力開

発局、情報技術局が置かれている。知的財産総局の組織図と各局の構成員数（2007年6月時点）

は図―１のとおりである。 

  

 

 

 

審 判 部 

 Appeal Board 

 

                      

法務人権省知的財産総局 

Directorate General of IPR 

    

 

 

 

総務局 

  Secretariat 

 

 

              （103名） 

      

特 許 局 

Directorate of 

Patent 

商 標 局 

Directorate of 

Trademark 

著作権意匠半導体配

置設計営業秘密局 

Directorate of 

Copyright、Industrial 

Design, Layout Design 

of IC & Trade Secret

協力開発局 

Directorate of 

Cooperation & 

Development 

 

 

 情報技術局 

Directorate of 

Technology & 

Information 

   （127名）        （149名）       （59名）            （38名）          （38名） 

   内審査官 76 名  内審査官 49 名  内審査官 22 名 

 

図－１ 知的財産総局組織図 

 

（３）特許 

（３－１）特許法の概要 

現在施行されている特許法は、2001年特許に関する法律第１４号であって、2001年 8月 1日に

改正・施行された。その概要は以下のとおりである。 

・ 特許登録要件は、新規性、進歩性、産業上利用性。 

・ 不特許事由は、公序良俗違反、人体又は動物の検査・治療等の方法、数学的理論、生物（微
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生物を除く）、動植物製造のための生物学的方法（微生物学的方法を除く）。 

・ 特許存続期間は出願から 20 年。 

・ 先使用権が認められる。 

・ 英文明細書によって出願日の確保が可能。 

・ 出願公開（出願日又は優先日から１８ヶ月後、６ヶ月間）によって第三者に異議申立の機会を

与える。 

・ 出願公開後すべての出願に対して実体審査が行われる。 

・ 実体審査は、審査請求から 36 ヶ月以内に終了させる。 

・ 出願の拒絶に対して審判請求ができる。無効審判制度はなく、無効を訴えるには商務裁判

所に提訴する。 

・ 特許付与から 36 ヶ月以内に実施されない発明は、第三者が強制実施権を申請できる。 

・ 他人の特許を侵害した者には、最高懲役 4年、罰金 5億ルピアが科せられる。 

・ 侵害は親告罪。 
・ 実用新案に相当する簡易特許がある。 

特許との違い： 

保護対象：形状、形態、構造又はそれらの組み合わせによって実用的価値を

有する物品の発明であって、新規なもの 

     存続期間：出願から 10 年。 
  公開時期：出願から３ヵ月後、３ヶ月間。  

実体審査期間：出願から 24 ヶ月以内。 
 
（３－２）出願に必要な書類 

 特許出願に当たっては、以下の書類を特許局窓口に提出しなければならない。いずれの書類も

インドネシア語を使用すること。 

１） 願書 

記載事項 

(a) 出願年月日 

(b) 出願人の氏名、住所 

(c) 発明者の氏名、国籍 

(d) 代理人の氏名、住所（在外者は代理人を通して出願しなければならない。） 

(e) 発明の名称 

(f) 優先権情報（優先権主張を伴う場合） 

２） 特許請求の範囲 

３） 明細書 

４） 図面（もしあれば） 

５） 要約 
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６） 委任状（代理人を通して出願する場合）（包括委任状は認められない） 

７） 譲渡書（出願人と発明者が異なる場合） 

８） 宣言書（出願人と発明者が同じ場合） 

９） 優先権証明書（優先権主張を伴う場合）（全文英訳の提出は原則不要） 

 

インドネシアで PCT 出願の国内段階に移行する場合は、上記書類のほか、国際公開公報等、

国際出願であることを示す書類を添付する。（但し優先権証明書は不要。） 
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（３－３）出願から登録までの手続き 

 特許出願から登録までの流れを図－２に示す。 

 特許出願はまず方式審査を経た後、出願日から起算して 18 ヶ月後に公開される。この公

開情報に基づいて、第三者は異議を申立ることができる。現行特許法は、異議申立期間を特

に定めていない。審査係属中である限り、いつでも異議申立を受け付けるものと解される。異

議申立及び答弁の内容は実体審査の補足資料として使われるとされているだけで、異議決定

に関する規定がないので、インドネシアにおける異議申立は日本における情報提供に相当す

ると考えられる。 

 出願人が出願日から 36 ヶ月以内に審査請求しない場合には、出願は取り下げられたもの

と見なされる。審査請求された出願は実体審査にかけられるが、この実体審査ほとんどの

場合外国での審査結果に追随する形で行われている。他国で対応する出願が登録された場

合には早めにその情報を審査官に提供することが審査促進につながる。 
 出願が拒絶された場合、拒絶査定不服審判を請求することができるが、登録された出願

の無効審判を請求する制度はない。無効を訴えるためには、商務裁判所に提訴しなければ

ならない。 
 

特許出願 

 

方式審査      補正通知           拒絶査定 

  18 ヶ月 

 

出願公開  

                                  ６ヶ月以内 

 36 ヶ月以内 

異議申立て 

 

審査請求      みなし取下げ 

 

実体審査      拒絶理由通知 

 36 ヶ月以内 

 

特許査定        拒絶査定 

 

登録公報        審判請求 

 

図－２ 特許出願から登録まで 
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（３－４）出願・登録状況 

 表－１に示すように、2000 年以降年間ほぼ 4000 件を超える出願が受け付けられており、2005 年

以降再度出願件数は上昇している。1998 年に出願件数が落ち込んでいるのは特許協力条約（以

下、ＰＣＴ）に基づく出願の受付が開始されたためと考えられる。 

 表－2 に示すように、国別出願件数では最も多いのがアメリカからの出願で全体の２８％を占めて

いる。日本からの出願はそれに次いで多く、全体の１８％である。 

 表－３に見られるように、出願受付開始から 2007 年 4 月までに審査請求された出願の総数は

40,478 であるのに対して、この内最終処分に至った出願の総数は 21,427 であるから、43％が未処

分であることになる。年間最終処分件数は 2002 年以降改善したかに見えたが、ここ２，３年は低下

している。現行法で審査期間を審査請求日から 36 ヶ月以内に終了させるとの規定が設けられてい

るが、実態としては、常にこの規定が守られているとは限らない。 

 

表－１ 特許出願状況 

特許 簡易特許 
年 

内国 外国 内国 外国 
合計 

1991 34 1280 19 3 1336 

1992 67 3905 12 43 4027 

1993 38 2031 28 43 2140 

1994 29 2305 33 60 2427 

1995 61 2813 61 71 3006 

1996 40 3957 59 76 4132 

1997 79 3939 80 80 4178 

1998 93 1753 (145) 109 32 1987 

1999 152 2784 (1733) 168 19 3123 

2000 157 (1) 3733 (2750) 213 38 4141 

2001 212 (4) 3714 (2901) 197 24 4147 

2002 234 (6) 3609 (2976) 157 48 4048 

2003 201 (0) 3099 (2620) 163 29 3492 

2004 227 (1) 3441 (2989) 177 32 3877 

2005 235 (1) 4069 (3536) 163 32 4499 

2006 288 (6) 4324 (3805) 242 26 4880 

2007.4月まで 69 (0) 1501 (1364) 82 8 1660 

合計 2216 (19) 52257 (24819) 1963 664 57100 

（括弧内は PCT出願の内数）（データ出所：知的財産総局） 
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表―２ 国別特許出願件数 

国名 出願件数 シェア 

アメリカ 16113 28.2% 

日本 10352 18.1% 

ドイツ 5183 9.1% 

インドネシア 4219 7.4% 

オランダ 3136 5.5% 

イギリス 2532 4.4% 

スイス 2489 4.4% 

フランス 2078 3.6% 

韓国 1619 2.8% 

台湾 1246 2.2% 

その他 8133 14.2% 

合計 57100 100％ 

（データ出所：知的財産総局） 
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図－３ 特許出願・審査請求・最終処分件数の推移 
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表－３ 特許登録状況 

最終処分 
審査請求 

登録 拒絶 
出願年 

特許 
簡易 

特許 
合計 特許 

簡易 

特許 
小計 特許 

簡易 

特許 
小計 

合計 

1992 86 55 141 0 0 0 0 2 2 2

1993 716 71 787 2 16 18 3 10 13 31

1994 1321 93 1414 59 33 92 6 13 19 111

1995 2132 132 2264 390 50 440 79 9 88 528

1996 1557 135 1692 902 58 960 187 28 215 1175

1997 2089 160 2249 976 45 1021 177 19 196 1217

1998 2522 141 2663 1217 163 1380 36 6 42 1422

1999 3582 187 3769 1274 27 1301 42 23 65 1366

2000 2712 251 2963 1053 21 1074 19 119 138 1212

2001 2968 221 3189 1334 64 1398 57 46 103 1501

2002 3280 205 3485 2492 65 2557 67 56 123 2680

2003 3045 189 3234 2844 67 2911 67 32 99 3010

2004 3141 208 3349 2643 99 2742 38 36 74 2816

2005 3346 195 3541 1658 73 1731 55 52 107 1838

2006 4028 268 4296 1761 73 1834 42 14 56 1890

2007.４まで 1375 67 1442 592 23 615 7 6 13 628

合計 37900 2578 40478 19197 877 20074 882 471 1353 21427

（データ出所：知的財産総局） 
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（３－５）特許権の効力 
特許権の効力は、一定期間発明を実施する権利を専有すること（第１条）であるが、次の場合に

は制限が加わる。 

○ 強制実施権が設定された場合。 

○ 政府による実施が決定された場合。 

○ 先使用者による実施は容認しなければならない。 

○ 教育・研究を目的とし、特許権者の利益を損なわない実施は容認しなければならない。 

 

ここで、発明の実施とは、次に掲げる行為と解される。（第 16 条） 

(a) 物の特許の場合：特許を付与された物を生産し、使用し、販売し、輸入し、貸渡し、譲渡

し、又は販売、貸渡若しくは譲渡のために準備すること。 

(b) 方法の特許の場合：物品の生産及び(a)に規定するその他の行為をするために、特許を

付与された方法を使用すること。 

 

（３－６）特許審判 
 特許審判部は元審査官 7 名、大学教授等の局外者 3 名の計 10 名のメンバーで構成されて

いる。2001 年の特許審判部発足以来、2007 年 9 月までの時点で 19 件の審判請求が受け付

けられた。この内、9 件が容認され、8 件が拒絶、1 件が取り下げ、1 件が係属中である。 
 
（３－７）出願費用 

 特許出願に要する費用は以下のとおりである。 

表－４ 特許料金表 

項目 金額（ﾙﾋﾟｱ） 

1. 出願 特許  575,000

   簡易特許  125,000

2. 審査請求 特許 2,000,000

  簡易特許  350,000

3. １０項を超える１項毎の追加料金  40,000

4. 出願変更 450,000

5. 審判請求 3,000,000

6. 先発明者証 1,000,000

7. 優先権証明書 75,000

8. 微生物サンプル取得の公式声明書  100,000

9. 特許出願の移転届（審査係属中） 100,000
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10. 特許の移転届（登録済） 150,000

11. 特許出願人氏名・住所変更届 100,000

12. 特許権者変更届 150,000

13. 実施権又は強制実施権の設定登録 1,000,000

14. 知的財産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録 5,000,000

15. 特許原簿の抄録  60,000

16. 特許文献の複写（1 頁当たり）  5,000

17. 公報検索  国内公報 150,000

   外国公報  US$100

18. 特許管理年金 年  基本料金  1 項毎の追加料金 

  第 1 年から第 3 年  70,000 50,000

  第 4 年から第 5 年  1,000,000 100,000

  第 6 年  1,500,000 150,000

  第 7 年から第 8 年  2,000,000 200,000

  第 9 年  2,500,000 250,000

  第 10 年  3,500,000 250,000

  第 11 年から第 20 年  5,000,000 250,000

19. 年金支払遅延金 毎月 2.5％

20. PCT 出願取扱手数料 1.000.000

21. 簡易特許管理年金 年  年金 

  第 1 年から第 4 年  550,000

  第 5 年  1,100,000

  第 6 年  1,650,000

  第 7 年 2,200,000

  第 8 年  2,750,000

  第 9 年  3,300,000

  第 10 年  3,850,000

22. 6 ヶ月以内の早期公開料金 200,000

23. 方式要件補充遅延 200,000

24. 強制実施権設定手数料 2,000,000

25. 地域における特許実施申請 2,000,000
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（４）産業意匠 

（４－１）産業意匠法の概要 

 2000年産業意匠に関する法律第31号が2000年 12月 20日より施行されている。その概要は以

下のとおりである。 

・ 登録要件は、新規性のみ。 

・ 保護期間は出願から 10 年。 

・ 出願公開によって、第三者に異議申立の機会を与える。 

・ 異議申立のあった出願に対して実体審査が行われ、異議申立のない出願は自動的に登録さ

れる。（注：実際の運用では異議申立の無いものも実体審査している。） 

・ 審判制度はない。審査結果に不服のある場合は、商務裁判所に訴える。 

・ 秘密意匠、関連意匠に相当する制度は存在しない。 
・ 複数の産業意匠であって、産業意匠の単一性を有するか同一の分類に属するものも単一

の出願で出願できる。（組み物の意匠に相当） 
・ 部分意匠出願制度あり。 
・ 他人の産業意匠を侵害した者には、最高懲役 4年、罰金 3億ルピアが科せられる。 

・ 侵害は親告罪。 

登録要件である新規性は、従前大変狭く解釈され、少しでも相違点があれば新規な意匠

として登録される傾向にあり、内外からの批判を受けていた。最高裁判所が TRIPS 協定第

25 条第 1 項を引用して意匠審査における同一性の評価を実質的に同一どうか判断すべきで

あるとの判決を下した（添付資料）のを受けて、それ以降新規性の判断はやや範囲を広げ

て解釈されるようになっている。（意匠局長談）この影響を受けて、侵害非侵害の判断も、

実質的に同一であるかどうかを評価する傾向に変わってきている。 
産業意匠は商標や特許と異なり、異議申立がなければ自動的に登録されるので、第三者にとっ

ては出願から３ヵ月間与えられる異議申立の機会を逃さないことが極めて重要である。出願された

産業意匠は知的財産総局内の掲示板やウェブサイトで見ることができるが、利害関係人にとって情

報収集が困難であるため、本来拒絶されるべき産業意匠が登録されてしまう危険性がある。（参照

（５－８）他人の権利に対する対抗手段） 

 このような状況に対応して、2006 年より意匠局長は異議申立の有無に関わらず、全出願を実体

審査するように指導している。 

 

（４－２）出願に必要な書類 

 産業意匠出願に当っては、以下の書類を著作権意匠半導体配置設計営業秘密局に提出しなけ

ればならない。いずれの書類もインドネシア語を使用すること。 

１） 願書 

記載事項 

(a) 出願年月日 
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(b) 創作者の氏名、住所及び国籍 

(c) 出願人の氏名、住所及び国籍 

(d) 代理人の氏名、住所（在外者は代理人を通して出願しなければならない。） 

(e) 優先権情報（優先権主張を伴う場合） 

２） 登録出願に係る工業意匠の見本、図面又は写真及び説明 

３） 委任状（代理人を通して出願する場合）（包括委任状は認められない） 

４） 出願に係る意匠が出願人の所有であるか、創作者の所有であるかの宣言書 

５） 優先権証明書（優先権主張を伴う場合） 

 

（４－３）出願から登録までの手続き 
産業意匠出願から登録までの流れを図―４に示す。 

意匠出願は方式審査を経た後、出願日のほぼ翌週には局内掲示板にて公開される。この公

開は 3 ヶ月間行われるとされているが、実体としてはほぼ毎週新しい公報に貼り替えられてい

る。公開公報は現在知的財産総局のウェブサイトから見ることが可能となっている。 

 公開期間中第三者は異議を申し立てることができる。出願人は異議通知書送付の日から 3

ヶ月以内に答弁書を提出する。異議決定は公開期間満了日から 6 ヶ月以内にしなければなら

ず、異議決定は両当事者に決定の日から 30 日以内に通知される。 

意匠法では異議申立のあった場合のみ実体審査を行うと規定しており、当初そのように

運用されていたが、結果として不登録事由のある意匠が多く登録されることとなったため、

意匠局長の判断で全件実体審査するように運用が変わってきている。 
意匠法では公開終了から 6 ヶ月以内に登録すべしと規定されているが、全件審査するよ

うになったため、最近審査期間が長期化する傾向にあり、公開終了から 1 年以上たっても

登録されないのが現状である。また、特許と異なり外国出願が少ないため、他国での審査

結果が参考にできないところが、意匠審査に時間がかかってしまう要因かと思われる。 
意匠には審判制度がない。審査結果に不服の場合は、商務裁判所に提訴することになる。 
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意匠出願 

 

方式審査      補正通知           見なし取下げ 

 

 

公序良俗違反チェック                  拒絶査定 

 ３ヶ月以内 

出願公開開始 

                     ３ヶ月以内 

 

異議申立て 

 

出願公開終了 

 

実体審査      弁駁書 

 ６ヶ月以内 

 

登録査定        拒絶査定             

                                       

登録公報      

                         商務裁判所に提訴 

 

 

図―４ 意匠出願から登録まで 
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（４－４）出願・登録状況 

 産業意匠出願は 2001 年 6 月に出願が開始され、表－５に示すように、ここ２，３年は年間 5000

件程度の出願が寄せられている。2007年4月までに寄せられた出願の総数は23,452であるが、こ

の内最終処分に至った件数は 11,671 であるから、約半数が未処分である。 

 表―６に示すように、国別出願件数ではインドネシア国内からの出願が最も多く、全体の 85.6％

を占めている。日本からの出願は外国の中では最多の６．７％である。 

表－５ 産業意匠出願状況 

産業意匠出願 最終処分 

年 

内国 外国 合計 登録 拒絶 合計 

2001 1094 309 1403 77 0 77 

2002 2496 372 2868 1704 84 1788 

2003 2791 363 3154 1054 144 1198 

2004 3789 607 4396 3798 251 4049 

2005 4319 795 5114 1302 511 1813 

2006 4174 752 4926 1332 760 2092 

2007.4 まで 1327 264 1591 318 336 654 

合計 19990 3462 23452 9585 2086 11671 

（データ出所：知的財産総局） 
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図－５ 産業意匠出願・最終処分件数の推移 
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表－６ 国別産業意匠出願件数 

国名 出願件数 シェア 

インドネシア 33647 85.6% 

日本 2623 6.7% 

アメリカ 674 1.7% 

オランダ 585 1.5% 

韓国 180 0.5% 

オーストラリア 94 0.2% 

中国 66 0.2% 

台湾 107 0.3% 

イタリア 174 0.4% 

マレーシア 97 0.2% 

その他 1079 2.7% 

合計 39326 100％ 

（データ出所：知的財産総局） 
 

（４－５）産業意匠権の効力 

 産業意匠権の効力は、一定期間意匠を独占的に実施すること（第１条）であるが、第３者による実

施が教育・研究を目的とし、産業意匠権者の利益を損なわない場合は容認しなければならない。

（第９条第２項） 先使用者に対する通常実施権を認める規定はない。ここで、意匠の実施とは、

「産業意匠を使用した製品を製造、使用、販売、輸入、輸出及び／又は頒布」することと解される。

（第９条第１項） 

なお、インドネシア産業意匠法には「類似」という考え方が取り入れられていない。産業意匠権が

及ぶのは同一の意匠に対してのみである。但し、同一の解釈については、形式的ではなく、実質

的に評価する傾向になりつつある。 
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（４－６）出願費用 

 産業意匠出願にかかる費用は以下の通りである。出願時に払う出願料は登録までの費用をも含

むので、別途登録料の支払いは不要である。 

 

表－７ 産業意匠料金表 

項目 金額（ﾙﾋﾟｱ） 

9. 出願 小企業 300,000

   非小企業  600,000

10. 意匠異議申立  150,000

11. 意匠原簿の抄録 100,000

12. 優先権証明書 100,000

13. 意匠登録証謄本 100,000

14. 意匠権の移転届 小企業 200,000

 非小企業  400,000

15. 意匠実施権の設定登録 250,000

16. 特許出願人氏名・住所変更届 小企業 100,000

 非小企業  150,000

17. 意匠の取消 小企業 0

 非小企業  200,000

 

（５） 商標 

（５－１）商標法の概要 

 現在施行されている商標法は、2001 年商標に関する法律第 8 号であって、2001 年 8 月 1 日に

改正・施行された。その概要は以下のとおりである。 

・ 登録の対象は、商品又はサービスに使用する商標及び地理的表示・原産地表示。（地理的表

示、原産地表示は商標として登録されて初めて保護される。） 

・ 立体商標、匂いや音声の商標は認められない。 

・ 識別力のないもの、商品・役務に関する説明にすぎないものは登録できない。 

・ 同一類で登録済み又は著名な商標と同一又は類似する商標は登録を拒絶される。（運用では

未登録の先願商標によっても拒絶される。） 

・ 善意によって出願されなかった商標は拒絶される。（冒用商標の取消によく使われる規定） 

 （本来の商標の使用者が商標登録出願をする前に、その商標を何らかの事情で知っていた第三

者が抜け駆け的に商標登録出願あるいは商標登録を取得したような場合。） 

・ 連合商標、防護商標制度は存在しない。 
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・ 団体商標は保護される。 

・ 1 出願で 3 区分まで出願可能。 

・ 保護期間は出願から 10 年。10 年ごとに更新可能。 

・ すべての出願に対して実体審査を行う。 

・ 実体審査は、出願から 30 日以内に開始され、9 ヶ月以内に終了する。 

・ 審査終了後に公告し、第三者に異議申立の機会を与える。 

・ 出願の拒絶に対して審判請求ができる。無効を訴えるには商務裁判所に提訴する。 

・ 他人の商標を侵害した者には、最高懲役 5年、罰金 10 億ルピアが科せられる。 

・ 侵害は親告罪。 

 

（５－２）出願に必要な書類 

商標出願に当たっては、以下の書類を商標局に提出しなければならない。いずれの書類もイン

ドネシア語を使用すること。 

１） 願書 

記載事項 

(a) 出願年月日 

(b) 出願人の氏名、住所 

(c) 代理人の氏名、住所（在外者は代理人を通して出願しなければならない。） 

(d) 優先権情報（優先権主張を伴う場合） 

(e) 商標見本の貼付 

(f) 商標が色彩を使用する場合、その色の名前 

(g) 商品又は役務とその分類 

２） 商標見本 

３） 委任状（代理人を通して出願する場合）（包括委任状は認められない） 

４） 宣言書 

５） 優先権証明書（優先権主張を伴う場合） 

 なお、商標法第 8 条は複数の分類に跨る商標をひとつの出願で出願することを認めているにも

関わらず、長い間1出願1区分で運用されてきたが、2007年より 1出願で3区分まで指定すること

が可能になった。 

 

（５－３）出願から登録までの手続き 

 商標出願から登録までの流れを図－６に示す。 

商標出願は方式審査を経た後実体審査に供される。ここで登録が認められたものは出願

公告され、第 3 者はこれに対して異議を申し立てることができる。異議申立のあった場合、

その出願は再審査される。商標法の規定では、再審査されるのは異議申立のあった出願の

みで、異議申立のなかった出願は再審査を経ず登録されるが、実際の運用では異議申立の
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有無に関わらず全件公告されたものはすべて再審査されているようである（商標審査官談）。

出願公告は紙公報とインターネットを通じて行われている。 

 

 

 

30 日 

 

 

 

 

 9 ヶ月                                             

                

                       3 ヶ月 

 

30 日以内 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 商標出願から登録まで 

権利満了（出願から 10 年毎） 
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（５－４）出願・登録状況 

 商標出願件数は制度改正による大量出願の翌年に当たる1994年を例外に、全体的に上昇傾向

にあり、2005 年以降は年間 50,000 件を超える商標が出願されている。90 年から 200７年 4 月まで

の時点で累積 560,097 件の商標が出願されたのに対して、同じ期間に最終処分に達した出願は

410,127 であって、これは出願件数の 73%に相当する（表－８）。 

現行商標法は審査期間を 9 ヶ月と規定しているが、実態としては出願から登録までに約 18 ヶ月

以上要している。 

 表－9 に示すように、国別出願件数ではインドネシア国内からの出願が最も多く、全体の 73.7％

を占めている。外国からの出願ではアメリカが最も多く５．２％、日本はその次に多く２．９％である。 

表－８ 商標出願・登録状況 

最終処分 
年 出願 

登録 拒絶 取下 計 

1990 19276 8096 2111 0 10207 

1991 1149 278 109 0 387 

1992 15284 15312 7778 0 23090 

1993 42026 7848 1167 0 9015 

1994 23803 16469 1878 0 18347 

1995 24643 23943 2747 211 26901 

1996 28189 22249 2675 517 25441 

1997 28339 34533 1507 20 36060 

1998 23160 8897 3974 1060 13931 

1999 23355 15002 2520 149 17671 

2000 31675 22098 923 180 23201 

2001 38648 35878 3969 117 39964 

2002 42416 23356 2421 84 25861 

2003 46947 35351 3527 83 38961 

2004 49311 23187 3044 16 26247 

2005 54651 28404 3563 94 32061 

2006 54250 24677 6291 105 31073 

2007.4 まで 12975 9029 2638 42 11709 

合計 560097 354607 52842 2678 410127 

（データ出所：知的財産総局） 
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図－７ 商標出願・最終処分件数の推移 
 

表－９ 国別商標出願件数 

国名 出願件数 シェア 

 インドネシア 15476 73.7% 

 アメリカ 1094 5.2% 

 日本 599 2.9% 

 ドイツ 416 2.0% 

 イギリス 273 1.3% 

 フランス 353 1.7% 

 スイス 317 1.5% 

 シンガポール 306 1.5% 

 オランダ 191 0.9% 

イタリア 191 0.9% 

その他 1780 8.5% 

合計 20996 100％ 

（データ出所：知的財産総局） 

 
(５－5）商標権の効力 
商標権の効力は、一定期間商標を独占的に使用すること（第３条）である。この独占的使用は同

一の商標に対して認められると解される。第３者が全体において同一の商標を使用した場合のみ

ならず、要部が同一な商標（類似に相当すると考えられる）を使用した場合も、商標権侵害に当た



 

 24

る。先使用者に対する救済規定はない。 

要部同一と判断された例 
１） 「WINGS」（登録商標 423580）と「WING」（登録商標 436318 号）＜中央ジャカ

ルタ商務裁判所 No.48/Merek/2003/PN.Niaga. Jkt.Pst 2003 年 9 月 16 日＞ 
２） 「RACUMIN」（登録商標 305590）と「X-Tracumin」（登録商標：467341）＜中央

ジャカルタ商務裁判所 No.40/Merek/2003/PN.Niaga. Jkt.Pst 2003年 8月 5日＞ 
３） 中央ジャカルタ商務裁判所は登録商標 421181（第 1 図(a)）と登録商標 506816（第

1 図(b)）の要部が同一であると判断した。(No.04/Merek/2003/PN.Niaga. Jkt.Pst
2003 年 5 月 5 日) 両者は SHIMITSU と SIKISEI という名称の違い、色彩の違い

（421181 は白と黒であるのに対して、506816 の方は白黒以外に青、赤、黄も使わ

れている。506816 の色彩についてはその後デザイン変更された(c)を参照。）、象の絵

の有無で相違しているが、強い印象を与えているのは円とその中にある POWER 
GLUE の文字であって、その点で同一性があるとの見解であった。この判断は最高

裁によって支持され確定した。 

        

登録商標 421181  登録商標 506816（白黒表示） (b)に相当する商品の現在の表示 
  (a)      (b)    (c) 

第１図 
 

要部同一でないと判断された例 
１） 「Klingerit」（登録商標 432286 号）と「Kingi」（登録商標 446472 号）＜中央ジャ

カルタ商務裁判所 No.25/Merek/2003/PN.Niaga. Jkt.Pst 2003 年 7 月 1 日＞ 
２） 「Cravit」（登録商標 334259 号）と「CRAVOX」（登録商標 510015 号）＜中央ジャ

カルタ商務裁判所 No.66/Merek/2003/PN.Niaga. Jkt.Pst 2003 年 11 月 17 日＞ 
３） 中央ジャカルタ商務裁判所は登録商標 361196 号（第 2 図(a)）と登録商標 487928

号（第 3 図(b)）の要部が同一でないと判断した。(No.02/Merek/2002/PN.Niaga. 
Jkt.Pst 2002 年 4 月 4 日) 361196 は「Swallow Globe Brand」という文字に 1 羽

の燕とヨーロッパを前面にした地球の絵が組み合わされているのに対して、487928
は「Cap Bola Dunia」という文字に 2 羽の燕とインドネシアを前面にした地球の絵

が組み合わされている。また色彩の点では、361196 が赤、黄、青、緑、茶色及び白

から成るのに対して、487928 は濃い青色、薄い青色、緑、黒及び白から成る。これ
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らの事実を勘案すると、ふたつの商標は発音、表記、色彩、鳥の絵、地図の各構成

要素又はこれらの組み合わせにおいて相違しているとの見解であった。この判断は

その後最高裁によって支持され確定した。 

       
登録商標 361196 に相当する包装デザイン 登録商標 487928   

(a)       (b)  
第２図 

 
 
(５－６）商標審判 
 商標審判部は元審査官等計１２名のメンバーで構成されている。1995 年から 2007 年 9
月までに 844 件の請求があり、その内 703 件が 2005 年以降に審決されている。その内訳

は、242 件が容認、357 件が拒絶、104 件が係属中である。 
 

(５－７）出願費用 

商標出願に要する費用は以下のとおりである。出願後別途登録料の支払いは不要である。 

 

表－８ 商標料金表 

項目 金額（ﾙﾋﾟｱ） 

1. 出願・請求 商標・サービスマーク 1) １区分 450,000

  2) ２区分 950,000

  3) ３区分 1,500,000

  地理的表示 250,000

  団体商標 600,000

  商標登録の延長  中小企業 750,000
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  非中小企業 1,500,000

  団体商標登録の延長 750,000

    

２．登録 商標権者の名称、住所等の変更  150,000

  商標権の移転登録  375,000

  実施権の設定登録 375,000

  商標の取消登録 150,000

  団体商標の規定変更 225,000

  団体商標の移転登録 450,000

  団体商標の取消登録 225,000

  

３．抄録等 商標原簿の抄録  75,000

 商標原簿に関する情報 125,000

 登録商標との要部同一に関する見解書 125,000

  

４．商標登録に関する審判請求 1000,000

５．地理的表示に関する審判請求 1000,000

６．異議申立 100,000

７．地理的表示原簿の抄録  50,000

８．優先権証明書 50,000

 

(５－８)他人の権利に対する対抗手段 

（５－８－１）情報入手方法 

 インドネシアでは他人（特に外国）の商標や意匠へのただ乗りを行う事例が多くあり、他人の

商標等を無断で自分名義で出願するケースが後を絶たない（冒用出願事例 添付資料）。こ

のような行為を防止し、対抗するためには、他人の出願を常にウォッチングすることが重要であ

る。 

 インドネシアにおける知財情報活用に対する理解はまだまだ浅く、知財情報の普及は隣国

のマレーシアやタイと比べても立ち遅れているが、２００７年知的財産総局は知的財産電子図

書館ウェブサイトを http://www. ipdl.dgip.go.id/にて出願・登録情報を公開し、状況は大きく改

善された。しかしながら、このウェブサイトに載せられた情報には漏れや入力ミスが多く見られ

るので、公開情報を独自のデータベースに格納している業者に検索を依頼するのもひとつの

方法である。 
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 また、特定の出願の審査状況については、直接知的財産総局に出向いて照会することがで

きるが、一度の照会ですぐに回答が得られないことが多いので、専門の業者を通して調査する

方がよい。これらの業者は包袋取寄にも対応している。 

 

（５－８－２）商標異議申立 

 特許や産業意匠と異なり、商標は異議申立よりも先に実体審査が行われる。実体審査の結

果登録するのが相当と判断された出願は公告決定日から 10 日以内に出願公告される。公告

は公報に掲載され、3 ヶ月間局内の閲覧室にて閲覧に供される。また知的財産総局のウェブ

サイトでも公告内容を見ることが可能となっている。 

3ヶ月の公告期間中、第三者は登録に対する異議を申し立てることができる。知的財産総局

は異議申立から 14 日以内に出願人に対して異議を通知し、出願人は異議申立副本を受理し

た日から 2 ヶ月以内に答弁書を提出する。異議審査は公告期間終了後 2 ヶ月以内に終了さ

せなければならず、異議審査の結果は当事者に通知されると規定されている。しかしながら、

実際の運用では異議申立の審査は往々にして長期にわたったり、通知が遅れたりすることが

多い。 

 

（５－８－３）不使用に基づく商標取消 

 商標法第 61 条は、3 年以上連続して使用されていない商標の登録を商標局が職権で取り

消すことができると規定している。この規定を利用して元代理店が本来の商標権者の登録商

標の取消を試みたが、最終的に元の商標登録が復活した事例を紹介する。 

 

（５－８－４）登録取消訴訟 

 異議申立が拒絶されたり、あるいは異議申立の機会を逃したために、他人の出願が登録され

てしまった場合、商務裁判所に対して登録の取消を訴えることができる。また、商務裁判所の

判決に不服のある場合は、最高裁判所に上告できる。 

 商務裁判所は、登録取消の他、拒絶査定不服審判の取消、損害賠償請求、仮処分の申請

を審理することとなっているが、実際に商務裁判所で審理されている事件のほとんどが商標の

登録取消に関するものである。インドネシアには商標局に対して無効審判請求をする制度が

ないので、商務裁判所が実質的に無効審判の役割を果たしていると言えよう。その中でも中

心的役割を果たしているのが中央ジャカルタ商務裁判所（Jakarta Pusat Commercial Court, 

Jl.Gajah Mada 17 Jakarta Pusat）である。同裁判所に提訴された 05/Merek/2001（原告：ブラザ

ー工業）、17/Merek/2001（原告：コーセー）、34/Merek/2001（原告：コンビ）はいずれも原告

商標が先に登録されていたにもかかわらず、被告の後願商標が二重に登録されてしまったケ

ースであった（中央ジャカルタ商務裁判所知財関連裁判一覧表 添付資料）。商標局の不適

正な審査が商務裁判所への提訴につながっている実態が伺える。 

 現行商標法は、商務裁判所は提訴から90日以内に判決を下すように規定しており（第80条



 

 28

第8項）、さらに上告審も上告から 90日以内に判決を下すように定めている（第 82条第 9項）

が、実態としても中央ジャカルタ商務裁判所が審理した裁判に要した期間は、最高裁への再

審請求も含めて平均 200 日程度であり、裁判の早期化が現実のものとなっている。 

 

（５－８－５）商標の冒用出願 

 インドネシアでは、真正な商標所有者が商標出願をする前に、他人に商標出願をされてしま

うことが往々にして発生している。全く知らない者が出願するケースもあるが、元社員や元代理

店が会社に無断で出願するケースが目に付く。特に代理店契約終結を機にそのような行為に

出ることが多いようである。インドネシア進出を決めた時点から早期に知的財産の保護を図るこ

とが必要である。 

 図らずも自身が出願するよりも先に、他人によって商標が出願しまった場合には、自身の商

標が著名であることと、相手方が悪意をもって商標出願していたことを理由に異議申立しなけ

ればならない。著名性を証明するためには、以下のような書類を提出することができる。 

著名性を示す証拠例： 

 他国での商標登録証 

 宣伝、カタログ等 

 INVOICE 等、商取引があったことを示す書類 

 インドネシアでは著名性の定義がはっきりされていないが、他国での登録証はできるだけ多

くの国をカバーし、宣伝、カタログ、商取引の証拠はインドネシアにおける宣伝・商業活動を示

すものが求められるようである。 

 

 まだ商標取消訴訟が地方裁判所の管轄であった時期のものであるが、冒用出願によって他

人名義で登録されてしまった商標を最高裁まで戦って取り戻した事例を紹介する（巻末添付

資料１１）。 

 

（６）著作権 

（６－１）著作権法の概要 

 現在施行されている著作権法は、2002年著作権に関する法律第１９号であって、2002年 7月 29

日に改正、2003 年 7 月 29 日に施行された。その概要は以下のとおりである。 

・ 権利発生には登録不要であるが、権利行使のためには登録しておいた方がよい。 

・ 保護の対象 

○ 書籍、コンピュータープログラム、パンフレット、発行物の印刷レイアウト、及びその他すべ

ての文字によって書かれた作品 

○ 講演、講義、演説及びその他の著作物で、口頭で表現されたもの 

○ 教育と科学の目的のために作成された視覚教材 
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○ 歌又は音楽で、歌詞を有するもの及び有しないもの 

○ 演劇、ミュージカル、振り付け、舞踏、ワヤン影芝居、パントマイム 

○ 絵画、絵図、彫り物、書、彫刻、銅像、コラージュ、及び応用美術等のあらゆる形態の芸

術作品 

○ 建築物 

○ 地図 

○ バティック 

○ 写真 

○ 映画 

○ 翻訳、通訳、脚色、選集、データベース及びその他の作品で、形態の変化によるもの 

・ コンピュータプログラム、データベースの保護期間を規定（最初の公表から５０年） 

・ 隣接権の保護を規定（対象：実演家、レコード製作者、放送業者） 

・ 仮処分、損害賠償、差止め等民事的救済措置を規定 

・ 他人の特許を侵害した者には、最高懲役７年、罰金 50 億ルピアが科せられる。 

・ 侵害は親告罪ではない。 

 

（６－２）出願に必要な書類 

著作権登録出願に当たっては、以下の書類を著作権意匠半導体配置設計営業秘密局に提出

しなければならない。いずれの書類もインドネシア語で記載すること。 

① 願書 

記載事項 

1. 出願年月日 

2. 出願人の氏名、住所 

3. 代理人の氏名、住所（代理人を通して出願する場合。） 

② 著作物見本 

③ 委任状（代理人を通して出願する場合。） 

 

（６－３）出願費用 

 著作権出願にかかる費用は、コンピュータープログラムの場合 Rp150,000、コンピュータープログ

ラム以外の場合 Rp75,000 であって、別途登録料の支払いは不要である。 

 

（７）集積回路配置 

（７－１）集積回路配置法の概要 

 2000年集積回路配置設計に関する法律第32号が2000年 12月 20日より施行されている。その

概要は以下のとおりである。 
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・ 登録要件は、新規性のみ。 

・ 保護期間は最初の商業使用日又は出願日の内の早い方から起算して１０年間。 

・ 最初の商業使用より２年間の新規性は喪失されない。 

・ 実体審査を経ず登録される。 

・ 第三者は知的財産総局又は裁判所に異議を申し立てることができる。 

・ 侵害者には最高懲役３年、罰金３億ルピアが科せられる。 

 本法の施行規則が 2006年に制定されたばかりであり、 2007 年 12月の時点で出願受付実績は

まだない。 

 

（７－２）出願に必要な書類 

集積回路配置登録出願に当たっては、以下の書類を著作権意匠半導体配置設計営業秘密局

に提出しなければならない。いずれの書類もインドネシア語で記載すること。 

１）願書 

記載事項 

1. 出願年月日 

2. 設計者の氏名、住所 

3. 出願人の氏名、住所 

4. 代理人の氏名、住所（代理人を通して出願する場合） 

5. 最初の商業的使用の日付（出願前にすでに使用されている場合） 

２）集積回路配置設計図面のコピー又は写真及び説明 

３）委任状（代理人を通して出願する場合） 

４）宣言書 

５）最初の商業的使用日に関する証明書（出願前に使用されている場合） 

 

（７－３）出願費用 

 集積回路配置出願にかかる費用は、Rp700,000 であって、別途登録料の支払いは不要である。 
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（８）植物新品種 

 インドネシアにおける植物新品種の保護は、植物品種保護法により可能となっている。植物品種

保護行政は、農業省植物品種保護センターが担当している。 

同法は 2000 年 12 月 20 日より施行され、２００７年１０月までに１１９件の登録出願があり、そのう

ち以下の６品種が登録済みである。 

植物名 品種名 所有者 登録日 

ユーカリ EP05 PT.Arana Abadi 2007 年 1 月 5 日 

ササゲ Parade PT.East West Seed 2007 年 9 月 3 日 

ササゲ Peleton PT.East West Seed 2007 年 9 月 3 日 

サラダ菜 Karina PT.East West Seed 2007 年 9 月 3 日 

空芯菜 Mahar PT.East West Seed 2007 年 9 月 5 日 

サラダ菜 Nuansa PT.East West Seed 2007 年 9 月 5 日 

 

（９）不正競争防止法 

 インドネシアには日本の不正競争防止法に相当する法律がない。1999 年法律第５号独占行為と

不公正な事業競争の防止に関する法律は、実質的に独占を禁止する条項しかなく、日本の不正

競争防止法に相当する規定がない。 

 したがって、現在ある法律の枠組みの中では、商標権、意匠権の登録に基づいて権利行使をし

て行くか、あるいは代替的に刑法、民法、消費者保護法を利用して対抗して行く方法が考えられ

る。 

なお、営業秘密はインドネシアでは営業秘密法という法律によって保護される。この法

律は特許等と同様に営業秘密を登録によって保護しようとするものであって、登録業務は

著作権意匠半導体配置設計営業秘密局が担当しているが、2007 年 9 月の時点で登録出願件

数はゼロである。 

 

＜刑法＞ 

 刑法第３８２条の２は、不正な方法によって公衆を錯誤させることにより事業の利益を得ようとする

行為を禁じる規定である。外観、形態の模倣品については、本条がもっとも適用しやすいと思われ

る。 

また、刑法第３８０条は、自己の商品に虚偽の名前や標章を付して、あたかもその商品の出所が

その名前や印の所有者であるかのように公衆を欺く行為を禁じている。刑法第３９３条は、商品又

は包装に、虚偽又は他人のものと類似する名前、社名、標章を付した商品を国内に持ち込む行為

を禁じている。 

ただし、これらの規定による罰金は最高でも13500ルピア（約200円程度）と非常に軽いため、実

際に適用できたとしても効果が希釈化する可能性がある。 
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＜民法＞ 

 民法第 1365 条は「他人に損害を生じさせる不法行為は、すべて、その損害を生じさせた

行為を行った者に、その損害を補償すべき義務を負わせる」と規定している。 
 
＜消費者保護法＞ 
模倣品の品質が劣悪である等、品質表示が実際と異なる場合は、消費者保護法第 8 条に

触れ、模倣品業者は罰せられる。 

また模倣品が破損していたり、欠陥があったりするような場合は、破損品、欠陥品の販

売を禁じている消費者保護法第 8 条第 3 項によって、このような模倣品を販売した模倣品

業者は罰せられる。 
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３． 知的財産権の行使 

（１） 模倣品流通の実情 
 インドネシア大学は 2006 年 EU 委員会との共同調査を行った調査の結果、インドネシア市場に

出回っているさまざまな模倣品のためにインドネシアの国民総生産は年間 2.44 兆ルピアも損失を

蒙っていると発表した。同調査報告によれば、模倣品は飲料、煙草、皮製品、靴、殺虫剤、医薬品、

化粧品、潤滑油、ランプ、ポン プ、事務用品、電機製品、自動車部品など、多岐に渡っている。 

 新聞には毎日侵害に関する警告や謝罪広告が多数掲載されているが、これらを見ると、模倣さ

れているのは外国企業の製品に限らず、インドネシア企業の製品も多く模倣されているこ

とがわかる。（巻末添付資料１３ 新聞広告一覧） 
模倣品の流通場所は全国各地津々浦々に及んでいる。当然首都ジャカルタでも模倣品は

よく見かけるが、家電、自動車部品の模倣品は首都ジャカルタ（ジャワ島西部）よりも地

方都市でより多く流通する傾向にあるようである。スラバヤ（ジャワ島東部）、メダン（ス

マトラ島）、スマラン（ジャワ島中部）、バリクパパン（カリマンタン島）は模倣品の流通

が盛んである。 
これらの模倣品はほとんどが中国から流入したものだと一般に言われている。ジャカル

タ、スラバヤ、メダン、スマラン、バリクパパン等模倣品が出回っている都市は、皆海運

貨物輸入の条件を満たしている。模倣品の流通に関わっているのは中国系インドネシア人

がほとんどであって、彼らの中国本国とのチャンネルが模倣品の流入を容易にしていると

いう見方はできるであろう。 
しかしながら、模倣品の出所については具体的な統計が取られたわけではなく、一部に

はインドネシア国内で生産されているのではないかと疑われるケースもある。警察の取締

りは手ぬるいことが多く、模倣品の原産地まで確認するところまで警察権力に頼るのは困

難なことが多い。 
模倣の態様としては、全く同一の商標やデザインを盗用するよりも、若干の変化を加え

て侵害を回避しようとしたものが増えている。また、ノーブランドの状態で製造したり、

輸入したりして、市場に出回る直前に商標を付けているのではないかと疑われるケースも

少なくない。 
 著作権分野では、海賊版 CD の類は依然として市中至る所で流通しているものの、海賊

版ソフトに関しては、BSA の後押しもあって、取締りが強化している。日系企業でも違法

ソフトを使用している場合があり、取締りの対象となっている。キャラクターの無断複製

も盛んに行われており、玩具、文具、雑貨、衣類等の分野で模倣品がよく見かけられる。 
 日本企業の間では、自動車部品、家電製品、雑貨、化粧品等の分野で商標やデザインを

模倣されるケースが多い。これまで各社各様に対応しているが、日本人会法人部会内に知

的財産問題検討会を発足させ、共同して権利保護強化を求めていく枠組みができたところ

である。 
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化粧品メーカーF 社の模倣品対策 
 （アセアン・インド知財保護ハンドブック ジェトロ発行 より抜粋） 
 
対処策 
１． 模倣相手に「手強い」との認識を持たせる。 
模倣品が出回る情報を入手したら、事前にその地区の卸売業者に対してバーゲンセール

などを行い、模倣品を購入する資金を先に拠出させてしまう。模倣品製造業者は、自転車

操業しているため、資金が回収できないとすぐに倒産してしまう。このようにして同業者

に、「F 社は手強い」との認識を持たせると F 社商品の模倣品は製造しなくなる。 
２． 購入者がすぐに模倣品と判断できる工夫（種々の組み合わせを定期的に実施） 
① パッケージのデザインを定期的に変更する 
② 透かし入りなどの特殊なフィルムを商品包装に用いる 
③ 小袋製品を商品に同梱する 

３． 関係者とのネットワーク作り 
① 全国の流通関係者 
  平素より卸売り業者を大切にし、模倣品の情報源になってもらっている。万一、模

倣品を扱ったことが判明したら、一時的に商品出荷を制限するなどのペナルティを与

える場合もある。（商品が入荷できないと小売りに卸せないため、他の卸売り業者に顧

客を奪われることになり大変な痛手となる。） 
② 税関 

模倣品も水際措置として税関の役割は重要。それ故、主要な税関と平素よりネット

ワークを構築し、F 社製品と疑わしい製品の大量輸入の情報があれば事前に連絡して

もらうなどしている。 

 
（２） 模倣品・海賊版対策 
 2006 年 3 月インドネシア政府は知的財産保護強化のための特別委員会（タスクフォース）を設置

した。この特別委員会は、政治法務安全調整大臣を頭とし、知的財産総局長を事務局長として、

（１）知的財産侵害に対処するための国家政策の策定、（２）知的財産侵害に対処するための法制

度の整備、（３）知的財産侵害に対処するための各関係機関における戦略の策定、（４）知的財産

侵害に対処するための普及啓蒙活動の調整、（５）知的財産侵害に対処するための国際協力の強

化を目的としている。 

 同委員会の設置を受けて、日本側はジャカルタ日本人会法人部会に知的財産問題検討会を発

足させ、インドネシア商工会議所と協力して、日尼ハイレベル官民合同投資フォーラム知的財産権

サブ・ワーキング・グループの場で、インドネシア政府に提言をする場を構築した。インドネシア商

工会議所としても、日本人会法人部会としても、これまでメンバー企業が個別に知的財産の問題に
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対応してきたが、団体としてのこの問題に取り組むのは初めての試みである。現在この場で知的財

産ユーザーとしての日系企業、インドネシア企業からの提言がまとめられているところ。 

日系企業、インドネシア企業の関心が商標、意匠問題を中心としているのに対して、アメリカは

著作権問題を中心にロビー活動を展開している。ソフトウェア会社の団体でアメリカに本部を置くビ

ジネス・ソフトウェア・アライアンス(ＢＳＡ)は、精力的に海賊版ソフト撲滅の PR活動を行うと共に、警

察や税関に働きかけて取締まりの後押しをしてきた。現在ＢＳＡはインドネシアにて５０００万ルピア

（約 60 万円に相当）の賞金をかけ、違法ソフトの情報提供を受け付けている。また周知のようにアメ

リカ通商代表部が 2001 年から 2005 年まで連続してインドネシアを優先監視国に指定してきたこと

は、インドネシアに知財保護強化を図らざるを得なくする促進剤として機能してきたことは間違いが

ないであろう。このような官民一体となった有言無言の圧力が功を奏し、2005 年には商業大臣令に

より、ディスクの製造機器や原材料に認証記載が義務付けられ、海賊版製造を流通の川上で根絶

するための努力が図られたほか、川下での海賊版取締まり件数も上昇し、2006 年には前年の実績

（429 件）を３倍以上上回る 1443 件の実績を上げた（表－９）。その成果がＵＳＴＲに認められ、イン

ドネシアは 2006 年 11 月に 1 ランク監視の度合いが緩い監視国になったところである。 

 
（３） 侵害に対する保護法制とその運用状況 
 特許法、産業意匠法、商標法、著作権法は、それぞれ侵害者に対する民事的、刑事的対

抗手段について規定している。 
 民事的対抗手段としては、2001 年の法改正によって、損害賠償の請求、仮処分の申請が

できるようになったが、まだそれほど有効に活用されているとは言い難い。損害賠償請求

訴訟は、これまで数件起こされている程度であり、仮処分の申請は施行規則が完備されて

いないため、実際に申請された例がないようである。 
このように、インドネシアでは民事訴訟による損害賠償請求はまだ一般的でない。世界最大のイ

スラム国家であるこの国では、他人の過ちを寛大に許すことが人間の徳を高めると考えられており、

特に富める者は、貧しき者の過ちを大目に見ることが期待される。知的財産問題に当てはめれば、

権利者であるところの外国企業は富者の代表であって、模倣をした侵害者（多くの場合インドネシ

ア企業）はそれに比して貧者ということになるが、富者（権利者）が貧者（侵害者）に損害賠償を請

求するということは、インドネシア人の精神風土に合わないことのように見受けられる。 

インドネシアでの法的対抗手段として最も効果的なのは刑事告発である。インドネシアにおける

権利行使では、まず侵害行為そのものを停止させ、侵害品を廃棄させ、謝罪広告させるところまで

を確実に行うことを目指すべきであって、そのために警察権力を活用することが有効である。刑事

手続きの途中で示談交渉に入ることが多いため、侵害者が実際に起訴される前に問題は決着する

が、その方が時間的、費用的にも有利であり、相手方の経済的責任を追及する機会も得られる。 

 なお、法執行に携わる司法関係者の資格要件の概要については、「インドネシアの司法制

度と司法改革の状況」法務省国際協力部教官 山下輝年氏 ICD News 第 3 号（2002.5）
より抜粋させていただく。（下線部のみ筆者更新） 
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＜裁判官の任命＞ 
インドネシアの全裁判官数は約 5300 名である。（2002 年現在） 
全裁判官に共通する資格要件として，まず法学士の資格を有することが必要である。そ

して，法務人権省が行う選抜試験に合格した者が１年間の試用期間を経て，６～８か月間

の研修を受ける。その後，実習生となり，書記官等として２年以上の経験を経た者が，そ

の後地方裁判所裁判官として推薦を受ける資格を有する。 
研修内容については，最高裁判所が実質的に決定しているということである。 

 
＜検察官の任命＞ 
全国の検察官数は約 5,500 名で，うち約 500 名が最高検察庁にいる。（2002 年現在） 

 法律に規定されている形式的要件は裁判官と同じであるが，検察庁独自に採用・研修を

行う。つまり，法学士を有する者が，検察庁職員としての採用試験に合格した後，３～４

年間の検察庁職員として勤務し，検察官研修所で４～６か月の研修を受けて，検察官とな

る。 
 なお，現在の最高検察庁長官は，検事のキャリアであるが，軍部出身の長官も存在する。 
 
＜弁護士制度＞ 
インドネシアでは，弁護士は基本的に次の３種類に分かれる。 

(1) 法廷立会弁護士（Litigator）  
これは更に二つに分かれる。 
ア 法学士を有する者で，全国の法廷に立会できる弁護士（法務人権省の許可必要） 
イ 法学士を有する者で，一定の地域の法廷に立会できる弁護士（高等裁判所の許可

必要） 
(2) 法学士を有する者で，法廷に立会せず，法律相談業務に従事する弁護士（許可は不 

要）  
法務省の法律職，検察官，裁判官は，退任後に弁護士となることができるが，通常(2)
になるということである。 

インドネシアに弁護士会は５～６存在するが，弁護士業務を行うにあたって，弁護士会に

登録する必要はない。最大のインドネシア弁護士会で約 18,000 人（2007 年現在）が会員

となっている。 

 前掲山下教官の報告書にも記載されている通り、インドネシアの法執行に関わる者（裁

判官、検察官、警察官、その他公務員）は賄賂を要求するのが日常茶飯事であり、判決に

もそうした影響が出てくるのがインドネシアの現状であると言っても過言ではない。 
 
（4）刑事的対抗手段 

（4－１）概要 
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 インドネシアでは、一般に知的財産権の行使というと、刑事的対抗手段を意味する。先に述べた

ように、この国では民事的対抗手段が法律で認められてはいるものの、仮処分の申請はまだ実績

がないのが現状である。また、税関等による行政的な対抗手段も海賊版 CD の取締りを除いてほと

んど機能していないので、刑事的対抗手段が現時点では唯一使い得る対抗手段であると言ってい

いであろう。 

 著作権を除いて一般に知的財産権の侵害は親告罪であるので、権利者が通報しない限り警察

は捜査を開始しない。このことがインドネシアにおける取締まりの足かせになっているとの意見もあ

るが、侵害を適正に取り締まるためには、権利内容を熟知し、偽物との違いを認識できる権利者の

協力が不可欠であるというのが、侵害を親告罪としている理由である。 

また、証拠探しにおいても、権利者は積極的に捜査協力することが期待される。 

 

（4－２）所管警察組織 

インドネシアの国家警察組織は、州警察（POLDA）、県警察（POLRES）、都市警察（POLWIL）、

町村警察（POLSEK）からなる。このうち、知的財産侵害事件に関する被害届は、国家警察本部

（R.I. Police Headquarters, Jl.Trunjoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan）又は侵害発生場所

を管轄する州警察、県警察、都市警察が受け付ける。複数の州にまたがる場合は国家警察本部

が捜査する。 

 

（4－３）刑事告発に必要な書類 

侵害の告発に当たって必要な書類・証拠は以下のとおりである。 

（１） 被害届（警察にて作成） 

記載事項） 届出者の氏名、生年月日、出生地、宗教、職業、住所 

  侵害の発生時期、発生場所、発生状況 

被疑者の氏名と住所（知り得る範囲で）    

（２） 侵害品の見本と入手先を示す証拠（領収書等） 

（３） 侵害されている知的財産権の証明書 

（４） 委任状（被害届が代理人によって行われる場合） 

 

（4－４）手続きの流れ 

 被害届が受理された後、担当警察官が割り当てられ、実際に捜査が始まるまでに通常２、３日要

する。捜査の最初の段階として被害者側の証人が尋問され、その後必要に応じて専門家証人（通

常知的財産総局から招聘され、侵害の有無について証言する）や被疑者側証人が尋問を受ける。

被害届受理から侵害場所が捜索されるまでに３日から６日以上要することがある。捜査調書、令状

等の例を添付資料に示す。 

 被害届提出当初から立件に至る証拠探しには、被害者側の積極的参画が期待される。捜査する

のは警察の仕事であるから、被害届を出して調書さえ取られれば、後は警察が独自に捜査を進め
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るはずであると期待しがちであるが、そのような期待はインドネシアでは通用しない。判決は買うも

のとインドネシアでは一般に考えられているが、「対価」がなければ石のように動かないのがインド

ネシアの法執行者であり、警察官も例外ではない。また実際に彼らの予算は限られているから、被

害者側が車を手配しないと現場に行く交通手段もない。それ以外に費用、人員、情報等あらゆる

面で被害者側自ら積極的に支援しないと捜査は進まないのである。 

 これらの手続きを経た後、侵害が立証されるならば、侵害者は検察によって起訴される。刑事訴

訟の場合は知的財産関連であっても地方裁判所が審理する。判決に不服のある場合は高等裁判

所、最高裁判所に上告することができる。 

実際には起訴の前に、示談交渉が成立し、被害届が取り下げられることも多い。示談交渉は、解

決の早期化、費用の節約につながるだけでなく、侵害者に対して謝罪広告、侵害品の回収・処分、

損害の賠償等を要求することができるため、よく使われている解決手段である。 

被害届の提出から示談交渉まで、弁護士に代理させる場合もあるが、肝心の弁護士が相手方

や警察と結託して解決をいたずらに遅らせたり、費用を高額化させたり（当然そこには自分の取り

分が上乗せされている）する場合がある。弁護士の言っていることだからといってむやみに信用せ

ず、被害者が常に主体性をもって交渉の成り行きに目を光らせることが肝要である。 

 

（４－５）摘発状況 

 インドネシア国家警察が 2003 年以降摘発した知的財産侵害の件数は表－９に示すとおりである。

摘発件数は著作権が最も多く、2006 年には前年の 3 倍以上に相当する 1443 件が摘発された。

USTRA はこれを評価して、インドネシアを優先監視国から監視国へと格上げしている。（但し、タイ

では 2004 年以降著作権分野だけでも毎年 5000 件を超える摘発が行われている。） 

 

表－９  知的財産侵害事件摘発統計 

 著作権 特許 商標 産業意匠 営業秘密 合計 

2003 343 不明 28 不明 － 不明 

2004 199 1 61 5 0 266 

2005 429 4 63 9 0 503 

2006 1443 0 69 9 1 1522 

2007.7 月まで 286 0 11 1 0 298 

（データ出所：インドネシア国家警察特殊犯罪捜査局産業犯罪部） 

 

（４－６）刑事告発に要する費用 

 通報に際して公的には費用はかからないが、調書の作成や捜査に対する謝礼が期待される。謝

礼の額は、状況に応じてその都度５００円程度から５万円程度まで。 
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（５）民事的対抗手段 

現行法は商務裁判所に対する仮処分の申請、損害賠償の請求を可能としているが、これまでの

ところ権利者側に貢献した例はほとんどない。商務裁判所に提訴された民事訴訟の多くは商標等

の登録の取消を訴えたものである。（中央ジャカルタ商務裁判所知財関連裁判一覧 添付資料）   

2007 年 11 月の時点で仮処分の申請がされた例はまだない。 

これまで権利行使といえば警察権力によって侵害を抑え込むことが一般的であったが、今後民

事的解決手段も徐々に実効的なものとなっていくように期待される。 

  

（６）水際取締 

関税法（1995 年法律第 10 号）は税関当局による商標権と著作権を侵害する物品の差し止めに

ついて規定している。すなわち、 

第 54 条 商標又は著作権の所有者からの申請に基づき、地方裁判所長は税関職員に

対して、インドネシアにおいて保護される商標又は著作権を侵害した製品であ

ると、十分な証拠の基づいて疑われる輸入又は輸出貨物を税関において一時

的に差し止めるように命令を発することができる。 

第 62 条 輸入又は輸出貨物が商標又は著作権の侵害によって生産されたか、又はそれ

自体が侵害するとき、税関職員は職権によって当該貨物の差し止めを行うこと

ができる。 

 2004 年には、スカルノハッタ国際空港内の税関が職権により海賊版の CD 等押収した実績

が 15 件あるものの、権利者からの申請に基づく差し止めは、施行規則がないためにまだ行っ

たことがない。（2007 年 12 月現在施行規則案を検討中） 

 2007 年、（２）項で述べた知的財産権サブ・ワーキング・グループでは、企業側から政府側に

対して侵害貨物の水際取締実現を支援すべく、侵害の可能性のある商標に関する情報（登録

内容、真正の輸入業者名、照会先等）を提供することを申し出ている。 

 

（７）不公正な競争に対する対抗手段 

 インドネシアにおいて、商標権、意匠権等の登録なしに、不正競争に対抗することは非常に

難しい。インドネシアにも独占と不正競争の防止に係る法律と題されたものはあるが、実質的

に独占行為を禁じるのみであって、日本の不正競争防止法に相当する規定は存在していな

い。インドネシアで知的財産侵害に対抗するためには、商標権、意匠権等、登録された権利を

まず取得しておくことが肝要である。 

 しかしながら、トレードドレス侵害、未登録商標の剽窃行為のように、商標権、意匠権等の登

録だけでは防ぎきれない問題もある。現在の法制度の枠組みの中でこのような不正競争行為

に対抗するためには、刑法、民法、消費者保護法を代替的に利用していく方法が考えられる。 

 

○刑法 
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 商品の外観や形態を模倣した侵害品の場合には、刑法第382条の 2が最も適用しやすいと

思われる。（但し、不正な方法に果たして未登録の形態の模倣が含まれるかどうかが問題にさ

れる可能性がある。） 

商標や社名等を模倣された場合には、刑法第３８０条、刑法第３９３条が適用できる。 

  

○消費者保護法 

模倣品の品質が劣悪である等、品質表示が実際と異なる場合は、消費者保護法第 8 条に

触れ、模倣品業者は罰せられる。 

また模倣品が破損していたり、欠陥があったりするような場合は、破損品、欠陥品の販

売を禁じている消費者保護法第 8 条第 3 項によって、このような模倣品を販売した模倣品

業者は罰せられる。 
 

○民法 

 民法第 1365 条は「他人に損害を生じさせる不法行為は、すべて、その損害を生じさせた

行為を行った者に、その損害を補償すべき義務を負わせる」と規定しており、不正競争へ

の対抗手段としてこの規定を利用することを薦める弁護士もいる。（しかし、この場合知的

財産の訴訟ではなく、一般の訴訟として地方裁判所に提訴することになり、いたずらに訴

訟期間が長くなることが懸念される。） 
 
4．ライセンシング 

（1）ライセンシングに関する法規 

 特許法、意匠法、商標法及び著作権法は、ライセンス契約の届出を義務付けており、ライセ

ンス契約の登録なしに第三者に対抗し得ないと規定しているが、その実施に関する施行規則

がないために、ライセンス契約の届出は受け付けられていない。 

 登録された商標等は、多くの場合日本の本社名義になっているが、インドネシアの現地法人

が商標を使用することは、ライセンス登録がなくても、これまで問題になった事例はないようで

ある。 

 

（２）営業秘密の保護 

 営業秘密法は、その情報が秘密性（特定の者に限定して知られているか、又は広く社会に

知られるに至っていない状態）を有し、経済的価値があり（商業活動又は事業活動に利用でき

る、又は利益増加に寄与する）、当然取られるべき方法で秘密性が維持されているとき、営業

秘密として保護されると規定している。故意に営業秘密を開示したり、営業秘密を守るための

義務を怠る者や、不当に営業秘密を入手する者は、最高懲役 2年、罰金 3 億ルピアが科せら

れる。 
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（３）強制による実施 

 特許法第 75 条は、特許付与の日から起算して 36 ヶ月経過後、当該特許が実施されていな

いとき、第三者は強制実施権を申請することができると規定している。これまでのところ強制実

施権が設定された実績はない。 

 また、同法第99条は、国家の防衛・安全保障上、重要な特許を政府が実施することができる

と規定している。2004 年第 83 号エイズ治療薬の特許使用に関する大統領令は、２つのエイズ

治療薬（ベーリンガーインゲルハイムの「ネビラリン」（特許番号 0001338）とビオケムファルマの

「ラミブジン」（特許番号 0002473））の国による使用を可能にした。使用期間はそれぞれ 7 年と

8 年で、特許権者は０．５％のロイヤルティを受け取る。 
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（参考） 

インドネシアにおける知的財産関連機関・団体一覧 

 

＜政府機関＞ 

法務人権省知的財産総局 

 Directiorate General of Intelelctual Property  

Jl.Daan Mogot Km24, Tangenrang, Jawa Barat 

 http://www.dgip.go.id/ 

 

同局知的財産電子図書館 

 商標、意匠、特許の公開・公告・登録情報が検索できる。 

http://ipdl.dgip.go.id/ 

 

中央ジャカルタ商務裁判所 

 Central Jakarta Commercial Court 

 Jl.Gajah Mada 17, Jakarta Pusat 

 

最高裁判所 

 R.I. Supreme Court  

 Jl. Medan Merdeka 9-13, Jakarta Pusat 

 

インドネシア国家警察本部 

 R.I. Police Headquaters  

 Jl.Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  

 

財務省関税消費税総局 

 Directorate General of Customs and Excise 

 Directorate of Prevention and Investigation  

Jl.A.Yani, No.108 Jakarta  

  

＜関係団体＞ 

インドネシア知的財産協会 

 Indonesia Intellectual Property Society 

 c/o Suryomurcito & Co. 

 Wisma Pondok Indah Suite 601 

 Jl.Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta  
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インドネシア模倣品対策協会 

 Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan 

 c/o APCO Indonesia 

 World Trade Center Bdg. 10th Fl. 

 Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta   

 

インドネシア著作権協会 

 Yayasan Karya Cipta Indonesia 

 Golden Plaza Fatmawati C-12 

 Jl.R.S. Fatmawati 15 Jakarta 

 http://www.kci.or.id/ 

 

インドネシア出版協会 

 Ikatana Penerbit Indonesia 

 Jl.Kalipasir No.32, Jakarta 

 http://www.ikapi.or.id/ 

 

インドネシア消費者保護協会 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

 Jl.Pancoran Barat VII/1, Durentiga, Jakarta 

 http://www.lp3es.or.id/direktori/data/dki/jakarta_027.htm 

 

＜コンサルタント＞ 

ハキンダ・インターナショナル（日系知的財産コンサルタント） 

 Hakindah International 

Gedung Gajah Unit AT, Jl.Dr.Saharjo No.111, Jakarta Selatan 

 http://www.hakindah.co.id/ 

 

アムロス・アンド・パートナーズ 

 Amroos & Partners 

 Jl.Permata Hijau Raya Blok B-29, Jakarta 

 http://www.amroos.co.id/ 

 

ルメンタ・シトルス・アンド・パートナーズ 

 Lumenta, Sitorus & Partners 
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Jl.Metro Pondok Indah TB-34, Jakarta Selatan 

 http://www.lsp.lawoffice.com 

 

ビロ・オクトロイ・ルゼノ 

 Biro Oktroi Roosseno 

 Kantor Taman A-9, Unit C1&C2 

 Jl.Mega Kuningan, Kuningan, Jakarta 

 http://www.iprbor.com/ 

 

チタ・チトラウィンダ・プリアパンチャ・アンド・アソシエーツ 

 Cita Citrawinda Priapantja & Associates 

 Menara Imperium 12th Floor, Suite D 

 Jl.Rasuna Sahid Kav.1 

 Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta 

 http://www.ccp-associates.com/ 

 

スリョムルチト・アンド・カンパニー 

Suryomurcito & Co. 

 Wisma Pondok Indah Suite 601 

 Jl.Iskandar Mudah Kav V-TA, Jakarta  

 http://www.iprights.com/indexindo.asp/ 
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添付資料１ 

 
インドネシアの知的財産コンサルタント料金例 
 

知的財産コンサルタント手数料   知的財産総局手数料 
Hakindah Intl. Rouse & Co. Itnl. Suyud Margono 

& Associates 
出願 Rp.575,000 US$600 US$1000 US$800 
審査請求 Rp.2,000,000 US$150 US$500 US$500 

特許 

年金  US$150～ US$200 US$200 
産業意匠 出願 Rp.600,000 US$400 US$600 US$450 
商標 出願 Rp.450,000～ US$300 US$550 US$400 

 
（注）これはあくまで参考のため目安として掲げたもので、実際に依頼する際は予め代理人に確認されたい。
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添付資料２ 

 

特許法 

2001 年法律第 14 号  

2001 年 8 月 1 日改正  

 

第 I 章 総則 

 

第 1 条 

この法律において、 

(1) 「特許」とは、一定期間当該発明を自ら実施

し、又は他の者に対してその実施許諾を与

えるために、技術分野におけるその発明の

成果に対して国が発明者に与える特権をい

う。 

(2) 「発明」とは、技術分野における特定の問題

を解決するために注がれた発明者の思想

であって、方法若しくは物又は方法若しくは

物の改良及び拡張の形をとりうるものをい

う。 

(3) 「発明者」とは、単独又は複数の者が共同

で発明をなす活動に対して思想を注いだ

者をいう。 

(4) 「出願人」とは、特許出願を申請する者をい

う。 

(5) 「出願」とは、総局に申請される特許出願を

いう。 

(6) 「特許権者」とは、特許の所有者としての発

明者又は特許の所有者から当該権利を受

け継いだ者又は前述の者からさらに権利を

受け継いだ他の者であって、特許登録簿に

記載されている者をいう。 

(7) 「代理人」とは、知的財産コンサルタントをい

う。 

(8) 「審査官」とは、その専門知識により大臣令

により特許審査の実務を遂行する者として

任命され、特許出願に対する実体審査を行

うことを任務とする者をいう。 

(9) 「大臣」とは、その業務及び責任の一部が

特許を含む知的財産の分野の発展にかか

る省の大臣をいう。 

(10) 「総局」とは、大臣の配下にある省に含まれ

る知的財産総局をいう。 

(11) 「出願日」とは、方式要件を満たした出願が

受理された日をいう。 

(12) 「優先権」とは、工業所有権のためのパリ条

約又は世界貿易機関設立協定の加盟国に

おいて最初にされた出願の出願人が、前記

２協定のいずれかの加盟国における後の出

願が前記パリ条約に規定される期間内にな

される限り、最初の出願の出願日がその後

の出願の優先日として認められるための権

利をいう。 

(13) 「実施権」とは、特許権者から他者に対して

与えられる許可であって、特定の条件、特

定の期間内に保護された特許から経済的

利益を享受するための権利を与える許諾に

基づくものをいう。 

(14) 「日」とは、実働日をいう。 

 

 

第 II 章 特許の範囲 

 

第 1 節 特許を受けることができる発明 

 

第 2 条 

(1) 特許は、新規で進歩性を有し、かつ、産業

上利用できる発明に対して与えられる。 

(2) 発明は、当該発明が技術に関する通常の

知識を有する者にとってそれ以前には予測

しえないことであるときには、進歩性を有す

る。 

(3) 発明がそれ以前に予測しえないことである

という判断は、特許出願をした時点におけ

る専門知識、又はその出願が優先権の主

張を伴ってなされた場合には最初の出願が

なされた時すでに存在した専門知識に注

意を払って行われなければならない。 

 

第 3 条 

(1) 発明は、出願日おいて当該発明が先行す

る技術と同一でないとき、新規性を有すると

みなされる。 

(2) 第１項の先行する技術とは、次に掲げる日、

すなわち、 

(a) 出願日、又は 

(b) 優先日、 

より前に、インドネシア国内又はインドネシ

ア国外において書面、口頭説明若しくは展

示又はその他の方法で、専門家が当該発

明を実施することができるように公表されて

いる技術をいう。 

(3) 第１項の先行する技術は、インドネシアにお

いて申請された出願であって、出願日又は

それ以後に公開されたが、実体審査継続
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(4) 中であって、出願日が当該出願の出願日

又は優先日よりも前であるものを含む。 

 

第 4 条 

(1) 発明は、特許出願前最長 6 月以内に次に

該当するに至ったときには、すでに公表さ

れたものとはみなされない。 

(a) その発明が、インドネシア国内若しく

は国外における公の若しくは公と認め

られた国際博覧会において又はインド

ネシア国内における公の若しくは公と

認められた全国博覧会においてすで

に展示された場合。 

(b) その発明が、研究開発の目的のため

に試験の枠内で、その発明者によりイ

ンドネシア国内ですでに使用されてい

る場合。 

(2) 特許出願がなされる前 12 月以内に当該発

明の守秘義務に違反する方法で公表した

他の者の存在が判明したときにも、発明は

すでに公表されたものとはみなされない。 

 

第 5 条 

発明が、出願に説明された態様で産業において

実施されうるとき、当該発明は産業上利用するこ

とができる。 

 

第 6 条 

新規な製品又は装置の発明であって、形状、形

態、構造又はそれらの組合せによって実用的価

値を有するものは、簡易特許として法的保護を

受けることができる。 

 

第 7 条 

次に掲げる発明については、特許を受けることが

できない。 

(a) その公表及び使用又は実施が、現行

の法規、宗教規範、公共の秩序又は

道徳に反する方法又は物。 

(b) 人及び/又は動物に対する検査、看護、

治療及び/又は手術の方法。 

(c) 科学及び数学の分野における理論及

び方法。 

(d) i. すべての生物。但し微生物を除く。 

ii.植物又は動物の製造のための生物

学的方法。但し非生物学的方法又は

微生物学的方法を除く。 

 

第 2 節 特許の存続期間 

 

第 8 条 

(1) 特許は、出願日から起算して20年間付与さ

れ、その期間は延長できない。 

(2) 特許期間の開始日と満了日は記録され公

開される。 

 

第 9 条 

簡易特許は、出願日から起算して 10年間付与さ

れ、その期間は延長できない。 

 

第 3 節 特許の対象 

 

第 10 条 

(1) 特許を受ける権利を有する者は、発明者又

はその発明者の権利を後に受け継いだ者

である。 

(2) 発明が複数の者により共同でなされたとき

には、当該発明に対する権利は当該複数

の発明者により共有される。 

 

第 11 条 

反証がない限り、発明者として推定されるのは、

出願において発明者として宣言された単独又は

複数の者である。 

 

第 12 条 

(2) 別途契約がない限り、職務環境の中でなさ

れた発明に対して特許を受ける権利を有す

るのは、当該職務を与えた者である。 

(3) 第１項の規定は、その雇用契約が発明をな

すことを義務付けていないとしても、当該職

務において用意された資料及び手段を使

用した従業員又は労働者によりなされた発

明に対しても適用される。 

(4) 第１項及び第２項の発明者は、当該発明か

ら得ることができる経済的利益を考慮して、

相当な対価を受ける権利を有する。 

(5) 第３項の対価は、次の方法で支払うことが

できる。 

(a) 定額かつ一括的報酬。又は 

(b) 歩合。又は 

(c) 定額かつ一括的報酬と賞与又は臨時

報酬との組合せ。又は 

(d) 歩合と賞与又は臨時報酬との組合せ。

又は 

(e) 両者が合意するその他の形態 
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その額は、関係当事者自身により定められ

る。 

(6) 対価の額の算出方法及び算定に関して合

意が得られないときには、それに対する判

決を商務裁判所が与えることができる。 

(7) 第１項、第２項及び第３項の規定は、特許

証においてなおその名前を記載するため

の発明者の権利を全く損なうものではな

い。 

 

第 13 条 

(1) 本法の他の規定を鑑み、同一の発明に対

して特許出願がなされた時点で発明を実施

している者は、当該同一の発明に対して後

に特許が付与されたとしても、先の使用者と

して引き続き当該発明を実施する権利を有

する。 

(2) 第１項の規定は、優先権の主張を伴ってな

された特許出願に対しても適用される。 

 

第 14 条 

第13条の規定は、当該発明を実施する者が、特

許出願がなされている発明の明細書、図面、実

施例又はその他の情報から当該発明に関する

知識を使用してその実施をしたときには、適用さ

れない。 

 

第 15 条 

(1) 第 13 条の発明を実施する者が、同一の発

明に対して特許を付与された後に総局に対

してその発明に対する出願をするとき、その

者は先の使用者として認められるのみであ

る。 

(2) 先の使用者としての認定の出願には、当該

発明の実施が、特許出願をしている発明の

明細書、図面、実施例又はその他の情報を

使用して行われたものではないという証明を

添付しなければならない。 

(3) 先の使用者としての認定は、それに対する

手数料を納付し、先使用者証明書の形態で

総局より与えられる。 

(4) 先使用者証明書は、当該同一の発明に対

する特許の満了時と同時に無効となる。 

(5) 先使用者証明書取得のための手続きは政

令に規定される。 

 

第 4 節 特許権者の権利及び義務 

 

第 16 条 

(1) 特許権者は、自己の所有する特許を実施し、

かつ、その許諾なしに次に掲げる行為をす

ることを他の者に禁止する特権を有する。 

(a) 物の特許の場合：特許を付与された物

を生産し、使用し、販売し、輸入し、貸

渡し、譲渡し、又は販売、貸渡若しくは

譲渡のために準備すること。 

(b) 方法の特許の場合：物品の生産及び

(a)に規定するその他の行為をするた

めに、特許を付与された方法を使用す

ること。 

(2) 方法の特許の場合には、その許諾なしに第

１項に規定する輸入を行った他の者に対す

る禁止は、当該方法の特許の使用のみから

生じた物の輸入に対してのみ適用される。 

(3) 当該特許の使用が教育、研究、試験、又は

分析を目的とし、特許権者が当然受ける利

益を損なわない場合、第１項及び第２項の

規定の適用から除外される。 

 

第 17 条 

(1) 第 16 条第１項の規定に反せず、特許権者

は、インドネシア共和国内において特許を

受けた物を製造し、又は方法を使用する義

務がある。 

(2) 当該物の製造又は方法の使用が地域的規

模においてなされた場合にのみ妥当である

とき、第１項に規定する義務から除外され

る。 

(3) 第２項に規定する除外は、理由及び権限の

ある機関により発行された証拠を付して特許

権者により書面にて申請された場合にのみ、

総局により承認される。 

(4) 第３項に規定する除外及び書面による申請

の手続は、政令で定める。 

 

第 18 条 

特許の効力を維持するために及び実施権の登

録のために、特許権者又は特許の実施権者は、

年金を納付しなければならない。 

 

第 5 節 特許侵害に対する法的措置 

 

第 19 条 

ある物がインドネシアへ輸入され、かつ、当該物

の生産をするための方法が本法に基づき特許に

よりすでに保護されている場合において、当該物
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が特許により保護された方法を使用してインドネ

シアにおいてすでに生産されているとき、当該方

法の特許権者は、第16条第２項の規定に基づき、

当該輸入された物に対する法的措置をとる権利

を有する。 

 

第 III 章 特許出願 

 

第 1 節 通則 

 

第 20 条 

特許は、出願に基づき付与される。 

 

第 21 条 

各特許出願は、一発明又は単一性を有する複

数の発明に対してのみ行うことができる。 

 

第 22 条 

特許出願は、手数料を総局に納付して行われ

る。 

 

第 23 条 

(1) 特許出願が、発明者でない者により行われ

る場合、当該出願は、その者が当該発明に

対する権利を有するという十分な証拠を備

えた宣言書を添付しなければならない。 

(2) 発明者は、第１項の発明者でない者により

なされた特許出願についての願書を調査

することができ、自己の費用で当該出願書

類の写を請求することができる。 

 

第 24 条 

(1) 特許出願は、総局に対して、インドネシア語

による書面にて行われる。 

(2) 特許出願についての願書には次に掲げる

事項を含まなければならない。 

(a) 願書の年月日。 

(b) (a)の出願人の完全かつ明白な住所。 

(c) 発明者の完全な氏名及び国籍。 

(d) 出願が代理人を通して行われる場合

には、当該代理人の氏名及び完全な

住所。 

(e) 出願が代理人により行われる場合に

は、特別な委任状。 

(f) 特許の付与の申立。 

(g) 発明の名称。 

(h) 発明に含まれる請求の範囲。 

(i) 発明を実施する方法に関する情報を

完全に記載した発明に関する明細

書。 

(j) 発明の説明に必要とされ明細書にお

いて述べられている図面。 

(k) 発明の要約。 

(3) 特許出願の実施に関するさらなる規定は、

政令により定められる。 

 

 

第 2 節 知的財産コンサルタント 

 

第 25 条 

(1) 特許出願は、出願人又は代理人によって

申請できる。 

(2) 第１項の代理人とは、総局に登録されてい

る知的財産コンサルタントをいう。 

(3) 委任状の受理の日から当該特許出願の公

開の日まで、代理人は、発明及びすべての

特許出願にかかる書類の秘密を守る義務

がある。 

(4) 知的財産コンサルタントとして登録可能な

要件に関する規定は、政令に定め、その任

命手続は大統領令で定める。 

 

第 26 条 

(1) インドネシア共和国内に住所又は常居所を

有さない発明者又は出願人により申請され

る出願は、インドネシアの代理人を通じて申

請されなければならない。 

(2) 第１項の発明者又は出願人は、当該特許

出願のためにインドネシアにおける住所又

は法律上の居所を選定し、明記しなければ

ならない。 

 

第 3 節 優先権を伴う出願 

 

第 27 条 

(1) 工業所有権保護のためのパリ条約に規定

される優先権を伴う出願は、同条約に同様

に加盟する国又は世界貿易機関設立条約

の加盟国において最初に受理された特許

出願の日から起算して 12 ヶ月以内に行わ

れなければならない。 

(2) 出願において具備されるべき要件に関して

本法の規定を常に遵守して、第１項に規定

する優先権を伴ってなされた出願には、当

該国における権限ある当局により認証され

た優先権証明書を優先日から起算して 16
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ヶ月以内に添付しなければならない。 

(3) 第 1項及び第2項の要件が満足されないと

きには、出願は、優先権を伴って行うことが

できない。 

 

第 28 条 

(1) 第24条の規定は優先権を伴う出願にも適用

される。 

(2) 総局は、当該優先権を伴う出願が次に掲げ

る事項をも具備するように請求することがで

きる。 

(a) 外国における最初の特許出願に対し

て行われた実体審査結果に関する書

類の認証謄本。 

(b) 外国における最初の特許出願に関し

てすでに付与された特許書類の認証

謄本。 

(c) 当該出願が拒絶された場合には、外

国における最初の特許出願の拒絶に

関する査定書類の認証謄本。 

(d) 当該特許が無効とされている場合に

は、外国においてなされていた当該特

許の無効の決定に関する書類の認証

謄本。 

(e) 特許出願されている発明が、新規であ

り、進歩性を有し、かつ産業上利用で

きることの判断を容易にするために必

要とされるその他の書類。 

(3) 第２項に規定する書類の謄本の提出には、

出願人により別途補足説明を添付すること

ができる。 

 

第 29 条 

総局による優先権証明書及び優先権を伴う出願

に関するさらなる規定は、大臣令で定める。 

 

 

第 4 節 出願受理日 

 

第 30 条 

(1) 出願日とは、第 22 条の手数料の納付があ

った後に、総局がすでに第 24 条第１項及

び第 2 項(a)、 (b)、 (f)、 (h)及び(i)の規定

を満たした出願書類を受理した日をいう。 

(2) 第 24条第2項(h)及び(i)の明細書が英語で

記載されているとき、当該明細書はインドネ

シア語訳に翻訳され、第１項(1)の出願日か

ら 30 日以内に提出されなければならない。 

(3) 第２項に規定する期間内にインドネシア語

訳文が提出されないとき、当該出願は取下

げられたものとみなされる。 

(4) 出願日は総局により記録される。 

 

第 31 条 

第 30条第１項及び第30条第2項の規定が満た

されないとき、出願日は当該最低要件が総局に

より受理された日である。 

 

第 32 条 

(1) 第30条に規定する要件が満たされたが、第

24 条の他の要件が満たされないことが明ら

かになったとき、総局は、総局による当該不

備の補完を要求する文書を発送の日から

起算して 3 ヶ月以内に当該不備を補完する

よう要求する。 

(2) 総局が承認する理由に基づき、第１項の期

間は、出願人の請求により最大 2 ヶ月間延

長できる。 

(3) 第 2 項の期間は、出願人が手数料を支払う

という条件のもと、当該期間満了の日から最

大 1 ヶ月間延長できる。 

 

第 33 条 

第 32 条に規定する期間内にすべての要件が満

たされないとき、総局は、出願人に対しが取下げ

られたものとみなされた旨を書面にて通知する。 

 

第 34 条 

(1) 同一の発明に対して異なる者により2以上の

特許出願が行われたとき、最初に申請され

た出願が受理される。 

(4) 第 1 項に述べる複数の出願が同日に行わ

れたときには、総局は、当該複数の出願人

に対していずれの出願が行われたものとす

るかを決定するために協議することを求め、

かつ、当該文書が送付された日から起算し

て遅くとも 6 ヶ月以内にその決定の結果を

総局に届け出ることを書面にて要求する。 

(5) 出願人の間で合意又は決定に達さないとき、

協議をすることができないとき又は第 2項に

規定する期間内に総局に協議の結果が届

け出られないときには、当該出願は拒絶さ

れ、総局は当該出願人に対して当該拒絶

を書面にて通知する。 

 

第 5 節 特許出願の補正 
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第 35 条 

出願は、当該補正は出願当初に申請された発明

の範囲を拡大するものではないという条件のもと

に、明細書及び/又は請求の範囲を補正すること

により、補正することができる。 

 

第 36 条 

(1) 出願が第 21 条に規定する発明の単一性を

有する発明によって構成されないとき、出願

人は、当初の出願を分割することができる。 

(2) 第 1 項に規定する出願の分割は、当該各出

願で求められる保護の範囲が当初の出願で

申請された保護の範囲を拡大するものでは

ないという条件のもとに、1 以上の出願として

個別に出願できる。 

(3) 第 1 項に規定する出願の分割は、当初の出

願に第55条第1項又は第56条第1項に述

べる決定が下されるまでに申請できる。 

(4) 第 1項及び第2項に規定する分割出願であ

って、第 21 条及び第 24 条の要件をすでに

満たすものは、当初の出願と同じ日に出願さ

れたと見なされる。 

(5) 出願人が第3項に規定する期間内に分割出

願を申請しないとき、出願の実体審査は、当

初の出願の最初の一連の請求の範囲に記

載された発明に対してのみなされる。 

 

第 37 条 

出願は、本法の規定に依然として従う限り、特許

から簡易特許に、又はその逆に変更できる。 

 

第 38 条 

第 35 条、第 36 条及び第 37 条に規定する補正

に関するさらなる規定は大統領令で定める。 

 

第 6 節 特許出願の取下 

 

第 39 条 

(1) 出願は、総局に対して書面よる請求をもって

取下げることができる。 

(2) 出願の取下に関するさらなる規定は、大統

領令で定める。 

 

第 7 節 出願の禁止及び守秘義務 

 

第 40 条 

総局職員、又は任務により総局のために及び/

又は総局の名において業務を遂行した者は、在

職中から総局を定年退職した後又はいかなる理

由によっても退職した後1年の間、その特許の所

有が相続による場合を除き、出願をすること、特

許を取得すること、又は何らかの方法により特許

に関する権利を取得すること若しくは保有するこ

とを禁じられる。 

 

第 41 条 

出願日から当該出願の公開の日まで、特許局の

全職員又は職務により総局の任務に関連する者

は、発明及び出願書類の秘密を守る義務があ

る。 

 

第 IV 章 公開及び実体審査 

 

第 1 節 出願公開 

 

第 42 条 

(1) 総局は、第 24 条の規定をすでに満たした出

願を公開する。 

(2) 公開は、次に掲げる期間後に行われる。 

(a) 特許の場合、出願日から18ヶ月又は優

先権を伴う出願の場合は優先日から 18

ヶ月。 

(b) 簡易特許の場合、出願日から 3 ヶ月。 

(3) 第2項(a)の公開は、出願人の申請により、手

数料の支払いを伴って、より早期に行うこと

ができる。 

 

第 43 条 

(1) 公開は、次のように行われる。 

(a) 総局により定期的に発行される特許公

報に掲載される；及び/又は 

(b) 総局により提供される専用の設備に、

公衆が容易かつ明瞭に縦覧すること

ができるように設置される。 

(2) 出願公開の開始日は、総局により記録され

る。 

 

第 44 条 

(1) 公開は次の期間行われる。 

(a) 特許出願公開の日から 6 ヶ月 

(b) 簡易特許出願公開の日から 3 ヶ月 

(2) 公開は、次に掲げる事項を記載して行われ

る。 

(a) 発明者の氏名と国籍。 

(b) 出願人、及び代理人を通して出願さ
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れる場合は代理人の氏名と完全な住

所。 

(c) 発明の名称。 

(d) 出願日；優先権を伴う出願の場合は、

優先日、最初の出願の番号及び国

名。 

(e) 要約。 

(f) 発明の分類。 

(g) 図面（添付の場合）。 

(h) 公開番号。及び 

(i) 出願番号。 

 

第 45 条 

(1) 何人も、第 44 条の公開を縦覧することがで

き、書面にてその理由を付して当該出願に

対して意見又は異議の申立をすることができ

る。 

(2) 第 1 項に規定する意見又は異議があったと

きには、総局は、直ちに特許出願人に対し

て当該意見又は異議を内容とする文書の副

本を送達する。 

(3) 出願人は、総局に当該意見又は異議に対

する答弁及び釈明を書面にて提出する権利

を有する。 

(4) 総局は、第 1項及び第3項の意見又は異議、

答弁及び/又は釈明を当該出願の実体審査

段階における判断の補足資料として利用す

る。 

 

第 46 条 

(1) 検討の末、国の防衛及び安全保障上の利

益を妨げ又は利益に反することになりうると

推測されるとき、大臣の承認を得て、総局は、

必要ならばその職務及び権限が防衛及び

安全保障に関連する政府機関と協議の後、

出願を公開しないように決定することができ

る。 

(2) 第 1 項の出願を公開しないという決定は、出

願人又は代理人に対して書面にて総局によ

り通知される。 

(3) 第 1 項の総局による他の政府機関との協議

は、出願され、その後出願公開しないという

決定を伴って終結した発明に関する情報の

提供を含み、第 40条及び第 41条に規定す

る守秘義務の違反とはみなされない。 

(4) 第 3 項の規定は、協議された出願にかかる

発明及び書類の秘密をいかなる第三者に対

しても常に守るべきであるという、当該政府

機関及びその職員の義務を減じるものでは

ない。 

 

第 47 条 

(1) 第46条の公開されない特許出願に対しては、

実体審査は、当該出願を公開しないことを

総局が決定した日から 6 ヶ月後に行われる。 

(2) 第 1 項の実体審査は、手数料の負担を伴わ

ない。 

 

第 2 節 実体審査 

 

第 48 条 

(1) 実体審査の請求は、手数料を納付して、総

局に対して書面にて行われる。 

(2) 第 1項の実体審査請求の手続きおよび要件

は、さらに大統領令で定める。 

 

第 49 条 

(1) 第 48 条第 1 項の実体審査請求は、出願日

から遅くとも 36 ヶ月以内に行われる。 

(2) 第 1 項の期間内に実体審査請求が行われ

なかったとき、又はそのための料金が支払わ

れなかったとき、出願は取下げられたものと

みなされる。 

(3) 総局は、第 2項の取下げられたとみなされた

出願を、出願人又は代理人に対して書面に

て通知する。 

(4) 第 1 項の実体審査請求が、第 44 条第 1 項

の公開期間満了前になされたとき、その審

査は公開期間満了後に行われる。 

(5) 第 1 項の実体審査請求が、第 44 条第 1 項

の公開期間満了後になされたとき、その審

査は当該実体審査請求を受理した日より後

に行われる。 

 

第 50 条 

(1) 実体審査のために、総局は、専門家の支援

を要請し、及び/又は他の政府機関の必要と

される施設若しくは他国の特許庁の特許審

査官を利用することができる。 

(2) 第 1項の専門家の支援、施設又は他国特許

庁審査官の利用は、第 40条及び第41条の

守秘義務に関する規定を常に遵守して行わ

れる。 

 

第 51 条 

(1) 実体審査は、審査官により行われる。 
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(2) 審査官は、現行法規に従い、大臣によって

任免される実務遂行員として総局に配置さ

れる。 

(3) 第 2 項の審査官に対しては、現行法規に従

って与えられる他の権利に加えて地位及び

実務手当が与えられる。 

 

第 52 条 

(1) 審査官が、特許出願を申請する発明が、重

要な点で不明瞭又はその他の欠陥を含むと

報告したとき、総局は、出願人又は代理人に

対して当該不明瞭又は欠陥について書面に

て通知し、当該欠陥に対する意見又は釈明

を求める。 

(2) 第 1 項の通知は、明瞭かつ詳細で、不明瞭

又は重要な欠陥であると判断された箇所を

引用し、実体審査において使用された理由

と参考文献を付して、補正の期間とともに述

べなければならない。 

 

第 53 条 

第 52 条第 1 項の通知の後、特許出願人が、第

52 条第 2 項に規定する総局が指定する期間内

に提出すべき意見を述べず、又は要件を満足さ

せず、又は補正をしないとき、当該出願は取下

げられたものとみなされ、書面で出願人に通知さ

れる。 

 

第 3 節 特許出願の承認又は拒絶 

 

第 54 条 

総局は、次の期間内に出願の承認又は拒絶の

決定をしなければならない。 

(a) 特許の場合；第 48 条に規定する実体

審査請求受理の日、又はその実体審

査請求が当該公開期間満了前になさ

れたときは、第44条第1項に規定する

公開期間満了の日から実体審査の請

求書の受理の日から 36 ヶ月以内。 

(b) 簡易特許の場合；出願日から 24 ヶ月

以内。 

 

第 55 条 

(1) 審査官により報告された実体審査の結果、

当該発明は、第 2 条、第 3 条、第 5 条及び

本法のその他の規定を満たしているとき、総

局は、出願人又は代理人に特許証を与え

る。 

(2) 審査官により報告された実体審査の結果、

当該発明は、第 3 条、第 5 条、第 6 条及び

本法のその他の規定を満たしているとき、総

局は、出願人又は代理人に簡易特許証を与

える。 

(3) 付与された特許は、防衛及び安全保障に関

するものを除き、記録され公開される。 

(4) 総局は、第 46条に述べる公開されない特許

を除き、手数料の納付をすることにより、特許

書類の謄本を必要とする者に交付する。 

 

第 56 条 

(1) 審査官により報告された実体審査の結果が、

特許を出願された発明は第 2 条、第 3 条、

第 5条、第 6条、第 35条、第 52条第 1項、

第 52 条第 2 項の規定を満足しないとき、又

は第 7 条の規定により除外されるものである

ことを示すとき、総局は、当該出願を拒絶し、

その拒絶を出願人又は代理人に対して書面

で通知する。  

(2) 当該分割が発明の範囲を拡大するとき、又

は第 36 条第 2 項若しくは第 36 条第 3 項の

期間の経過後申請されたとき、総局は分割

された出願をも拒絶することができる。 

(3) 審査官により報告された実体審査の結果が、

特許を出願された発明は第 36 条第 2 項の

規定を満たさないことを示すとき、総局は当

該出願の一部を拒絶し、書面で出願人又は

代理人に通知する。 

(4) 出願拒絶の通知は、明瞭で拒絶の根拠とな

った理由と検討を記載しなければならない。 

 

第 57 条 

(1) 特許証は、特許権の証明である。 

(2) 拒絶の通知書は総局によって記録される。 

 

第 58 条 

特許は特許証交付の日に発効し、かつ、特許出

願の受理の日に遡及して有効である。 

 

第 59 条 

特許証交付、形式及び記載内容、並びに記録

に関するさらなる規定は、特許書類謄本に関す

る規定と共に、政令で定める。 

 

第 4 節 審判の請求 

 

第 60 条 
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(1) 審判の請求は、第 56条第 1項及び第56条

第 2 項の実体的事項に関する判断根拠及

び理由に関連する出願の拒絶に対して行う

ことができる。 

(2) 審判の請求は、特許審判委員会に対して、

出願人又は代理人により、特許局に送付す

るその副本を添えて書面にて行われる。 

(3) 審判の請求は、実体審査結果としての出願

拒絶に対する不服の完全な説明とその理由

を付して行われる。 

(4) 第 3項の理由とは、第 35条の発明の範囲を

拡大する新しい理由又は釈明を構成しな

い。 

 

第 61 条 

(1) 審判の請求は、出願拒絶の通知送付の日

から起算して遅くとも3ヶ月以内に行われる。 

(2) 第 1 項の期間が審判の請求なしに徒過した

とき、出願拒絶は、出願人により受諾された

ものとみなされる。 

(3) 出願拒絶が、第2項に規定するようにすでに

受諾されたものとみなすことができるとき、総

局は、それを記録し公開する。 

 

第 62 条 

(1) 審判は、審判委員会により審判請求の受理

の日から遅くとも 1 ヶ月以内に審理が開始さ

れる。 

(2) 審判委員会の決定は、第1項の期間が満了

する日から 9 ヶ月以内に下される。 

(3) 審判委員会が審判請求を容認し合意したと

き、総局、審判委員会の決定を実行する。 

(4) 審判委員会が審判請求を拒絶したとき、出

願人又は代理人は、当該拒絶審決の日から

３ヶ月以内に、当該拒絶当該決定に対する

不服を商務裁判所に申し立てることができ

る。 

(5) 第 4 項の商務裁判所の決定に対しては、最

高裁判所への不服申し立てのみ可能であ

る。 

 

第 63 条 

審判、審理及び審判の終結手続きはさらに大統

領令で定める。 

 

第 5 節 特許審判委員会 

 

第 64 条 

(1) 特許審判委員会は、独立した特別機関であ

って、知的財産の分野に属する省内にある。 

(2) 特許審判委員会は、委員を兼任する 1 名の

委員長、委員を兼任する 1 名の副委員長及

び必要とされる分野における複数の専門家

及び上級審査官から構成される。 

(3) 第 1項の特許審判委員会の構成員は、大臣

により 3 年の任期をもって任免される。 

(4) 委員長と副委員長は特許審判委員会の構

成員から同構成員により選出される。 

(5) 審判請求の審理のために、特許審判委員会

は少なくとも 3 名よりなる奇数人数の合議体

を形成し、その内 1 名は出願の実体審査を

行わなかった上級審査官である。 

 

第 65 条 

特許審判委員会の組織構成、職務及び業務に

ついてはさらに政令で定める。 

 

第 V章 特許の移転及び実施許諾 

 

第 1 節 移転 

 

第 66 条 

(1) 特許は、次に掲げる事由によりその全部又

は一部分を移転し、又は移転されることがで

きる。 

(a) 相続。 

(b) 贈与。 

(c) 遺言。 

(d) 書面に記載された契約。又は 

(e) 法律により認められたその他の理由。 

(2) 第 1 項(a)、(b)及び(c)による特許の移転は、

その特許に関する他の権利とともに特許書

類原本を伴ってなされなければならない。 

(3) 第 1項に規定する全ての形態の特許の移転

は、手数料の支払いにより記録され公開され

なければならない。 

(4) 本条の規定に従ってなされない移転は、合

法ではなくかつ有効でもない。 

(5) 特許の移転の記録の要件及び手続は、さら

に大統領令で定める。 

 

第 67 条 

(1) 相続の場合を除き、第13条の先の使用権は

移転できない。 

(2) 第 1項の権利の移転は手数料の支払いによ

り記録され公開される。 
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第 68 条 

特許の移転は、氏名その他の本人である旨を当

該特許に記載するための発明者の権利を依然と

して消滅させるものではない。 

 

第 2 節 実施許諾 

 

第 69 条 

(1) 特許権者は、実施許諾の契約書に基づき、

第 16 条に規定する行為を実施するために

他の者に実施許諾を与える権利を有する。 

(2) 別段の合意のない限り、第 1 項の実施許諾

の範囲は、第 16 条に規定するすべての行

為に及び、与えられた実施許諾の期間中に

なされ、インドネシア共和国全域において有

効である。 

 

第 70 条 

別段の合意のない限り、特許権者は、何時でも

第 16 条に規定する行為を自ら実施すること又は

その行為を実施するための実施許諾を第三者に

与えることができる。 

 

第 71 条 

(1) 実施許諾契約は、直接、間接を問わず、イ

ンドネシア経済に損失を与える結果をもたら

しうる規定を含み、又は特に当該特許を付

与された発明に関連して、一般的技術の修

得及び発展におけるインドネシア国民の能

力を妨げる制限を含むものであってはならな

い。 

(2) 第 1 項の規定を含む実施許諾契約の記録

申請は、総局により拒絶されなければならな

い。 

 

第 72 条 

(1) 実施許諾契約は、手数料の支払いにより総

局において記録され、公開されなければな

らない。 

(2) 実施許諾契約が第 1 項に規定するように総

局において記録されないとき、当該実施許

諾契約は、第三者に対して法的効力を有さ

ない。 

 

第 73 条 

実施許諾契約に関するさらなる規定は、政令で

定める。 

 

第 3 節 強制実施権 

 

第 74 条 

強制実施許諾は、特許を実施するための権利で

あって、申請に基づいて総局の決定により与えら

れる。 

 

第 75 条 

(1) 特許付与の日から起算して 36 ヶ月を経過し

た後は、何人も、当該特許を実施するため

に総局に対して強制実施許諾の申請を手数

料の支払いによりすることができる。 

(2) 第 1項の強制実施許諾の申請は、特許権者

が当該特許をインドネシアにおいて実施して

いないか、又は完全に実施していないという

理由においてのみ申請することができる。 

(3) 強制実施許諾の申請は、特許が公衆の利

益を損なう形態又は方法において特許権者

又はその実施権者により実施されているとい

う理由に基づき、特許が付与された後何時

でも行うこともできる。 

 

第 76 条 

(1) 第 75 条第 2 項に規定する理由の正当性の

他に、強制実施許諾は次の場合にのみ付

与することができる。 

(a) 当該申請人が、次のことを確認する証

拠を提示できた場合。 

(i) 当該特許を自ら十分に実施する能

力を有すること。 

(ii) 当該特許をできる限り速やかに実

施するための施設を自ら所有している

こと。 

(iii) 合理的な要件及び条件に基づき

特許権者から実施許諾を得るために、

適切な期間内に手段を講じる努力は

したが、成果を得なかったこと。及び 

(b) 総局が、当該特許は合理的な経済的

規模でインドネシアにおいて実施する

ことができ、かつ、大多数の公衆に対し

て利益を与えることができると判断した

場合。 

(2) 強制実施許諾の申請に対する審理は、専門

家、関係者及び当該特許権者の意見を聴

取して総局により行われる。 

(3) 強制実施許諾は、特許保護期間を超えない

期間に付与される。 
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第 77 条 

第 76 条に規定する証拠及び意見に基づき、総

局が、第 75条第 1項の期間は、特許権者がイン

ドネシア又は第17条第2項で定める地域の範囲

において商業的に実施するためには十分ではな

いとの確信を得たとき、総局は、当該強制実施権

の付与を一時的に延期するか、又は拒絶するこ

とができる。 

 

第 78 条 

(1) 強制実施許諾の実施は、特許権者に対する

強制実施権者による実施料の支払を伴う。 

(2) 支払うべき実施料の額及びその支払方法は、

総局により定められる。 

(3) 実施料の額の決定は、特許の実施許諾契

約又は同種のその他のものにおいて通常使

用されている慣行を考慮して行われる。 

 

第 79 条 

強制実施許諾の付与に関する総局の決定は、

次に掲げる事項を含まなければならない。 

(a) 強制実施許諾は、排他的性格を有しな

いこと。 

(b) 強制実施許諾の付与の理由。 

(c) 強制実施許諾の付与の根拠となると確

信させられた情報又は説明を含む証

拠。 

(d) 強制実施許諾の期間。 

(e) 特許権者に対して強制実施権者が支

払うべき実施料の額及びその支払方

法。 

(f) 強制実施許諾の終了の要件及び取消

の根拠になり得る事項。 

(g) 強制実施許諾は、国内市場の需要を

満たすためにのみ使用されるものであ

ること。 

(h) 当該関係当事者の利益を公正に保護

するために必要とされるその他の事

項。 

 

第 80 条 

(1) 総局、強制実施権の付与を記録し、公開す

る。者は、自己が受けた強制実施権を特許

局に登録し、かつ、特許原簿に記載しなけ

ればならない。 

(2) 強制実施権の実施は特許の実施とみなされ

る。 

 

第 81 条 

総局による強制実施権付与の決定は、当該強制

実施権の申請の日から 90 日以内に下される。 

 

第 82 条 

(1) 強制実施許諾は、既存の他の特許を侵害す

ることなしには、その特許の実施が不可能で

あるという理由に基づき、特許権者により何

時でも申請することができる。 

(2) 第 1 項の強制実施許諾の申請は、実施され

る予定の特許が当該既存の特許より明らか

に進歩した技術の革新的要素を真に含んで

いるときにのみ考慮することができる。 

(3) 強制実施許諾の申請が第1項及び第2項の

理由に基づきなされる場合： 

(a) 特許権者は合理的な要件に基づき、他

の者の特許を利用するために相互に実

施許諾を与えるための権利を有する。 

(b) 実施権者による特許の使用は、他の特

許とともに移転される場合を除き、移転

することができない。 

(4) 第 1項及び第 2項に規定する総局に対する

強制実施権の申請は、第 75 条第 1 項の強

制実施権の申請期間に関する規定を除き、

第 5 章第 3節の規定を適用する。 

 

第 83 条 

(1) 特許権者の申請に基づき、総局は、次の場

合に第5章第3節の強制実施権付与の決定

を取り消すことができる。 

(a) 強制実施許諾を付与するための根拠と

なった理由が消滅した場合。 

(b) 強制実施許諾を受けた者が、当該強制

実施許諾を実施せず、又は速やかにそ

の実施をするための適切な準備をして

いないことが判明した場合。 

(c) 強制実施許諾を受けた者が、強制実施

許諾の付与の際に定められた、実施料

の支払を含む要件及びその他の規定

をもはや遵守していない場合。 

(2) 第 1 項に規定する取消は記録され、公開さ

れる。 

 

第 84 条 

(1) 強制実施許諾は、定められた期間の満了又

は取消により消滅したとき、強制実施権者は

実施権を与えた者に実施権を返還する。 
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(2) 総局は、消滅した強制実施権を記録し、公

開する。 

 

第 85 条 

第83条及び第84条の強制実施許諾の消滅は、

その記録の日から当該特許を有する者の権利を

回復させる。 

 

第 86 条 

(1) 強制実施権は、相続による場合を除き移転

することができない。 

(2) 相続により移転した強制実施権は、常にそ

れを付与された要件及び特に期間に関する

その他の規定に拘束され、記録及び公開さ

れるために総局に対して報告されなければ

ならない。 

 

第 87 条 

強制実施許諾に関するさらなる規定は、政令で

定める。 

 

第 VI 章 特許の取消 

 

第 1 節 法律による取消 

 

第 88 条 

特許は、特許権者が本法で定める年金を期間内

に年金を納付する義務を履行しないとき、法律に

よる取消を宣言される。 

 

第 89 条 

(1) 法律による特許の取消は、特許権者及び実

施権者に対して総局により書面にて通知さ

れ、かつ、当該通知の日から効力を発生す

る。 

(2) 第 88 条の理由による特許の取消は、記載さ

れ、公開される。 

 

第 2 節 特許権者の請求に基づく取消 

 

第 90 条 

(1) 特許は、総局に対して書面にて提出された

特許権者の請求に基づき、その全部又は一

部分を総局により取り消される。 

(2) 実施権者が、当該取消の請求に添付される

書面による承諾を与えないとき、第１項の特

許の取消は行うことができない。 

(3) 特許の取消の決定は、実施権者に対して、

総局により書面にて通知される。 

(4) 第１項の理由による特許の取消の決定は、

記載され、公開される。 

(5) 特許の取消は、当該取消に関する総局の決

定がなされた日から効力を発生する。 

 

第 3 節 訴訟による取消 

 

第 91 条 

(1) 特許の取消訴訟は、次の場合に行うことが

できる。 

(a) 当該特許が、第 2 条、第 6 条及び第 7

条の規定により、付与されるべきでない

場合。 

(b) 当該特許が、本法に基づき同一の発明

に対して他の者にすでに付与された他

の特許と同一である場合。 

(c) 強制実施権の付与が、当該強制実施

権付与の日又は複数の強制実施権が

付与された場合には、最初の強制実施

権付与の日から 2 年以内に、公衆の利

益を損なう形態及び方法において特許

の実施を継続することを防止することが

できないと判明した場合。 

(2) 第１項(a)の理由による取消訴訟は、商務裁

判所を通して、特許権者に対して、第三者

が提起することができる。 

(3) 第１項(b)の理由による取消訴訟は、その特

許と同一である他の特許が取り消されるよう

に特許権者又は実施権者が商務裁判所に

提起することができる。 

(4) 第１項(c)の理由による取消訴訟は、商務裁

判所を通して特許権者又は実施権者に対し

て検察官により提起することができる。 

 

第 92 条 

第 91 条に述べる特許の取消訴訟が、1 つ若しく

は複数の請求の範囲又は請求の範囲の一部分

のみに関するときには、その取消を請求された事

項に対してのみ取消がなされる。 

 

第 93 条 

(1) 特許の取消に関する商務裁判所の判決内

容は、総局に対して判決の日から 14 日以内

に送付されなければならない。 

(2) 総局は、第１項の特許の取消を記録し、公

開する。 
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第 94 条 

本法第12章の訴訟手続きは、第91条及び第92

条にも適用する。 

 

第 4 節 特許取消の効果 

 

第 95 条 

特許の取消は、特許及び当該特許から生じる他

の権利に関するすべての法的効果を消滅させ

る。 

 

第 96 条 

商務裁判所の判決において別に定められていな

い限り、特許はその全部又は一部分に対して、

当該取消の判決の日から取り消される。 

 

第 97 条 

(1) 第 91 条第１項(b)の理由により取り消された

特許の実施権者は、実施許諾契約において

定められた期間の満了まで、引き続き自身

が所有している実施権を行使する権利を有

する。 

(2) 第１項の実施権者は、自己の特許が取り消

された特許権者に対して支払われるべき実

施料の支払をもはや継続する義務はないが、

権利を有する特許権者に対してその者の所

有している実施権の残存期間に対する実施

料を支払う義務がある。 

(3) 特許権者が、先に実施権者から実施料を一

括してすでに受領しているとき、当該特許権

者は、権利を有する特許権者に対して実施

権を利用する残存期間に相当する実施料の

額を支払う義務がある。 

 

第 98 条 

(1) 第 91 条第１項(b)の理由により取消が宣言さ

れた特許の実施権であって、当該特許の取

消訴訟が提起される前に、善意で取得した

ものは、当該他の特許に対して引き続き効

力を有する。 

(2) 第１項の実施権は、当該実施権者が、取り

消されていない特許権者に対して従前どお

り実施料を継続して支払う義務があり、その

額は、特許が取り消された特許権者とそれ

以前に合意していた額と同額とするというこ

とを条件として引き続き効力を有する。 

 

第 VII 章 政府による特許の実施 

 

第 99 条 

(1) インドネシアにおけるある特許は、国の防衛

及び安全保障を遂行するために極めて重要

であると政府が判断したとき、政府は当該特

許を自ら実施することができる。 

(2) ある特許を自ら実施するための決定は、大

統領が当該分野の担当大臣又は管轄機関

の長の判断を聴取した後、大統領令により

決定される。 

 

第 100 条 

(1) 第 99 条の規定は、特許出願がなされたが、

第 52条の公開がされていない発明に対して

も適用される。 

(2) 政府が第１項の特許を自ら実施することを意

図せず、又は未だ意図していないとき、それ

と同一の特許の実施は、政府の承諾を伴っ

てのみ行うことができる。 

(3) 第２項の特許権者は、当該特許が実施され

るまで年金の納付義務を免除される。 

 

第 101 条 

(1) 政府が、国の防衛及び安全保障を遂行する

ために重要なある特許を自ら実施することを

意図するとき、政府は、次に掲げる事項を記

載して特許権者に対してその旨を書面にて

通知しなければならない。 

(a) 実施を意図される特許及び特許権者

の氏名と特許番号。 

(b) 理由。 

(c) 実施期間。 

(d) 重要と考えられるその他の事項。 

(2) 政府による特許の実施は、特許権者に対し

て相応の対価を支払ってなされる。 

 

第 102 条 

(1) ある特許を政府が自ら実施するという政府の

決定は、最終的なものである。 

(2) 特許権者が、政府の定めた対価の額に同意

しないときには、その事項に関する不服申立

を商務裁判所に対して提起することができ

る。 

(3) 第２項の訴訟の審理手続は、政府による特

許の実施を停止させるものではない。 

 

第 103 条 

政府による特許実施の手続きはさらに政令で定
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める。 

 

第 VIII 章 簡易特許 

 

第 104 条 

明らかに簡易特許に関連しない事項を除き、本

法において定められた特許に関する規定は、す

べて簡易特許に対しても適用される。 

 

第 105 条 

(1) 簡易特許は、ひとつの発明に対してのみ付

与される。 

(2) 簡易特許の実体審査請求は、出願と同時又

は出願日から 6 ヶ月以内に手数料の支払い

により行うことができる。 

(3) 第２項の期間内に実体審査請求が行われな

いとき又はそのための手数料が支払われな

いとき、出願は取下げられたとみなされる。 

(4) 簡易特許出願に対し、実体審査は第 44 条

第１項(b)に規定する公開期間終了後に行わ

れる。 

(5) 実体審査の実施において、総局は第 3 条の

新規性及び第 5 条の産業上利用性のみ審

査する。 

 

第 106 条 

(1) 総局により付与された簡易特許は、記録され、

公開される。 

(2) 証書として、簡易特許権者に対して簡易特

許証が交付される。 

 

第 107 条 

簡易特許は強制実施権を請求されない。 

 

第 108 条 

簡易特許に関するさらなる規定は、政令で定め

る。 

 

第 IX 章 特許協力条約を通した出願 

 

第 109 条 

(1) 出願は特許協力条約を通して申請すること

ができる。 

(2) 第１項の出願に関するさらなる規定は政令

で定める。 

 

第 X 章 特許行政 

 

第 110 条 

本法で定める特許行政の実行は、本法で定める

他の機関の権限を考慮した上で、総局により行

われる。 

 

第 111 条 

総局は、国家規模の特許公報及び情報ネットワ

ークの構築により文書化及び情報サービスを実

行し、特許を付与された技術に関する情報を社

会にできる限り広く提供する。 

 

第 112 条 

特許行政の実施において、総局は大臣より指導

を受け、かつ大臣に対して責任を負う。 

 

第 XI 章 手数料 

 

第 113 条 

(1) 本法において支払いが義務付けられる手数

料は、すべて政令で定める。 

(2) 第 1 項の手数料の要件、期間、支払い手続

きに関するさらなる規定は、大統領令で定め

る。 

(3) 総局は、大臣及び財務大臣の承認により、

現行法規に基づいて、(1)の手数料による収

入を使用することができる。 

 

第 114 条 

(1) 第 1 回目の年金の納付は、特許付与の日か

ら起算して遅くとも 1 年以内になされなけれ

ばならない。 

(2) その後の年金納付は、当該特許が存続する

限り、遅くとも当該特許付与の日又は実施権

の登録の日と同日までになされなければな

らない。 

(3) 第 1 項の年金は出願の最初の年から起算さ

れる。 

 

第 115 条 

(1) 特許権者が、継続して3年間第18条及び第

114 条で定める年金の納付をしなかったとき、

特許は、当該 3 年目に対する納付義務の期

限の末日において法律による取消を宣言さ

れる。 

(2) 当該年金納付義務が、18 年目及びその後

に対する年金の納付義務に関するとき、特

許は、当該年に対する年金の納付義務の期

限到来時に、法律により取り消されたとみな
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される。 

(3) 第 1 項及び第 2項の理由による特許取消は、

記載され、公開される。 

 

第 116 条 

(1) 第 114 条第 3 項及び第 115 条第 2 項に該

当する場合を除き、本法で定める期限に対

する納付の遅延は、遅れた年の年金に毎月

2.5％の追徴金が課せられる。 

(2) 第 1 項の年金納付の遅延は、所定の期限の

経過後7日以内に特許権者に対して総局に

より書面にて通知される。 

(3) 第 2 項の通知書が関係当事者により受領さ

れなかったとしても、第 1 項の規定の有効性

を損なうものではない。 

 

 

第 XII 章 紛争解決 

 

第 117 条 

(1) ある特許が、第 10 条、第 11 条及び第 12 条

に基づき当該特許に対する権利を有する者

以外の他の者に付与されたとき、当該特許

に対する権利を有する者は、商務裁判所に

対して提訴することができる。 

(2) 第 1 項の訴権は、特許出願の受理の日に遡

及して有効である。 

(3) 第 1項の訴えに対する判決の内容の通知は、

両当事者に対して商務裁判所により判決の

日から 14 日以内に送達される。 

(4) 第 3 項の判決内容は、総局により記録され、

公開される。 

 

第 118 条 

(1) 特許権者又は実施権者は、故意にかつ権

限なくして第 16 条の行為をなした何人に対

しても、管轄区域の商務裁判所にて損害賠

償を請求する権利を有する。 

(2) 第 1 項の損害賠償の請求は、その製品又は

方法が特許を付与された発明を利用するこ

とが証明されたときにのみ承認される。 

(3) 第 1項の商務裁判所の判決内容は、判決の

日から 14 日以内に、記録され、公開された

目に総局に送達される。 

 

第 119 条 

(1) 方法の特許に対する訴訟の審理において、

ある物が第 16 条第 1 項(b)の方法の特許を

利用して製造されたものではないことを証明

する義務は、次の場合に被告側に課せられ

る。 

(a) 当該特許を付与された方法により生産

された物が新規な物の場合。 

(b) その物が方法の特許を利用して製造さ

れた嫌疑があり、そのための十分な努

力がすでになされたにもかかわらず、

特許権者がその物を製造するために利

用された方法が何であるか確定するこ

とができない場合。 

(2) 第 1 項の訴訟の審理の利便性のために、裁

判所は次に掲げる権限を有する。 

(a) 当該方法の特許証の謄本及び訴えの

根拠となった最初の証拠を予め提出す

ることを特許権者に命じる。 

(b) 生産された物が当該方法の特許を利

用していないとことを立証するように被

告に命じる。 

(3) 第 1 項及び第 2項の訴訟の審理において、

裁判所は、法廷における立証の中ですでに

説明された方法の秘密性に対する保護を確

保するために、被告の利益を考慮しなけれ

ばならない。 

 

第 120 条 

(1) 訴えは手数料の支払いにより商務裁判所に

登録される。 

(2) 訴え登録の日から 14 日以内に商務裁判所

は審理の日程を決定する。 

(3) 訴えに対する審理は、訴え登録の日から 60

日以内に開始する。 

 

第 121 条 

(1) 廷吏による両当事者の召喚は、最初の審理

の 14 日前までに行われる。 

(2) 訴えに対する判決は訴え登録の日から 180

日以内に下されなければならない。 

(3) 当該判決が根拠とする完全に法律的な検討

を含む、第 2 項の訴えに対する判決は、公

開審理の場で一般公衆に告げられなければ

ならない。 

(4) 商務裁判所は出席しなかった当事者に対し

て、判決が公開の場で一般公衆に告げられ

てから 14 日以内に判決内容を送達する義

務がある。 

 

第 122 条 
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第 121 条第 3項の商務裁判所の判決に対して、

最高裁判所にのみ不服を申し立てることができ

る。 

 

第 123 条 

(1) 第 122条の最高裁への上告は、上告の対象

となる判決言い渡し又は受理の日から 14 日

以内に、当該判決を下した裁判所にて登録

すると共に、請求することができる。 

(2) 書記官は、当該上告が請求された日に上告

請求を登録し、上告請求人に対して書記官

の署名する受領書を登録受理の日に発行

する。 

(3) 上告人は、第1項及び第2項の上告請求登

録の日から 7 日以内に、書記官に対して上

告理由書を提出する義務がある。 

(4) 書記官は、書記官により上告理由書が受理

されてから2日以内に、上告請求と第3項の

上告理由書を、上告被請求人に通知する義

務がある。 

(5) 被上告人は、被上告人が第4項の上告理由

書を受理した日から 7 日以内に、答弁書を

書記官に提出することができ、書記官は、答

弁書が受理された日から 2 日以内に答弁書

を上告人に送達する義務がある。 

(6) 書記官は、第 5項の期間の経過後7日以内

に、最高裁判所に対して当該上告書類を送

付する義務がある。 

(7) 最高裁判所は、上告書類を検討し、上告請

求が最高裁判所により受理されてから 2 日

以内に、審理の日を決定しなければならな

い。 

(8) 上告書類の審理は、上告書類が最高裁判

所に受理された日から 60日以内に開始され

る。 

(9) 上告の判決は上告書類が最高裁判所に受

理された日から 180 日以内に言い渡されな

ければならない。 

(10) 当該判決が根拠とする完全に法律的な検討

を含む、第 9 項の上告に対する判決は、公

開審理の場で一般公衆に告げられなければ

ならない。 

(11) 最高裁判所書記官は、上告判決言い渡しの

日から 3 日以内に、上告判決の内容を商務

裁判所書記官に送達しなければならない。 

(12) 廷吏は、上告判決が受理された日から 2 日

以内に、第 11 項の判決内容を上告請求人

及び上告被請求人に対して送達しなければ

ならない。 

(13) 第 11 項の上告判決の内容は、記録され、公

開されるために、上告判決が商務裁判所に

受理された日から 2 日以内に、総局に送達

される。 

 

第 124 条 

第 117 条の紛争解決以外に、両当事者は当該

紛争を代替的紛争解決手段で解決することがで

きる。 

 

第 XIII 章 裁判所の仮処分 

 

第 125 条 

特許の実施により被害を受けた側の請求に基づ

いて、商務裁判所は迅速かつ効力のある決定書

を次の目的で発行することができる。 

(a) 特許侵害行為の継続、特に特許及び

特許に関連する権利を侵害している疑

いのある物が、輸入を含む商業流通経

路に乗ることを防ぐため。 

(b)  当該特許及び当該特許に関連する権

利の侵害に関する証拠の紛失を避け、

証拠を保全するため。 

(c) 被害を受けた側に、その者が実際に特

許権又は特許に関連する権利を有す

る者であることの証拠及びその権利が

実際に侵害されていることの証拠を求

めるため。  

 

第 126 条 

当該仮処分の決定がなされたとき、当該仮処分

を受けた者に意見陳述の機会を与えることを含

め、両当事者は直ちに通知を受けなければなら

ない。  

 

第 127 条 

商務裁判所が仮処分の決定をしたとき、商務裁

判所は第 125 条の仮処分の決定を変更するか、

取消すか、支持するかの決定を、当該仮処分の

日から 30 日以内にしなければならない。  

 

第 128 条 

仮処分が取消されたとき、被害を受けた側は仮

処分の申請をした者に対して、当該仮処分によ

って生じた損害に対する賠償を請求することがで

きる。  
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第 XIV 章 捜査 

 

第 129 条  

(1) インドネシア共和国警察捜査官以外に、そ

の職務と責任が知的財産の分野を含む特定

の国家公務員に対して、特許分野における

犯罪行為を捜査するために、１９８１年刑事

訴訟に関する法律第８号に規定する捜査官

としての特権を与える。  

(2) 第 1 項の文民捜査官は、次の権限を有す

る。  

(a) 特許の分野における犯罪行為に関す

る通報の真偽を取り調べること。  

(b) (a)の通報に基づいて、特許の分野に

おける犯罪行為を行った嫌疑のある個

人又は法人を取り調べること。 

(c) 特許の分野における犯罪行為に関連

する者に情報及び証拠を求めること。 

(d) 特許の分野における犯罪行為に関連

する帳簿、記録、その他の書類を捜査

すること 

(e) 証拠品、帳簿、記録、その他の書類の

証拠が得られると推定される特定の場

所を捜査し、かつ特許の分野における

犯罪訴訟の証拠になり得る材料及び侵

害製品を差し押さえること。 

(f) 特許の分野における犯罪行為の捜査

業務を遂行するに当たって、専門家の

支援を要請すること。  

(3) 第1項の文民捜査官は、インドネシア共和国

国家警察捜査官に対して捜査の開始と捜査

の結果を報告する。 

(4) 第1項の文民捜査官は、1981年刑事訴訟に

関する法律第 8 号第 107 条の規定に従い、

インドネシア共和国国家警察を通して捜査

の結果を検察官に報告する。  

 

第 XV 章 罰則 

 

第 130 条 

何人も、故意に権利なく、第 16 条に規定する行

為のひとつを行って特許権者の権利を侵害する

者は、最高４年の禁固刑及び/又は最高

Rp500,000,000（五億ルピア）の罰金刑に処せら

れる。  

 

第 131 条 

何人も、故意に権利なく、第 16 条に規定する行

為のひとつを行って簡易特許権者の権利を侵害

する者は、最高２年の禁固刑及び/又は最高

Rp250,00,000（二億五千万ルピア）の罰金刑に

処せられる。  

 

第 132 条 

何人も、故意に権利なく、第 25 条第 3 項、第 40

条及び第 41 条の義務を果たさない者は、最高２

年の禁固刑に処せられる。 

 

第 133 条 

第 130条、第 131条及び第132条に述べる犯罪

行為は、親告罪である。 

 

第 134 条 

特許侵害が証明されたとき、裁判官は当該特許

侵害製品を廃棄するために商務裁判所によって

差し押さえることを命じることができる。 

 

第 135 条 

本章の規定は次の場合に適用しない： 

(a) インドネシアにおいて特許が保護され

ている医薬品であって、当該医薬品が

正式な特許権者によりある国において

すでに市場に出されているものを、現

行法規に基づいて輸入される場合。 

(b) インドネシアにおいて特許が保護され

ている医薬品を、特許期間満了の 2 年

前に、当該特許の保護が満了した後の

販売許可を得るために製造する場合。 

 

第 XIV 章 経過規定 

 

第 136 条 

本法の施行により、特許の分野における法規で

あって本法施行の日にすでに存在しているもの

は、（本法に）反しないか、本法に基づく新しい法

規と置き換えられない限り、すべて依然として有

効である。 

 

第 137 条 

本法施行の前に申請された出願に対して、依然

として1989年特許に関する法律第6号の改正に

かかる 1997 年法律第 13 号によって改正された

1989 年特許に関する法律第 6号が適用される。 

 

第 XVII 章 終則 
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第 138 条 

本法施行の日から、特許に関する法律第6号（イ

ンドネシア共和国官報 1989 年 39 号、インドネシ

ア共和国官報補足3398号）及び 1989年特許に

関する法律第 6 号の改正にかかる 1997 年法律

第13号（インドネシア共和国官報1997年30号、

インドネシア共和国官報補足3680号）は、もはや

効力がないものと宣言される。 

 

第 139 条 

本法は、制定の日から施行される。 
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添付資料３ 

 

産業意匠法 

2000 年法律第 31 号  

2000 年 12 月 20 日制定 

 

第 I 章 総則 

 

第 1 条 

この法律において、 

(1) 産業意匠とは、姿態、形状又は立体又

は平面における線及び/又は色彩の構

図、又はそれらの組合わせに関する創

作であって、美的価値を有し、立体又は

平面を実現することができるもので、製

品、商品、工業的生産物、又は手工芸

品の生産に使用されることができるもの

をいう。 

(2) 創作者とは、個人又は共同で産業意匠

を創作する者をいう。 

(3) 出願とは、総局に対する産業意匠の登

録の出願をいう。 

(4) 出願人とは、出願をする者をいう。 

(5) 産業意匠権とは、創作に対してインドネ

シア共和国により与えられる独占権であ

って、一定期間当該創作を独占的に実

施するか、その実施の許諾を他人に与

える権利をいう。 

(6) 大臣とは、産業意匠を含む知的財産権

の行政をその義務と責任の範囲に含む

省を管轄する大臣をいう。 

(7) 総局とは、大臣が所管する省の下部組

織である知的財産総局をいう。 

(8) 代理人とは、本法で定める大臣から許

可を得た知的財産コンサルタントをい

う。 

(9) 出願日とは、方式要件を満足した出願

が受理された日をいう。 

(10) 知的財産権コンサルタントとは、知的財

産権の分野における専門知識を有し、

特許、商標、産業意匠及びその他の知

的財産権の出願手続きを専門に行い、

総局に知的財産権コンサルタントとして

登録された者をいう。 

(11) 実施権とは、保護が認められた意匠権

の経済的利益を特定の条件下で一定

期間享受する権利を与える（移転では

ない）契約を通して、意匠権者から他者

に対して認められる許可をいう。 

(12) 優先権とは、パリ条約加盟国において

最初に出願をした出願人が、パリ条約

又は WTO 協定加盟国でもあるその国

における出願日が、パリ条約で定める期

間内、最初の出願国における出願日と

同じ日であると認められる権利をいう。 

(13) 日とは実働日をいう。 

 

第 II 章 産業意匠の範囲 

 

第 1 節 保護が受けられる産業意匠 

 

第 2 条 

(1) 産業意匠権は、新規な産業意匠に対し

て与えられる。 

(2) 産業意匠は、出願日において事前に公

表された意匠と同一でないとき、新規で

あると見なされる。 

(3) 第２項の規定における事前の公表とは、

以下の日より前に、インドネシアの国内

又は国外で公開又は使用されたことを

意味する。 

(a) 出願日  又は 

(b) 出願が優先権を伴う場合は、優先

日 

 

第 3 条 

産業意匠は、その出願前６ヶ月以内に次の項目

に該当するとき、公表されたとは見なされない。 

(a) インドネシア国内又は国外におけ

る公式又は公式とみなされる国内

又は国際博覧会において展示さ

れる場合。 

(b) 教育、研究、開発の目的で創作者

によって試験的に国内で使用され

た場合。 

 

第 2 節 保護を受けられない産業意匠 

 

第 4 条 

産業意匠が現行の法規、公共の秩序、宗教又は

道徳に違反するとき、産業意匠権は与えられな

い。 

 

第 3 節 産業意匠の保護期間 
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第 5 条 

(1) 産業意匠の保護は、出願日から10年間

与えられる。 

(2) 第 1 項の保護の開始日は産業意匠原

簿及び産業意匠公報に記録される。 

 

第 4 節  産業意匠の主体 

 

第 6 条 

(1) 産業意匠権を受ける者は、創作者又は

創作者から権利を譲渡された者である。 

(2) 創作者が複数者からなるとき、別途契約

がある場合を除き、産業意匠権はそれら

のものに共同で与えられる。 

 

第 7 条 

(1) 産業意匠が他者との関連で公務として

その労働環境において創作されたとき、

その産業意匠創作の職務を与えた者が

産業意匠権者である。ただし、創作者の

権利を損なわない範囲で、別途両者の

間に合意がある場合を除く。 

(2) 第 1 項の規定は、公務の中でなされた

注文に基づいて他者が創作した産業意

匠に対しても適用する。 

(3) 産業意匠が雇用関係又は注文に基づ

いて創作されたとき、両者の間に別途合

意のない限り、その産業意匠を創作した

者が、創作者であり産業意匠権者であ

ると見なされる。 

 

第 8 条 

第 7条第1項及び第2項の規定は、創作者の名

前を産業意匠登録証、産業意匠原簿及び産業

意匠公報に掲載する権利を損わない。 

 

第 5 節  権利の範囲 

 

第 9 条 

(1) 産業意匠権者は、自ら所有する産業意

匠を実施する独占権を有し、他者が承

認を得ずに産業意匠を使用した製品を

製造、使用、販売、輸入、輸出及び/又

は頒布することを禁じる権利を有する。 

(2) 当該産業意匠の使用が研究及び教育

を目的とし、産業意匠権者の利益を損

なわないとき、第１項の規定の適用から

除外される。 

 

第 III 章  産業意匠登録出願 

 

第１節  総則 

 

第 10 条 

産業意匠権は出願に基づいて与えられる。 

 

第 11 条 

(1) 出願は、インドネシア語での記載により

総局に対して本法に規定する料金の支

払と共に申請される。 

(2) 第１項に規定する出願は出願人又は代

理人によって署名される。 

(3) 出願書類は以下の項目を含む。 

(a) 出願の年月日 

(b) 創作者の氏名、住所及び国籍 

(c) 出願人の氏名、住所及び国籍 

(d) 代理人を通して出願される場合は、

代理人の氏名及び住所 

(e) 優先権主張を伴う場合は、最初の

出願の国名及び出願日 

(4) 第３項に規定する出願は、以下の事項

を伴う。 

(a) 登録出願に係る産業意匠の見本、

図面又は写真及び説明 

(b) 代理人を通して出願する場合は、

委任状 

(c) 登録出願に係る産業意匠が出願

人の所有であるか、創作者の所有

であるかの宣言書 

(5) 出願が複数の出願人によって共同で出

願されるとき、当該出願は他の出願人の

合意を添付した上で、一名の出願人に

よって署名される。 

(6) 出願が創作者以外の者によって申請さ

れるとき、出願は、出願人が当該産業意

匠に対する権利を有することを十分に

証明する書類と共に申請されなければ

ならない。 

(7) 出願手続きに対する更なる規定は政令

による。 

 

第 12 条 

反証されない限り、最初に産業意匠登録出願を

する者が、産業意匠権を有する者であると見な

す。 
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第 13 条 

ひとつの出願で申請できるのは、以下の産業意

匠である。 

(a) ひとつの産業意匠 

(b) 複数の産業意匠であって、産業意

匠の単一性を有するか同一の分類

に属するもの 

 

第 14 条 

(1) 出願人がインドネシア国外に居住すると

き、その出願は代理人通して申請され

なければならない。 

(2) 第１項の規定における出願人は、インド

ネシアにおける住所を選択して宣言しな

ければならない。 

 

第 15 条 

知的財産権コンサルタントとして任命されるため

の条件は政令で規定され、任命手続きは大臣令

で規定される。 

 

第 2 節 優先権を伴う出願 

 

第 16 条 

(1) 優先権を利用する出願は、パリ条約又

は世界貿易機関の加盟国である外国に

おいて最初の出願が受理された日から

６ヶ月以内に出願されなければならな

い。 

(2) 第１項の優先権を伴う出願に当たり、産

業意匠登録を取り扱う官庁が証明する

優先権書類とそのインドネシア語訳を、

優先権を伴う出願の期限の最終日から

３ヶ月以内に提出することが義務づけら

れる。 

(3) 第１項及び第２項の要件が満たされな

いとき、当該出願は、優先権の利用を伴

わないと見なされる。 

 

第 17 条 

(1) 第 16 条第 2 項の写し以外に、総局は、

当該優先権を利用する出願が次の事項

を伴うように要求することができる。 

(a) 外国における最初に出願された登

録に関連し、すでに付与された産

業意匠権の謄本 

(b) 当該産業意匠が新規であるかどう

かの評価を促進するために必要な

その他の法的複写物 

 

第 3 節  出願受付期間 

 

第 18 条 

出願日は、出願人が次の要件を満たし、出願

書類が受理された日である。 

(a) 出願様式への必要事項の記入 

(b) 登録出願される産業意匠の見本、

図面又は写真及び説明 

(c) 第 11 条第 1 項に規定する料金の

支払 

 

第 19 条 

(1) 第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、

第 16条及び第 17条に規定する出願の

要件を満たさないとき、総局は出願人又

は代理人に対して、当該不備がその通

知の発送日から3ヶ月以内に満たされる

ように通知する。 

(2) 第１項に規定する期限は、出願人の要

請に基づいて最大１ヶ月延長できる。 

 

第 20 条 

(1) 第19条第1項の規定における不備が期

限内に満たされなかったとき、総局は出

願人又は代理人に対して、出願は取下

げられたものと見なされることを書面で

通知する。 

(2) 第1項の規定するように出願が取下げら

れたものと見なされたとき、総局にすで

に支払われた料金は払い戻されない。 

 

第 4 節  出願の取下 

 

第 21 条 

当該出願に対する決定がされていない間、出

願人又は代理人から総局に対して書面により

出願の取下を申請することができる。 

 

第 5 節  出願の禁止及び守秘義務 

 

第 22 条 

在職中の期間から総局を定年又はそれ以外の

理由で退職後 12 ヶ月の間、総局の職員又はそ

の専門性により総局において及び/又は総局の

名の元に勤務した者は、相続による場合を除き、
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出願を申請すること、産業意匠に関する権利を

享受又は所有することを禁じられる。 

 

第 23 条 

出願日以降、総局の職員又はその専門性により

総局において勤務する者は、当該出願が公開さ

れるまで出願の秘密を保持する義務がある。 

 

第 IV 章  産業意匠の審査 

 

第 1 節  方式審査 

 

第 24 条 

(1) 総局は現行法規にしたがって出願に対

する審査を行う。 

(2) 総局は出願人に対して、当該産業意匠

が第 4 条の規定に該当するとき出願の

拒絶を、また第 20 条の規定を満たさな

いため取下げられたと見なす旨を出願

人に通知する。 

(3) 出願人又は代理人は、第２項の拒絶又

は取下げられたと見なされることに対し

て、通知を受けた日から 30 日以内に不

服を申し立てることができる。 

(4) 第３項に規定する不服を出願人が申立

てないとき、第２項の総局による拒絶又

は見なし取下の決定は確定する。 

(5) 総局による拒絶又は見なし取下の決定

に対して、出願人又は代理人は本法に

規定する手続きより商務裁判所に不服

を訴えることができる。 

 

第 2 節  公開、実体審査、登録及び拒絶 

 

第 25 条 

(1) 第 4 条及び第 11 条の要件を満たす出

願は、総局により、簡単かつ明瞭に公衆

が閲覧できるように、専用の媒体を用いて、

出願日から最大 3 ヶ月間公開される。 

(2) 第１項の公開は以下の事項を含む。 

(a) 出願人の氏名及び住所 

(b) 代理人を通して出願される場合は、

代理人の氏名及び住所 

(c) 出願日及び出願番号 

(d) 優先権を利用する場合は、最初の

出願の国名及び出願日 

(e) 産業意匠の名称 

(f) 産業意匠の図面又は写真 

(3) 出願が拒絶されたか取下げられたと見

なされたにも関らず、その後裁判所の決

定により登録されるとき、第 1 項及び第 2

項に規定する公開は、総局が当該決定の

謄本を受領した後で行われる。 

(4) 出願時に出願人は書面により公開の延

期を申請することができる。 

(5) 第 4 項の公開の延期は、出願受領日又

は優先日から12ヶ月を超えることができな

い。 

 

第 26 条 

(1) 第 25条第１項の公開開始日以降、何人

も実質的な事由の異議を総局に対して

書面でかつ本法に規定する料金の支払

を伴い申し立てることができる。 

(2) 第 1 項の異議は、公開開始日から 3 ヶ

月以内に申し立てることができる。 

(3) 第 2 項の異議は、総局から出願人に通

知される。 

(4) 第 2 項の異議に対して、出願人は総局

からの通知送付の日から３ヶ月以内に

答弁することができる。 

(5) 第 1項の異議の申立があったとき、審査

官による実体審査が行われる。 

(6) 総局は異議及び答弁を当該出願の登

録・拒絶の審査における参考資料として

使用する。 

(7) 総局は第 1 項の異議を認めるか否かの

決定を第２項の公開の終了日から6ヶ月

以内に下す。 

(8) 第 7 項の総局の決定は、出願人又は代

理人に対して当該決定の日から30日以

内に書面で通知される。 

 

第 27 条 

(1) 第26条第5項の審査官は、総局の職員

であって、大臣令により任命・解任され

る実務職員である。 

(2) 審査官に対して、現行法規にしたがっ

て職位と手当が与えられる。 

 

第 28 条 

(1) 出願が拒絶された出願人は、第26条第

8項の通知の日から3ヶ月以内に、商務

裁判所に対して不服を申し立てることが

できる。 

(2) 第 2 条又は第 4 条に基づいて拒絶され
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た出願に対して、出願人は総局に対し

て書面で理由を述べて不服を申し立て

ることができる。 

(3) 総局が出願が第 4 条の規定にしたがっ

ていないと判断したとき、出願人は本法

に規定する手続きにより、総局の拒絶の

決定に対する不服を商務裁判所に申し

立てることができる。 

 

第 29 条 

(1) 第 26 条第 2 項に規定する公開の終了

日までに異議申立がなかったとき、総局

は産業意匠登録証を公開終了日から

30 日以内に発行し、付与する。 

(2) 産業意匠登録証は出願日から有効であ

る。 

 

第 30 条 

(1) 産業意匠登録証の謄本を必要とする者

は、本法に規定する料金を支払って総

局に対して申請することができる。 

(2) 産業意匠登録証の謄本申請の要件と手

続きは、さらに大統領令で規定される。 

 

第 V章  移転及び実施許諾 

 

第１節  移転 

 

第 31 条 

(1) 産業意匠権は次の方法によって移転す

ることができる。 

(a) 相続 

(b) 遺産 

(c) 遺言 

(d) 書面による契約 

(e) その他の合法的な理由  

(2) 第１項の産業意匠権の移転は、権利の

移転に関する書類の提出を伴う。 

(3) 第１項の産業意匠権の移転のすべての

形式は、本法に規定する料金の支払を

もって総局の産業意匠原簿に記録され

なければならない。 

(4) 産業意匠原簿に記録されなかった産業

意匠権の移転は、第三者に対抗できな

い。 

(5) 第３項の産業意匠権の移転は産業意匠

公報にて公開される。 

 

第 32 条 

産業意匠権の移転は、創作者が氏名その他の

属性を産業意匠登録証、産業意匠公報及び産

業意匠原簿に記載される権利を損なうものでは

ない。 

 

第 2 節  実施許諾 

 

第 33 条 

別途契約のある場合を除き、産業意匠権者は、

第 9 条に規定するすべての行為を行うための実

施契約に基づいて、他者に対して実施許諾を与

える権利を有する。 

 

第 34 条 

第 33 条の規定を損なうことなく、別途契約のある

場合を除き、産業意匠権者は常に第 9条に規定

する行為を自ら行い、かつそれを行うために他者

に実施許諾を与える権利を有する。 

 

第 35 条 

(1) 実施許諾契約は本法に規定する料金

の支払を伴い、総局において産業意匠

原簿に記録される。 

(2) 産業意匠原簿に記録されない実施許諾

契約は、第三者に対抗できない。 

(3) 第 1 項の実施許諾契約は産業意匠公

報により公開される。 

 

第 36 条 

(1) 実施許諾契約は、直接又は間接的にイ

ンドネシア経済に被害を及ぼす規定を

含んではならず、現行法規に定められ

た不公正な競争を引き起こすものであっ

てはならない。 

(2) 総局は第１項に述べる規定を含む実施

許諾契約を拒絶しなければならない。 

(3) 実施許諾契約の要件及び手続きは、さ

らに大統領令で規定される。 

 

第 VI 章  産業意匠登録の取消 

 

第 1 節  権利者の申請に基づく登録の取消 

 

第 37 条 

(1) 登録された産業意匠は、産業意匠権者

の書面による申請に基づいて、総局に

より取消すことができる。 
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(2) 第 1項に規定する産業意匠権の取消は、

産業意匠原簿に記録された実施権者が、

当該登録取消の申請に添付する書面

において承認しないとき、認められな

い。 

(3) 産業意匠権の取消の決定は総局により

以下の者に書面で通知される。 

(a) 産業意匠権者 

(b) 産業意匠原簿に記録にしたがって

実施許諾を得た実施権者 

(c) 取消の申請をした者、この場合、

取消の日以降産業意匠権がもは

や有効でないことを記載する。 

(4) 第１項に規定される産業意匠の取消は、

産業意匠原簿に記録され、産業意匠公

報で公開される。 

 

第 2 節  訴訟に基づく登録の取消 

 

第 38 条 

(1) 産業意匠登録を取消す訴えは、関心の

ある者によって第 2 条第 2 項又は第 4

条に規定する理由を伴い商務裁判所に

訴えることができる。 

(2) 第 1項の産業意匠登録取消に関する商

務裁判所の決定は、判決の日から14日

以内に総局に送付される。 

 

第 3 節  訴訟手続き 

 

第 39 条 

(1) 産業意匠登録取消の訴えは、被告が住

所又は居所を有する地方の商務裁判所

長に対して請求される。 

(2) 被告がインドネシア国外に居住するとき、

当該訴えはジャカルタ中央商務裁判所

長に対して請求される。 

(3) 書記は、取消の訴えが提出された日に

当該訴えを登録し、訴えた者に対して、

訴えの登録日と同じ日付で書記の署名

のある受領書を送付する。 

(4) 書記は訴えの登録日から 2 日以内に、

商務裁判所長に対して取消の訴えを送

付する。 

(5) 取消の訴えの登録日から 3 日以内に、

裁判所は訴えを審査し、口頭審理の日

を決定する。 

(6) 訴えの口頭審理は訴えの登録日から 60

日以内に行われる。 

(7) 両当事者の招聘は、最初の口頭審理が

行われる最大7日前に、招聘状をもって

廷吏により行われる。 

(8) 取消の訴えに対する判決は、訴えの登

録日から 90 日以内に下されなければな

らず、最高裁判所長官の承認において

30 日延長できる。 

(9) 完全に法律的な考察よりなる第 8 項の

取消の訴えに対する判決は、一般に公

開された法廷において言い渡されなけ

ればならず、当該判決に対する法的救

済が求められるにも関らず、その事前に

効力を有する。 

(10) 第 9 項に規定する判決の謄本は、当事

者に対して判決言渡しの日から 14 日以

内に廷吏により書面で送達されなけれ

ばならない。 

 

第 40 条 

第 39 条第 2 項に規定する商務裁判所の判決に

対しては、最高裁判所にのみ上告できる。 

 

第 41 条 

(1) 第40条に規定する上告は、上告の対象

である判決言渡しの日から 14 日以内に、

当該判決を下した商務裁判所の書記官

に登録することにより請求される。 

(2) 書記官は、上告をその請求日に登録し、

上告人に対して上告の登録日と同じ日

付で書記官の署名のある受領書を送付

する。 

(3) 上告人は、第１項の上告の登録日から

14 日以内に商務裁判所書記官に対し

て上告理由書を提出しなければならな

い。 

(4) 書記官は上告の請求書及び第 3 項に

規定する上告理由書を当事者に対して

上告の登録日から 2 日以内に送付しな

ければならない。 

(5) 被上告人は、第 4 項の上告理由書を受

理した日から 7 日以内に商務裁判所書

記官に対して答弁書を提出することが

でき、裁判所書記官はそれを受理した

日から 2 日以内に上告人に対して答弁

書を送付しなければならない。 

(6) 書記官は、上告請求書、上告理由書及

び答弁書を、当該事件の関係書類と共
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に最高裁判所に対して第 5 項に規定す

る期限の経過後 7 日以内に送付しなけ

ればならない。 

(7) 最高裁判所は上告を審査し、最高裁判

所が上告請求を受理した日から 2 日以

内に口頭審理の日を決定しなければな

らない。 

(8) 上告請求に対する口頭審理は、最高裁

判所が上告請求を受理した日から60日

以内に行われる。 

(9) 上告に対する判決は、最高裁判所が上

告請求を受理した日から90日以内に言

渡される。 

(10) 完全に法律的な考察よりなる第 9 項の

訴えに対する判決は、一般に公開され

た法廷において言渡されなければなら

ない。 

(11) 最高裁判所書記官は、商務裁判所書

記官に対して、上告に対する判決言渡

しの日から 3 日以内に、当該判決の謄

本を送付しなければならない。 

(12) 商務裁判所の廷吏は、第 11 項の規定

における判決の謄本を、上告人及び被

上告人に対して、上告に対する判決受

領の日から 2 日以内に送付しなければ

ならない。 

 

第 42 条 

総局は、すでに法的効果を得た取消の訴えに対

する判決を、産業意匠原簿に記録し、産業意匠

公報で公開する。 

 

第 4 節  登録取消の効果 

 

第 43 条 

産業意匠登録の取消は、産業意匠権に関す

るすべての法的効果及び当該産業意匠から

発生するすべての権利を消滅させる。 

 

第 44 条 

(1) 第 38 条第 1 項の訴えに基づいて産業

意匠登録が取消されたとき、実施許諾を

受けた者は、実施許諾契約で決められ

た期間が満了するまで引き続きその実

施をする権利を有する。 

(2) 第 1 項の実施権者は、権利が取消され

た産業意匠権者に対して本来支払う義

務のある実施許諾料を引き続いて支払

う義務を負わないが、本来の産業意匠

権者に対して実施権の残存期間に対す

る実施許諾料の支払を移転する義務を

負う。 

 

第 VII 章 料金 

 

第 45 条 

(1) 登録出願、異議申立、産業意匠原簿の

抄録申請、産業意匠優先権書類の申

請、産業意匠登録証謄本の申請、権利

移転の記録、実施許諾契約の記録、及

び本法に規定するその他の申請のそれ

ぞれに対して、政令で規定する料金が

課せられる。 

(2) 第 1 項に規定する料金支払の要件、期

間、手続きに関する更なる規定は、大統

領令による。 

(3) 総局は財務大臣の承認のもと、現行法

規に基づいて、第 1 項及び第 2 項に規

定する料金を自ら管理することができ

る。 

 

第 VIII 章  紛争の解決 

 

第 46 条 

(1) 産業意匠権者又は実施権者は、故意に

権利なく第９条に規定する行為を行った

者に対して以下の訴えをすることができ

る。 

(a) 損害賠償請求 

(b) 第 9条に規定する行為の差止め請

求 

(2) 第 1 項に規定する訴えは、商務裁判所

に請求される。 

 

第 47 条 

第46条に規定する訴訟による解決以外に、当事

者は当該紛争を仲裁その他の紛争解決方法に

よって解決することができる。 

 

第 48 条 

第 39 条及び第 41 条に規定する訴訟手続きは、

第 24 条、第 28 条及び第 46 条の規定を準用す

る。 

 

第 IX 章  仮処分の決定 
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第 49 条 

損害を受けた者は、十分な証拠に基づいて、

商務裁判所裁判官に対して以下の事項に関

する仮処分の決定を申請することができる。 

(a) 産業意匠権の侵害に関する製品

を含む差止め 

(b) 産業意匠権の侵害に関する証拠

の保全 

 

第 50 条 

第 49 条に規定する仮処分の決定がなされたとき、

商務裁判所は、その行為を行った側に直ちに通

知し、その説明を聞く機会を与える。 

 

第 51 条 

商務裁判所の裁判官が仮処分の決定をしたとき、

当該訴えを審理した商務裁判官は、第 49 条の

規定に関する決定を、変更するか、取消すか、

確認するかの判断を、当該仮処分の決定発行の

日から 30 日以内にしなければならない。 

 

第 52 条 

仮処分の決定を商務裁判所が取消すとき、損害

を受けたと感じる者は、当該仮処分によって生じ

たすべての損害に対して、仮処分の申請をした

者に損害賠償を請求することができる。 

 

第 X 章  捜査 

 

第 53 条 

(1) インドネシア共和国警察捜査官以外に、

その義務と責任の範囲が知的財産権行

政を含む特定の国家公務員に対して、

産業意匠の分野における犯罪行為を捜

査するために、１９８１年刑事訴訟に関

する法律第８号に規定する捜査官として

の特権を与える。 

(2) 第１項の捜査官は、次の権利を有する。 

(a) 産業意匠の分野における犯罪行

為に関する報告又は関連情報の

真偽を取り調べること。 

(b) 産業意匠の分野における犯罪行

為を行った嫌疑のある者を取り調

べること。 

(c) 産業意匠の分野における犯罪行

為発生に関連する者から情報及び

証拠を求めること。 

(d) 産業意匠の分野における犯罪行

為に関連する帳簿、記録、その他

の書類を捜査すること。 

(e) 帳簿、記録、その他の書類の証拠

が得られると推定される特定の場

所を捜査すること。 

(f) 産業意匠の分野における刑事訴

訟の証拠になり得る材料及び/又

は侵害製品を差し押さえること。 

(g) 産業意匠の分野における犯罪行

為の捜査義務を実行するに当たっ

て、専門家の協力を要請すること 

(3) 第 1項の文民捜査官は、インドネシア共

和国国家警察捜査官に対して捜査の開

始と捜査の結果を報告する。 

(4) 捜査が終了したとき、第 1 項に規定する

文民捜査官は、1981 年刑事訴訟に関

する法律第 8号第 107 条の規定に従い、

インドネシア共和国国家警察を通して捜

査の結果を検察官に報告する。 

 

第 XI 章  刑事規定 

 

第 54 条 

(1) 故意に権利なく第 9 条に規定する行為

を行った者は、最高4年の禁固刑及び/

又は最高 Rp300,000,000（三億ルピア）

の罰金刑に処せられる。 

(2) 故意に権利なく第 8条、第 22 条又は第

32 条に規定する行為を行った者は、最

高 1 年の禁固刑及び/又は最高

Rp45,000,000（四千五百万ルピア）の罰

金刑に処せられる。 

(3) 第 1項及び第 2項に述べる犯罪行為は

親告罪である。 

 

第 XII 章  経過規定 

 

第 55 条 

(1) 本法施行前 6 ヶ月以内に産業意匠を公

表した創作者は、本法に基づいて出願

をすることができる。 

(2) 第 1項に規定する出願は本法施行の日

から 6 ヶ月以内に出願されなければなら

ない。 

 

第 XIII 章  終則 

 

第 56 条 
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本法の施行により、1984 年工業に関する法律第

5 号第 17 条（1984 年インドネシア共和国官報第

22 号、インドネシア共和国官報補足第 3274 号）

は失効する。 

 

第 57 条 

本法は制定の日から施行される。
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添付資料４ 

 

商標法 

2001 年法律第 8 号  

2001 年 8 月 1 日改正  

 

第 I 章 総則 

 

第 1 条 

この法律において、 

(1) 「標章」とは、図形、名称、語、文字、数字、

色の組合せ又はこれらの構成要素の結合

から成る標章であって、識別力を有し、かつ、

商品又は役務の取引に使用されるものをい

う。 

(2) 「商標」とは、当該商品を他の同種の商品

から識別するために、個人により若しくは複

数の者により共同で又は法人により取引に

かかる商品に使用される標章をいう。 

(3) 「サービスマーク」とは、当該役務を他の同

種の役務から識別するために、個人により

若しくは複数の者により共同で又は法人に

より取引にかかる役務に使用される標章を

いう。 

(4) 「団体標章」とは、当該商品及び/又は役務

を他の同種の商品又は役務から識別する

ために、複数の者又は法人により共同で同

じ特徴を有する取引にかかる商品又は役務

に使用される標章をいう。 

(5) 「出願」とは、標章登録の出願であって、総

局に申請されるものをいう。 

(6) 「出願人」とは、出願を申請する者をいう。 

(7) 「審査官」とは、その専門知識により大臣令

により標章審査の実務を遂行する者として

任命され、標章出願に対する審査を行うこ

とを任務とする者をいう。 

(8) 「代理人」とは、知的財産コンサルタントをい

う。 

(9) 「大臣」とは、その業務及び責任の一部が

標章を含む知的財産の分野の発展にかか

る省の大臣をいう。 

(10) 「総局」とは、大臣の配下にある省に含まれ

る知的財産総局をいう。 

(11) 「出願日」とは、方式要件を満たした出願が

受理された日をいう。 

(12) 「知的財産コンサルタント」とは、知的財産

の分野における専門家であって、特許、商

標、産業意匠及びその他の知的財産の出

願及び手続きの分野における役務を専門

に提供し、知的財産コンサルタントとして総

局に登録された者をいう。 

(13) 「実施権」とは、すでに登録された標章の所

有者から他者に対して与えられる許可であ

って、特定の期間内に登録された商品及び

/又は役務の全部又は一部について当該

標章を使用する権利の付与（移転ではな

い）に基づくものをいう。 

(14) 「優先権」とは、工業所有権のためのパリ条

約又は世界貿易機関設立協定の加盟国に

おいて最初にされた出願の出願人が、最初

の出願の出願日が、前記２協定のいずれか

の加盟国における後の出願が前記パリ条

約に規定される期間内になされる限り、そ

の後の出願の優先日として認められるため

の権利をいう。 

(15) 「日」とは、実働日をいう。 

 

第 II 章 標章の範囲 

 

第 1 節 通則 

 

第 2 条 

本法において規定される標章とは、商標及びサ

ービスマークを含む。 

 

第 3 条 

標章に対する権利とは、当該標章を自ら使用す

るか、又は他者に対してその使用を許諾するた

めに、標章原簿に登録されている標章の所有者

に対して一定の期間国が与える特権をいう。 

 

第 2 節 登録を受けることができない標章及び拒

絶される標章 

 

第 4 条 

標章は、善意のない出願人によってなされた出

願されたに基づいて登録を受けることができな

い。 

 

第 5 条 

標章は、次に掲げるいずれかに該当するとき、登

録を受けることができない。 

(a) 現行法規、宗教規範、道徳又は公共の

秩序に反するもの。 

(b) 識別力を有さないもの。 
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(c) 既に公共財産となっているもの。 

(d) 登録を出願している商品又は役務の説

明又は関連事項であるもの。 

 

第 6 条 

(1) 標章登録出願は、次に該当するとき、総局

により拒絶されなければならない。 

(a) 同種の商品及び/又は役務に対して、

先に登録された他者の所有する標

章と要部又は全体において同一性

を有するとき。 

(b) 同種の商品及び/又は役務に対して、

他者の所有する著名商標と要部又

は全体において同一性を有すると

き。 

(c) 同種の商品及び/又は役務に対して、

他者の所有する著名な地理的表示

と要部又は全体において同一性を

有するとき。 

(2) 第 1 項(b)の規定は、さらに政令で規定する

条件を満たす限り、同一でない商品又は役

務に対しても適用する。 

(3) 標章は、次に該当するときも総局により拒絶

されなければならない。 

(a) 著名な人物の名前、他人の所有する

法人名を構成するとき。ただし、権利

者から書面による合意を得た場合を

除く。 

(b) 国家又は政府機関の名称又は略称、

旗、表象、象徴又は徽章を模倣する

か、若しくはそれと類似するとき。た

だし、権利者から書面による合意を

得た場合を除く。  

(c) 国家又は政府機関によって使用され

る署名又は印又は印鑑を模倣する

か、それと類似するとき。ただし、権

利者から書面による合意を得た場合

を除く。  

 

第 III 章 標章登録出願 

第 1 節 出願の要件と手続き 

 

第 7 条 

(1) 出願は以下の項目をインドネシア語で記載

して総局に対して申請されなければならな

い。 

(a) 年月日 

(b) 出願人の完全な氏名、国籍、住所 

(c) 出願が代理人を通して申請される場

合、代理人の完全な氏名及び住所  

(d) 登録を申請する標章が色彩の要素を

使用する場合、その色彩の名前 

(e) 出願が優先権を伴って申請される場

合、最初の出願の国名と日付 

(2) 出願は出願人又は代理人によって署名さ

れる。 

(3) 第 2 項の出願人は、単独の個人又は共同

する複数の者又は法人より構成することが

できる。 

(4) 出願は手数料支払の証明を添付される。 

(5) 当該表彰に対して出願が複数の者により共

同で申請されるとき、 それらの内一名の住

所を全員の代表住所として選択した上で、

全員の氏名を記載する。  

(6) 第 5 項の出願の場合、代表させる複数の出

願人の同意書の提出により、当該標章に対

する権利を有する出願人の内の一名によっ

て署名される。  

(7) 第 5 項の出願が代理人を通して申請される

とき、そのための委任状は当該標章に対す

る権利を有する者全員によって署名され

る。 

(8) 第 7項の代理人は、総局に登録された知的

財産コンサルタントである。  

(9) 知的財産コンサルタントとして任命される条

件に関する規定は、政令で定め、その任命

手続きは大臣令で定める。 

 

第 8 条 

(1) 商品及び/又は役務の 2 以上の類に対する

出願は、ひとつの出願で行うことができる。 

(2) 第 1 項の出願は、その登録が出願された類

に属する商品及び/又は役務の種類を明記

しなければならない。 

(3) 第 1 項の商品又は役務の分類は、さらに政

令で定める。 

 

第 9 条 

出願の要件及び手続きに関する規定は、さらに

政令で定める。 

 

第 10 条 

(1) インドネシア共和国外に住所又は居所を有

する出願人によってなされる出願は、インド

ネシアに代理人を通して申請されなければ

ならない。 
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(2) 第 1 項の出願人は、インドネシアにおける法

的住所として、代理人の住所を選択しなけ

ればならない。  

 

第 2 節 優先権の主張を伴う標章登録出願 

 

第 11 条 

優先権を伴う出願は、工業所有権保護のための

パリ条約又は世界貿易機関設立条約の加盟国

において最初に受理された標章出願の日から起

算して 6 ヶ月以内に行われなければならない。 

 

第 12 条 

(1) 本章第 1 節の規定に従う以外に、優先権の

主張を伴う出願には、当該優先権を生じる

最初の標章登録出願受理に関する証明書

類を添付しなければならない。 

(2) 第1項の優先権証明書は、インドネシア語に

翻訳される。 

(3) 第 11 条の優先権の主張を伴う出願を行う権

利の消滅後、3 ヶ月以内に第 1 項及び第 2

項の規定に従わないときは、当該出願は手

続きが継続するが、優先権主張は伴わな

い。 

 

第 3 節 標章登録要件の具備の審査 

 

第 13 条 

(1) 総局は、第7条、第8条、第9条、第10条、

第11条及び第12条に規定する標章登録要

件の具備に関する審査を行う。 

(2) 第 1 項の要件が満たされないとき、総局は、

標章局からの当該不備の補正を要求する通

知の送付の日から遅くとも 2 月以内に当該

不備を補正するよう要求する。 

(3) 当該不備が第 12 条の要件に関するときは、

当該要件の不備の補正期間は、優先権の

主張を伴う出願期間満了の日から遅くとも 3

ヶ月以内である。 

 

第 14 条 

(1) 当該要件の不備が第 13 条第 2項の期間内

に補正されないときは、総局は出願人又は

代理人に出願は取下げられたものとみなさ

れたことを通知する。 

(2) 第 1 項に述べる、取下げられたとみなされた

出願の場合、すでに総局に納付された手数

料はすべて返還されることはない。 

 

第 4 節 標章登録出願の受理時 

 

第 15 条 

(1) 第 7条、第 8条、第 9条、第 10条、第 11条

及び第 12 条に述べる方式要件の全てが具

備されているとき、出願に出願日が与えられ

る。 

(2) 第 1 項の出願日は、総局により記録される。 

 

第 5 節 標章登録出願の変更及び取下 

 

第 16 条 

出願の変更は、出願人又は代理人の名義及び/

又は住所の変更に対してのみ許可される。 

 

第 17 条 

(1) 出願は、総局からの決定を受けていない限

り、出願人又は代理人により取下げることが

できる。 

(2) 第 1 項の取下が代理人により行われるとき、

その取下は、当該取下にかかる委任状に基

づき行われなければならない。 

(3) 出願が取下げられるとき、すでに総局に納

付された手数料はすべて返還されることはな

い。 

 

第 IV 章 標章登録 

 

第 1 節 実体審査 

 

第 18 条 

(1) 第 15 条に規定する出願日から 30 日以内に、

総局は出願に対する実体審査を行なう。 

(2) 第 1 項の実体審査は、第 4 条、第 5 条及び

第 6条の規定に基づいて行われる。  

(3) 第 1 項の実体審査は、9 ヶ月以内に終了す

る。  

 

第 19 条 

(1) 実体審査は総局の審査官によって行われ

る。 

(2) 審査官は、その専門知識により実務を遂行

する者として、特定の要件及び資質に基づ

いて大臣により任免される公務員である。 

(3) 審査官は、現行の法規に従い、地位、手当、

その他の権利を与えられる。  
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第 20 条 

(1) 審査官が実体審査結果として、出願が登録

を認められると報告したとき、総局長の承認

により、当該出願は標章公報にて公告され

る。 

(2) 審査官が実体審査結果として、出願は登録

できない、又は拒絶されると報告したとき、

総局長の承認により、そのことは書面により

出願人又は代理人に理由を付して通知さ

れる。 

(3) 第 2 項の通知を受領した日から 30 日以内

に、出願人又は代理人は反論又は意見を

理由と共に届け出る。 

(4) 出願人又は代理人が第 3 項の反論又は意

見を届け出ないとき、総局は当該出願の拒

絶を決定する。 

(5) 出願人又は代理人が第 3 項の反論又は意

見を届け出て、審査官が当該意見は承認

できると報告したとき、総局長の承認により、

当該出願は標章公報にて公告される。 

(6) 出願人又は代理人が第 3 項の反論又は意

見を届け出て、審査官が当該意見は承認

できないと報告したとき、総局長の承認によ

り、当該出願は拒絶を決定される。 

(7) 第4項及び第6項の拒絶の決定は、書面に

て出願人又は代理人に理由を付して通知

される。 

(8) 出願が拒絶されるとき、すでに納付された

手数料は返還されない。  

 

第 2 節 出願公告 

 

第 21 条 

登録出願が承認された日から10日以内に、総局

は当該出願を標章公報にて公告する。 

 

第 22 条 

公告は、3 ヶ月間継続して次のように行われる。 

(a) 総局により定期的に発行される標章公

報に掲載される。及び/又は 

(b) 総局により提供される専用の設備に、

公衆が容易かつ明瞭に縦覧すること

ができるように設置される。 

(c) 出願公告の開始日は、総局により標

章公報に記録される。 

 

第 23 条 

公告は、次に掲げる事項を記載して行われる。 

(a) 出願人の氏名及び住所、並びに出

願が代理人を通じて行われるときは、

代理人を含む。 

(b) 登録が出願される標章にかかる商品

及び/役務の類及び種類。 

(c) 出願日。 

(d) 出願が優先権主張を伴ってなされた

場合、最初の出願の国及び日。 

(e) 以下を含む商標の見本。色彩に関

する情報、並びに標章が外国語及び

/又はインドネシア語において通常使

用されないローマ字及び/又は数字

以外の文字を使用する場合、そのイ

ンドネシア語、インドネシアにて通常

使用されるローマ字又は数字、及び

ローマ字での表記方法並びに訳及

び標章の見本。 

 

第 3 節 異議申立及び答弁 

 

第 24 条 

(1) 第 22 条の公告期間中、何人も当該出願に

ついて総局に対して手数料の支払いにより

書面にて異議を申し立てることができる 

(2) 第 1 項の異議申立は、登録出願された標章

が本法に基づいて登録を受けることができな

いか、又は拒絶されるべきであるという証拠

を伴った充分な理由があるときに、行うことが

できる。 

(3) 第 1 項の異議申立のあるときは、総局は、異

議申立の受理の日から遅くとも 14 日以内に、

出願人又は代理人に対し、当該異議申立を

内容とする文書の副本を送達する。 

 

第 25 条 

(1) 出願人又は代理人は、総局に対して第 24

条の異議申立に対する答弁を提出する権

利を有する。 

(2) 第 1 項の答弁は、総局により送達された異

議申立の副本の受領の日から遅くとも 2ヶ月

以内に書面にて提出される。 

 

第 4 節 再審査 

 

第 26 条 

(1) 異議及び/又は答弁のあったとき、総局は当

該異議及び/又は答弁を、21 条に規定する

公告の終了後実施する再審査の検討資料と
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して利用する。 

(2) 第 1 項に述べる出願の再審査は、公告期間

の終了後２ヶ月以内に終了する。  

(3) 総局は、第 1項及び第2項の再審査の結果

を、異議申立人に書面で通知する。  

(4) 審査官が、異議を承認するという再審査結

果を報告したとき、総局は出願人に出願は

登録できない又は拒絶されることを書面で通

知する。その後出願人または代理人は審判

請求をすることができる。  

(5) 審査官が、異議を承認しないという再審査結

果を報告したとき、総局長の承認により、出

願は標章原簿に登録することを認められな

かったと宣言される。  

 

第 27 条 

(1) 第 24 条の異議の申立てがないとき、総局は

公告期間の終了後 30 日以内に、商標登録

証を発行し、出願人又は代理人に与える。 

(2) 第26条第5項に規定する異議が承認されな

いとき、総局は当該出願が標章原簿への登

録を認められた日から 30 日以内に、商標登

録章を発行し、出願人又は代理人に与え

る。  

(3) 第 1 項の商標登録証には以下の事項を記

載する。 

(a) 登録された標章の所有者の氏名と完

全な住所  

(b) 第 10 条に基づく出願の場合、代理人

の氏名及び完全な住所 

(c) 出願の申請日及び受理日  

(d) 優先権主張を伴う出願の場合、最初

の出願の国名及び日付  

(e) 登録された標章の見本、及び商標が

色彩を構成用件とする場合は色彩の

情報、及び標章が外国語及び/又はロ

ーマ字以外の文字及び/又は数字で

あってインドネシア語において通常使

用されないものを使用する場合は、そ

のインドネシア語訳及びローマ字及び

数字であってインドネシア語で通常使

用されるもの、並びにローマ字での表

記方法 

(f) 登録番号及び登録日  

(g) 登録された商品及び/又は役務の類

及び種類  

(h) 標章の登録期間  

(4) 何人も、手数料の支払いにより標章原簿に

登録された標章の登録証の抄録を申請する

ことができる。 

  

第 5 節 登録標章の保護期間 

 

第 28 条 

登録標章は出願日ら 10 年間法的に保護され、

その保護期間は延長できる。 

 

第 4 節 審判の請求 

 

第 29 条 

(1) 審判の請求は、第 4 条、第 5 条又は第 6 条

に述べる実体的事項に関する理由及び判

断の根拠を付して出願の拒絶に対して行う

ことができる。 

(2) 審判の請求は、出願人又は代理人により、

標章審判委員会に対して、総局に宛てたそ

の副本を付して書面にて行われる。 

(3) 審判の請求は、実体審査の結果としての出

願の拒絶に対して、完全な異議の説明と理

由とともに請求される。 

(4) 第 3 項の理由は、拒絶された出願の補正又

は補完であってはならない。 

 

第 30 条 

(1) 審判の請求は、出願の拒絶通知の日から遅

くとも 3 ヶ月以内に行われる。 

(2) 第 1 項の期間が審判請求のないまま徒過し

たとき、出願の拒絶は、出願人によって受諾

されたものとみなされる。 

(3) 第 2 項の出願の拒絶が出願人により受諾さ

れたと既にみなされたとき、総局は、標章原

簿にその拒絶を記録し、公告する。 

 

第 31 条 

(1) 標章審判委員会の審決は、審判請求の受

理の日から遅くとも 3 ヶ月以内に下される。 

(2) 標章審判委員会が、審判請求を承認すると

き、総局は、すでに標章公報にて公告され

た出願を除き、第 21 条の公告を行う。 

(3) 標章審判委員会が、審判請求を拒絶すると

き、出願人又は代理人は、当該拒絶の審決

受理の日から 3 ヶ月以内に、審判請求の拒

絶に対する不服を商務裁判所に申し立てる

ことができる。 

(4) 第 3 項の商務裁判所の判決に対して、最高

裁判所にのみ不服が申し立てることができ
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る。 

 

第 32 条 

審判の請求手続き、審理及び終結については、

さらに大統領令で定める。 

 

第 7 節 標章審判委員会 

 

第 33 条 

(1) 標章審判委員会は、独立した特別機関であ

って、知的財産の分野に属する省内にある。 

(2) 標章審判委員会は、委員を兼任する 1 名の

委員長、委員を兼任する 1 名の副委員長及

び必要とされる分野における複数の専門家

及び上級審査官から構成される。 

(3) 第 1項の標章審判委員会の構成員は、大臣

により 3 年の任期をもって任免される。 

(4) 委員長と副委員長は標章審判委員会の構

成員から同構成員により選出される。 

(5) 審判請求の審理のために、標章審判委員会

は少なくとも 3 名よりなる奇数人数の合議体

を形成し、その内 1 名は出願の実体審査を

行わなかった上級審査官である。 

 

第 34 条 

標章審判委員会の組織構成、職務及び機能に

ついてはさらに政令で定める。 

 

第 8 節 登録標章の保護期間の延長 

 

第 35 条 

(1) 登録標章の所有者は、毎回同期間の延長

申請をすることができる。 

(2) 第 1項の延長申請は、当該登録標章の保護

期間が満了する前 12 ヶ月間、標章所有者

又はその代理人により書面にて行われる。 

(3) 第2項の登録標章の保護期間の延長申請は

総局に対して行われる。 

 

第 36 条 

登録標章の保護期間の延長申請は、次に掲げ

る場合に承認される。 

(a) 当該標章がその標章登録証に記載

されているような商品又は役務に現

に使用されている場合。及び 

(b) (a)に述べる商品又は役務が現に生

産及び取引されている場合。 

 

第 37 条 

(1) 第 35 条及び第 36 条の規定を満たさないと

き、登録標章の保護期間の延長申請は総局

により拒絶される。 

(2) 当該標章が、他者が所有する著名商標と全

体又は要部において同一性を有するとき、

延長申請は総局により拒絶される。 

(3) 延長申請の拒絶は、標章の所有者又はその

代理人に対してその理由を付して書面にて

通知される。 

(4) 第 1項及び第2項に述べる延長申請の拒絶

に対する不服は、商務裁判所に対して申し

立てることができる。 

(5) 第 3 項の商務裁判所の判決に対しては、最

高裁判所にのみ不服を申し立てることができ

る。 

 

第 38 条 

(1) 登録標章の保護期間の延長は、標章原簿

に登録され、標章公報にて公告される。 

(2) 登録標章の保護期間の延長は、標章の所

有者又はその代理人に対して書面にて通知

される。 

 

第 9 節 登録標章の所有者の名義及び/又は住

所の変更 

 

第 39 条 

(1) 登録標章の所有者の名義及び/又は住所の

変更は、手数料の支払いにより、標章原簿

に記録されるために、当該変更の証明に関

する認証謄本を添付し、総局に対して届け

出る。 

(2) 登録標章の所有者の名義及び/又は住所の

変更であって、総局により既に登録されたも

のは、標章公報に公告される。 

 

第 V章 登録標章に対する権利の移転 

 

第 1 節 権利の移転 

 

第 41 条 

(1) 登録標章に対する権利は、次に掲げる方法

で移転することができる。 

(a) 相続。 

(b) 遺言。 

(c) 贈与。 

(d) 契約。 
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(e) 法律により認められたその他の理由。 

(2) 第 1 項の標章に対する権利の移転は、標章

原簿に記録するように総局に対して申請しな

ければならない。 

(3) 第 1 項の標章に対する権利の移転には、そ

れを確認する書類を添付する。 

(4) 第 2項の登録標章に対する権利の移転であ

って、すでに記録されたものは、標章公報に

て公告される。 

(5) 登録標章に対する権利の移転であって、標

章原簿に記録されないものは、第三者に対

して法的効力を有さない。 

(6) 第1項の標章に対する権利の移転の登録は、

本法で定める手数料の支払いを要する。 

 

第 41 条 

(1) 登録標章に対する権利の移転は、その標章

にかかる名声、評判又はその他当該標章に

関連する事項の移転を伴う。 

(2) 役務に関する標章であって、当該役務を与

える個人の能力、資質及び技量から分離す

ることができないものに対する権利は、役務

の提供の質に対する保証を義務づける規定

をもって移転することができる。  

 

第 42 条 

標章に対する権利の移転は、その標章が商品又

は役務の取引に使用される予定であるという譲

受人の書面による宣言を付した場合にのみ、総

局により登録される。 

 

第 2 節 使用許諾 

 

第 43 条 

(1) 登録標章の所有者は、使用権者が当該標

章を商品又は役務の一部又は全部に対して

使用するという契約により、他者に対して使

用許諾を与える権利を有する。 

(2) 使用許諾契約は、別途契約のない限り、イン

ドネシア共和国の領土全体において、当該

標章の保護期間を超えない期間に対して与

えられる。  

(3) 使用許諾契約は、手数料の支払いにより、

総局に対して記録されるよう申請されなけれ

ばならず、使用許諾契約の記録による法的

効果は、関係当事者及び第三者に対して有

効である。 

(4) 第 3 項の使用許諾契約は、総局により標章

原簿に記録され、標章公報にて公告される。  

 

第 44 条 

第 43 条第 1 項に述べる他人に実施許諾を与え

た登録標章の所有者は、別途契約のない限り、

引き続き自身で使用するか、又は当該標章の使

用について他の第三者に使用許諾を与えること

ができる。  

 

第 45 条 

使用許諾契約の中で、使用権者は、さらに第三

者に実施権を与えることができると規定すること

ができる。  

 

第 46 条 

使用権者によるインドネシアにおける登録標章の

使用は、標章の所有者によるインドネシアにおけ

る当該標章の使用と同等と認められる。  

 

第 47 条 

(1) 使用許諾契約は、直接又は間接にインドネ

シア経済に被害をもたらす規定や、一般的

技術の修得及び発展におけるインドネシア

国民の能力を妨げる制限を含むものであっ

てはならない。  

(2) 総局は、第 1項の禁止事項を含む使用許諾

契約の記録を拒絶しなければならない。  

(3) 総局は、第 2 項の拒絶の通知を、標章所有

者又は代理人及び実施権者に対して理由と

共に書面で通知する。  

 

第 48 条 

(1) 善意の使用権者であって、その後その標章

が、すでに登録された別の標章に要部又は

全体が類似していることに基づいて拒絶され

たものは、依然として、当該使用許諾の期間

が終了するまでの間、当該使用許諾契約を

実施する権利を有する。  

(2) 第 1 項の使用権者は、拒絶された使用許諾

者に対して本来支払うべき使用料を引き続

き支払わなくてもよいが、その代わりに拒絶

されなかった方の標章所有者に対して使用

料を支払わなければならない。 

(3) 使用許諾者が、すでに使用権者から一括的

にて使用料を受け取ったとき、当該使用許

諾者はすでに受け取った使用料の一部を、

使用許諾の残存期間に比例した分、拒絶さ

れなかった標章の所有者に対して支払わな
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ければならない。  

 

第 49 条 

使用許諾の記録の要件及び手続き並びに本法

の使用許諾に関する規定は、さらに大統領令で

定める。 

 

第 VI 章 団体標章 

 

第 50 条 

(1) 団体標章としての商標又はサービスマーク

の登録出願は、当該登録出願において当該

標章が団体標章として使用される旨が明確

に宣言された場合にのみ認められる。 

(2) 第1項の団体標章の使用に関する確認の他

に、当該出願は、当該標章の所有者全員に

より署名された団体標章としての当該標章の

使用規程の謄本も添付しなければならな

い。 

(3) 第 2 項の団体標章の使用規程には、特に次

に掲げる事項が含まれていなければならな

い。 

(a) 生産及び取引される商品又は役務の

性質、共通の特徴又は品質。 

(b) 当該標章の使用を効果的に管理する

ための団体標章の所有者に対する規

定。 

(c) 団体標章の使用規程の違反に対する

制裁。 

(4) 第 3 項の規定は、標章原簿に記録され、標

章公報に公告される。 

 

第 51 条 

団体標章の登録出願に対して、第7条、第8条、

第 9条、第 10条、第 11条、第 12条、及び第 50

条の要件具備の審査を行う。 

 

第 52 条 

団体標章の登録出願に対する審査は、第 18 条、

第 19 条及び第 20 条の規定により行われる。 

 

第 53 条 

(1) 団体標章の使用規程の変更は、当該変更

の証明に関する認証謄本を添付し、標章局

に対して記録の申請をしなければならない。 

(2) 第 1 項の変更は、標章原簿に記録され、標

章公報に公告される。 

(3) 団体標章の使用規程の変更は、標章原簿

に記録された後、第三者に対して効力を発

生する。 

 

第 54 条 

(1) 登録団体標章の所有権は、当該団体標章

の使用規程に従い効果的な管理を行うこと

ができる譲受人にのみ移転が可能とされる。 

(2) 第1項の登録団体標章に対する権利の移転

は、標章局に記録の申請を行わなければな

らない。 

(3) 第 2 項に述べる権利の移転は、標章原簿に

記録され、かつ、標章公報に公告される。 

 

第 55 条 

登録団体標章は、他者に使用許諾を与えること

ができない。 

 

第 VII 章 地理的表示及び原産地表示 

 

第 1 節 地理的表示 

 

第 56 条 

(1) 地理的表示であって、自然的要因、人間的

要因、又はこれらの組合せを含む地理的範

囲の要因にために、生産された商品に特定

の特徴及び品質を与えるものは、商品原産

地を示す標章として保護される。  

(2) 地理的表示は以下の者の申請に基づいて

保護される。  

(a) 当該商品を産出する地域の社会を代

表する組織であって、次の者から構成

されるもの。  

          1.自然商品、天然資源商品を生産

する者  

          2.農産物を生産する者  

          3.手工芸品又は工業製品を生産す

る者  

          4.上記商品を販売する者  

(b) これに関する権利を受けた者 

(c) 当該商品の消費者団体  

(3) 第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条及び

第 25 条の公開に関する規定は、地理的表

示の登録出願にも適用する。 

(4) 地理的表示の登録出願は、以下に該当する

とき総局によって拒絶される。  

(a) 宗教規範、道徳、公共の秩序に反する

か、又は特質、品質、原産地、生産工

程又は使用等の特徴について社会を
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誤認混同させる。  

(b) 地理的表示としての条件を満たさな

い。  

(5) 第 4 項の拒絶に対して、標章審判委員会に

対して審判の請求ができる。 

(6) 第 29条、第30条、第31条、第32条、第33

条及び第 34 条の規定は、第 5 項の審判請

求にも適用する。  

(7) 登録された地理的表示は、当該地理的表示

の保護の根拠になる特質や品質が存在する

限り、法的保護を受ける。  

(8) 地理的表示としての登録出願時又はそれ以

前に、第2項の規定により登録を受ける権利

のない者が善意に標章の使用をしたとき、当

該善意の者は、当該標章が地理的表示とし

て登録された日から２年間引き続いて当該

標章を使用することができる。 

(9)  地理的表示の登録手続きに関するさらなる

規定は政令で定める。  

 

第 57 条 

(1) 地理的表示の権利を有する者は、許可なく

地理的表示を使用する者に対して、損害の

賠償、使用の停止、当該許可なく使用され

た地理的表示をしたラベルの廃止を請求す

ることができる。  

(2) 権利が侵害された者の被害の拡大を防ぐた

めに、裁判官は侵害者に製造と複製の停止

を命じ、かつ当該不法な地理的表示を使用

したラベルを廃棄するように命じることができ

る。  

 

第 58 条 

第 XII 章の仮処分に関する規定は、地理的表示

の権利行使に対しても適用する。  

 

第 2 節 原産地表示 

第 59 条 

以下に該当する原産地表示は、標章として保護

を受ける。  

(a) 第 56 条第 1 項の規定を満たすが、登

録されないもの。又は 

(b) 商品又は役務の出所のみ示すもの  

 

第 60 条 

第 57条及び第 58条の規定は、原産地表示にも

適用する。 

 

第 VIII 章 標章登録の抹消及び取消 

 

第 1 節 抹消 

 

第 61 条 

(1) 標章原簿からの標章登録の抹消は、総局に

より職権で又は当該標章の所有者の請求に

基づいて行われる。 

(2) 総局の職権による標章登録の抹消は、次に

該当するときに行うことができる。 

(a) 標章が、総局により認められる理由

がある場合を除き、登録の日又は最

後に使用した日から継続して 3 年以

上商品及び/役務の取引に使用され

ていない場合。 

(b) 標章が、登録標章と合致しない標章

の使用を含め、登録出願された商品

又は役務の種類と一致しない商品及

び/役務の種類に使用されている場

合。 

(3) 第 2 項(a)の理由とは、次に掲げることであ

る。 

(a) 輸入の禁止。 

(b) 当該標章を使用した商品の流通の

許可に関する禁止又は権限ある当

局からの暫定的な決定。又は 

(c) 政令で定められたその他の同様の

禁止。 

(4) 第 2項の標章登録の抹消は、標章原簿に記

録され、かつ、標章公報に公告される。 

(5) 第2項の標章登録の抹消の決定に対する不

服申立は、商務裁判所に提起することがで

きる。 

 

第 62 条 

(1) 出願人又は代理人による標章登録の抹消の

請求は、商品及び/又は役務の一部分又は

全部について、総局に対して行われる。 

(2) 第 1 項の標章が、なお使用許諾契約に拘束

されているとき、当該抹消は、そのことが使

用権者により書面にて承諾された場合にの

み行うことができる。 

(3) 第 2 項の承諾に対する適用除外は、使用権

者が使用許諾契約において、当該承諾を要

さないことに明らかに同意している場合にの

み可能とされる。 

(4) 第 1項の標章登録の抹消は、標章原簿に記

録され、かつ、標章公報に公告される。 
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第 63 条 

第 61 条第 2項(a)及び(b)の理由に基づく標章登

録の抹消は、第三者による商務裁判書に対する

訴訟の形態において請求することもできる。 

 

第 64 条 

(1) 第 63 条の商務裁判所の判決に対しては、

最高裁判書にのみ不服を申し立てることが

できる。 

(2) 第 1項の裁判所の判決内容は、当該判決の

日以降総局に対して当該裁判所の書記官

により送付される。 

(3) 当該標章の抹消の請求が認容され、法的効

力を有するとき、総局は、標章原簿から当該

標章の抹消を行い、かつ、標章公報にそれ

を公告する。 

 

第 65 条 

(1) 標章登録の抹消は、総局が標章原簿から当

該標章を削除し、当該抹消の理由及び日付

を記載することにより行われる。 

(2) 第 1項の登録の抹消は、抹消の理由及び標

章原簿からの抹消の日より当該標章登録証

はもはや効力を有していないと宣言された旨

を記載して、標章の所有者又はその代理人

に対して書面にて通知される。 

 

第 66 条 

(1) 総局は、以下の事項に基づいて団体標章の

登録を抹消することができる。 

(a) 団体標章の全使用者の承認書を伴

う、団体標章の所有者自身による請

求。 

(b) 当該団体商標が、総局により認めら

れる理由がある場合を除き、登録の

日又は最後に使用した日から継続し

て 3年以上商品及び/役務の取引に

使用されていないことの十分な証

拠。 

(c) 団体標章が、登録標章と合致しない

標章の使用を含め、登録出願された

商品又は役務の種類と一致しない商

品及び/役務の種類に使用されてい

ることの十分な証拠。 

(d) 団体標章が、その使用に関する合意

事項にしたがって使用されていない

ことの十分な証拠。 

(2) 第 1 項(a)の団体標章の抹消の請求は、総局

に対して提出される。 

(3) 第 2 項の団体標章の抹消は、標章原簿に記

録され、標章公報に公告される。 

 

第 67 条 

団体標章の抹消は、第三者により、第 66 条第 1

項(b)(c)又は(d)の理由に基づく商務裁判所に対

する訴訟として請求できる。 

 

第２節 取消 

 

第 68 章 

(1) 標章登録の取消訴訟は、第 4 条、第 5 条又

は第 6 条の理由に基づき利害関係人により

提起することができる。 

(2) 登録されていない標章の所有者は、総局に

出願を申請した後、第 1 項の訴訟を提起す

ることができる。 

(3) 第 1 項の取消訴訟は、商務裁判所に対して

提起される。 

(4) その取消訴訟の請求人又は被請求人がイン

ドネシア共和国外に居住するときは、訴訟は、

ジャカルタ商務裁判所に対して提起される。 

 

第 69 条 

(1) 標章登録の取消訴訟は、標章の登録の日よ

り 5 年以内に提起される。 

(2) 当該標章が宗教規範、道徳又は公共の秩

序に反するとき、取消訴訟は、期間の定なし

に提起することができる。 

 

第 70 条 

(1) 取消訴訟に関する商務裁判所の判決に対

しては、最高裁判所にのみ不服を申し立て

ることができる。 

(2) 第 1項の裁判所の判決内容は、当該判決の

日後、総局に対して関係する書記官により

送付される。 

(3) 第 1 項の裁判機関の判決が認容され、既に

確定した後、総局は、標章原簿から当該標

章登録の取消を行い、標章公報に公告す

る。 

 

第 71 条 

(1) 標章登録の取消は、総局が標章原簿から当

該標章を削除し、当該取消の理由及び日付

を記載することにより行われる。 
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(2) 第 1 項の登録の取消は、その理由及び標章

原簿からの削除の日より当該標章登録証は

もはや効力を有していないと宣言された旨を

記載して、標章の所有者又はその代理人に

対して書面にて通知される。 

(3) 第 1項の標章原簿からの標章登録の削除は、

標章公報に公告される。 

(4) 標章登録の取消及び削除により、当該標章

に対する法的保護は終了する。 

 

第 72 条 

第 68 条第 1 項の取消事由以外に、団体標章に

対しては、当該団体標章が第 50 条第 1 項の規

定に反する場合に取消の請求ができる。 

 

第 IX 章 標章行政 

 

第 73 条 

本法に規定する標章に関する行政は、総局によ

り行われる。 

 

第 74 条 

総局は、標章に関する情報をできるだけ広く一

般に提供できるように、全国的な規模で標章の

文献・情報網体制を確立する。 

 

第 X 章 手数料 

 

第 75 条 

(1) 標章出願の申請又は更新出願、標章原簿

の抄録請求、登録標章所有者の氏名及び/

又は住所の変更、使用権の記録、出願に対

する異議申立、審判請求及びその他本法で

定める事項には、政令で金額を定める手数

料の支払いが義務付けられる。 

(2) 第 1 項の支払いの要件、期限及び手続きに

関するさらなる規定は、大統領令で定める。 

(3) 総局は、大臣及び財務大臣の承認により、

現行法規に基づいて、第 1項及び第 2項の

手数料による収入を使用することができる。 

 

第 VIII 章 標章の侵害に対する訴訟 

 

第 76 条 

(1) 登録標章の所有者は、権限なくして当該標

章とその要部又は全体において類似した標

章を商品及び/又は役務に使用する者に対

して、次の事項を訴えることができる。 

(a) 損害賠償請求、及び/又は 

(b) 当該標章の使用にかかるすべての行

為の停止 

(2) 第 1 項に述べる訴訟は、商務裁判所に対し

て提起される。 

 

第 77 条 

第 76 条の標章の侵害に対する訴訟は、登録標

章の使用権者が、単独で又は当該標章の所有

者と共同で提起することができる。 

 

第 78 条 

(1) 審理の係属中に損害がさらに拡大すること

を防ぐために、原告である標章の所有者又

は使用権者の請求に基づき、裁判官は、被

告に対して権限なく当該標章を使用した商

品又は役務の生産、頒布及び取引を停止

するよう命じることができる。 

(2) 被告が権限なくして標章を使用した商品の

引渡をもするように求められたとき、裁判官

は、裁判所の判決が既に確定した後、当該

商品又は商品の相当額の引渡を行うよう命

じることができる。 

 

第 79 条 

商務裁判所の判決に対しては、最高裁判所にの

み不服を申し立てることができる。 

 

第 2 節 商務裁判所における訴訟手続き 

 

第 80 条 

(1) 標章登録取消訴訟は、被告の住所又は居

所がある地方区分の商務裁判所長に請求さ

れる。 

(2) 被告がインドネシア国外に住所を有するとき、

当該訴訟は中央ジャカルタ商務裁判所に請

求される。 

(3) 書記官は、取消の訴えを当該訴えが請求さ

れた日に登録し、請求人に対して書記官の

署名のある受領書を訴えの登録日と同じ日

付で発行する。 

(4) 書記官は、取消の訴えを商務裁判所長に対

して訴えの登録日から2日以内に送達する。 

(5) 訴え登録の日から最大 3 日以内に、商務裁

判所は訴えを検討し、審理の日を決定す

る。 

(6) 取消の訴えの審理は、訴え登録の日から 60

日以内に行われる。 
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(7) 両当事者の召喚は、訴え登録の日から 7 日

以内に廷吏により行われる。 

(8) 取消の決定は、訴え登録の日から90日以内

に下されなければならず、最高裁判所の承

認により最大 30 日延長できる。 

(9) 当該判決が根拠とする完全に法律的な検討

を含む、第 8 項の取消訴訟の判決は、公開

審理の場で一般公衆に告げられなければな

らず、当該判決に対する法的救済措置が請

求されるにも関わらず、前もって有効であ

る。 

(10) 第 9項の商務裁判所の判決内容は、廷吏に

より両当事者に、取消判決の言い渡しから

14 日以内に送達される。 

 

第 81 条 

第 80 条に規定される訴訟の手続きは、第 76 条

の訴訟にも適用する。 

 

第 3 節 上告 

 

第 82 条 

第80条第8項の商務裁判所の判決に対しては、

上告のみ請求できる。 

 

第 83 条 

(1) 第 82 条の上告請求は、上告の対象となる判

決言い渡し又は両当事者への通知の日から

14 日以内に、当該判決を下した書記官に登

録すると共に、請求することができる。 

(2) 書記官は、当該上告が請求された日に上告

請求を登録し、上告請求人に対して書記官

の署名する受領書を登録受理の日に発行

する。 

(3) 上告請求人は、第1項の上告請求登録の日

から 7 日以内に、書記官に対して上告理由

書を提出する義務がある。 

(4) 書記官は、上告請求登録の日から 2 日以内

に、上告請求と第 3 項に述べる上告理由書

を、上告被請求人に通知する義務がある。 

(5) 上告被請求人は、上告被請求人が第4項の

上告理由書を受理した日から 7 日以内に、

答弁書を書記官に提出することができ、書記

官は、答弁書が書記官により受理された日

から 2 日以内に、答弁書を上告請求人に送

達する義務がある。 

(6) 書記官は、第 5項の期間の経過後7日以内

に、最高裁判所に対して当該上告書類を送

付する義務がある。 

(7) 最高裁判所は、上告書類を検討し、上告請

求が最高裁判所により受理されてから 2 日

以内に、審理の日を決定しなければならな

い。 

(8) 上告書類の審理は、上告書類が最高裁判

所に受理された日から 60日以内に開始され

る。 

(9) 上告の判決は上告書類が最高裁判所に受

理された日から 90 日以内に言い渡されなけ

ればならない。 

(10) 当該判決が根拠とする完全に法律的な検討

を含む、第 9 項の上告に対する判決は、公

開審理の場で一般公衆に告げられなければ

ならない。 

(11) 最高裁判所書記官は、上告判決言い渡しの

日から 3 日以内に、上告判決の内容を裁判

所書記官に送達しなければならない。 

(12) 廷吏は、上告判決が受理された日から 2 日

以内に、第 11 項の判決内容を上告請求人

及び上告被請求人に対して送達しなければ

ならない。 

 

第 84 条 

本章第1節に述べる紛争解決以外に、両当事者

は当該紛争を交渉又は代替的紛争解決手段で

解決することができる。 

 

第 XII 章 裁判所の仮処分 

 

第 85 条 

十分な証拠に基づいて、権利を侵されたは商務

裁判所裁判官に、以下に関する仮処分の発行を

請求することができる。 

(a) 標章侵害行為に関連する商品が流通

することの防止。  

(b) 当該標章侵害に関連する証拠の保

全。 

 

第 86 条 

(1) 仮処分の請求は以下の要件に従って、商務

裁判所に書面で行われる。 

(a) 標章所有に関する証拠を添付する。 

(b) 標章侵害の発生に関する強い徴がある

という証拠を添付する。 

(c) 証明のために要求され、捜索され、収

集され及び保全される証拠品及び/又

は証拠文献に関する明瞭な説明。 



 

 86

(d) 標章を侵害すると疑われる者が、容易

に証拠を隠滅させる恐れがあること。 

(e) 現金又は銀行小切手の保証金の支払

い。 

(2) 第 85 条の仮処分がなされたとき、商務裁判

所は、行為を受けた側に通知し、当該者に

意見陳述の機会を与える。  

 

第 87 条 

商務裁判所が仮処分決定書を発行したとき、当

該紛争を審理した商務裁判所裁判官は第 85 条

の仮処分の決定を変更するか、取消すか、支持

するかの決定を、当該仮処分の日から30日以内

にしなければならない。  

 

第 88 条 

(a) 仮処分が支持されたとき、すでに支払

われた保証金は、処分申請人に返還さ

れ、処分申請人は第 76 条の訴訟を提

起することができる。 

(b) 仮処分が取消されたとき、すでに支払

われた保証金は、仮処分の結果として、

損害賠償として行為を受けた側に与え

られる。  

 

第 XIII 章 捜査 

 

第 89 条 

(1) インドネシア共和国警察の捜査官の他に、

総局の特定の公務員に、標章分野における

犯罪捜査を行うために刑事訴訟法に関する

1981 年法律第 8 号に述べる捜査官としての

特別な権限が与えられる。 

(2) 第 1 項の文民捜査官は、次に掲げる権限を

有する。 

(a) 標章分野における犯罪行為にかかる報

告又は情報の信憑性に関する捜査を

行うこと。 

(b) (a)の告発に基づいて、標章分野にお

ける犯罪行為をした疑いのある者又は

法人に対して捜査を行うこと。 

(c) 標章分野における犯罪行為に関連して

個人又は法人から情報及び証拠物件

を求めること。 

(d) 標章分野における犯罪行為に関連す

る帳簿、記録その他の書類の検査を行

うこと。 

(e) 証拠物件、会計帳簿、記録その他の書

類が存在する疑いのある特定の場所に

おいて捜査を行い、かつ、標章分野に

おける刑事訴訟において証拠として使

用できる侵害の材料及び製品を押収

すること。 

(f) 標章分野における犯罪行為の捜査任

務を遂行する範囲において専門家の

支援を求めること。 

(3) 第1項の文民捜査官は、インドネシア共和国

警察の捜査官に対して捜査の開始及びその

捜査の結果を通知する。 

(4) 第 1項の文民捜査官は、刑事訴訟法に関す

る 1981 年法律第 8 号第 107 条の規定に留

意して、インドネシア共和国警察の捜査官を

通じて検察官にその捜査の結果を送致す

る。 

 

第 XIV 章 罰則 

 

第 90 条 

何人も、故意に権利なく他者の所有にかかる登

録標章とその全体において同一である標章を、

生産及び/又は取引される同種の商品及び/又

は役務に使用する者は、最高5年の禁固刑及び

/又は最高 Rp1,000,000,000（十億ルピア）の罰

金刑に処せられる。 

 

第 91 条 

何人も、故意に権利なく他の者又は他の法人の

所有にかかる登録標章とその要部において同一

である標章を、生産及び/又は取引される同種の

商品及び/又は役務に使用する者は、最高 4 年

の禁固刑及び/又は最高 Rp800,000,000（八億

ルピア）の罰金刑に処せられる。 

 

第 92 条 

(1) 何人も、故意にかつ権利なくして他者の所

有にかかる地理的表示とその全体において

同一である標章を、登録された商品と同一

又は同種の商品に使用する者は、最高 5 年

の禁固刑及び/又は最高 Rp1,000,000,000

（十億ルピア）の罰金刑に処せられる。 

(2) 何人も、故意にかつ権利なくして他の者の

所有にかかる地理的表示とその要部におい

て同一である標識を、登録された商品と同一

又は同種の商品に使用する者は、最高 4 年

の禁固刑及び/又は最高 Rp800,000,000（八

億ルピア）の罰金刑に処せられる。 
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(3) 侵害物となる商品への真の原産地の記載又

は当該商品が地理的表示に基づき登録され、

保護されている商品の模倣品であることを示

す語句の記載は、第 1項及び第2項の規定

の適用を受ける。 

 

第 93 条 

何人も、故意にかつ権限なくして当該商品又は

役務の原産地に関して公衆を欺き、又は誤認さ

せるように、商品又は役務の原産地表示に基づ

き保護されている標識を使用する者は、最高 4

年の禁固刑及び/又は最高 Rp800,000,000（八

億ルピア）の罰金刑に処せられる。 

 

第 94 条 

(1) 何人も、当該商品及び/又は役務は、第 81

条、第 82 条、第 82A 条及び第 82B 条に述

べる侵害物であるということについて知って

おり又は当然知っているべき者であって、か

かる商品及び/又は役務の取引を行った者

は 、 最 高 1 年 の 禁 固 刑 又 は 最 高

Rp200,000,000（ニ億ルピア）の罰金刑に処

せられる。 

(2) 第 1 項の犯罪行為は、侵害である。 

 

第 95 条 

第 90 条、第 91 条、第 92 条、第 93 条及び第 94

条に述べる犯罪行為は、親告罪である。 

 

第 XV 章 経過規定 

 

第 96 条 

(1) 1997 年法律第 14 号によって改正された標

章に関する 1992年法律第19号に基づいて

申請された出願、登録標章の期間延長、権

利移転の記録、名称及び/又は住所の変更、

標章登録の抹消又は取消の請求であって、

本法施行の日にまだ手続きが完了していな

いものは、当該法律の規定に基づき手続き

を完了させる。 

(2) 1997 年法律第 14 号によって改正された標

章に関する 1992年法律第19号に基づいて

登録された標章であって、本法施行時点で

有効なものは、残りの登録期間本法に従っ

て有効である。 

 

第 97 条 

第 96条第 2項の標章に対して、第 4条、第 5条

又は第6条の理由に基づき、第68条に述べる商

務裁判所に対する取消の訴えが提起できる。 

 

第 98 条 

本法施行の時点で裁判に継続中の標章紛争は、

法的に確定した判決を得るまで、引き続き 1997

年法律第14号によって改正された標章に関する

1992 年法律第 19 号に基づいて処理される。 

 

第 99 条 

本法施行の時点で存在する、1997 年法律第 14

号によって改正された標章に関する1992年法律

第 19 号に基づく全ての施行規則は、本法に基

づく新しい規則に反しないか又は取り替わらない

限り、依然として有効である。 

 

第 XVI 章 終則 

 

第 100 条 

本法の施行に伴い、1997 年法律第 14 号によっ

て改正された標章に関する 1992年法律第 19号

はもはや効力がない。 

 

第 101 条 

本法は、公布の日から施行する。 
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添付資料５ 

 

著作権法 

2002 年法律第 19 号 

2002 年 7 月 29 日制定 

 

第 I 章 総則 

 

第 1 条 

本法において、 

(1) 「著作権」とは、著作者又は権利を受けた

者に与えられる排他的権利であって、現行

法規による限定を損なうことなく、その著作

物を公表又は複製し、若しくはそのための

許可を与えるための権利をいう。 

(2) 「著作者」とは、個人又は共同する複数の

者であって、着想によって、思考力、想像

力、奇智、技量、又は技能に基づいて、特

別かつ個性的な形に表現された著作物を

創作する者をいう。 

(3) 「著作物」とは、著作者の作品であって、科

学、芸術、文学の分野で独創性を示すもの

をいう｡ 

(4) 「著作権者」とは、著作権の所有者としての

著作者、又は著作者からその権利を譲り受

けた者、又はその者からさらに権利を譲り

受けた者をいう｡ 

(5) 「公表」とは、インターネットを含むあらゆる

媒体を利用して著作物を読解、放送、展示、

販売、流通、又は頒布すること、又はいか

なる方法によって著作物が何人にも読まれ

たり､聞かれたり､見られたりするようにする

ことをいう。 

(6) 「複製」とは､ある著作物の全部又は非常に

実質的な一部を､同一又は同一でない材

料を使って、恒久的に或は一時的に数を

増やすことであり､複写することをいう。 

(7) 「肖像」とは､何らかの方法及び器具を使っ

て、身体の他の部分と共に或は身体の他

の部分を含まずに描かれた人の顔の像を

いう｡ 

(8) 「コンピュータープログラム」とは、言語、コ

ード、図、又はその他の形態で表現された

命令の集まりであって、命令の設計のため

の準備を含み、コンピューターによって解

読可能な媒体に組み入れられたとき、コン

ピューターに特定の作業をさせ、又は特定

の結果を得るようにすることができるものを

いう。 

(9) 「著作隣接権」とは、著作権に隣接する権

利であって、実演者がその実演を複製、放

送するための、レコード製作者がそのレコ

ードを複製、賃貸するための、放送事業者

がその放送作品を製作、複製又は放送す

るための排他的権利をいう。 

(10) 「実演家」とは、俳優、歌手、音楽家、舞踏

家又は音楽、演劇、舞踊、文学、伝統芸能

及びその他の芸術作品を表現し、上演し、

公演し、歌い、伝え、朗読し、演じる者達を

いう。 

(11) 「レコード製作者」とは、個人又は法人であ

って、公演又は他の音声を最初に録音し、

その音声の録音の実施に責任を負うものを

いう。 

(12) 「放送事業者」とは、法人として放送を行う

機関であって、有線又は無線、若しくはそ

の他の電磁システムを通じてある放送作品

の放送を行うものをいう。 

(13) 「出願」とは、出願人が総局に対して提出

する著作物の登録出願をいう｡ 

(14) 「実施許諾」とは、特定の条件ももとに、そ

の著作物を公表及び/又は複製、若しくは

その隣接権を複製するために、著作権者

又は著作隣接権者から他人に対して認め

られた許可をいう。 

(15) 「代理人」とは、本法に規定する知的財産

コンサルタントをいう。 

(16) 「大臣」とは、職務と責任の範囲が著作権を

含む知的財産権の分野での指導を含む大

臣をいう｡ 

(17) 総局とは、大臣管轄下にある知的財産権

総局をいう｡ 

 

第 II 章 著作権の範囲 

 

第 1 節 著作権の機能と性質 

 

第 2 条 
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(1) 著作権とは、著作者及びその権利を譲り受

けた者に対して与えられる、著作物を公表

又は複製するための権利であって、現行法

規による制限に違反することなく、著作物の

創作によって自然に発生する権利である。 

(2) 映像作品とコンピュータープログラムに関す

る著作物の著作者及び/又は著作権者は、

商業的利益の為に、他人にその著作物を賃

貸する許可を与えたり、他人が許可なく賃貸

する事を禁じる権利を有する。 

 

第 3 条 

(1) 著作権は、動産と見なされる。 

(2) 著作権は次の理由により全部又は一部が移

転又は譲渡される｡ 

(a) 相続 

(b) 贈与 

(c) 遺言 

(d) 書面による契約 又は 

(e) 法律規則によって正当と認められる他

の原因  

 

第 4 条 

(1) 著作者が所有する著作権は、その著作者の

死亡後、遺産相続人又は遺言による相続人

の所有となり、その著作権を剥奪することは

できない。 

(2) 公表されない著作権は、その著作者の死亡

後、遺産相続人又は遺言による相続人の所

有となり、その著作権を剥奪することはでき

ない。 

 

第 2 節 著作者 

第 5 条 

(1) 反証されない限り、次の者が著作者として見

なされる｡ 

(a) 氏名が法務省の著作権原簿及び著作

権登録公報に記載されている者 

(b) 氏名が著作者として著作物の中で述べ

られているか、公表されている者 

(2) 反証されない限り、書面の資料を使わず、か

つ著作者が誰であるかという通知がない講

演では、講演者が､その講演の著作者と見な

される。 

 

第 6 条 

著作物が二人又はそれ以上の者が創作したいく

つかの部分より構成されるとき、著作者と見なさ

れるのはその著作物の全部を完成することを指

導、監督した者であると見なされ、そのような者が

存在しない場合には、著作物のそれぞれの部分

の著作権を侵害することなく､著作物をまとめた

者であると見なされる｡ 

 

第 7 条 

著作物が一人の者によって設計され、その設計

者の指導監督のもとに他の者によって具現化さ

れ、実行されるとき、著作者はその著作物を設計

した者である｡ 

 

第 8 条 

(1) ある著作物が他人との雇用関係の下で職場

において作られるとき、その者のためにその

著作物が作られた者が著作権者となる。た

だし､その著作物が職務関係を超えて利用

されるとき、著作者としての製作者の権利を

損なわない範囲で双方の間に別途契約が

ある場合はこの限りではない。 

(2) 第 1 項の規定は、雇用関係の下で発注され

る注文に基づいて他人が創作する著作物に

ついても適用される。 

(3) 著作物が職務関係の下で創作されるか又は

注文に基づいて創作されるときには、その著

作物を創作する者が著作者であり著作権者

であると見なされる。但し、双方の間に別途

契約がある場合は除く｡ 

（訳者注：「雇用関係」が定常的雇用関係を意味

するのに対して、「職務関係」は非定常的雇用関

係又は一時的契約関係を意味する。）  

 

 

第 9 条 

ある法人が、著作者として個人の氏名を述べるこ

となく､その法人が源である著作物を公表すると

き、反証されない限り、その法人が著作者である

と見なされる。 
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第3節 著作者が不明の著作物に関する著作権 

 

第 10 条 

(1) 有史前、有史後の遺跡、その他の国家的文

化資産については、国が著作権を有する｡ 

(2) 例えば昔話、民話、おとぎ話、神話、歴史、

民芸品、振り付け､舞踊、書及びその他の芸

術作品のように、共有物となっている民衆の

文化資産は、国が著作権を有する。 

(3) インドネシア国民でない者が、第2項の著作

物を発表し複写するためには、管轄機関か

ら事前に許可を得なければならない。 

(4) 本条に規定する国有著作権に関する更なる

規定は、政令で定められる。 

 

第 11 条 

(1) ある著作物について著作者が不明であり、

かつその著作物がまだ発行されていないと

き、著作者の利益のために国がその著作物

の著作権を有する。 

(2) ある著作物がすでに発行されているが著作

者が不明なとき、又はその著作物に著作者

のペンネームのみが表示されているとき、著

作者の利益のために発行者がその著作物

の著作権を有する｡ 

 

第 4 節 著作権が保護される著作物 

 

第 12 条 

(1) 本法で保護される著作物は、科学、芸術、

文学の分野の著作物で次のような作品を含

む。 

(a) 書籍、コンピュータープログラム、パン

フレット、発行物の印刷レイアウト、及び

その他すべての文字によって書かれた

作品 

(b) 講演、講義、演説及びその他の著作物

で、口頭で表現されたもの 

(c) 教育と科学の目的のために作成された

視覚教材 

(d) 歌又は音楽で、歌詞を有するもの及び

有しないもの 

(e) 演劇、ミュージカル、振り付け、舞踏、ワ

ヤン影芝居、パントマイム 

(f) 絵画、絵図、彫り物、書、彫刻、銅像、

コラージュ、及び応用美術等のあらゆ

る形態の芸術作品 

(g) 建築物 

(h) 地図 

(i) バティック 

(j) 写真 

(k) 映画 

(l) 翻訳、通訳、脚色、選集、データベー

ス及びその他の作品で、形態の変化に

よるもの 

(2) (l)号に規定する作品は、元の作品に関する

著作権を侵害することなく、個別の作品とし

て保護される｡ 

(3) 第 1 項及び第 2項に規定する保護には、非

公開又は未発表の著作物であるが、すでに

明確なある単位の形態となっており、その複

製が可能であるものを含む。 

 

第 13 条 

(1) 次に対する著作権は存在しない。 

(a) 国家機関の公開審議の結果。 

(b) 法律規則 

(c) 公的な演説及び政府官吏の演説 

(d) 裁判判決及び裁判官の判定 

(e) 仲裁機関の判定 

 

第 5 節 著作権の制限 

 

第 14 条 

次の行為は著作権侵害と見なされない｡ 

(a) 国の印章及び国歌を本来の性格に従

って公表し複製すること。 

(b) 政府によって又は政府の名義で発表さ

れたあらゆるものの公表及び/又は複

製。ただし、法律規則によって、又はそ

の著作物自身若しくはその著作物が公

表される際に行われる表明によって、

当該著作権の保護がされている場合を

除く｡ 

(c) ニュースの出所を完全に明記した上で、

通信社、ラジオ又はテレビ放送機関、

及び新聞からのニュースの全部又は一
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部を引用すること。 

 

第 15 条 

出所を表示することを条件とし、次の行為は著作

権侵害と見なされない。 

(a) 教育、研究、学術論文の執筆、報告書

の作成、評論文の執筆及び著作者の

正当な利益に損失を与えない問題の

検討のために、他人の著作物を利用す

ること｡ 

(b) 裁判所の内外での弁護の必要のため

に他人の著作物の全部及び一部を引

用すること。 

(c) 次の必要のために他人の著作物の全

部及び一部を引用すること。 

(i) 教育と学術のみを目的とする

講演 

(ii) 著作者の正当な利益に損失

を与えないという条件で、無

料で行われる公演 

(d) 盲人のために点字で科学、芸術及び

文学の分野の著作物を複製すること｡

ただし、商業目的で複製する場合は例

外である｡ 

(e) コンピュータープログラム以外の著作物

を、公共図書館、調査研究又は教育機

関、非営利な文書センター等において、

あらゆる方法又は手続きにて、その活

動の必要性のためにのみ限定的に複

製すること。 

(f) 技術的な実施の検討に基づいて、建

物等の建築著作物に変更を加えるこ

と。 

(g) 自分で使用するためにのみ、コンピュ

ータープログラムの所有者がコンピュー

タープログラムの予備コピーを作成する

こと。 

 

第 16 条 

(1) 教育、学術、研究開発活動のために、学術、

文学の分野の著作物を、著作権審議会に

諮問した後、大臣は次の行為を行うことがで

きる。 

(a) 所定の期間内にインドネシア共和国の

領域内で、著作物の翻訳及び/又は複

製を行うように、著作権者に義務づける

こと。 

(b) 当該著作権が(a)に規定する義務を自

ら実施しないとき、所定の期間内にイン

ドネシア共和国の領域内で、当該著作

物の翻訳及び/又は複製を行うために

他人に許可を与えるよう、当該著作権

者に義務づけること。 

(c) 著作権の所持者が(b)に規定する義務

を実施しないとき、当該著作物の翻訳

及び/又は複製を行うため者を指定す

ること。 

(2) 第1項の翻訳義務は、その作品がインドネシ

ア語に翻訳されたことがない限り、学術及び

文学分野で公表されてから 3 年経過後に実

施される。 

(3) 第1項の複製義務は、次の期間経過後に実

施される。 

(a) インドネシア共和国の領土内で複製さ

れたことのない数学及び自然科学分野

の書物が公表されてから 3年 

(b) インドネシア共和国の領土内で複製さ

れたことのない社会科学分野の書物が

公表されてから 5 年 

(c) インドネシア共和国の領土内で複製さ

れたことのない芸術及び文学分野の書

物が公表されてから 7 年 

(4) 第 1 項に規定する翻訳又は複製は、インド

ネシア共和国領土内でのみ使用することが

でき、他国に輸出することができない｡ 

(5) 第 1 項(b)及び(ｃ)の規定の実施は、大統領

令で定める金額の報酬を伴う｡ 

(6) 第 1 項、第 2項及び第 3項に規定する翻訳

及び/又は複製のために申請手続きは、大

統領令で規定される 

 

第 17 条 

政府は著作権審議会に諮問した後、宗教、国家

の治安防衛、道徳、公共秩序に関する政策に反

する著作物の公表を禁じることができる｡ 

 

第 18 条 

(1) 国家利益のために政府が行うラジオ又はテ
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レビの放送を通じての著作物の公表は、著

作者又は著作権者の正当な利益を損なわ

ず著作者又は著作権者に当然の報酬を与

えることを条件に、著作権者の許可なしに実

施することができる。 

(2) 第 1 項の規定における著作物を公表する権

限を持つラジオ又はテレビの放送事業者は、

それ以後の放送については、当該著作権者

に当然の報酬を与える事を条件に、ラジオ

又はテレビで独自に放送するためにのみ、

その著作物を独自の機器で固定化する権

限を持つ｡ 

 

第 6 節 肖像に対する著作権 

 

第 19 条 

(1) ある者の肖像に関する著作権を有する者は、

その著作物を複製又は公表するために、事

前にその肖像の者から許可を得るか、その

肖像の人物が死後 10 年間その相続人より

許可を得なければならない。 

(2) ある肖像に二人又はそれ以上の者が描かれ

ているており、当該複製又は公表がその肖

像にある他の者も含むとき、著作権者は肖

像の描かれているそれぞれの人物を複製又

は公表するために、肖像の描かれた者それ

ぞれから事前に許可を得るか、又はその肖

像の人物が死後 10 年間その相続人より許

可を得なければならない｡ 

(3) 本条の規定は次のように作成された肖像に

ついてのみ適用される。 

(a) 肖像の描かれた者自身の要求によって

作成されたもの 

(b) 肖像の描かれた者の代表者によって要

求され作成されたもの 

(c) 肖像の描かれた者の利益目的で作成

されたもの 

 

第 20 条 

次に該当するとき、肖像の著作権者は肖像の公

表を許されない。 

(a) 肖像を描かれた者の承認なく作成され

たとき。 

(b) 肖像を描かれた者の代表者のなく作成

されたとき。 

(c) 肖像を描かれた者の利益の為でないと

き。但し、公表が肖像を描かれた者の

利益、又は肖像を描かれた者が死亡し

ているときは、その相続人の利益に関

連するとき。 

 

第 21 条 

公演における一人又はそれ以上の実演家の肖

像を公表するために作成することは、たとえ商業

目的であっても、著作権違反とは見なされない。

ただし、当事者が別途異なる意志を表明する場

合は除く｡ 

 

第 22 条 

公衆の安全及び/又は刑事裁判の手続きで必要

とされるために、権限を持つ機関は特定の者の

いかなる形の肖像をも、複製し公表することがで

きる｡ 

 

第 23 条 

著作権者及び写真、絵画、絵図、建築物、彫刻

及び他の芸術作品の所有者の間で別途合意が

ある場合を除き、所有者は著作権者の承認を得

ることなくその著作物を一般を対象とする展覧会

で公表する権利を有し、又は第 19 条及び第 20

条の規定に違反することなくカタログに複製する

権利を有する｡ 

 

第 7 節 道徳権 

 

第 24 条 

(1) 著作者又はその相続人は、著作権者に対し

て、著作物に引き続き著作者の名前を記す

るよう要求する権利を有する｡ 

(2) 著作者又は著作権者が死亡したときはその

相続人の承認がある場合を除き、著作物に

変更を加えることはできない｡ 

(3) 第 2 項に述べる規定は、著作物の題及び副

題、著作者の名前又はペンネームの記載と

その変更についても適用される｡ 

(4) 著作者は、社会適用に応じて著作物の変更

を行う権利を持つ。 
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第 25 条 

(1) 著作者の権利管理情報に係る電子情報は、

破壊されたり変更されてはならない。 

(2) 第 1 項に関する更なる規定は政令で定めら

れる。 

 

第 26 条 

(1) ある著作物についての著作権は、その著作

物の購入者に著作権を全部引渡さない間は

依然として著作者の手元にある｡ 

(2) 全部又は一部を売却した著作権は同じ売却

者によって二度売却することはできない｡ 

(3) ある著作物の同一の著作権を購入した複数

人の間で紛争が生じたとき、その著作権を

先に購入した者が保護される｡ 

 

第 8 節 技術的管理手段 

 

第 27 条 

著作者の許可がある場合を除き、著作者の権利

保全のための技術的管理手段は、破損、破壊、

又は機能不能にされてはならない。 

 

第 28 条 

(1) 高度技術製造設備を利用する著作物、特に

光学ディスクは、権限ある機関が定めるすべ

ての契約規則及びすべての製造基準を満

たさなければならない。 

(2) 第1項に述べる光学ディスクを製造する高度

技術製造設備に関する更なる規定は、政令

で定める。 

 

 

第 III 章 著作権の有効期間 

 

第 29 条 

(1) 次の著作物に対する著作権は、著作者が生

存中と、著作者死亡後 50 年間有効である｡ 

(a) 本、パンフレット、その他のすべての書

物 

(b) 演劇、ミュージカル、舞踊、舞踏 

(c) 絵画、彫刻、像等の形態のすべての芸

術 

(d) バティック 

(e) 歌詞付又は歌詞なしの歌曲又は音楽 

(f) 建築物 

(g) 講演、講義、演説及びその他の口頭で

表現される作品 

(h) 教育、学術のための視覚教材 

(i) 地図 

(j) 翻訳、解説、脚色、選集 

(2) 第 1 項の著作物が二人又はそれ以上の著

作権に係るとき、著作権は最も長く生存する

著作者の生存中とその者の死後 50 年間有

効である｡ 

 

第 30 条 

(1) 次の著作物に関する著作権は、最初の公表

から５０年間有効である。 

(a) コンピュータープログラム 

(b) 映画 

(c) 写真 

(d) データベース 

(e) 形態の変化した作品 

(3) 発行物の印刷レイアウトに係る著作権は、最

初の発行から 50 年間有効である｡ 

(4) 第 1 項、第 2 項及び第 29 条第 1 項に述べ

る著作物についての著作権で、ある法人が

所有するものは、最初に公表されてから 50

年間有効である｡ 

 

第 31 条 

(1) 国が保有又は実施する著作物に係る著作

権は、 

(a) 第 10条第2項は無制限に有効である｡ 

(b) 第 11 条第 1 項及び第 3 項は、最初に

その作品が公表されてから 50 年間有

効である｡ 

(2) 第 11 条第 2 項の規定に基づいて、出版社

が実施する著作物についての著作権は、最

初に発行されてから 50 年間有効である｡ 

 

第 32 条 

(1) 一部分ずつ公表される著作物に係る著作権
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の有効期間は、最後の部分が公表された日

から起算する｡ 

(2) 二巻又はそれ以上から構成される著作物に

係る著作権の有効期間を決めるに当たり、

同様に定期的に発表され同時ではない要

約及びニュースについても、それぞれの巻

又は要約及びニュースが個別の著作物と見

なされる｡ 

 

第 33 条 

著作者の権利を保護する期間は、 

(a) 第 24 条第 1 項の規定の適用は、無制

限である｡ 

(b) 第 24条第 2項及び第3項の規定の適

用は、該当する著作物に係る著作権の

存続期間内有効である｡ただし、著作

者の氏名又はペンネームの記載及び

変更については例外とする｡ 

 

第 34 条 

著作物の作成以後計算される著作権保護

期間に関して著作者の権利を損なわず、著

作物の保護期間は、当該著作物が公表され、

公に知られ、発行され、又は著作者が死亡

した翌年の１月１日から起算して次の期間で

ある 

(a) 50 年間｡ 

(b) 著作者の生存中と著作者が死亡してか

ら 50 年間｡ 

 

第 IV 章 著作物の登録 

 

第 35 条 

(1) 総局は、著作権原簿に著作物の登録を行

う｡ 

(2) 当該著作権原簿は、無料で何人も総局で閲

覧することができる｡ 

(3) 何人も料金の支払を伴い、当該著作権原簿

の抄録を自分のために入手することができ

る｡ 

(4) 第 1 項の登録に関する規定は、著作権を入

手するための義務ではない。  

 

第 36 条 

著作権原簿への著作物の登録は、登録される著

作物の内容、意味又は形態の承認としての意味

を含まない｡ 

 

第 37 条 

(1) 著作権原簿への著作物の登録は、著作者

又は著作権者又は代理人が申請する出願

によって行われる｡ 

(2) 出願は総局宛てにインドネシア語で書かれ

た書類を2部及び著作物の見本又はその代

価物の提出と、料金の支払をもって行われ

る｡ 

(3) 第 1 項に述べる申請に対して、総局は出願

が不備なく受理された日から最大 9 ヶ月以

内に決定を行う｡ 

(4) 第 1 項に述べる代理人は、総局に登録され

たコンサルタントである｡ 

(5) 第 4 項のコンサルタントの選定及び登録の

要件及び手続きに関する規定は、政令で定

める。 

(6) 出願の条件と手続きに関する更なる規定は、

大臣令で定める。 

 

第 38 条 

ひとつの著作物に対して権利を有する複数の個

人又は法人名が共同で出願するときは、当該出

願はそのことを証明する書類の正式な謄本又は

文書を添付する｡ 

 

第 39 条 

著作権原簿には、次の事項が記載される｡ 

(a) 著作者と著作権者の氏名 

(b) 願書受理の日付 

(c) 第 37 条に規定する要件が満たされた

日付 

(d) 著作物の登録番号 

 

第 40 条 

(1) 著作物登録は、その出願が第 37 条の要件

をすべて満たして総局に受理された時点、

又はその出願が第 38 条に述べる複数の個

人又は法人によって申請されるときには、第

37 条及び第 38 条に規定する要件をすべて
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満たして総局に受理された時点で、行われ

たと見なされる｡ 

(2) 第 1 項に述べる登録は、総局によって著作

権公報で公開される｡ 

 

第 41 条 

(1) 第 39 条の規定に従って単一の番号で登録

された著作物に係る権利の譲渡は、その登

録された著作物に係る全ての権利が権利を

譲り受けた者に譲渡される場合にのみ認め

られる。 

(2) 当該権利の譲渡は、双方又は権利を譲り受

けた者からの申請により料金の支払を伴い

著作権原簿に記録される｡ 

(3) 当該権利の譲渡の記録は、総局によって著

作権公報で公開される｡ 

 

第 42 条 

著作物が第37条第1項及び第2項並びに第39

条の規定により登録されるとき、第 2 条の規定に

おける著作権に関する権利を有する他人は、ジ

ャカルタ商務裁判所に登録の取消を訴えること

ができる｡ 

 

第 43 条 

(1) 著作権原簿に著作者又は著作権者として氏

名が記録されている個人又は法人の名義変

更又は住所変更は、その氏名又は住所に

係る著作者又は著作権者の書面での申請

により、料金の支払を伴い、著作権原簿に

記録される｡ 

(2) 名義変更又は住所変更は、著作権公報又

はその他の手段で、総局により公開される｡ 

 

第 44 条 

著作登録の法的効力は次の理由により取り消さ

れる｡ 

(a) 著作者又は著作権者として名称が記

録されている個人、法人の申請による

取消。 

(b) 第 32 の規定を考慮し、第 29 条、第 30

条、第 31 条による権利期間満了｡ 

(c) 最終的な法的効力を得た裁判所判決

による無効。 

 

第 V章 実施許諾 

 

第 45 条 

(1) 著作権の所持者は、第 2 条に規定する行為

を行うために実施許諾契約に基づいて他人

に実施許諾を与える権利を有する｡ 

(2) 別途契約がある場合を除き、第 1 項に述べ

る実施許諾の範囲は、実施許諾契約期間に

わたり、インドネシア全領土内で実施される、

第 2 条のすべての行為を含む。 

(3) 別途契約がある場合を除き、第1項及び第2

項の行為の実施は、実施権者から著作権者

に対する実施料の支払いを伴う。 

(4) 実施権者から著作権者に対して支払われる

べき実施料の額は、専門機関の合意を参考

にして両当事者の合意に基づく。 

 

第 46 条 

別途契約がある場合は除き、著作権者は、引き

続き第 2 条に規定する行為を自らで実施し、又

は他の第三者に実施許諾を与えることができる｡ 

 

第 47 条 

(1) 実施許諾契約は、インドネシア経済に損失

を発生させえるような規定、又は現行法規に

規定される不公正な競争を起こさせるような

規定を含んではならない。 

(2) 第三者に対して法的効力を持つことが可能

とするために、実施許諾契約は総局に記録

されなければならない｡ 

(3) 総局は、第 1 項に述べる事項を含む実施許

諾契約記録の申請を拒絶しなければならな

い。 

(4) 実施許諾契約記録に関する更なる規定は、

大統領令で定める。 

 

第 VI 章 著作権審議会 

 

第 48 条 

(1) 著作権の振興のための普及・指導活動を行

う政府を補佐する目的で、著作権審議会を

形成する｡ 
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(2) 著作権審議会の会員は、関連する政府機

関の代表者、専門機関の代表者、著作権分

野の知識を有する民間人から構成され、大

臣によって任免される。 

(3) 著作権審議会の義務、機能、組織、業務手

続、予算、及び任期についての更なる規定

は、政令で定める。 

(4) 第3項の著作権審議会の予算は、知的財産

を管轄する省の予算により拠出される。 

 

第 VII 章 隣接権 

 

第 49 条 

(1) 実演家は、その公演の録音及び/又は録画

の作成、複製又は放送を行うことを他人に許

可し、又は承認なくそのような行為を行うこと

を禁じるための特権を有する。 

(2) レコード製作者は、音声記録の作品を他人

が複製及び/又は賃貸することを許可し、又

は承認なくそのような行為を行うことを禁じる

ための特権を有する。 

(3) 放送事業者は、有線若しくは無線通信、又

はその他の電磁システムを通して伝達する

放送作品を、作成、複製及び/又は再放送

することを他人に許可し、又は承認なくその

ような行為を行うことを禁じるための特権を有

する。 

 

第 50 条 

(1) 保護期間は以下の通りである。 

(a) 作品の公演を行った実演家について

は、その作品の公演若しくは録音又は

録画の日から 50 年間有効である｡ 

(b) 音声録音したレコード製作者について

は、その作品の録音が終了してから 50

年間有効である｡ 

(c) 放送作品を放送した放送事業者につ

いては、その放送作品が最初に放送さ

れてから 20 年間有効である｡ 

(2) 第 1 項に述べる保護期間は、次の事項の翌

年 1月 1日より起算する｡ 

(a) 公演作品の実現又は公演が終了後  

(b) 音声録音の終了後 

(c) 放送作品の最初の放送終了後  

 

第 51 条 

第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8

条、第 9条、第 10 条、第 11 条、第 14 条(b)及び

(c)、第 15条、第17条、第18条、第24条、第25

条、第26条、第 27条、第 28条、第 35条、第 36

条、第37条、第 38条、第 39条、第 40条、第 41

条、第42条、第 43条、第 44条、第 45条、第 46

条、第47条、第 48条、第 52条、第 53条、第 54

条、第55条、第 56条、第 57条、第 58条、第 59

条、第60条、第 61条、第 62条、第 63条、第 64

条、第 65 条、第 66 条及び第 67 条、第 68 条、

第69条、第70条、第71条、第74条、第75条、

第76条、第77条は、著作権に隣接権に対しても

適用される｡ 

 

第 VIII 章 著作権行政 

 

第 52 条 

本法で定めるように、知的財産総局は著作権に

関する行政事務を行なう。 

 

第 53 条 

総局は、国家規模の著作権公報システム及び可

及的広範囲で著作権情報を社会に広めるため

の情報ネットワークを構築する。 

 

第 IX 章 料金 

 

第 54 条 

(1) 著作権出願、著作権原簿の抄本、著作権譲

渡の記録、名義・住所変更の記録、実施許

諾契約の記録、強制実施の記録、その他本

法に定められる事項の申請は、料金の対象

となり、その金額は政令により定められる｡ 

(2) 第 1 項の料金支払いの条件、期間及手続き

については、大統領令で定める｡ 

(3) 総局は、大臣及び財務大臣の承認により、

第 1項及び第 2項の料金から得た収入を現

行法規に従って使用することができる。  

 

第 X 章 紛争の解決 
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第 55 条 

著作物全体に係る著作権を他の個人又は法人

に譲渡することは、著作者又は著作者の相続人

が、彼らの承認なく次の事項を行う者を訴える権

利を損なわない｡ 

(a) その著作物に記載されている著作者の

氏名を削除すること｡ 

(b) 著作物に著作者の名前を記載するこ

と｡ 

(c) その著作物の題を交換又は変更するこ

と｡ 

(d)  その著作物の内容を変更すること｡ 

 

第 56 条 

(1) 著著作権者は、著作権侵害に対して商務裁

判所に損害賠償請求を訴え、又は公表又は

複製された物の差押さえを請求する権利を

有する。 

(2) 著作権者は、商務裁判所に対して、著作権

侵害となる講演及びその他の学術会合、又

は公演又は展示会より得られた収入の全部

又は一部の差し出しを命じるように請求する

権利をも有する｡ 

(3) 判決を出す前に、権利が侵害された者の損

失の拡大を避けるために、裁判官は侵害者

に対して、著作物又は著作権侵害の結果で

ある物品の公表及び/又は複製の活動を停

止するよう命じることができる｡ 

 

第 57 条 

第 56 条に述べる著作権者の権利は、その著作

物を自分の必要性のためにのみ善意で入手し、

いかなる商業的目的の及び/又は商業活動に関

連する利益のために用いない者に対しては適用

されない｡ 

 

第 58 条 

著作物の著作者又は相続人は、第 24 条の規定

の違反に対して損害賠償の請求を要求できる｡ 

 

第 59 条 

第 55条、第 56条及び第58条に述べる訴えは、

商務裁判所に提訴した日から 90 日以内に判決

が下されなければならない。 

 

第 60 条 

(1) 著作権侵害に対する訴えは、商務裁判所長

に対して請求される。 

(2) 書記は、第 1 項の訴えが提出された日に当

該訴えを登録し、訴えた者に対して、訴えの

登録日と同じ日付で権限ある者の署名のあ

る受領書を送付する。 

(3) 書記は訴えの登録日から 2 日以内に、商務

裁判所長に対して訴えを送付する。 

(4) 取消の訴えの登録日から 3 日以内に、裁判

所は訴えを審査し、口頭審理の日を決定す

る。 

(5) 訴えの口頭審理は訴えの登録日から 60 日

以内に行われる。 

 

第 61 条 

(1) 訴えの口頭審理は訴えの登録日から 60 日

以内に行われる。 

(2) 両当事者の招聘は、最初の口頭審理が行

われる最大 7 日前に、招聘状をもって廷吏

により行われる。 

(3) 取消の訴えに対する判決は、訴えの登録日

から 90 日以内に下されなければならず、最

高裁判所長官の承認において 30 日延長で

きる。 

(4) 完全に法律的な考察よりなる第 8 項の取消

の訴えに対する判決は、一般に公開された

法廷において言い渡されなければならず、

当該判決に対する法的救済が求められるに

も関らず、その事前に効力を有する。 

(5) 第 9 項に規定する判決の謄本は、当事者に

対して判決言渡しの日から14日以内に廷吏

により書面で送達されなければならない。 

 

第 62 条 

(1) 第 61 条第 4 項に規定する商務裁判所の判

決に対しては、最高裁判所にのみ上告でき

る 

(2) 第 1 項の上告は、上告の対象である判決が

当事者に言渡され、裁判所に登録された日

から 14 日以内に請求される。 

(3) 書記官は、上告をその請求日に登録し、上

告人に対して上告の登録日と同じ日付で書

記官の署名のある受領書を送付する。 
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第 63 条 

(1) 上告人は、第 62 条第 2 項の上告の登録日

から 14 日以内に商務裁判所書記官に対し

て上告理由書を提出しなければならない。 

(2) 書記官は上告の請求書及び第 1 項の上告

理由書を被上告人に対して上告理由書が

書記官に受理されてから 7 日以内に送付し

なければならない。 

(3) 被上告人は、第 2 項の上告理由書を受理し

た日から 14 日以内に商務裁判所書記官に

対して答弁書を提出することができ、裁判所

書記官はそれを受理した日から 7 日以内に

上告人に対して答弁書を送付しなければな

らない。 

(4) 書記官は、上告関係書類を最高裁判所に

対して第 3 項に規定する期限の経過後 14

日以内に送付しなければならない。 

 

第 64 条 

(1) 最高裁判所は上告を審査し、最高裁判所

が上告請求を受理した日から7日以内に口

頭審理の日を決定しなければならない。 

(2) 上告請求に対する口頭審理は、最高裁判

所が上告請求を受理した日から 60 日以内

に行われる。 

(3) 上告に対する判決は、最高裁判所が上告

請求を受理した日から 90 日以内に言渡さ

れなければならない。 

(4) 完全に法律的な考察よりなる第 3項の訴え

に対する判決は、一般に公開された法廷に

おいて言渡されなければならない。 

(5) 最高裁判所書記官は、書記官に対して、上

告に対する判決言渡しの日から7日以内に、

当該判決の謄本を送付しなければならな

い。 

(6) 商務裁判所の廷吏は、第 5項の規定にお

ける判決の謄本を、上告人及び被上告人

に対して、上告に対する判決が書記官によ

って受理されてから 7 日以内に送付しなけ

ればならない。 

 

第 65 条 

第 55条及び第 56条に述べる訴訟による解決以

外に、当事者達は仲裁又は代替的紛争解決法

によって紛争を解決できる｡ 

 

第 66 条 

第 55 条、第 56 条及び第 65 条に述べる訴えを

起こす権利は、国家が著作権侵害に関する刑事

訴訟を起こすことを妨げない。 

 

 

第 XI 章 仮処分 

 

第 67 条 

損失を被った者の請求により、商務裁判所の裁

判官は、次の事項のために迅速かつ効果的であ

る決定書を発行できる｡ 

(a) 著作権及び著作権に隣接する権利の

侵害行為の継続を防止し、特に輸入を

含む商業網に著作権及び著作権に隣

接する権利を侵害する疑いのある物品

の侵入を防ぐため｡ 

(b) 証拠品紛失防止の目的で、著作権と

著作権に隣接する権利の侵害に関連

する証拠を保全するため。 

(c) 被害を被った者に対して、その者が著

作権と著作権に隣接する権利の保有

者であり、その申請者の権利が実際に

侵害されていることを証明する証拠を

提出するよう求めるため。 

 

第 68 条 

当該仮処分の決定があったとき、処分を受けた

側の意見陳述の権利を含み、直ちに両当事者

に通知されなければならない｡ 

 

第 69 条 

(1) 商務裁判所の裁判官がすでに仮処分を決

定したとき、商務裁判所の裁判官は、第 67

条(a)及び(b)に規定する判決を変更、取り消

し又は支持するか、当該仮処分決定の日か

ら 30 日以内に決定しなければならない｡ 

(2) 第 1 項に述べる決定を 30 日以内に裁判官

が行なわないとき、裁判所の仮処分は法的

効力をもたない。 

 

第 70 条 

仮処分が取り消されるときには、被害を被った者

は、当該仮処分によって発生したあらゆる損失に
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ついて、仮処分を請求した者に損害賠償を求め

ることができる｡ 

 

第 XII 章 捜査 

 

第 71 条 

(1) インドネシア共和国の警察捜査官のほか、

職務と責任が知的財産権行政を含む省の

特定の文民係官は、著作権分野での犯罪

行為を捜査するために、刑事訴訟に関する

1981年法律第８号に規定する捜査官として

の特別の権限を与えられる 

(2) 第 1 項に規定する捜査官は次の権限を有

する。 

(a) 著作権分野での犯罪行為に関係する

報告又は情報の真実性を調査するこ

と｡ 

(b) 著作権分野での犯罪行為を行ったと

疑われる者に対する調査を行うこと｡ 

(c) 著作権分野での犯罪事件に関連する

個人又は法人から情報を求めること｡ 

(d) 著作権分野での犯罪行為に関連する

帳簿、記録及び他の書類の調査を行

うこと｡ 

(e) 帳簿、記録、その他の書類の証拠資

料が得られると思われる特定の場所の

調査を行うこと｡ 

(f) 著作権分野での犯罪事件の証拠とな

り得る侵害品の材料又は製品の押収

を警察と共同で行うこと｡ 

(g) 著作権分野での犯罪行為の捜査を行

なう上で専門家の支援を求めること｡ 

(3) 第 1 項の文民捜査官は、刑事訴訟に関す

る 1981 年第 8 号の規定に従って、検察官

に対して捜査の開始を通知し、捜査の結果

を提出する｡ 

 

第 XIII 章 刑事規定 

 

第 72 条 

(1) 何人も第 2条第 1項又は第49条第 1項及

び第 2 項の行為を故意に権利なく行なう者

は、最低 1 ヶ月の禁固刑及び/又は最低

Rp1,000,000（三百万ルピア）の罰金刑若し

くは最高 7 年の禁固刑及び/又は最高

Rp5,000,000,000(五十億ルピア)の罰金刑

に処せられる｡ 

(2) 何人も、故意に著作物、又は第 1項及び第

2 項に規定する著作権及び著作隣接権の

侵害品を故意に放送、展示、流通又は一

般大衆に売却する者は、最高 5 年の禁固

刑及び/又は最高Rp500,000,000(五億ルピ

ア)の罰金刑に処せられる｡ 

(3) 何人も、故意に権利なく商業目的でコンピ

ュータープログラムを複製する者は、最高 5

年の禁固刑及び/又は最高 Rp500,000,000

（五億ルピア）の罰金刑に処せられる。 

(4) 何人も、故意に第 17 条の規定に違反する

者は、最高5年間の禁固刑及び/又は最高

Rp1,000,000,000(十億ルピア)の罰金刑に

処せられる。 

(5) 何人も、故意に第19条、第 20条、第 49条

第3項の規定に違反する者は、最高2年間

の 禁 固 刑 及 び / 又 は 最 高

Rp150,000,000(一億五千万ルピア)の罰金

刑に処せられる。 

(6) 何人も、故意に第24条及び第55条の規定

に違反する者は、最高 2 年間の禁固刑及

び/又は最高 Rp150,000,000(一億五千万

ルピア)の罰金刑に処せられる。 

(7) 何人も、故意に第 25 条の規定に違反する

者は、最高2年間の禁固刑及び/又は最高

Rp150,000,000(一億五千万ルピア)の罰金

刑に処せられる。 

(8) 何人も、故意に第 27 条の規定に違反する

者は、最高2年間の禁固刑及び/又は最高

Rp150,000,000(一億五千万ルピア)の罰金

刑に処せられる。 

(9) 何人も、故意に第 28 条の規定に違反する

者は、最高5年間の禁固刑及び/又は最高

Rp1,500,000,000(十五億ルピア)の罰金刑

に処せられる。 

 

第 73 条 

(1) 著作権又は著作隣接権を侵害する作品又

は商品及びその行為を行なうための器具は、

処分するために国に押収される｡ 

(2) 第 1 項の作品であって、芸術分野に属し独

創性を有するものは、処分の対象にならな
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いよう考慮される。 

 

第 XIV 章 経過規定 

 

第 74 条 

本法の施行により、本法施行の日に存在する法

律規則であって、本法に矛盾せずこの法に基づ

く新しい規則に取り代わられない限り、依然とし

て有効である。 

 

第 75 条 

本法施行の時点で、1987 年法律第 7号及び

1997 年法律第 12 号によって改正された著作権

に関する 1982 年法律第 6号に基づいて発行さ

れた著作権登録証は、残存する保護期間依然と

して有効である。 

 

第 XV 章 終則 

 

第 76 条 

この法は、次に対して適用される｡ 

(a) インドネシア国民、インドネシアの居住

者及びインドネシア法人のすべての

著作物。 

(b) インドネシア国民でなく、インドネシア

の非居住者及びインドネシアの法人

でない者のすべての著作物で、最初

にインドネシアで公表されたもの。 

(c) インドネシアの国民ではない者で、イ

ンドネシアの非居住者でインドネシア

の法人ではない者のすべての著作物

で、次の条件満たすもの｡ 

(i) インドネシア共和国と著作権

保護に関する二国間条約を

締結している国に属する者 

又は 

(ii) インドネシア共和国と共に著

作権保護に関する多国間条

約に加盟している国に属する

者 

 

第 77 条 

本法の施行により、1987年法律第7号及び1997

年法律第 12 号によって改正された著作権に関

する 1982 年法律第 6号法は無効となる｡ 

 

第 78 条 

本法は制定の日から 12 ヶ月後に施行される。 
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添付資料６ 
 
DEPARTMENT OF LAW AND HUMAN RIGHT R.I 

DIRECTORATE GENERAL 

OF INTELLECTUAL PROPERTY 

 

PATENT APPLICATION FORM 

Official use only 

Patent application date :April 27, 2007 

Patent application Number :P00200700202 

 

Here with I/We :   

(71) Name of Applicant 

 

: Sumitomo Electric Industries, Ltd.  

Address 

 

: 5-33   

Nationality 

 

:   

Phone Number 

 

:   

Taxation Number 

 

:   

Apply for a patent / simple patent application 

 

 

Patent application which forms International patent application/PCT: 

 

 

 

(74) through or not through Patent consultant  

Name of Firm                    : Hakindah International  

Address of Firm                :  

Unit AT,                                                     

 

Name of Consultant           :   

Address                              :  

 

 

Patent Consultant Number : 209-2006  

Phone / fax                         : 021-83792133/ 134  

(54) for my/our invention entitled : 

  

 

 

This patent application is apart of:   
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(72) Name and nationality of inventor(s): 

        Satoshi SHUKUSHIMA              nationality  Japan         

        Takayoshi KOINUMA                 nationality  Japan 

 

 

 

 

Official use 

(   ) 

 

(30) This patent application is filed with/without priority right 

 Country (office of filling), filling date(s), and number(s) 

......……...........   ……………………….    .…………………... 

....……….........   .....................................   ....................…..…... 

......……...........   ..………………...........    .…………………... 

(   ) 

Here with, I attached : 

1 (one) copy 

(   ) Power of Attorney 

(   ) Declaration of transfer of right on the invention 

(   ) Proof of ownership on invention 

(   ) Proof of aimed countries (DO/EO) 

(   ) Priority document(s) and its translation 

(   ) International Patent Application Document/PCT 

(   ) Certificate of storage of microorganism and its translation 

(   ) Others document(s) : 

One (1) copy of English translation of Specification, 1 copy of English 

translation of Drawing, Three (3) copies of Indonesian translation of 

Specification, Three (3) copies of Indonesian  translation of drawing. 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

And 3 (three) copy(s) 

( x ) Description…11…….page(s) 

( x ) Claims………3….….articles 

( x ) Abstract 

( x ) Drawings……2.…….piece(s) 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

 

I/We propose the drawing of invention No….....shall be used for abstract at 

the time of publication of the patent application. (Law No.14 2001) 

 

 

(   ) 
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Here with, I/We file this patent application to go future in the process 

 

 

 

 

 

Applicant, 

 

 

 

 

 

(Sherly Chandra Wijaya.) 



 

 104

添付資料７ 

 
Department of Law and Human Rights 
Republic of Indonesia 
Directorate General of Intellectual Property Rights 

INDUSTRIAL DESIGN APPLICATION FORM 

 
 
 
 
 
 
 
I/we hereby : 
 
(71) Applicant name : 
(86) Citizenship        : 
       Address              : 4371, Maezawa Kurobe-shi,  
       Phone/Fax No.   :  
       Tax Payer No.    : 

FILLED BY OFFICER 

 

(        ) 

Request a registration for Industrial Design   
With/without IPR consultant  
(74) IPR Consultant name : Novant Adhiezulardi  
       Address  : G 
jah Un Name of Firm :  
       Address      :  
       IPR Consultant No.    :  - 
       E-mail address        :  - 
       Phone/Fax No.             :  

(         ) 

(54) Title of Industrial Design : PLUG FOR HOSE 
 
 

(        ) 

Prior date and place of 
published Industrial Design:    
 

 

(72) Name and citizenship of the designer(s) 
 Naka              Noriaki,                          , Japanese  

(        ) 

Request for registration for Industrial Design is filed with/without priority right 
(30): 
 
(33) Country      (32) The prior application date         (31) Priority No.  
 

 
 

(        ) 
(        ) 

Filled by officer  
(15) Application date : 
(22) Receiving date : 
(11) Application number :  
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(51) Class of Industrial design (Locarno Class): 
 

 

I/We hereby enclosed : 
 
(     )  Power of Attorney 
(     )  Assignment  
(     )  Declaration of Entitlement 
(     )  Priority document and the translation thereof 
(     )  Document (Application) of Industrial Design with priority and the 
          translation thereof  
(     )  Others (describe): 
 
 
3 (three) copies: 
(  x   )  Description of Industrial Design  or Description of Drawing 
(       )  Physical example…………………  
(   x  )  Drawing or Photograph ……x………… (describe the number) 
 

 
 

(        ) 
(        ) 
(        ) 
(        ) 
(        ) 

 
(        ) 

 
 

(        ) 
(        ) 
(        ) 

 

 
Thus, this application I/We have proposed to be processed. 
  
 Person who apply the application 
 of Industrial Design   
 
 
 
 
 
 ( Novant Adhiezulardi )  
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添付資料８ 

REQUEST FOR TRADEMARK APPLICATION  

Page IV  
               

*Date of Entry :  *For Application of Mark :  

*Agenda No.   :  *Filing date     :  

Name, Citizenship and address of   

Trademark owner   

 

Name and address of attorney  

 

 

Chosen address in Indonesia   

(To be filled for trademark owner not staying in Indonesia) 

 

Country and date of the first application for trademark 

registration 

(To be filled for application with priority right) 

:  
 
  
: 
 
 

: At the address of attorney mentioned above  

 

 

 

:  

Color of trademark label: 

 

 

Meaning of foreign language/letter/number and 

pronunciation: 

 

 

Class of goods/services:     

 

 

Trademark Label: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type of goods/services:  

 

 

. 

To be filled by the Trademark Office  [Place], [Date]  

Owner/Attorney  

 

Signature: 

Full name: 
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添付資料９ 

Attn: 
Directorate General of IPR 
via Director of Copyright, 
Industrial Design, Layout Design of 
Integrated Circuit and Trade Secret 
In Jakarta 

 
COPYRIGHT APPLICATION FOR REGISTRATION 

 
I. Creator : 

1. Name : ....................................................................................  
2. Nationality :  ....................................................................................  
3. Address :  ....................................................................................  
3. Address :  ....................................................................................  

 
II. Holder of Copyright : 

1. Name : ....................................................................................  
2. Nationality :  ....................................................................................  
3. Address :  ....................................................................................  
3. Address :  ....................................................................................  

 
III. Attorney : 

1. Name : ....................................................................................  
2. Nationality :  ....................................................................................  
3. Address :  ....................................................................................  
3. Address :  ....................................................................................  

 
IV. Type and title of submitted   

creation :  
 
 

V. Date and place of  
the first publication in region  
in Indonesia or region  
outside Indonesia :  
 

 
VI. Description of Creation :  
 
 
 

.......................................................... 
Applicant / Attorney 
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添付資料１０ 

 

模倣意匠の同一性に関する判決例----バイク意匠登録取消事件 
 
＜概要＞ 
本田技研工業株式会社（以下、本田）は 2001 年 6 月インドネシア知的財産総局にてスクー

ター型バイクに関する意匠出願を行い、その後登録を受けた。一方 2003 年 10 月、インドネシ

アのバイク販売業者 PT. Aglo Sama Permata Motor（以下、Aglo）もスクーター型バイクの意

匠出願をするが、この意匠は本田が先に出願した意匠とよく似たものであった。本田は Aglo
の意匠登録出願に対して異議を申し立てるが、知的財産総局はこれを認めず、Aglo の意匠は登

録される。これに対して本田はスラバヤ商務裁判所にて登録意匠の取消を求めるが、バイクの

見本を提示できなかったこと等を理由に訴えは棄却される。さらに本田は最高裁判所に判断を

求めたところ、最高裁判所は TRIPS 協定第 25 条第 1 項を引用し、意匠の同一性判断は、両意

匠間の相違点が「実質的（significant）」であるかどうかを見て行うべきであるとし、本田側の

主張を認める判決を下した。 
 
＜当事者＞ 
上告人（原告）： 

本田技研工業株式会社 
（住所：東京都港区青山 2 丁目１－１） 

 
第 1 被上告人（第 1 被告）： 

PT.Aglo Sama Permata Motor 
（住所：JL.Raya Tambak Sawah 22-24, Waru, Sidoarjo, 61256 Surabaya） 

 
第２被上告人（第２被告） 

インドネシア共和国法務人権省知的財産総局 
（住所：JL.Daan Mogot Km24, Tangerang 15119） 

 
＜経緯＞ 
2001 年 6 月 19 日 原告が“Motor Scooter”と題した意匠の登録を出願する。（出願番号

A00200100022。後に ID0000109 として登録） 
2001 年 6 月 19 日 原告が“Rear Lampu Combination”と題した意匠の登録を出願す

る。（出願番号 A00200100???。後に ID0000106 として登録） 
2003 年 2 月 5 日 新聞 JAWA POS にガルーダバイク（Kencana125HS）の広告が掲載

される。 
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2003 年 2 月 17 日 新聞 JAWA POS にガルーダバイク（Kencana125HS）の広告が掲載

される。 
2003 年 2 月 24 日 新聞 JAWA POS にガルーダバイク（Kencana125HS）の広告が掲載

される。 
2003 年 3 月 29 日 新聞 JAWA POS にガルーダバイク（Kencana125HS）の広告が掲載

される。 
2003 年 6 月 16 日 新聞 JAWA POS にガルーダバイク（Kencana125HS）の広告が掲載

される。 
2003 年 10 月 1 日 新聞 JAWA POS にガルーダバイク（Kencana125HS）の広告が掲載

される。 
2003 年 10 月 3 日 被告が“Sepada Motor Garuda(ガルーダ自動二輪車)”と題した意匠

の登録出願をする。（出願番号 A00200302389。後に ID0006493 と

して登録） 
2004 年 1 月 8 日 原告による被告の意匠出願 A00200302389 に対する異議申立が受理

される。 
2004 年 5 月 4 日 意匠局が A00200302389 の登録査定を通知する。（登録番号

ID0006493） 
2004 年 11 月 25 日 原告がスラバヤ商務裁判所に ID0006493 の取消を訴える。 
2005 年 2 月 23 日 スラバヤ商務裁判所、原告敗訴の判決を下す。 
2005 年 3 月 8 日 原告が最高裁判所に上告する。 
2005 年 10 月 24 日 最高裁判所が上告人（原告）勝訴の判決を下す。 
 
＜原告の主張＞ 
被告の登録意匠 ID00006493 は、取り消されるべきである。 
 
［根拠１] 出願前に公知である被告自身の意匠と同一 

意匠法第 2 条「第 1 項 意匠権は、新規な産業意匠に対して与えられる。第 2 項 産業意匠は、

出願日において事前に公表された意匠と同一でないとき、新規であると見なされる。」と規定している

が、ここで公表されたとは出願日よりも前にインドネシア国内又は国外で公に知られたか公に

使用されたことを意味する。 
しかしながら、ID00006493 の意匠は、出願日の 2003 年 10 月 3 日以前の少なくとも 2003

年 2 月 5 日にインドネシア国内において告知され、販売目的で提供されたので、公に知られた

か公に使用されたことに該当する。したがって、意匠法第 2 条の要件を満たしていない。 
 
［根拠 2］出願前に公知である原告意匠と同一又は類似 

ID00006493 の意匠は先に出願され公開された ID0000109 又は ID0000106 の意匠と以下の
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点で同一又は類似である。 
正面：フロントランプ下部の垂直孔を有する三角プレート 
背面：リアランプの形状 
側面：三角形の飾りを有するマフラーの形状 

すなわち、全体の構成が ID0000109 ときわめて類似しており、特にリアランプの形状は

ID0000106 と同一又は類似である。したがって、この点でも意匠法第 2 条に要件を満たしてい

ない。 
 

［根拠３］悪意に基づく出願 
 ID00006493 の意匠は、原告意匠 ID0000109 を盗用又は模倣したものであるから悪意の基づ

く出願であって、インドネシアの法制度の原則に反するものである。 
 
＜被告の反論＞ 
［根拠１]について 
 ID00006493 の意匠を使用したモデルは Kencana125SS であるが、新聞広告に掲載されたの

は、Kencana125HS というモデルの意匠であって、Kencana125SS とは異なる意匠である。

ID00006493（Kencana125SS）の意匠は意匠出願の後一般公開されたので、新規性を失って

いない。 
 
［根拠２]について 
 ID00006493 と ID0000109 の意匠を比較すると、両者は共にスクーター型である点で類似し

ているが、意匠法第 1 条第 1 項に定めるように、意匠とは、姿態、形状又は線及び/又は色彩の

構成、又はそれらの組み合わせに関する創作であって、例えばリアランプに線が入っているか

否かというようなわずかな相違であっても創作である。このことは知的財産総局における実体

審査でも認められてきた。 
 ID00006493 と ID0000109 の意匠は相違するから、消費者が両者を混同することはあり得な

い。 
 
＜スラバヤ商務裁判所の判断＞ 
 ID00006493 と ID0000109 の意匠を比較検討しようとしたが、原告が証拠として提出した

Garuda バイクのリーフレットは 125HS に関するものであって、問題の ID00006493 とは異な

ること、比較対比のために ID00006493 と ID0000109 の現物を証拠として提出するように命

じたが応じられなかったことから、対比判断することができなかった。 
 また、専門家証人 Dr.Ir.Suprapto は、ある意匠が他の意匠と同一かどうかは、対象の物品の

形状と色彩の構成の差異によって判断すべきであると証言した。 
 以上のことから、原告の主張は証拠が不十分であって、受け入れることができない。 
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＜最高裁判所の判断＞ 
 意匠法第 2 条第 2 項の規定「産業意匠は、出願日において事前に公表された意匠と同一でないと

き、新規であると見なされる。」において、「同一でない」の解釈について検討する。 

 同項に関する解釈を規定した規定が他に存在しないため、最高裁判所は TRIPS 協定第 25 条第 1

項を引用する。 

 TRIPS 協定第 25 条第 1項 

Members shall provide for the protection of independently created industrial designs 
that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if 
they do not significantly differ from known designs or combinations of known design 
features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated 
essentially by technical or function considerations. 
これによれば、意匠法第 2 条第 2 項における「同一でない」とは、「実質的に同一でない（do not 

significantly differ）」と解すべきであるから、ID00006493の意匠が新規であるならば、125HSモデルと実

質的に同一でないことが条件となる。 

 しかしながら、ID00006493 は Kencana125HS からエンジン下部カバーを取り除き、後ブレ

ーキをディスクブレーキにした点以外は同じである。また、ID0000109 に対しても同様の関係

にある。 
したがって、上告人の主張は受け入れられるべきである。 

 しかしながら、ID00006493 は法律に定められた手続きにしたがって、適法に出願されたも

のであって、悪意に基づく出願であることは証明されない。 
 
＜解説＞ 
 2000 年 12 月インドネシアは新たに意匠法を施行したが、意匠の新規性・独創性をどのよう

に評価するか、内外の注目を集めながらのスタートであった。 
同法第 2 条第 2 項には「産業意匠は、出願日において事前に公表された意匠と同一でないと

き、新規であると見なされる。」と記されているが、ここで「同一」を定義する規定がないため

に、他人の意匠と類似する意匠については新規性が認められるのか、また同一とは実質的同一

を意味するのかどうかが明確にされていなかった。2004 年には当時の意匠局長がジェトロセミ

ナーの講演で、“インドネシア意匠法における「同一」とは形式的同一を意味し、実質的同一や

類似の意匠は新規と認める”と発言し、意匠が適正に保護しえるのかどうか疑問視する声が関

係者の間で広がっていた。 
 判決本文を見ると、知的財産総局やスラバヤ商務裁判所では、図面と写真の間で遠近感に相

違があるため同一でないとか、色やバイク本体に記された型番等が異なるため同一でないとい

うような議論もされていたようである。 
 これに対して最高裁判所の判断は、意匠の同一性が「実質同一」を意味することを明確に宣
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言した点で、大いに評価されるべきであり、今後の意匠法の運用に大きな影響を及ぼすであろ

うと期待される。 
 最高裁判所は判決に当たり、その根拠として TRIPS 協定第 25 条第 1 項を引用した。意匠法

（2000 年法律第 31 号）の前段には、次のように記されている。 
インドネシア共和国大統領は、 
以下のことを考慮して、 
a. 国内外における産業の競争力を向上するために、知的財産権の一部である意匠分野にお

いて社会の創造・革新を促す環境を作る必要がある。 
b. このことは、インドネシアの豊かな文化・民族的多様性が意匠開発の源泉となることに

よっても推進される。 
c. インドネシアが 1994 年法律第 7 号の施行により、TRIPS 協定を含む世界貿易機関設

立協定に加盟したことを受けて、意匠に関する法規を整備する必要がある。 
d. 前記ａ，b，ｃの点を考慮し、意匠法を制定する必要がある。 
 
以下のことを覚えて、 
1．1945 年憲法第 5 条第 1 項、第 20 条第 1 項及び第 33 条 
2．1984 年産業に関する法律第 5 号（官報 1964 年第 22 号、官報補足第 3274 号） 
3．1994 年世界貿易機関設立協定加盟に関する法律第 7 号（官報 1994 年第 57 号、官報補

足第 3564 号） 
国民議会の賛同を受け 
意匠法の制定するよう決定する。 
 これにより、意匠法の施行が TRIPS 協定加盟を前提としており、同協定に従うことを意図

して制定されたことが明らかであり、最高裁判所が意匠法の解釈をするに当たって TRIPS 協定

を援用することは意匠法の立法主旨に合致していると言えよう。TRIPS 第 25 条第 1 項第 2 文

は「Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly 
differ from known designs or combinations of known design features.」であって強制力の弱

い規定ではあるが、最高裁判所がこれを「同一性」解釈の指標としてとらえ、判決に反映させ

たことの意味は大きい。 
インドネシア憲法には、日本国憲法第 98 条第 2 項に相当する規定がなく、条約が国内規定

に優先するという原則が日本ほど一般的に受け入れられていないように見受けられるが、それ

でも本判決は今後の意匠法第 2 条や第 9 条（意匠権の範囲）の解釈に大きな影響を与え、おそ

らく異議申立や裁判で頻繁に引用されることであろう。 
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添付資料１１ 

 

不使用に基づく商標権取消事例---SINKO事件 

 

（１） 事件の概要 
 空調機メーカーの新晃工業株式会社が所有する商標 SINKO の不使用取消をめぐる争い。

PT.SINKO INDUSTRIES INDONESIA(以下、シンコ－・インドネシア)の社長はかつて新晃

のディーラーであった。新晃工業が先に登録した商標 SINKO を３年間使用していないという

シンコ－・インドネシアからの申し立てを受けて商標局は新晃工業商標を取り消し、代わりに

シンコ－・インドネシアの商標権を認めた。これに対して新晃工業は商務裁判所に対して不服

を申し立て、裁判所は新晃工業の主張を認めた。 
 
（２） 事件の経緯 
1988 年 4 月 1 日  新晃工業と Mc Air Indurtries（代表者：Ong Thiam Eng）の間 

で SINKO 製品の ASEAN 地域、シンガポール、中近東、インド、

スリランカ、パキスタンにおける製造販売に関するライセンス契約。 
1989 年 4 月 1 日  新晃工業と Mc Air Indurtries（代表者：Ong Thiam Eng）の間 

で SINKO 製品のシンガポール、マレーシア、インドネシアにおけ

る製造販売に関するライセンス契約。 
1989 年 7 月 31 日 新晃工業と Ong グループの間で商標 SINKO の使用に関するラ 

イセンス契約。 
1992 年 11 月 25 日 新晃工業が商標 SINKO を出願。 
1994 年 11 月 15 日 新晃工業の商標 SINKO が登録番号 317184 で登録される。 
1999 年 10 月 7 日 Ong Thiam Eng、シンコ－・インドネシアを設立。 
1999 年 11 月 25 日 シンコ－・インドネシアが商標 SINKO を出願。 
2000 年 3 月 22 日 新晃工業、商標 SINKO が第３者によって使用されていることに関

連してコンパス紙に警告広告掲載。 
2000 年 8 月 1 日 シンコ－・インドネシア代表者 Ong Thaim Eng が商標局に対して

登録商標 317184 の不使用に基づく取消を申請。 
2000 年 9 月 25 日 知的財産総局長代理がシンコ－・インドネシアより商標 SINKO の

不使用に関する証拠を受け取る。 
2000 年 10 月 3 日 商標局、シンコ－・インドネシアの要請に応じて、新晃工業に対し

て商標 SINKO の使用に関する情報提供を指示。 
2001 年 5 月 10 日 新晃工業商標 SINKO 使用に関する証拠を商標局に提出。 
2001 年 5 月 23 日 新晃工業、商標 SINKO が第３者によって使用されていることに関

連してコンパス紙に警告広告掲載。 
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2001 年 7 月 24 日 商標局長代理、工業商業省輸入局長に新晃工業から PT.Shinryo 
Indonesia に対する輸入の有無を照会。 

2001 年 7 月 24 日 商標局長代理、財務省関税局長に新晃工業から PT.Shinryo 
Indonesia に対する輸入の有無を照会。 

2001 年 7 月 25 日 PT.Shinryo Indonesia、知的財産総局長に対して新晃工業請求書に

ある製品の発注はなかった旨報告。 
2001 年 7 月 27 日 警察、SINKO 商標侵害に関する捜査結果を報告。 
2001 年 8 月 6 日 シンコ－・インドネシア商標 SINKO を出願。 
2001 年 8 月 8 日 新晃工業代理人、知的財産総局長に対して、商標 SINKO 使用に関

する証拠を 2001 年 5 月 10 日に商標局に提出した旨報告。 
2001 年 8 月 10 日 工業商業省東ジャカルタ支局、知的財産総局長に対して PT.Shinryo 

Indonesia は東ジャカルタに登録されていない旨報告。 
2001 年 8 月 20 日 工業商業省輸入局、知的財産総局に対して PT.Shinryo Indonesia は

輸入業者として登録されていない旨報告。 
2001 年 8 月 27 日 新晃工業商標 SINKO 使用に関する証拠を商標局に提出。 
2001 年 8 月 29 日 商標局、新晃工業の商標 SINKO（No.317184）の取消を決定。 
2001 年 11 月 28 日 新晃工業商標局の決定に対する不服を商務裁判所に訴える。 
2001 年 12 月 10 日 日本大使館、知的財産総局に対してこの事件に対する関心を表明。 
2002 年 1 月 3 日 ジェトロ・ジャカルタ事務所、新晃工業に事業活動していることを

確認。 
2002 年 2 月 11 日 商務裁判所、新晃工業の訴えを認める。 
2002 年 2 月 21 日 商標局、最高裁判所に上訴。 
2002 年 6 月 5 日 最高裁、商務裁判所の判断を支持。 
 商標局、最高裁に再審を請求。 
2003 年 2 月 19 日 最高裁、再度商務裁判所の判断を支持。 
 
（３） 新晃工業の主張 

１）SINKO は新晃工業名義で 10 カ国で登録された著名商標である。 
２）新晃工業はすでに 3 回に渡り、商標 SINKO の使用に関する情報として送り状コピー

等を提供した。これらの証拠により、新晃工業が商標 SINKO を使用していたことは

明らかである。 
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＜新晃工業が提出した証拠書類＞ 
P-21 1994 年 12 月 14 日 PT.Tehnika Perkara Intilestari 宛新晃製品の納品書

（No.6476） 
同上 1994 年 12 月 30 日 PT.Tehnika Perkara Intilestari 宛新晃製品の納品書

（No.6507） 
P-22 1995 年 1 月 25 日 PT.Tehnika Perkara Intilestari 宛新晃製品の納品書

（No.6553） 
同上 1995 年 11 月 28 日 PT.Tehnika Perkara Intilestari 宛新晃製品の納品書

（No.7002） 
P-23 1996 年 1 月 19 日 PT.Tehnika Perkara Intilestari 宛新晃製品の納品書

（No.7080） 
同上 1996 年 8 月 7 日 PT.Tehnika Perkara Intilestari 宛新晃製品の納品書

（No.7363） 
P-24 1997 年 1 月 6 日 PT.Caturwahana Indah Persada 宛新晃製品の納品

書（No.6326） 
同上 1997 年 12 月 1 日 PT.Golden Eltron Indonesia からの新晃製品発注書 
P-25 1999 年 Shin Nihon Kocho Co. Ltd 宛、新晃工業が Tanjung 

Jati “B” Coal Fored Poweer Plant の空調設備及び機

械の保証期限を延長し、スペアパーツを交換する旨の

通知 
P-26 2001 年 1 月 10 日 PT.Shinryo Indonesia に対する新晃製品販売に係る

領収書 
同上 2001 年 9 月 4 日 UD Sang Engon に対する新晃製品販売に係る領収書 
P-27A 2001 年 12 月 21 日 弁護士宛、ジャカルタ、Sanshu プロジェクトに関連

し て PT.Taikisha Indonesia Engineering と

PT.Kinden に対する新晃製品販売に関する情報提供 
P-27B 2001 年 12 月 20 日 PT.Taikisha Indonesia に対する新晃製品販売に係る

領収書 
 
（４） 商標局の主張 

１）商標局は、工業商業省東ジャカルタ支局、同省国内工業商業総局、同省国際工業商業

総局、同省金属・電機製品総局、投資調整庁を独自に調査した結果、商標 SINKO の

使用の証拠を発見することができなかった。 
２）商標局が、2000 年 10 月 3 日、新晃工業に対して商標 SINKO の使用に関する情報を

提出するよう命じたとき、新晃工業は送り状等の書類を提出したのみであった。もし

も商標 SINKO の使用を証明するならば、実際にその商品がインドネシア国内に流通
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しているはずであるが、新晃工業は SINKO という商標を付した商品見本等、具体的

な証拠を提出しなかった。 
３）新晃工業が商標 SINKO を付したエアコンを本当に販売しているのであれば、インド

ネシア国内に代理店があるはずであるが、そのような代理店は存在しないので、

SINKO エアコンの流通はないものと考えられる。 
４）新晃工業は、PT.Shinryo Indonesia を通して製品を販売していると報告したが、その

PT. Shinryo Indonesia は、新晃工業から商品販売の申し込みはあっただけで、商品の

購入には至らなかったと言っている。 
 
（５） 商務裁判所の判断 
これに対して、商務裁判所は 2002 年 2 月 11 日、新晃工業の訴えを認める判決を下した。 

１）新晃工業の提出した PT.Teknika Perkasa Intilestari、PT.Caturwahana Indah 
Persada、PT.Taikisha Indonesia、PT.Kinde 等への送り状等の証拠（P－22,P－23,P
－24,P－25,P－27A,P-27B）は、商標 SINKO がインドネシア国内で使用されていた

ことを十分に証明するものである。 
２）商標局が工業商業省、投資調整庁にて収集した情報は、新晃工業のインドネシアに対

する投資の有無、又は PT.Shinryo Indonesia の事業許可に関するものであって、商標

SINKO の不使用を証明するに十分でない。 
３）Ong Thiam Eng は、元々新晃工業の代理店であって、その後 1999 年 10 月 7 日にシ

ンコ－・インドネシアを設立、1999 年 11 月 25 日に商標 SINKO を出願、2000 年 8
月 1 日に新晃工業の登録商標 SINKO（No.317184）の不使用取消を申し立てている

ことは、Ong Thiam Eng は、自社商品に商標 SINKO を使用することを意図したこと

を意味する。 
 
商標局はこの判決を不服として 2002 年 2 月 21 日最高裁判所に上告したが、上告理由書が期限

内（7 日以内）提出されなかったため、上告は却下された。 
 
商標局はさらにこれを不服として、最高裁判所に再審を請求したが、上告審は法律審であると

の理由で、最高裁は再度商標局の訴えを棄却した。 
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添付資料１２ 

 

冒用出願への対抗事例----プラグ製造コード商標取消事件 
 
１．事件の概要 

スラバヤ在住の Rudy Hartanto（以下 RH）はかつて日系プラグメーカである

PT.NGKINDONESIA（以下、NGK）のディストリビュータであったが、現在は独立して独自

にプラグ製造業を営んでいる。RH は当初商標 NDK と製造コードを付し、NGK のプラグ包装

と酷似した黄色の包装を使って販売していたが、NGK 側から警告を受け、包装を赤色に変更

した。その後、RH は NGK 商品の製造コードであるところの「BP 5 ES」「BP６HS」「BP7HS」
「C7HSA」「D8EA」を商標登録し、これらに対する商標権に基づいて NGK 側に警告してきた。

これを受けて NGK はこれらの製造コードの商標登録取消を求める訴えを起こし、裁判所は

NGK 側の主張を認めた。 
 
１．事件の経緯 
1980 年 9 月 19 日 NGK 名義の商標「BP 5 ES」（正確には BP 5 ES の製造コードが入

った包装箱の展開図を商標登録したもの）が 7 類で登録。（149356
号） 

1990 年 11 月 12 日  149356 号更新登録。（268346 号） 
1992 年 7 月 18 日 NGK 名義の商標「NGK」が 7 類で登録。（277137 号） 
1995 年 7 月 13 日 RH 名義の商標「BP 5 ES」が 7 類で登録。（339574 号） 
1997 年 8 月 15 日 NGK 名義の商標「BP 5 ES」（正確には BP 5 ES の製造コードが入

った小型包装箱の展開図を商標登録したもの）登録。（382776 号） 
1999 年 4 月 19 日 NGK 名義の商標「BP 5 ES」（正確には BP 5 ES の製造コードが入

った大型包装箱の展開図を商標登録したもの）登録。（428995 号） 

1999 年 12 月 13 日 中央ジャカルタ地方裁判所、NGK の主張を認める。 
2000 年 1 月 26 日 RH 最高裁判所に上告。 
2002 年 2 月 13 日 最高裁判所、RH の訴えを退ける。 
 
２．NGK の主張 

１）製造コード「BP 5 ES」は商標「NGK」と共に NGK の所有する商標として世界的に

著名であって、RH の登録商標 339574 号は、それを模したものである。 
２）RH の登録商標 339574 号は、NGK の著名商標にただ乗りすることを意図して出願さ

れており、それは悪意に基づく。 
３）したがって、RH の登録商標 339574 号は取消されるべきである。 
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３．RH の主張 
１）RH の商標は「BP 5 ES」であるのに対して、NGK の商標の主要部は「NGK」であ

るから、商標は全く類似していない。 
２）NGKの登録商標382776号と428995号は「BP 5 ES」を含むが、RHの登録商標339574

号「BP 5 ES」の方が先に登録されており、NGK がこれらの商標を出願したのは

339574 号を模倣しようとしたものである。 
３）商標法は、商標及びサービスマークを保護するためのものであって、製造コードを保

護するものではない。 
 
４．中央ジャカルタ地方裁判所の判断 
 これに対して中央ジャカルタ地方裁判所は 1999 年 12 月 13 日、NGK 側の主張を全面的に認

め、RH の商標 339574 号を取消すべきであるとの判決を下した。 
１）製造コードBP 5 ESとNGKの組み合わせであるところの商標 382776号及び 428997

号は NGK が所有する著名商標である。 
２）RH の商標「BP 5 ES」は前記著名商標を模倣したものである。 

   
RH 側はこの判決を不服とし 2000 年 1 月 26 日最高裁判所に上告するが、RH 側の主張が法

律審に関するものでないことを理由に、最高裁判所は2002年2月13日RHの訴えを棄却した。

その後 RH は再審請求をしていないので、この判決は確定した。 
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添付資料１３ 

知的財産関連新聞広告 

（日刊コンパスに 2005 年 3 月から 2006 年 6 月の間に掲載されたもの） 
広告の種類の説明 通知：一般読者を対象として権利の存在を知らせるもの 

警告：特定の侵害品に対する警告を意図したもの 
反論：他人の警告に対して反論するもの 
謝罪：他人の権利を侵害したことを認めて謝罪するもの 

No. 広告掲載日 広告の種類 
対象となる知的

財産 
商品／サービス 権利者 

1 2005/3/1 通知、警告 商標 Surgical instruments 

B. Braun Melsungen AG - 

PT. B. Braun Medical 

Indonesia 

2 2005/3/2 通知  商標 Vehicle inner tires  Jimmy Widjaja 

3 2005/3/3 通知、警告 意匠 Roller skates Sumarsono 

4 2005/3/7 謝罪 著作権 Books 

JIM DORNAN and Dr. 

JOHN C MAXWELL - PT. 

Network Twentyone 

Indonesia  

5 2005/3/7 通知  著作権 Paintings 
the deceased Dullah - 

Dullah Museum  

6 2005/3/8 警告 意匠 
Monobloc Closet and 

Sitting Closet  

PT. Inax International 

Corporation 

7 2005/3/9 通知 商標 Suit of clothes - 

8 2005/3/9 警告 著作権 、商標
Characters of Nickelodeon 

television programs 
Viacom International Inc. 

9 2005/3/10 通知、警告 商標 
Franchise of My Salon by 

Rudy Hadisuwarno 
PT. Rudy Hadisuwarno 

10 2005/3/14 反論 商標 Surgical instruments PT. Esa Medika Mandiri 

11 2005/3/15 謝罪 商標 Pillow Nabati Jaya Indonesia 

12 2005/3/16 警告 意匠 

Baby Pouch Bag & 

Package (Pouch) of 

Children Pants 

Jap Tjok Fui 

13 2005/3/18 謝罪 商標 Motorcycle PT. Astra Honda Motor 
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14 2005/3/21 警告 商標 

Electric and instruments 

and electronic tools, 

instruments for recording, 

transmission or sound 

reproduction  

Pioneer 

15 2005/3/31 通知 商標 

Welding wires, welding 

electrodes, and usable 

materials for welding 

Kobe Steel, Ltd 

16 2005/4/15 通知 商標 - Eurocos Cosmetic Gmbh 

17 2005/4/15 通知 商標 - 
Procter & Gamble Hair 

Care LLC  

18 2005/4/15 通知 商標 - 
Procter & Gamble Holding 

Gmbh 

19 2005/4/18 警告 商標 Cleanness tools products

Karcher Asia-Pacific PTE. 

LTD. - PT. Kawan Lama 

Sejahtera  

20 2005/4/20 通知 商標 Jam PT Marizarasa Sarimurni

21 2005/4/21 通知 商標 

Agenda/program of FIFA 

World Cup 2006 and 

2003—2006 FIFA 

Additional Events by using 

network of terrestrial 

television, cable television 

and/or satellite television 

and also through radio 

transmission 

INFRONT WM AG  - PT 

Surya Citra Televisi 

(“SCTV”) 

22 2005/4/23 謝罪 商標 Infant incubator  PT. Tesena Inovindo  

23 2005/4/27 謝罪 商標 
Spare parts of electric 

water pump 
Sanyo Electric Co. Ltd. 

24 2005/4/27 通知 意匠 
Package of Lulur Mandi 

Sari Bengkoang 
Billy Hartono Salim 

25 2005/4/29 警告 著作権 
Locking System of 

Samsung SCH-N356  

PT Samsung Electronics 

Indonesia and PT Mobile-8 

Telecom (“Samsung-M8”)

26 2005/5/2 警告 
著作権、意匠、

商標 
Motorcycle PT Astra Honda Motor 
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27 2005/5/2 警告 商標 
Car/vehicles lamp and 

equipment & accessories 
M. Girsang 

28 2005/5/2 反論 意匠 Pot of Lulur 
PT. Gloria Origita 

Cosmetics 

29 2005/5/2 通知 意匠 Saw machine  

PD. Indokurnia Perkasa, 

PT. Teckindo Prima 

Gemilang Jaya & Bandung 

Diesel 

30 2005/5/4 通知 商標 - 
Daito Chemical Co.Ltd - 

CV. Dirgahayu MFG. CO 

31 2005/5/10 謝罪 商標 Bed cover PT. Davincido Nusantara

32 2005/5/11 通知 商標 Cash register  

Glory Money Handling 

Machines PTE, LTD - CV. 

Murni 

33 2005/5/12 通知 商標 Class 25  

LIONG HIAN FA & 

Sumardi Sudjono - PT Puri 

Permata Mega 

34 2005/5/12 通知 商標 Class 2 Soerjo Santoso 

35 2005/5/15 通知 商標 Wire and Electronic Cable
BELDEN CDT INC. - PT. 

Bauma Cable Wire 

36 2005/5/16 通知、警告 商標 

Writing books and 

stationery paper products 

with Disney’s characters 

Fun Characters 

International Pte. Ltd. - CV 

Indonesia Bisnis Mandiri 

37 2005/5/16 通知 商標 - 

Vincci Ladies’ Specialties 

Centre SDN.BHD - PT 

Vinccindo Asia Sepatu 

38 2005/5/18 通知 商標 
All kinds of flour and thin 

rice noodles  
Drs. Erik Muliawijaya  

39 2005/5/19 通知 商標 Grinding wheels  Nippon Resibon Corp.  

40 2005/5/19 通知 著作権 Song - 

41 2005/5/20 通知、謝罪 意匠 
Lever Switch, Electric 

Socket 
Matsushita Electric Works

42 2005/5/23 警告 著作権 Bottle design art  PT. Lasallefood Indonesia

43 2005/5/26 謝罪 商標 - PT Trigaris Sportindo 

44 2005/5/27 謝罪 商標 
Sharp product of GX-VCD 

2300 MP Simba II and 

PT. Sharp Electronics 

Indonesia  
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WF-1100 Simba I types 

45 2005/5/27 謝罪 商標 Bicycle 
PT. Wijaya Indonesia 

Makmur Bicycle Industries

46 2005/5/28 通知 商標 

Coffee, rice, coffee 

replacement materials, 

yeast, powder to make 

bread, salt, mustard, 

pepper, vinegar, spices 

Taco Bell Corp.  

47 2005/5/28 警告 特許、商標 

Beverage production of 

flesh of aloe plant (Aloep 

sp)  

Dra. Erlin Nurtiyani, M. Si 

48 2005/5/31 警告 商標 Water pump  
PT Panasonic Gobel 

Indonesia 

49 2005/6/4 謝罪 商標 Hanger PT. Fujitex 

50 2005/6/11 通知 商標 
Franchise of My Salon by 

Rudy Hadisuwarno 
PT. Rudy Hadisuwarno 

51 2005/6/13 警告 意匠 Primera Container 
PT. Cahaya Perdana 

Plastics 

52 2005/6/13 通知 意匠 Prayer Rugs 
PT. Universal Carpets And 

Rugs 

53 2005/6/13 警告 意匠 Florence Flower Pot  PT. Kirana Pacific Luas 

54 2005/6/15 謝罪 著作権 Songs 

Endang Roes & Sandy 

Sulung - PT. Sani Sentosa 

Abadi (SSA) 

55 2005/6/15 警告 商標 Paper Clamps/Paper Clips Frank Pandji 

56 2005/6/16 謝罪 商標 - PT Trigaris Sportindo 

57 2005/6/16 謝罪 商標 - PT Trigaris Sportindo 

58 2005/6/16 謝罪 商標 - PT Trigaris Sportindo 

59 2005/6/16 通知、警告 商標 Bearing PT. SKF INDONESIA 

60 2005/6/17 謝罪 商標 Zipper 
YKK Corporation - PT. 

YKK ZIPPER INDONESIA

61 2005/6/21 謝罪 商標 - 
PT Trigaris Sportindo & 

NIKE Indonesia  

62 2005/6/21 謝罪 商標 - 
PT Trigaris Sportindo & 

NIKE Indonesia  
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63 2005/6/21 謝罪 商標 - 
PT Trigaris Sportindo & 

NIKE Indonesia  

64 2005/6/22 警告 商標 

Door Closer Type TS 68, 

Floor Hinge type BTS 84 & 

BTS 65, Shower Hinge 

S2000 and PT Patch 

Fittings 

DORMA Gmbh & Co. KG. 

- DORMA DOOR 

CONTROLS Pte Ltd 

65 2005/6/22 警告 商標 Magic Chalk PT. Panca Talentamas 

66 2005/6/27 謝罪 商標 - CV Indomas 

67 2005/6/27 通知 商標 Concrete bar steel  
PT. Krakatau Steel - PT. 

Krakatau Wajatama  

68 2005/6/28 警告 特許 
Multipurpose Base 

Transceiver Station 
PT. Isindo Interbuana 

69 2005/6/28 警告 著作権、商標 
Clothes, footwear; and 

headcover 
Darmawan Bong 

70 2005/6/28 謝罪 商標 Glasses frame  
Silhouette International 

Schmied AG 

71 2005/7/4 通知 商標 Household pump  
DAB PUMPS S.p.A.  - PT 

Grundfos Pompa 

72 2005/7/4 通知 商標 Street wear Goldwin Enterprise 

73 2005/7/4 通知 商標 

Goods of Siemens 

Communications FN 

(formerly Siemens ICN) 

Siemens 

Aktiengessellschaft 

(Siemens AG) - PT. 

Siemens Indonesia  

74 2005/7/10 通知 著作権 Songs - 

75 2005/7/11 警告 商標 
Spare parts of 

four-wheeled vehicle (car)
Iwan Susilo 

76 2005/7/14 警告 特許 
Dispenser Equipped With 

Door For Closing Faucet 

Edijanto - PT. Elang 

Perkasa Lestari Jaya 

77 2005/7/25 謝罪 商標 Night Cream / Day Cream
PT. QL Indo qq PT. Usaha 

Mandiri Makmur 

78 2005/7/26 通知 商標 Class 18 Jansport Apparel Corp. 

79 2005/7/28 通知 商標 Vitamin tablet PT. Erela  

80 2005/7/29 通知 商標 
Deepwell stainless steel 

submersible pump type SP
PT Grundfos Pompa 
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81 2005/7/29 警告 商標 Pair of scales  
Guang Dong Light Bds Co, 

Ltd 

82 2005/8/2 警告 著作権、商標 
Certificate of Authenticity 

(“COA”) 
Microsoft Corporation  

83 2005/8/6 通知、警告 商標 Sauce 

LEE KUM KEE (M) Sdn. 

Bhd.-PT. Promexx Inti 

Corporatama 

84 2005/8/8 通知 商標 Textile fabrics 
Lanificio F.IIi Cerruti dal 

1881 

85 2005/8/8 警告 商標 

Powder, face/countenance 

cleanser cream, and all 

kinds of cosmetics 

PT. Skintechnindo 

86 2005/8/8 通知、警告 商標 
Repackaging refill of 

product  

Würth Holding GMBH - 

PT.Wuerth Indah 

87 2005/8/9 通知、警告 商標 Children footwear 

MTV Networks, one of 

division from Viacom 

International Inc. - PT. 

Halimjaya Sakti  

88 2005/8/11 通知、警告 商標 Thumbtacks Lie Yin Yok 

89 2005/8/15 警告 著作権、商標 

Electrical stabilizer, socket, 

electrical iron, automatic 

fuse, MCB, electrical 

mosquito racket, 

tester/tespen & all kinds of 

lamps, fan 

Chelsydyanita - PT 

Shukaku Indonesia 

90 2005/8/16 警告 意匠、商標 Abacus Tjoa Jong Seng 

91 2005/8/18 通知 商標 
Tobacco, cigarette, and 

smoker’s necessity goods

PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk. 

92 2005/8/18 通知 商標 Fishhook Susanto 

93 2005/8/22 謝罪 意匠 Disposable gas lighter 
PT Tokai Dharma 

Indonesia 

94 2005/8/22 警告 意匠 Disposable gas lighter 
PT Tokai Dharma 

Indonesia 
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95 2005/8/29 警告 著作権、商標 

All kinds of chain-saw 

machine, and brush-cutter 

machine and equipments 

and its components related 

to the machines  

TECOMEC S.p.A. - PT. 

Teckindo Prima Gemilang 

Jaya & PT. Dinamika 

Dwiputra Perkasa 

96 2005/9/3 通知 意匠、商標 

All types of powder 

beverages with strawberry, 

orange, chocolate and 

chewing gum flavors 

PT. Gandum Mas 

Kencana 

97 2005/9/3 警告 意匠 

Air circulation model in 

automatic control system of 

water tank 

PT. Home Faucets 

Indonesia 

98 2005/9/5 通知 著作権 Domain name 
PT. Valbury Asia 

Securities 

99 2005/9/8 通知 商標 
Audio and Video (CTV and 

DVD)  

PT. Philips Indonesia - PT. 

Istana Argo Kencana 

100 2005/9/10 謝罪 商標 
Billiard table and its 

equipment  
 Isak Billiard Co. 

101 2005/9/14 謝罪 商標 Automatic fire extinguisher 
Kabo Kogyo Co Ltd - PT 

Hasuda Graha 

102 2005/9/17 通知 著作権 Songs - 

103 2005/9/19 謝罪 商標 Water pump  PT. Bhakti Idola Tama 

104 2005/9/21 警告 商標 Photocopy paper product 
PT. Pindo Deli Pulp And 

Paper Mills 

105 2005/9/22 反論 商標 
All kinds of cosmetics and 

beauty medicines 
Wong Kam Man Al Kamto

106 2005/9/24 通知、警告 著作権、商標 

Classes of 1, 3, 9, 12, 14, 

16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 

28, 30, 35 and 41 

MATTEL, INC. 

107 2005/9/28 謝罪 商標 Water pump  PT. Bhakti Idola Tama 

108 2005/9/28 警告 商標 Classes of 7, 8 and 9 ULTRADIAM  

109 2005/9/28 通知、警告 意匠 
Food Box With Flip n Flap 

Model 
PT. Converpak Indonesia

110 2005/10/3 通知 著作権 KAN Accreditation System 
National Accreditation 

Committee 
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111 2005/10/3 謝罪 商標 

Name and symbol of 

Bandung Institute of 

Technology 

Bandung Institute of 

Technology 

112 2005/10/8 通知 商標 

Pharmaceutical 

preparations for 

overcoming sexual 

disorder (disfunction), heart 

and blood vein diseases, 

central nervous system 

diseases, cancer, 

respiratory disorder and 

infection diseases, 

diagnostic preparations 

adapted for medical 

science 

BAYER 

AKTIENGESELLSCHAFT 

(“Bayer AG”) 

113 2005/10/11 警告 商標 Window film  

PT. Perisai Sakti 

Indonesia - PT. Zetlin Ovis 

International 

114 2005/10/17 警告 商標 Class 25 - 

115 2005/10/18 謝罪 商標 - PT Trigaris Sportindo 

116 2005/10/19 謝罪 商標 Cotton 
CV. Buaran Satu Textile 

( Busatex )  

117 2005/10/22 謝罪 商標 Bearing PT. SKF INDONESIA 

118 2005/10/22 謝罪 商標 Bearing PT. SKF INDONESIA 

119 2005/10/24 警告 著作権、商標 
Classes of 14, 16, 18, 25, 

28 and 42 

Paws, Incorporated - PT. 

Emway Globalindo 

120 2005/10/28 警告 商標 Class 2 
PT. Inter Aneka Lestari 

Kimia 

121 2005/11/17 通知 商標 Textile products  Ng Jok Pin 

122 2005/11/19 通知 著作権 Song - 

123 2005/11/21 通知 商標 Drilling-mud  
Messina Incorporated - 

PT. Indospec G.A  

124 2005/11/23 通知 商標 Class 29 and 30 
Pizza Hut International, 

LLC  

125 2005/11/24 通知 商標 - 
Federal Express 

Corporation  
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126 2005/11/29 通知 著作権 Song - 

127 2005/11/30 謝罪 商標 Car repair service  
PT. Orion Perkasa Raya / 

Orion Car Workshop  

128 2005/12/3 通知 著作権 Song - 

129 2005/12/3 通知 著作権 Song - 

130 2005/12/5 警告 商標 Diesel machine 
Jiangsu Jiangdong Group 

Corp.  

131 2005/12/5 謝罪 商標 Anti-leak coating paint 
PT. Inter Aneka Lestari 

Kimia 

132 2005/12/14 謝罪 商標 Sewing machine  
Shanghai Butterfly Imp. & 

Exp. Co., Ltd.  

133 2005/12/16 通知、警告 著作権、商標 

Exercise book, Loose 

leaves, drawing book, 

Playing card, Collection 

Card, Diary book by using 

characters of picture art 

work and 商標 about: 

Official Emblem, Official 

Logo Type, Official 

Licensed Logo Product, 

Official Mascot, Official 

Poster, and FIFA World 

Cup in Indonesia region 

included therein characters 

about Team and Players of 

FIFA World Cup 

Federation Internationale 

de Football Association 

(FIFA) - CV. Indonesia 

Bisnis Mandiri (IBM) 

134 2005/12/19 謝罪 著作権 Toy products  
The LEGO Group of 

Companies  

135 2005/12/19 通知、警告 商標 
Class of goods 16 and 

class of services 39 
Blue Bird Group 

136 2005/12/26 通知、警告 著作権 
Batik Motif Art of Kusuma 

Bangsa 

Yeyen Roswargita - CV. 

Batik Hydda Saputra 

137 2005/12/28 謝罪 商標 MCB (Mini Circuit Breaker) 

Schneider Electric 

Industries SA - PT. 

Schneider Indonesia 
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138 2005/12/29 謝罪 商標 
Facial method/technique of 

Shisedo  
PT. Dian Tarunaguna  

139 2005/12/29 警告 意匠 TIP (ballpoint eye point) - 

140 2005/12/30 謝罪 商標 Cachet Toko Timur Raya 

141 2006/1/4 通知 著作権 
Batik Motif Art of Kusuma 

Bangsa 

Yeyen Roswargita - Yudi 

Surjadi (CV Aura Putra 

Wijaya)  

142 2006/1/9 警告 商標 

Shampoo, jelly, hair spray 

material, mousses and 

balsam for hair formation 

and hair treatment, hair 

lacquers, preparations for 

hair colorants and 

colour-removing for hair, 

preparations for curling hair 

permanently and wavy, 

essential oil for individual 

necessity 

L’Oréal Société Anonyme 

(“L’Oréal SA”) - PT. 

L’Oréal Indonesia  

143 2006/1/9 通知 商標 
TIP (ballpoint eye 

point/needle point)  

PT. Zebra Asaba 

Industries 

144 2006/1/9 通知 商標 Health instruments  
Medicon eG - PT. Esa 

Medika Mandiri  

145 2006/1/13 謝罪 著作権 

Kind of Art Work of Logo, 

with title of “Arise Shine 

C.E.S.” (Chinese English 

School)  

Cipta Era Sejahtera 

Foundation & Hwa Ing 

Fonds Foundation 

146 2006/1/15 通知 著作権 Song - 

147 2006/1/16 警告 商標 Facsimile paper  Usman Joko (CPN) 

148 2006/1/17 通知、警告 特許 

Electric Cable Connector 

Terminal, an equipment of 

terminal oak type 1 press 

(TOTI PRESS) 

CV. RKB TEKNIK 

149 2006/1/17 通知、警告 意匠 Boiler machine 
PT. Basuki Pratama 

Engineering 

150 2006/1/17 通知、謝罪 商標 Ribbon cartridges  Seiko Epson Corporation
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151 2006/1/20 通知 商標 Service of restaurant  
Azwardi.R and H. Rahimi 

Sutan 

152 2006/1/22 通知 商標 

Agenda/program 

broadcasting of FIFA World 

Cup 2006 and 2003—2006 

FIFA Additional Events by 

using network of terrestrial 

television, cable television 

and/or satellite television 

and also through radio 

transmission  

INFRONT WM AG  - PT 

Surya Citra Televisi 

(“SCTV”) 

153 2006/2/8 通知、警告 商標 
Products of 

MOTHERCARE  

Mothercare UK Limited - 

PT. Multitrend Indo 

154 2006/2/13 警告 商標 Cards 

Soedarmin - PT. 

Gretasastra Prima & Tjoa 

Jong Seng 

155 2006/2/14 警告 著作権 
Computer Program or 

Software  

CPAC Asia Imaging 

Products Ltd. - PT. 

Sumber Tirta Warna  

156 2006/2/17 通知、警告 商標 

Cosmetic cream and soap, 

loose and compact powder, 

mascara, hair vitamin, and 

others  

PT. Usaha Mandiri 

Makmur 

157 2006/2/17 通知 商標 Cosmetic products  Harby’s Corporation  

158 2006/2/23 通知 商標 

Disinfectant and 

decontaminant material 

product  

PT. BagindaPutri Subur 

159 2006/2/23 謝罪 商標 Class of goods/services 43 PT. Griya Miesejati 

160 2006/2/27 通知、反論 商標 Cosmetic products  
Joko D. Kusuma Tjiam and 

Liong Heng Gip 

161 2006/2/27 通知、警告 商標 
Crankcase, Crankshaft, 

Cylinder Block etc. 
PD. Indo Kurnia Perkasa

162 2006/3/2 謝罪 商標 Zipper 
YKK Corporation - PT. 

YKK ZIPPER INDONESIA

163 2006/3/2 謝罪 商標 Loudspeaker (Speaker) DLS SVENSKA AB 
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164 2006/3/3 通知 商標 

Recipe of Bakmi Ayam 

Alok or ala Bakmi Ayam 

Alok 

- 

165 2006/3/6 謝罪 商標 Zipper 
YKK Corporation - PT. 

YKK ZIPPER INDONESIA

166 2006/3/6 通知、警告 商標 Transmission chains 
Hitachi, Ltd. and Hitachi 

Metals Techno, Ltd. 

167 2006/3/7 通知 商標 Tooth brush Sanofi-Synthelabo 

168 2006/3/9 謝罪 商標 - PT Trigaris Sportindo 

169 2006/3/9 謝罪 商標 - PT Trigaris Sportindo 

170 2006/3/9 謝罪 商標 - PT Trigaris Sportindo 

171 2006/3/9 謝罪 商標 - PT Trigaris Sportindo 

172 2006/3/10 警告 商標 
Cosmetics products in form 

of powder  

PT Mandom Indonesia 

Tbk  

173 2006/3/13 警告 意匠 Boiler machine 
PT. Basuki Pratama 

Engineering 

174 2006/3/15 通知 著作権 
Name and logo of 

ASPEKINDO  

Indonesian Construction 

Entrepreneur Association 

(ASPEKINDO) 

175 2006/3/17 通知 商標 

All kind of clothing namely : 

Children/men/women 

clothes, Sportswear, Shirt, 

Pyjama, Jacket, T-shirt, 

Singlet, Undershirt, 

Women skirt/gown, Blouse, 

House dress, Pants/short 

pants, Long/short dress, 

Underwear, Swimsuit, 

Baby swathing, Baby’s 

vest, Baby diaper, Bed 

cover for urine expelled, 

Children hat 

Ng Ket Sun 

176 2006/3/21 謝罪 商標 Loudspeaker (Speaker) DLS SVENSKA AB 

177 2006/3/23 通知、警告 商標 
Food Product of "Kwaci 

Bunga Matahari" 
PT. Gumindo Boga Manis
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178 2006/3/23 通知、謝罪 商標 
Cellphone of CDMA 2115i 

type and accessories 
Nokia Corporation 

179 2006/3/27 謝罪 商標 Calculators 
Casio Keisanki Kabushiki 

Kaisha, Ltd. 

180 2006/3/27 反論 意匠 Boiler machine 
PT. Hitachi Construction 

Machinery Indonesia 

181 2006/3/28 謝罪 商標 Food package paper Andrian Sadikin (Ayen) 

182 2006/3/29 謝罪 商標 Trousers PT. Multi Garmen Jaya 

183 2006/3/29 通知、警告 商標 
Products of gasoline 

engine/motor and the like

Fuji Jukogyo Kabushiki 

Kaisha (Fuji Heavy 

Industries, Ltd.) - PT 

Dinamika Setya Mesin 

184 2006/4/4 通知、謝罪 商標 

Products of Honda 

Genuine Parts namely 

Brake Shoe, Sprocket 

Driven 

PT. Astra Honda Motor 

185 2006/4/5 通知、警告 著作権 Hibiscus Motif Art PT Artostex 

186 2006/4/6 通知 商標 
Music Learning and 

Education 
Musicorum Foundation 

187 2006/4/8 謝罪 商標 Watch products 
Calvin Klein 商標 Trust - 

Swatch Group Ltd 

188 2006/4/11 通知、謝罪 商標 

Products of Honda 

Genuine Parts namely Pad 

Set 

PT. Astra Honda Motor - 

PT Wahana Makmur Sejati

189 2006/4/12 通知、警告 商標 Service of restaurant  
Restaurant of MEDAN 

BARU 

190 2006/4/13 警告 商標 
All kinds of guard hat and 

helmet; glasses 
Tjong Lyanti Tedjakusuma

191 2006/4/13 通知 & 警告 商標 
Hair Treatment Coat 

products 
Budiman Tjoh 

192 2006/4/15 通知 商標 Formula 

Nu Science Corp. 

Lancaster/Deutrel 

Industries - PT BM Net 

Indonesia & PT Alliance 

Teamwork Marketing 

193 2006/4/20 謝罪 商標 Thumbtacks - 
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194 2006/4/26 通知 商標 Program of Tumble Tots Tumble Tots (Asia) Pte Ltd

195 2006/4/26 通知、警告 意匠 
Baby Bed having mosquito 

net  
Tjung Ket Khim 

196 2006/4/28 通知 商標 Service of restaurant  
Kenny Wirya/PT. Food 

Junction 

197 2006/4/28 警告 商標 
Body Shaping Sport 

Equipments 

PT Paramitra Media 

Perkasa 

198 2006/4/29 通知、警告 著作権 
Logo of ARISE SHINE 

CES 

Hua Ying Chung Hsio Chu 

Hsu Chin Foundation/Hwa 

Ing Fonds Foundation 

199 2006/5/4 通知、警告 商標 Folder Hendra 

200 2006/5/6 謝罪 商標 Freon products 
E.I. du Pont de Nemours 

and Company 

201 2006/5/6 警告 商標 Clothes 
AMCO Hartman Pty 

Limited - PT. Lea Sanent

202 2006/5/6 警告 商標 Freon products 
E.I. du Pont de Nemours 

and Company 

203 2006/5/6 警告 商標 
Shoes, Sandals and 

Slippers 
Ron Eri Tedja 

204 2006/5/8 通知 意匠 Boiler machine 
PT. Basuki Pratama 

Engineering 

205 2006/5/19 通知 商標 

MCB Multi 9, RCD Multi 9, 

ELCB Domae, EasyPact 

and accessories, MCCB 

Compact NB/NS and 

accessories, ACB 

Masterpact NT/NW and 

accessories, Contractor, 

Motor Circuit Breaker, 

Thermal Overload Relay 

Schneider Electric 

Industries SA - PT. 

Schneider Indonesia 

206 2006/5/26 警告 商標 Plastic bags - 

207 2006/5/26 警告 意匠 KORPRI's uniform textiles

National Management 

Board of KORPRI (Official 

Corps of the Republic of 

Indonesia) 
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208 2006/5/26 通知、警告 商標 Batteries 

PT International Chemical 

Industrial, Co. Ltd. (PT. 

Intercallin) 

209 2006/5/27 謝罪 商標 Ballast and ML Lamp 
Koninklijke Philips 

Electronics N.V 

210 2006/5/29 通知 商標 Apparel EUT Marketing (S) Pte Ltd.

211 2006/5/31 通知 特許 Improved Super Dryer PT Super Dry Indonesia 

212 2006/6/1 通知 商標 Embroidering machines 
PT. Duta Barudan, Julina, 

Chung Kiun Fa 

213 2006/6/14 通知 商標 
Website of Mandiri 

Investment Program 

PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. 

214 2006/6/15 謝罪 商標 Wallet Yusuf Barli 

215 2006/6/16 謝罪 商標 Grindstone PT. White Dove Indonesia

216 2006/6/17 謝罪 商標 Wallet Yusuf Barli 

217 2006/6/19 警告 商標 
Car/vehicles lamp and 

equipment & accessories 
Mary Girsang - PT Asiarep

218 2006/6/20 謝罪 商標 Loudspeaker (Speaker) DLS SVENSKA AB 
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添付資料１４ 

 

通報書 
No.Pol.:LP/412/XII/1998/SIAGA-II 

 
 
通報者 
氏名：  JOHNY 別名 THANG、年令：37 才、出生地・生年月日：メダン・1962 年 2 月

2 日、宗教：仏教、国籍：インドネシア、職業：自営業（PT.Ctra Deli Kreasitama
社長）、住所：Jl.Arya Kemuning Duta Harapan Indah Blok MM NO.2, Jakut
電話 6682684、携帯電話 0816739285 

通報の内容 
１．発生時期 1997 年 1 月 
２．発生の場所 ジャカルタ及びブカシ（首都警察管轄地域及びその近辺）、スラバ

ヤ（東ジャワ地方警察管轄地域）及びパダン（西スマトラ地方警察

管轄地域） 
３．事件の内容 ジャム・健康飲料における商標 INDOSARI の無断使用 
４．容疑者 PT.Indosari Botani Bekasi（社長 HENDRA MULIA） 
５．発生の経緯 事件の説明に記載 
６．通報時期 1998 年 12 月 14 日 
犯罪行為： 
ジャム・健康飲料のための商標 INDOSARI
及び図柄であって、全体又は要部が法務省著

作権特許商標総局において Johny 名義で

1997 年 10 月 10日に No.398227 により登録

された公式な商標 INDOSARI 及び図柄と同

一であるものを権利なく使用した。 
条文：1992 年商標に関する法律第 19 条に関

連する 1997 年法律第 14 条第 81 条、第 82
条及び第 84 条 
 

証人の氏名及び住所 
１．氏名：LUKMAN、年令：25 才、出生地・

生年月日：メダン・1973 年 2 月 17 日、宗教：

仏教、インドネシア国籍、職業：自営業、住

所：Jl.Sutrisno No.231C Medan 
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証拠品： 

１．商標 INDOSARI 及び図柄の登録証写し 
２．商標 INDOSARI 及び図柄を付したジャ

ム／健康飲料の真正品 1 箱 
３．商標 INDOSARI 及び図柄を付したジャ

ム／健康飲料の模造品 1 箱 

発生の経緯： 

１．ジ ャ ム ・ 健 康 飲 料 の た め の 商 標

INDOSARI 及び図柄は、PT.Citra Deli 
Arya Kemuning （住所：Desa Priuk 
Jaya, Tangerang）が所有する。 

２．INDOSARI 及び図柄の商標を付したジ

ャム及び健康飲料は、PT.Citra Deli 
Arya Kemuningによって1993年頃から

製造販売され、ジャカルタ及びその近辺

で販売されてきた。 
３．1997 年 1 月頃から現在まで、通報者は

自身の所有する INDOSARI 及び図柄の

商標と類似する INDOSARI 及び図柄の

商標を付したジャム・健康飲料であっ

て、模造品であると思われる製品がジャ

カルタ、スラバヤ、パダンの市場に出回

っているのを知っていた。 
４．当該 INDOSARI 及び図柄の商標を付し

たジャム・健康飲料の販売により、通報

者は道徳的にも物質的にも被害を受け

たので、当局に法律による救済を求める

ものである。 
 
取られる措置：通報書の作成、通報証明書及び証拠品受領書の作成 

ジャカルタにて 1998 年 12 月 14 日 
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添付資料１５ 

捜査命令書 
No.Pol.:SP.Sidik/91-P/XII/98/Serse Ek. 

 
 
考慮 ：犯罪捜査の利便性のために、捜査命令書の発行が必要である。 
 
根拠 ：１．刑事訴訟法第 1 条第 2 号、第 5 条第 1 項、第 7 条第 1 項及び第 2 項、第 9 

条、第 11 条、第 106 条、第 109 条第 1 項ならびに第 110 条第 1 項 
２．1998 年 12 月 14 日通報書 No.Pol.:LP/412/XII/1998/SIAGA-2 

 
 

命令 
対象 ：１．Drs.Anas Yusuf／警察少佐／60090698／捜査官 

２．Drs.S.Budi Nugroho,SH／警察少佐／63070836／捜査官 
３．Bambang Tri Kartiko／警察隊長／64110589／捜査官 
４．Basyarudin／警察隊長／600010423／捜査官 
５．Israwan,SH／警察隊長／63110078／捜査官 
６．Helda／警察第 1 副隊長／62030154／捜査官 
７．Agus Minta Basuki／警察第２副隊長／62030154／捜査官 
８．Subianto／巡査部長／68080318／捜査官補 

 
目的 ：１．1992 年商標に関する法律第 19 号に関連する 1997 年法律第 14 号第 81 条 

、第 82 条及び第 84 条の規定による、商標「INDOSARI 及び容器図柄」であ

って、テムラワック健康飲料に対して 1997 年 10 月 10 日 No.398227 にて法務

省著作権特許商標総局に公式に登録された商標「INDOSARI 及び容器図柄」

と全体又は要部が類似するものを、無断で使用した犯罪行為の捜査を行う。 

２．十分な捜査を行い、結果を報告する。 
３．本命令書は発行の日から有効である。 

 
ジャカルタにて 

1998 年 12 月 31 日 
 

経済犯罪捜査局長 
捜査官として 
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添付資料１６ 

 
取調報告書 
専門家証人 

 
1999 年 1 月 12 日火曜日西部時間 11:30、私： 

BAMBANG TRI KARTIKO 
警察隊長公務番号 64110589 は、上記警察署において捜査官として以下の者と共同で： 

SUBIANTO 
巡査部長公務番号 6808318、それぞれ上記同一の警察署から 1994 年 1 月 13 日発行された捜査

員決定書 No.Pol.:Skep/32/I/1994 に基づき、捜査官として以下の男性に対する取り調べを行っ

た。 
 

YUSLISAR NINGSIH,SH 
年令：44 才、出生地・生年月日：PangkalPinang・1955 年 11 月 29 日、宗教：イスラム教、

国籍：インドネシア、職業：Jl.Daan Mogot Km24Tangerang 法務省著作権特許商標総局商標

局法務資料部法務課長、自宅住所：Villa Melati Mas, Jl.Flamboyan II Blok E.3 No.2, Serpong, 
Tangerang 
 
  上記の者は、1992 年商標に関する法律第 19 号に関連する 1997 年法律第 14 号第 81 条 
、第 82 条及び第 84 条の規定による、商標「INDOSARI 及び容器図柄」であって、テムラワ

ック健康飲料に対して 1997 年 10 月 10 日 No.398227 にて法務省著作権特許商標総局に公式に

登録された商標「INDOSARI 及び容器図柄」と全体及び／又は要部が類似するものを、無断で

使用した犯罪の刑事事件における専門家証人として、1998 年 12 月 14 日通報書

No.Pol.:LP/412/XII/1998/SIAGA-2 に基づいて取り調べを受けた。 
 
取り調べにおける質問に対して、上記の者はその専門知識に基づいて以下のように応答した。 

 
             質問                                   応答 
１．今の時点で証人は心身共に健康で、取り調べを受けることができ、真実を話すか？ 

１．私は心身共に健康であり、取り調べを受けることができ、真実を話す。 
 

２．証人が捜査官により取り調べと尋問を受ける理由を理解しているか？ 
２．理解している。ジャム及び健康飲料に使われる商標「INDOSARI 及び容器図柄」

であって、法務省著作権特許商標総局に公式に登録された商標「INDOSARI 及び容

器図柄」と類似するものを、無断で使用した犯罪の刑事事件において、警察当局又は
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捜査官を支援する専門家証人として証言を与えるためである。 
 
３．法務省著作権特許商標総局における証人の職位は何か、またその職位に関連して証人の職

務は何か？ 
３．私の職位は、法務省著作権特許商標総局商標局法務資料部法務課長であり、職務

は裁判又は第 3 者に対して商標の法務に関する事項における意見や見解を述べ、また

商標侵害に関する通報を行うことである。 
 
４．証人の職務に関連して、商標の侵害又は模倣とは何を意味するのか述べよ。 

４．商標とは、図柄、名称、文字、数字、色彩又はそれらの要素の組み合わせであっ

て、識別性を有し、商品又は役務の商業活動において使用され、商品がある個人又は

法人の製造による商品が、別の個人又は法人から区別されるように付与されるもので

ある。個人又は法人が、同じ商品においてすでに登録された商標と全体または要部に

おいて同一である商標を使用するとき、その者は犯罪を犯したとことになる。（1992
年商標に関する法律第 19 号に関連する 1997 年法律第 14 号第 81 条、第 82 条及び第

84 条） 
 
５．捜査官は証人に対して、通報者（PT.Citra Deli Kreasitama）が提出した商標「INDOSARI
及び容器図柄」を付したジャム及び健康飲料の商品を見せ、このジャム及び健康飲料の付され

た商標「INDOSARI 及び容器図柄」が、すでに法務省著作権特許商標総局商標局に登録されて

いるかどうか、もし登録されているならば、誰の名義で登録番号は何番であるか尋ねた。 
５．ジャム及び健康飲料のための商標「INDOSARI 及び容器図柄」は法務省著作権

特許商標総局商標局に 398227 号として 1997 年 10 月 10 日に、JOHNY（Jl.Pekojan 
85, Tambora Jakarta Barat）の名義で登録されている。 

 
６．法務省商標局に登録されたジャム及び健康飲料のための商標「INDOSARI 及び容器図柄」

が、証人が上の No.５で答えたものの外、別の個人／法人に登録されているか？ 
６．登録されていない。 

 
７．1992 年商標に関する法律第 19 号に関連する 1997 年法律第 14 号第 81 条、第 82 条及び

第 84 条に規定される犯罪行為について、全体又は要部の同一の基準を説明せよ。 

７．商標が全体に同一であるとは、記載又は形状が全く同一であることを意味し、商

標の要部が同一であるとは、呼称、字形、数字、又は商標の一部をなす色彩の組

み合わせが同一である場合である。 
 
８．捜査官は上記 No.５の応答に関連して、法務省商標原簿に公式に登録された商標
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「INDOSARI 及び容器図柄」を付したジャム及び健康飲料と、通報者が提出した PT.Indosari 
Botani Bekasi の製造による偽物の疑いのある商標「INDOSARI 及び容器図柄」を付した健康

飲料を見せ、以下の質問をした： 

a.  これらふたつの商標は同一性があるか、もしあるならばどの部分において同一性があるの

か？ 
b.  もし全体／要部に同一性があるならば、どのような犯罪行為であるのか？ 

８． 

a.  捜査官が私に見せた証拠品で、No.5 で私が回答した登録商標「INDOSARI 及び

容器図柄」を付したジャム及び健康飲料と、偽物と疑われる商標「INDOSARI
及び容器図柄」を付したジャム及び健康飲料を見たが、両者は要部において同一

性を有する。 
b.  発生した侵害は 1992 年商標に関する法律第 19 号に関連する 1997 年法律第 14

号第 82 条によるものであり、当該商品を販売した者は、1992 年商標に関する法

律第 19 号に関連する 1997 年法律第 14 号第 81 条及び第 84 条の規定の適用を受

ける。 
 
９．No.5 で証人が答えたようにジャム及び健康飲料のために登録された INDOSARI 及び容器

図柄の記載／表示は、1992 年商標に関する法律第 19 号に関連する 1997 年法律第 14 号第 81
条、第 82 条及び第 84 条に規定する犯罪行為なのか？その理由と法的根拠を説明せよ。 

９．上記 INDOSARI 及び容器図柄（形状）のジャム及び健康飲料への貼付／表示は

違法である。何故なら、当該 INDOSARI と言う言葉及び容器図柄（形状）は、すで

に JOHNY 名義で登録され、ジャム及び健康飲料の商品に登録されている。したがっ

て、上記 INDOSARI 及び容器図柄（形状）のジャム及び健康飲料への貼付／表示は、

1992 年商標に関する法律第 19 号に関連する 1997 年法律第 14 号第 81 条、第 82 条

及び第 84 条に規定するところの商標の侵害に相当する。 
 
１０．上記ジャム及び健康飲料のための商標 INDOSARI 及び容器図柄は、地方裁判所の民事

訴訟に係続しているか？ 
１０．法務省商標局の記録に寄れば当該商標に関する民事訴訟はない。 

 
１１．すでに述べた事項以外に付け加えることはないか？ 

１１． ない。 
 
１２．証人の証言は真実であり、法的に責任を持つか？ 
 

１２．法的に責任を持つ。 
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１３．これまでに証人が述べた事は真実であるか、また本取り調べの中で証人はどこからか圧

力、強制、挑発を受けたと感じるか？ 
１３．感じない。 

 
取り調べはここまでで終了し、引き続き、証人は記録の内容を読み、その内容を支持し、当

該証言内容を確認するために、下欄に署名する。 
 
 

被取り調べ人 
 

YUSLIAR NINGGSI, SH 
 
本取調報告書は、宣誓に基づいて真実に作成され、上記日付にジャカルタにおいて署名され

終了した。 
 

捜査官 
 

BAMBANG TRI KARTIKO 
 
 

捜査官補 
 

SUGIANTO 
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添付資料１７ 

 

 
取調報告書 

証人 
 

1998 年 12 月 17 日木曜日西部時間 13:00、私： 
AGUS MINTA BASUKI 

公務番号 61070204 は、上記警察署において 1996 年 6 月 5 日発行された捜査員決定書

No.Pol.:Skep/668/VI/1996 に基づき、捜査官として以下の男性に対する取り調べを行った。 
 

JOHNY 別名 THANG 
年令：37 才、出生地・生年月日：メダン・1962 年 2 月 2 日、宗教：仏教、国籍：インドネシ

ア、職業：自営業（PT.Ctra Deli Kreasitama 社長）、住所：Jl.Arya Kemuning Duta Harapan 
Indah Blok MM NO.2, Jakut 電話 6682684、携帯電話 0816739285 
 
  上記の者は、1992 年商標に関する法律第 19 号に関連する 1997 年法律第 14 号第 81 条 
、第 82 条及び第 84 条の規定による、商標「INDOSARI 及び容器図柄」であって、テムラワ

ック健康飲料に対して 1997 年 10 月 10 日 No.398227 にて法務省著作権特許商標総局に公式に

登録された商標「INDOSARI 及び容器図柄」と全体及び／又は要部が類似するものを、無断で

使 用 し た 犯 罪 の 刑 事 事 件 に お け る 証 人 と し て 、 1998 年 12 月 14 日 通 報 書

No.Pol.:LP/412/XII/1998/SIAGA-2 に基づいて取り調べを受けた。 
 
取り調べにおける質問に対して、上記の者は以下のように応答した。 

 
             質問                                   応答 
１．今の時点で証人は心身共に健康で、取り調べを受けることができ、真実を話すか？ 

１．私は心身共に健康であり、取り調べを受けることができ、真実を話す。 
 

２．証人が捜査官により取り調べと尋問を受ける理由を理解しているか？ 
２．理解している。1998 年 12 月 14 日に私が通報した商標「INDOSARI 及び容器図

柄」の無断使用に関連してである。 
 
３．証人の経歴を簡単かつ明瞭に説明せよ。 

３．最終学歴：中学卒業 
職業：自営業（PT.Citra Kreasitama 社長） 
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４．その PT.Citra Kreasitama の事業分野、取得した許可すべて、製造する製品すべて、組織

の概要について説明せよ。 
４．a.  PT.Citra Kreasitama は健康飲料製造の分野 

b.  テムラワック飲料 
c.  ・会社設立定款 

・商標登録証 
・納税番号 
・保健省登録証 

 
５．商標「INDOSARI 及び容器図柄」を付したテムラワック健康飲料の製造はいつから始めた

のか？ 
５．テムラワック健康飲料の製造は 1993 年から始めたが、商標 INDOSARI の使用は

1997 年からである。 
 
６．テムラワック健康飲料のための商標「INDOSARI 及び容器図柄」はすでに法務省著作権特

許商標総局に登録されているのか？ 
６．登録されている。JOHNY(私自身)の名義で 1997 年 10 月 10 日に No.398227 に

より商標局に登録されている。 
 
７．証人が製造するその商標「INDOSARI 及び容器図柄」を付したテムラワック健康飲料がど

こで販売されているのか説明せよ。 

７．その製品はジャカルタで販売され始めたばかりである。 
 
８．証人が製造するテムラワック健康飲料のための商標「INDOSARI 及び容器図柄」の特徴は

何か？ 

８．・基本的な色は赤、緑、黄色、青、黒、白である。 
・Natural Drink との記載がある。 
・TEMULAWAK の記載、円の中の数字６５、Standard Instant、及び植物の図

柄の下にある INDOSARI の記載。 
・紙製容器 
・一袋の値段 600 ルピア 

 
９．証人はテムラワック健康飲料のための商標「INDOSARI 及び容器図柄」が真似られたこと

をいつ知ったのか、また偽物の特徴は何か？ 

９． 市場を回っている私の販売員から、PT.Indosari Botani が 1998 年 12 月に、当
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該商品及び商標 INDOSARI を付したテムラワック商品を 6000 ルピア（10 袋入

り）で販売流布していることを知った。 
 
１０．その PT.Indosari Botani はどこに存在するのか？ 

１０．Komplek Harapan Indah Blok E.H No.2-3,Bekasi Barat であり、事務所は

Cakung Cilincing No.43, Jakut に所在する。 
 
１１．PT.Citra Kreasitama の製品を模した偽物と疑われる商標「INDOSARI 及び容器図柄」

を付したジャムの存在によって、証人は被害を被っているか？ 

１１． 道徳的、物質的に被害を被っている。 
 
１２．本取り調べに関連して、証人が提供できるそれ以外の必要な情報はあるか？ 

１２． 当局に対して PT.Indosari Botani の行為に対して現行法に応じて処分するよ

うお願いしたい。 
 
１３．これまでに証人が述べた事は真実であるか、また本取り調べの中で証人はどこからか圧

力、強制、挑発を受けたと感じるか？ 
１３．証人が述べた事は真実であり、証言をする中でどこからも圧力、強制、挑発を

受けたとは感じない。 
 
取り調べはここまでで中止された。引き続き、証人は記録の内容を読み、その内容を支持し、

当該証言内容を確認するために、下欄に署名する。 
 
 

被取り調べ人 
 

JOHNY 別名 THANG 
 
本取調報告書は、宣誓に基づいて真実に作成され、上記日付にジャカルタにおいて署名され

終了した。 
 

捜査官 
 

AGUS MINTA BASUKI 
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添付資料１８ 
 
                                     起訴状              

訴訟番号 PDM-06/III/BKASI/0399. 
 
被告： 

氏名  ：HENDRA MULYA 
出生地  ：Kisaran 
年齢／生年月日 ：44 才／1995 年 3 月 31 日 
性別  ：男性 
国籍  ：インドネシア 
住所  ：Pluit Murni I/32 RT.009/004 Penjaringan Jakarta Utara 
宗教  ：仏教 
職業  ：自営業 
学歴  ：高校卒 
訴え  ： 

 
第 1： 
 
被告 HENDRA MULYA は、日付けは明確ではないが 1996 年 9 月から 1998 年 12 月まで、

又は少なくとも 1996 年から 1998 年までの間、Duta Harapan Indah Blok EH/NO.2-3 
Kecamatan Bekasi Barat Kota Madya Belasi 又は少なくともブカシ地方裁判所が本訴の審理、

裁判を担当するその管轄地域において、他人すなわち PT.Citra Deli Kreasitama が法務省著作

権特許商標総局において 1997 年 10 月 10 日に第 398227 号として、製造及び／又は販売する

同じ商品に対して登録した商標 Indosari を故意に無断で使用した。被告の行為は次の通りであ

る： 
1992年から 1996年まで被告HENDRA MULYAはテムラワック飲料製造会社PT.Citra Deli 

Kreasitama の営業部門にてディストリビュータのエージェントとして勤務していた。1996 年

被告は PT.Citra Deli Kreasitama を退職し、被告は自分自身のテムラワック飲料会社

PT.Indosari Botani を設立した。その組織は自身が取締役で、製造部門に Prayudi Nurmahadi
及び Agus Yanto を配し、住所は Duta Harapan Indah BlokEH/No.2-3 Kecamatan Bekasi 
Barat Kota Madya Bekasi である。テムラワック飲料を製造するために用意する材料とは、テ

ムラワックの根、砂糖、ぶどう糖であり、製造に使用される装置は、粉砕機、混合機、グラノ

（製粉機）、オーブン及び包装機である。 
アルミニウムフォイルを使用した包装は、PT.Sudi Mampir に注文され、箱とステッカーは

PT.Argo Karya に注文された。注文された包装箱とステッカーは、65 という記載又は商標に図
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柄と形状があり、その箱に記載されたものは、すでに市場に出回っている PT.Citra Deli 
Kreasitamaの製品と図柄や形状が全体的に同じである。そのテムラワック飲料の製造方法は、

まずテムラワックの根を粉砕し、絞ってろ過し、ぶどう糖、砂糖を加えて沸騰するまで煮て、

沸騰したら冷めるまでそのまま置く。冷めた後、グラノ機／製粉機で製粉し、その後オーブン

に入れるかコンロの上で乾燥するまで加熱し、最後に出来上がったテムラワック飲料を包装機

でアルミニウムフォイルに包装し、販売できる状態にする。 
 

被告 HENDRA MULYA の行為は、1997 年法律第 14 号第 81 条に規定する犯罪行為である。 
 
又は： 

 
第 2： 

被告 HENDRA MULYA は、第 1 の訴えと同じ時期同じ場所で、他人すなわち PT.Citra Deli 
Kreasitama が法務省著作権特許商標総局において 1997 年 10 月 10 日に第 398227 号として、

製造及び／又は販売する同じ商品に対して登録した商標 Indosari と要部が同一である商標を

故意に無断で使用した。被告の行為は第２の訴えの説明にすでに述べた。 
 
被告 HENDRA MULYA の行為は、1997 年法律第 14 号第 81 条に規定する犯罪行為である。 

 
又は： 

 
第３： 

被告 HENDRA MULYA は、第 1 の訴えと同じ時期同じ場所で、自身又は他人の商売又は事

業を起こしたり、その収益を向上するために、多数又は特定の個人を騙して詐欺行為をはたら

き、その行為によって、自身の競争相手又はその他の者に被害を与えた。 
被告の行為は次の通りである： 
1996 年頃から 1999 年 2 月にかけて、被告は Duta Harapan Indah Blok 2 EH No.2-3 Belasi

に所在する PT.IndosariBotani の社長として、テムラワック粉末飲料を製造販売し、ジャカル

タ、メダン、スラバヤ、ポンティアナックで市場に出した。この被告の製造した飲料は、証人

Jhony 別名 Thang が所有する PT.Citra Deli Kreasitama の製品であって 1993 年から販売さ

れている商標 Indosari のテムラワック粉末飲料と類似しており、そのことによって証人 Jhony
は道徳的、物質的に被害を受け、国家警察に対して被告を更に調査するように報告した。 
 

被告 HENDRA MULYA の行為は、刑法号第 382 条の２に規定する犯罪行為である。 
 
公訴判事 
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添付資料１９ 

                                     求刑書              
訴訟番号 PDM-06/III/BKASI/0399. 

 
ブカシ検察局公訴判事は下記被告の裁判審理結果に鑑み： 

氏名  ：HENDRA MULYA 
出生地  ：Kisaran 
年齢／生年月日 ：44 才／1995 年 3 月 31 日 
性別  ：男性 
国籍  ：インドネシア 
住所  ：Pluit Murni I/32 RT.009/004 Penjaringan Jakarta Utara 
宗教  ：仏教 
職業  ：自営業 
学歴  ：高校卒 

 
本検事が公訴するところの被告に対する訴えに係る 1999 年 5 月 4 日付ブカシ地方裁判所認

定 書 No./Pen.Pid/1999/PN.BKS. 及 び 通 常 審 理 課 程 報 告 書 1999 年 5 月 ７ 日

No.Tar-112/P.2.24.3/Ep.1/04/1999 並びに、 
本裁判の継続的審理において示された事実であって、以下の証人、被告、表明者及び証拠品

に基づいて： 
 
証人の証言： 

５．JHONY 別名 THANG  宣誓のもと行った証言の要点は以下の通り： 
証人は被告を知っている。何故なら被告はかつて証人の会社 PT.Citra Kreasitama に、営業

担当として勤務していたからである。証人が経営する会社の製品はテムラワック飲料であり、

1993 年からインドネシア全国で Indosari Botani という商標で販売されているのは事実である。 
1995 年以降被告は証人の会社を退職し、自ら会社を起し、証人の会社のテムラワック飲料と

同じ商標と図柄を用いたテムラワック飲料を販売しはじめたのは事実である。 
被告の行為によって証人が精神的、物質的に損害を被ったのは事実である。 
本裁判において、証人はすでに被告の陳謝を受け入れており、被告に対してこれ以上の請求

をしないことを表明していることから、被告の刑が軽いものであっても控訴することはない。 

２．PRAYUDI NUMAHADI  宣誓のもと行った証言の要点は以下の通り： 
証人は被告 Hendra Mulya の経営する PT.Indosari Botani の社員であって、1996 年から現

在まで同社で勤務していることは事実である。 
証人は同社でテムラワック飲料の製造部門で働いていることは事実である。 
同社で製造するテムラワック飲料は、Johny 別名 Thang の経営する会社の製造によるテムラ
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ワック飲料ですでに市場に流通しているものと同じ包装がされている。 
 
被告の証言： 
HENDRA MULYA  宣誓のもと行った証言の要点は以下の通り： 
被告は Perumahan Harapan Indah Blok EH/No.2-3 Bekasi に所在し、従業員 4 人を擁する

PT.Indosari Botani の経営者であるのは事実である。 
被告はすでに Indosari Botani という商標と図柄を付し、アルミニウムフォイルからなる袋

に入ったテムラワック飲料を製造したのは事実である。 
被告はかつて証人 Jhony が所有し、被告が製造するテムラワックの容器と同一の商標及び図

柄のテムラワック飲料を製造するPT.Citra Deli Kreasitamaの営業部門に勤務していたのは事

実である。 
被告の製品によって、証人 Jhony は被害を受け、国家警察に通報したが、その後証人は被告

と円満に示談が成立し、被告の謝罪を受入れ、通報を取消し、そのことによって、証人は被告

がどんなに軽い刑しか受けなくとも上訴しないことは事実である。 
 
証拠品： 
裁判所に提出された証拠品は以下の通りである： 

・Indosar botani 及び容器図柄の商標登録証写し 
・Indosari 及び容器図柄商標のテムラワック飲料真正品１箱 
・模造品と疑われる Indosari 及び容器図柄商標のテムラワック飲料１箱その他 
裁判に提出された証拠品は合法的に押収されたものであるので、証拠の補強に使用される。 
裁判長はこれらの証拠品を被告及び各証人に見せ、各人これらを確認した。 
 
 
検討： 
証人の証言、被告の証言及び裁判に提出されひとつひとつ照合された証拠品に基づいて、被

告は選択的に作成した訴状に記載された第３の訴えに係る行為を行ったとことは事実であると

認められる。 
 
裁判で明らかにされた事実に基づき、第 3 の訴えすなわち刑法 382 条の 2 に関する犯罪行為

が証明されたとの結論に達する。その犯罪行為の各要素は以下の通りである： 
 
何人も 
本訴訟においては、被告 Hendra Mulya である。 
よって「何人も」の要素はすでに満たされた。 
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本訴訟において、被告の行為により、証人 Jhony は道徳的、物質的に被害を受けた。 
よってこの要素もすでに満たされた。 
 
上記説明により、公訴検事は、本訴訟において第 3 の訴えにかかる事項はすでに法に基づき、

公訴状に記載の通り十分に証明された。 
 
公訴判事は求刑にあたって、次の事項を考慮した： 
増刑事項： 

・他人に被害を与えたこと 
 
減刑事項： 

・被告は初犯であること 
・通報した証人から、被告との間ですでに示談が成立し、証人はいかなる請求もせず、被告が

軽い刑に処せられても上訴しないことは明らかにされていること。 
 
以上により、公訴判事は本訴訟において関連する法律を考慮し以下のように求刑する： 
 

求刑： 
本裁判を審理するブカシ地方裁判所に次の判決を下すように求める： 

１．被告 HENDAR MULYA は刑法 382 条の 2 に規定される詐欺という犯罪行為を行った。 
２．被告 HENDAR MULYA に懲役 4 ヶ月、執行猶予 8 ヶ月の刑を下す。 
３．証拠品は、商標登録証及び飲料の見本である。 
４．裁判費用 Rp1000 は被告が負担する。 
 
本求刑書は本日 1999 年 5 月 14 日に法廷で読み上げる。 
 
 

1999 年 5 月 14 日ブカシにて 
公訴判事 
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添付資料２０ 

中央ジャカルタ商務裁判所に提訴された知的財産関連裁判一覧表 

訴訟番号 

訴訟の種類 原告 
原告

国籍
被告 

被告

国籍
提訴日 確定判決 裁判所 

01/Merek/2001 商標登録取消 PT. Lautan Luas Tbk 尼 Mr. Utaya Yososudarmo 尼 2001/11/21 原告勝訴 最高裁 

02/Merek/2001 商標登録取消 PT. Davinci Collection  尼 Mr. Robin Wibowo 尼 2001/11/23 原告敗訴 商務裁 

03/Merek/2001 
拒絶査定不服 

Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha 日  商標局 尼 2001/11/28 
原告勝訴 再審 

04/Merek/2001 
拒絶査定不服 

Ferrarｙ S.P.A.  伊 PT. Citra Asih Aromindo、商

標局 

尼 2001/11/29 
原告勝訴 最高裁 

05/Merek/2001 商標登録取消 Brother Industries, Ltd.  日 PT. Multijaya Girimas 尼 2001/12/4 原告敗訴 商務裁 

06/Merek/2001 
商標登録取消 

Audemars Piguet holding CH PT. Adi Perkasa Buana、商標

局 

尼 2001/12/15 
原告勝訴 商務裁 

07/Merek/2001 
商標登録取消 

Berger International Ltd.  新 Berger-Seidle Gmbh.  独 2001/12/11 
原告勝訴 再審 

08/Merek/2001 
商標登録取消 

Laboratoire Cosmetique De 

Lecouse 

仏 PT. Universe Lion  尼 2001/12/12 
原告敗訴 最高裁 

09/Merek 2001 商標登録取消 Morgan S. A. 仏 Fong Sui Pao、商標局 尼 2001/12/12 原告勝訴 商務裁 

10/Merek/2001 (取下） PT.Insan Makmur Sejati 尼 Jogi Hendra Atmajaya 尼 2001/12/31 訴訟取下 商務裁 

11/Merek/2001 
商標登録取消 

Santa Barbara Polo & Racquet 

Club 

米 PT. Primajaya Pantes 

Garment、商標局 

尼 2001/12/31 
原告勝訴 最高裁 

01/Merek/2002 
商標登録取消 

PT. Langgeng Pramudita  尼 PT. Super Sealindo Kencana、

商標局       

尼 2002/1/23 
原告敗訴 最高裁 

02/Merek/2002 商標登録取消 Efendｙ 尼 Suwardjono 尼 2002/1/29 原告敗訴 再審 
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03/Merek/2002 商標登録取消 Efendｙ 尼 Suwardjono 尼 2002/2/4 原告敗訴 再審 

04/Merek/2002 
商標登録取消 

PT. Primajaya Pantes Garmen 尼 Mohindar H.B 尼 2002/2/11 
原告勝訴 最高裁 

05/Merek/2002 商標登録取消 PT. Catur Wangsa Indah 尼 Iming Sidarta、商標局 尼 2002/2/20 原告敗訴 商務裁 

06/Merek/2002 商標登録取消 Cespa SRL  伊 Piong San Po, 商標局 尼 2002/2/25 原告敗訴 商務裁 

07/Merek/2002 商標登録取消 PT. Kumalajaya Internusa 尼 Siswandi、商標局 尼 2002/2/28 原告敗訴 再審 

08/Merek/2002 商標登録取消 Ign. Herry Susanto 尼  Dr. Yusuf Dinata 尼 2002/2/28 原告敗訴 最高裁 

09/Merek/2002 商標登録取消 Sugiono 尼 Hermanto Kargito、商標局 尼 2002/3/4 訴訟取下 商務裁 

10/Merek/2002 商標登録取消 PT. Merdeka Jaya Sentosa 尼 PT. Gumas Agung、商標局 尼 2002/3/14 原告勝訴 商務裁 

11/Merek/2002 商標登録取消 Ade Willyanto 尼 Bambang Wijaya、商標局 尼 2002/3/19 原告敗訴 商務裁 

12/Merek/2002 不使用商標取消 NV. STTC 尼 商標局 尼 2002/3/25 原告敗訴 最高裁 

13/Merek/2002 
商標登録取消 

Hachette Filipacchi Magazine 

Inc.  

米 ACP Mastheads PTY LTD、商標

局 

豪 2002/3/26 
原告勝訴 商務裁 

14/Merek/2002 商標登録取消 Brother Industries Ltd. 日 Multijaya Girimas 尼 2002/4/1 原告勝訴 商務裁 

15/Paten/2002 特許審決取消 Takeda Chemical industries  日 特許局 尼 2002/4/5 原告敗訴 最高裁 

16/Merek/2002 商標登録取消 PT. Kalbe Farma Tbk  尼 Unilever NV 米 2002/4/9 訴訟取下 商務裁 

17/Merek/2002 
商標登録取消 

Kose Corporation 日 PT. Fortune Indonesia Adv. 

Co.、商標局 

尼 2002/4/15 
原告部分勝訴 商務裁 

18/Merek/2002 商標登録取消 A Testoni SPA  伊 Tjhia Ping Tju、商標局 尼 2002/4/17 原告勝訴 商務裁 

19/Merek/2002 
商標登録取消 

Maple Leaf Foods inc.、 Les 

Aliments Maple Leaf Inc.       

加  Ny. Tinne Ratulangi、商標局  尼 2002/4/25 
原告勝訴 最高裁 

20/Merek/2002 商標登録取消 Augusta Nationa Inc.  米 Arifin、商標局 尼 2002/5/2 原告勝訴 最高裁 

21/Merek/2002 商標登録取消 Efendy  尼 Soewarjo 尼 2002/5/7 原告勝訴 最高裁 

22/Merek/2002 
商標登録取消 

Haarkosmetik Und Parfumerian 

gmbh 

独 Ninna Ricci 仏 2002/5/15 
訴訟取下 商務裁 



 

 

151

23/Merek/2002 商標登録取消 Drs. Harry Sanusi  尼 PT. Jakarana Tama、商標局 尼 2002/5/29 原告勝訴 再審 

24/Merek/2002 

商標登録取消 

PT. Mitra Sitta Falah 尼 CV. Darma Bunda、Sutan 

Darmawan、Drs. Jonner. S, 

Afriadi Darmawan 

尼 2002/5/29 

訴訟取下 商務裁 

25/Merek/2002 
商標登録取消 

PT. Tiga Pilar Sejahtera 尼 CV. Makmur Stationeries & 

Co.、商標局 

尼 2002/5/29 
原告勝訴 商務裁 

26/Merek/2002 
商標登録取消 

Shyam Rupchand, Munli D. Tolani  尼 Yayasan Mahatma Gandi, 商標

局  

尼 2002/5/31 
原告敗訴 再審 

27/Merek/2002 商標登録取消 World Wide Brands Inc.         米 Ramli, 商標局 尼 2002/5/31 原告勝訴 商務裁 

28/Merek/2002 

商標登録取消 

Wendy's international          米 Candra Saputra, Indra 

Kusuma Atmaja, Yusik 

Arianto, Iwan Suprobo  

尼 2002/6/12 

原告勝訴 商務裁 

29/Merek/2002 
商標登録取消 

Unilever  NV                   蘭 PT. Champina Ice Cream, 商

標局 

尼 2002/6/14 
原告勝訴 最高裁 

30/Merek/2002 商標登録取消 PT. Ika Pharmindo Putramas  尼 Lipha, 商標局  尼 2002/6/20 原告敗訴 最高裁 

31/Merek/2002 商標登録取消 Zino davidoff S. A. CH Henry Tando. SH,  商標局 尼 2002/6/21 原告勝訴 商務裁 

32/Merek/2002 不使用商標取消 Ign. Herry Susanto             尼 Drs. Yusuf Dinata, 商標局 尼 2002/6/10 原告勝訴 最高裁 

33/Merek/2002 商標登録取消 Merck Kga. A                   豪  Edy Gunawan 尼 2002/7/16 原告敗訴 商務裁 

34/Merek/2002 商標登録取消 Comby Corporation              日 Iwan Wahyu 尼 2002/7/26 原告勝訴 最高裁 

35/Merek/2002 
商標登録取消 

Cespa SRL                      伊 Piong San Po, Trademaerk 

Directorate 

尼 2002/7/29 
原告勝訴 再審 

36/Merek/2002 
商標登録取消 

Soka Hutomo SH.                尼 PT. Central Sakti Medikal, 

商標局 

尼 2002/8/12 
原告勝訴 商務裁 

37/Merek/2002 商標登録取消 Nashua Corporation             米  Hindra Surya Joe 尼 2002/8/20 原告勝訴 商務裁 

38/Merek/2002 商標登録取消 GA Modefine SA.                CH Suandi Sutanto, 商標局 尼 2002/8/21 原告敗訴 最高裁 
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39/Merek/2002 商標登録取消 Pepsi Co. Inc.                 米 Yogi Pramono 尼 2002/8/29 原告勝訴 商務裁 

40/HKI-Desain 

Industri/2002 
商標登録取消 

PT. Jumbo Power International  尼 Liu Eddy Sucipto, 商標局 尼 2002/9/3 
原告敗訴 最高裁 

41/Merek/2002 

商標登録取消 

Distillerdeerij En 

Likeurstokerij Herman Jansen 

BV                           

蘭 PT. Central Sari Medical, 

商標局 

尼 2002/9/3 

原告勝訴 商務裁 

42/Merek/2002 商標登録取消 Shanghai Xinxing Lock Factory  中 Peng Kee Company 新 2002/9/19 原告勝訴 最高裁 

43/Merek/2002 商標登録取消 Alfred Dunhil Limited          英 Mulyati Kusnadi Cs. 尼 2002/9/19 原告勝訴 最高裁 

44/Merek/2002 商標登録取消 Vanson Electronics Ltd.        香 Liem Giok Mui 尼 2002/9/23 原告勝訴 最高裁 

45/Merek/2002 商標登録取消 Mars Incorporated Cs.          米 Henny Tasman, 商標局 尼 2002/9/24 原告敗訴 商務裁 

46/Merek/2002 
商標登録取消 

Ford Motor Company             米 PT. Federal Cycle Mustika, 

商標局 

尼 2002/9/25 
原告勝訴 商務裁 

47/Merek/2002 
商標登録取消 

Switz International PTE. LTD   新 Centranusa Insan 

Cemerlang , 商標局 

尼 2002/9/30 
訴訟取下 商務裁 

48/Merek/2002 
商標登録取消 

Reid Tailor & International 

Ltd.            

BS Gobin Pursoomal, 商標局 尼 2002/10/9 
原告敗訴 最高裁 

49/Merek/2002 
商標登録取消 

Yayasan Trisakti               尼 Ir. Asri N. I. Adjidarmo Ms 

Cs  

尼 2002/10/10 
原告敗訴 商務裁 

50/Merek/2002 商標登録取消 American Tool Companies        米 Sunandi Linanda 尼 2002/10/17 原告勝訴 最高裁 

51/Merek/2002 
商標登録取消 

PT. Boga Mulia Nagadi          尼 PT. Milenium Pharmacon 

Int'l Tbk  

尼 2002/10/24 
原告勝訴 商務裁 

52/Merek/2002 商標登録取消 Aki habara electric Co. Pte    香 Njiauw Nie Tjzie 尼 2002/10/28 原告勝訴 最高裁 

53/Merek/2002 
商標登録取消 

Davidof & Cie SA              CH NV. Sumatra Tobacco Trading 

Company, 商標局 

尼 2002/10/31 
原告勝訴 最高裁 

54/Merek/2002 
不使用商標取消 

Reemtsma Cigarettenfabriken 

Gmbh                         

DK NV. Sumatra Tobacco Trading 

Company, 商標局 

尼 2002/10/31 
原告勝訴 再審 
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55/Merek/2002 商標登録取消 Mak Kwee Chung                 尼 Halim Sutjipti Liem  尼 2002/10/31 訴訟取下 商務裁 

56/Merek/2002 商標登録取消 PT. Aqua Golden Tbk            尼 Nasution aries S.B., 商標局 尼 2002/11/5 原告勝訴 最高裁 

57/Merek/2002 商標登録取消 Universitas Trisakti           尼 Yayasan Trisakti, 商標局 尼 2002/11/6 原告敗訴 商務裁 

58/Merek/2002 商標登録取消 Jockey International           米 Juhar Rimba  尼 2002/11/7 原告勝訴 商務裁 

59/Merek/2002 
商標登録取消 

Metal Manufacture Limited      中? Edianto Ong , Trademark 

Directirate 

尼 2002/11/12 
原告勝訴 商務裁 

60/Merek/2002 
商標登録取消 

Kokomto Inggratupoli bdn., 

Multi warna Rasa               

尼 Utama Wijaya  尼 2002/11/13 
原告敗訴 商務裁 

61/Desain 

industri/2002 
商標登録取消 

Tuan Sukianto  尼 PT. Ulttrindo Bintang 

Tamnindo              

尼 2002/11/15 
訴訟取下 商務裁 

62/Merek/2002 商標登録取消 PT. Aqua Golden Tbk            尼 Margowati, 商標局 尼 2002/11/19 原告勝訴 商務裁 

63/Merek/2002 商標登録取消 PT. Aqua Golden Tbk            尼
HM. Mansur Syaerozi, 

Trademark Direktorate 
尼 2002/11/19 原告敗訴 商務裁 

01/Merek/2003  商標登録取消 Blount Inc.  米 
PT. Lestarindo Ampuh 

Perkasa  
尼 2003/1/8 原告勝訴 商務裁 

02/Merek/2003  不使用商標取消 PT. Topindo Atlas Dunia  尼
PT. Lumasindo Perkasa & 

DGIPR 
尼 2003/1/8 原告勝訴 再審 

04/Merek/2003  商標登録取消 
Halim Pangestu Phang alias 

Phang Tjong Liem   
尼 Liong Wang Tjong & DGIPR 尼 2003/1/29 原告敗訴 再審 

05/Paten/2003  (取下） PT. Strawland  尼
PT. Seoilindo Primatama & 

DGIPR 
尼  -  訴訟取下 最高裁 

06/Merek/2003  商標登録取消 Fujian Donghail Ltd.  中 Arifin Kusni & DGIPR 尼 2003/2/3 原告敗訴 最高裁 

07/Merek/2003  商標登録取消 Frazer and Neave, Limited 新 Lie Liana Ratna Sari & DGIPR
尼, 

尼 
2003/2/3 原告勝訴 商務裁 

08/Merek/2003  商標登録取消 
Kokomto Inggratupoli, b.d.n 

Multi Warna Rasa  
尼 Utami Wijaya  尼 2003/2/4 原告勝訴 最高裁 
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09/Merek/2003  商標登録取消 Walton international Limited KY Tju Thiam Khun 尼 2003/2/17 原告勝訴 最高裁 

10/Merek/2003  商標登録取消 
Renaissance Hotel Holdings, 

Inc.  
米 

PT Ramada Cindera 

International  
尼 2003/2/17 原告勝訴 商務裁 

11/Merek/2003  不使用商標取消 Liong Wang Tjong  尼 Phang Tjong Liem & DGIPR 尼 2003/2/17 原告敗訴 最高裁 

12/Merek/2003  拒絶審決取消 
Supermax International Private 

Limited  
印 DGIPR 尼 2003/2/21 原告敗訴 商務裁 

13/Merek/2003  商標登録取消 PT Wings Surya   尼 Yanti Tjandra  尼 2003/2/27 原告勝訴 商務裁 

14/Merek/2003  商標登録取消 Spy Optic, Inc.  米 
Jorge Guillemo Barrios 

Garavito  & DGIPR 

PE, 

尼 
2003/3/5 原告勝訴 商務裁 

 

15/Merek/2003  

 

商標登録取消 

 

Soeharso  

 

尼

 

Purwanto Daniel Salim & 

DGIPR 

 

尼 

 

2003/3/6 

 

原告勝訴 

 

再審 

16/Merek/2003  不使用商標取消 Abdul Alex Soelystio  尼
S.C. Johnson Home Storage, 

Inc.  
米 2003/3/6 原告敗訴 最高裁 

17/Merek/2003  商標登録取消 Gianni Versace S.p.A.  伊 PT Prima Perahu Agung  尼 2003/3/11 原告勝訴 商務裁 

18/Merek/2003  商標登録取消 Jiangsu Jiangdong Group Corp. 中 Taruno Sembodo & DGIPR 尼 2003/3/13 原告敗訴 商務裁 

19/Merek/2003  商標登録取消 Senshido, Co., Ltd.   台
PT Senshido Indonesia 

Pratama  
尼 2003/3/24 原告勝訴 最高裁 

20/Merek/2003  損害賠償請求 Yayasan Trisakti 尼

Prof. Dr. Thoby Mutis, Ir. 

Hendro Yassin Msc. Ph.D., 

Ir. Asri N.I. Adjidarmo, 

M.S. 

尼 2003/4/1 原告敗訴 最高裁 

21/Merek/2003  商標登録取消 GA Modefine S.A   中
 Kiky Thondy Kartawidjaja & 

DGIPR 
尼 2003/4/9 原告勝訴 商務裁 

23/Merek/2003  商標登録取消 Lim Fran Limanto  尼 Soe Ie & DGIPR 尼  -  訴訟取下 商務裁 

24/Merek/2003  商標登録取消 PT Diamon Cold Storage  尼 Teddy Winata & DGIPR 尼 2003/4/15 原告勝訴 最高裁 
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25/Merek/2003  商標登録取消 Klinger AG  CH
PT Aresda Purnama Loka, 

DGIPR 
尼 2003/4/15 原告敗訴 商務裁 

26/Merek/2003  商標登録取消 Gianni Versace S.p.A.  伊 Sutedjo  尼 2003/4/17 原告勝訴 商務裁 

27/Merek/2003  商標登録取消 Sunsweet Growers Inc.  米 NG. Sing Cheong  尼 2003/4/22 原告勝訴 最高裁 

29/Merek/2003  損害賠償請求 PT Aqua Golden Mississippi Tbk. 尼 Tuan Tau Gwan Harjanto  尼 2003/4/28 原告部分勝訴 最高裁 

30/Merek/2003  損害賠償請求 PT Aqua Golden Mississippi Tbk. 尼 Tuan Harry Ie Khong  尼 2003/4/28 原告部分勝訴 最高裁 

31/Desain 

Industri/2003  
意匠登録取消 CV Gemilang 尼 PT Cahaya Buana Intitama  尼 2003/4/28 原告敗訴 商務裁 

32/Merek/2003  不使用商標取消 PT Sinar Antjol  尼 Suryadi Rusli  尼 2003/5/5 原告勝訴 最高裁 

33/Merek/2003  商標登録取消 
Salvatore Ferragamo Italia 

S.p.A.  
伊

Edy Saputra Pelawi, SH. & 

DGIPR) 
尼 2003/5/8 原告勝訴 商務裁 

34/Merek/2003  商標登録取消 Pioneer Kabushiki Kaisha  日
Century Batteries Indonesia 

Ltd. & DGIPR 
尼 2003/5/12 原告勝訴 最高裁 

35/Merek/2003  商標登録取消 Susanto Salim  尼
PT Cahayabuana Intitama & 

DGIPR 
尼 2003/3/13 原告敗訴 最高裁 

36/Merek/2003  商標登録取消 Canon Kabushiki Kaisha  日
Sapto Handoyo, b.d.n. Artha 

Photo & DGIPR 
尼 2003/5/13 原告勝訴 最高裁 

37/Paten/2003  損害賠償請求 PT Tata Logam Lestari 尼 PT Sugi Langgeng Gentalindo 尼  -  原告勝訴 再審 

38/Merek/2003  商標登録取消 The Hearst Corporation  米 Sugiarto Tantra & DGIPR 尼 2003/5/21 原告勝訴 商務裁 

39/Merek/2003  商標登録取消 Boncafe Inernational Pte Ltd. 新 Budi Harianto  尼 2003/5/21 原告勝訴 商務裁 

40/Merek/2003  商標登録取消 Bayer Aktiengesellschaft  独
PT Citradeli Kreasitama & 

DGIPR 
尼 2003/5/22 原告勝訴 商務裁 

41/Merek/2003  商標登録取消 Boncafe International Pte Ltd. 新 Evelina Natadihardja  尼 2003/5/22 原告勝訴 最高裁 

42/Merek/2003  商標登録取消 Drs. Harry Sanusi  尼 PT Jakarana Tama  尼 2003/5/22 原告敗訴 再審 
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43/Merek/2003  商標登録取消 Virgin Enterprise Limited 英 PT Gracia Suksestama & DGIPR 尼 2003/5/26 原告勝訴 商務裁 

44/Merek/2003  商標登録取消 DC Comics Inc.  米 Sunardo Sivz & DGIPR 尼  -  原告勝訴 商務裁 

45/Merek/2003  商標登録取消 Hans Schwarzkopf GmbH & Co KG 独
PT Healtindo Intipersada & & 

DGIPR 
尼 2003/6/3 原告勝訴 商務裁 

46/Merek/2003  商標登録取消 Noxell Corporation  米 Djohan Taslim & DGIPR 尼 2003/6/9 原告敗訴 商務裁 

47/Merek/2003  商標登録取消 Gianni Versace S.p.A.  伊 Iwan Basari  尼 2003/6/18 原告勝訴 商務裁 

48/Merek/2003  商標登録取消 PT Wings Surya  尼  Hony Suningrat  尼 2003/6/20 原告勝訴 商務裁 

50/Merek/2003  商標登録取消 Daimler Chrrysler Corporation 米 Aliyang Hendra K & DGIPR 尼  -  訴訟取下 商務裁 

51/Merek/2003  商標登録取消 Gianni Versace S.p.A,   伊
PT Sunson Textile 

Manufacturer  
尼 2003/6/25 原告勝訴 商務裁 

52/Paten/2003  特許登録取消 

PT Karuna, PT Tanaprima 

Hastapersada, PT Forindoprima 

Perkasa, PT Murni Mapan Makmur, 

PT Murni Mapan Mandiri, PT Duta 

Prima Plasindo, PT Mitra Murni 

Makmur, PT Edeli Jaya Perkasa, 

PT Politama Pakindo, PT 

Poliplas Indah Sejahtera  

尼 PT Boma Internusa & DGIPR 尼  -  原告敗訴 最高裁 

53/Merek/2003  損害賠償請求 Yusrianto  尼 H. Achmad Syah Rizaldy  尼 2003/6/27 原告敗訴 最高裁 

54/Merek/2003  商標登録取消 Nokia Corporation  FI Ho Benny Saputra & DGIPR 尼 2003/7/3 原告勝訴 最高裁 

55/Merek/2003  商標登録取消 
Lanificio Ermenegildo Zegna & 

Figli S.p.A., Consitex S.A.  

伊、

中
Gobind Jivatram 尼 2003/7/7 原告勝訴 商務裁 

56/Merek/2003  商標登録取消 Samson Aktiengesell Schaft  独 Hendradjaja &  DGIPR 尼 2003/7/18 原告勝訴 商務裁 

57/Merek/2003  商標登録取消 PT Mustika Ratu Tbk.  尼 Tn Arif Prayudi &  DGIPR 尼 2003/7/28 原告勝訴 商務裁 

58/Merek/2003  不使用商標取消 PT Berca Sportindo  尼 Syahril &  DGIPR 尼 2003/8/4 原告敗訴 最高裁 

59/Merek/2003  商標登録取消 Fox Racing Inc.  米  Yendi Futanto & DGIPR 尼 2003/8/6 原告勝訴 商務裁 
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60/Merek/2003  商標登録取消 Royal Canin S.A.  仏 PT Tanindo Subur Utama  尼 2003/8/11 原告勝訴 最高裁 

61/Merek/2003  商標登録取消 Sanford SmbH  独 Adhi Sunata  尼  -   訴訟取下 商務裁 

62/Merek/2003  商標登録取消 
Kabushiki kaisha Toshiba, 

b.d.n Toshiba Corporation  
日 Chua Jacob Soeteja & DGIPR 尼 2003/8/19 原告勝訴 商務裁 

63/Merek/2003  不使用商標取消 PT Epiderma Indonesia Indah  尼 Srilinarti Sasmito  尼 2003/8/21 原告勝訴 最高裁 

64/Merek/2003  商標登録取消 
Malaysia Diary Industries Pte 

Ltd.  
新 Haryanto Kusuma Halim  尼 2003/8/21 原告勝訴 商務裁 

66/Merek/2003  商標登録取消 Daichi Pharmaceutical Co. Ltd. 日 PT LAPI & DGIPR 尼 2003/8/29 原告敗訴 最高裁 

67/Merek/2003  商標登録取消 Strellson AG   中
PT Wirako Aspas Ditex & 

DGIPR 
尼 2003/8/29 原告勝訴 商務裁 

68/Merek/2003  商標登録取消 Benetton Group S.P.A.  伊
N.V Sumatra Tobacco Trading 

Company  
尼 2003/8/29 原告勝訴 最高裁 

69/Merek/2003  商標登録取消 K-Link Sendirian Berhad  MY
PT Royal Body Care Indonesia 

& DGIPR 
尼 2003/9/2 原告敗訴 商務裁 

70/Merek/2003  商標登録取消 
Zhangzhou Pientzehuang 

Pharmaceutical Co. Ltd.  
中 Dhalim Soekodanu & DGIPR 尼 2003/9/4 原告勝訴 最高裁 

71/Merek/2003  商標登録取消 

Kabushiki Kaisha 

Audio-Technica 

(Audio-Technica Corp)  

日
Djunarjo Liman b.d.n. Duria 

International & DGIPR 
尼 2003/9/8 原告勝訴 商務裁 

72/Merek/2003  商標登録取消 Lie Tjen Tek  尼 Me Rie  尼 2003/9/23 原告敗訴 商務裁 

73/Merek/2003  拒絶審決取消 PT Erela  尼 DGIPR 尼 2003/9/23 原告勝訴 商務裁 

74/Hak Cipta/2003  著作権登録取消 Yayasan Trisakti 尼
Universitas Trisakti & 

DGIPR 
尼 2003/10/6 原告敗訴 最高裁 

75/Merek/2003  商標登録取消 PT Bogamulia Nagadi  尼 Kamil Setiadi  尼 2003/10/9  _ 商務裁 

76/Merek/2003  商標登録取消 Fox Racing Inc.  米 Yendi Futanto & DGIPR 尼 2003/10/9 原告勝訴 商務裁 

77/Merek/2003  商標登録取消 Gianni Versace S.p.A.   伊 Sutardjo Jono  尼 2003/10/10 原告勝訴 商務裁 

78/Merek/2003  商標登録取消 Gianni Versace S.p.A.  伊 Yulianus Mustafa  尼 2003/10/14 原告勝訴 商務裁 
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79/Merek/2003  

 

損害賠償請求 

 

Srilinarti Sasmito  

 

尼

 

PT Epiderma Indonesia Indah 

& DGIPR & BPOM  

 

尼 

 

2003/10/16 

 

原告敗訴 

 

最高裁 

80/Merek/2003  拒絶審決取消 Ny. Kartika  尼 Senshido Co. Ltd.  & DGIPR 台 2003/10/22 原告敗訴 商務裁 

81/Hak Cipta/2003  損害賠償請求 PT. Ardya Insani Int'l  尼

PT Avidex Centra 

Enterprice, PT 

International Chemical 

Industry  & Apple Tree 

Films  Pte. Ltd.  

尼,

新 
2003/10/24 原告敗訴 最高裁 

82/Merek/2003  損害賠償請求 PT Sinar Agung Makmur Sentausa 尼
 PT Sari Agung, PT Jaya 

Mitra, PT Citra Rasa Utama 
尼 2003/11/19 原告敗訴 商務裁 

83/Merek/2003  損害賠償請求 PT Marizarasa Sarimurni  尼 H.R. Muksin  尼 2003/11/20 原告部分勝訴 最高裁 

84/Merek/2003  商標登録取消 PT Tangguh Sakti Pondasi Megah 尼 Edy Suryadi Patty 尼 2003/12/29 原告勝訴 商務裁 

01/Merek/2004  商標登録取消 Gianni Versace, S.P.A.  伊 Sutedjo  尼 2004/1/8 原告勝訴 最高裁 

02/Desain 

Industri/2004  
意匠登録取消 Precision Tooling S.P.A  伊 Andreas Stihl AG & Co.KG  独 2004/1/9 原告敗訴 最高裁 

03/Merek/2004  商標登録取消 Ny. Lis Linawati  尼 PT Cipta Pribadi Istana  尼 2004/2/3 原告敗訴 最高裁 

04/Hak Cipta/2004  損害賠償請求 Kasim Tarigan 尼
Directorate General of 

Customs & Excise 
尼 2003/2/4 原告敗訴 商務裁 

05/Hak Cipta/2004  損害賠償請求 Dr. Ir. Jurizal Julian Luthan 尼
PT. Menara Megah & PT. 

Pertamina  

尼, 

尼 
2004/3/1 原告部分勝訴 最高裁 

06/Merek/2004  商標登録取消 Aerosoles International Inc.  米 PT Matahari Putra Prima  尼 2004/3/1 原告勝訴 商務裁 

07/Desain 

Industri/2004  
意匠登録取消 

PT. Margahayu Jaya Indah 

Plastik  
尼 Soka Atmajaya & DGIPR 尼 2004/3/8 原告勝訴 最高裁 

08/Merek/2004  商標登録取消 
Delaware Capital Formation 

Inc.   
米 Khe Susanto  尼 2004/3/16 原告勝訴 最高裁 
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10/Merek/2004  商標登録取消 

Compagnie Geberake Des Etab 

Lissements Michelin-Michelin & 

Cie  

仏 Edwin Yasin  尼  -   （訴訟取下） 商務裁 

11/Merek/2004  商標登録取消 Drs Harry Sanusi  尼 Frazer And Neave Limited  新 2004/3/31 原告敗訴 商務裁 

12/Merek/2004  商標登録取消 Irwan Chandra   尼 CV Tongkat Unggul & DGIPR 尼 2004/4/1 原告勝訴 最高裁 

13/Merek/2004  商標登録取消 Sanyo Electric Co., Ltd.   日 Kennry Purwono & DGIPR 尼 2004/4/2 原告勝訴 商務裁 

14/Merek/2004  商標登録取消 Watson Enterprises Limited  VG
PT Senshido Beautyana 

Semesta &  DGIPR 
尼 2004/4/13 原告勝訴 商務裁 

15/Merek/2004  商標登録取消 Hallmark Cards Plc.  英  Hendrawan &  DGIPR 尼 2004/4/13 原告敗訴 最高裁 

16/Merek/2004  商標登録取消 Sunkist Growers, Inc.  米 Soefianto Leonard  尼 2004/4/14 原告勝訴 商務裁 

17/Merek/2004  商標登録取消 Jiangsu Jiangdong Group Corp. 中 Tuan Musdjaja Trihadi  尼 2004/4/14 原告勝訴 再審 

18/Merek/2004  商標登録取消 Soeharso (ID) 尼 Albert Salim & DGIPR 尼  -  原告敗訴 最高裁 

19/Merek/2004  損害賠償請求 
PT Goodyear Tire & Rubber 

Company  
米 PT Banteng Pratama Rubber 尼 2004/4/19 原告敗訴 商務裁 

20/Merek/2004  商標登録取消 PT Restu Ibu Citra Husada  尼 Yayasan Restu Ibu & DGIPR 尼 2004/4/28 原告敗訴 最高裁 

22/Merek/2004  商標登録取消 Exxon Mobil Corporation  米 
PT Karisma Gemilang Wahana & 

DGIPR 
尼 2004/4/30 原告勝訴 最高裁 

23/Merek/2004  不使用商標取消 PT Segara Husada Mandiri  尼
PT Gresik Sarana Tirta & 

Dirjen DGIPR 
尼 2004/4/30 原告敗訴 商務裁 

24/Merek/2004  商標登録取消 Andris  尼 Agus Yadi Kiung  尼 2004/5/6 原告勝訴 最高裁 

25/Merek/2004  商標登録取消 French Connection Limited  英
Sunil Tarachan Mirchandani 

& DGIPR 
尼 2004/5/26 原告勝訴 商務裁 

26/Merek/2004  商標登録取消 French Connection Limited  英 D.B.Mirchandani & DGIPR 尼 2004/5/26 原告敗訴 商務裁 

27/Merek/2004  商標登録取消 GA Modefine S.A.   中 Sutedjo & DGIPR 尼 2004/6/1 原告勝訴 最高裁 

28/Hak Cipta/2004  著作権登録取消 Kesatuan Pelaut Indonesia  尼 Hanafi Rustandi & DGIPR 尼 2004/6/7 原告敗訴 最高裁 
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30/Merek/2004  商標登録取消 Ny. Kartika 尼 Senshido Co. Ltd.  & DGIPR 台 2004/6/24 原告敗訴 最高裁 

31/Merek/2004  不使用商標取消 Carabao Tawandang Co. Ltd.  TH
NV. Sumatra Tobacco Trading 

Company  
尼 2004/6/29 原告敗訴 商務裁 

32/Merek/2004  商標登録取消 Del Monte Corporation  米 PT Bika Jaya Food & DGIPR 尼 2004/7/1 原告敗訴 最高裁 

33/Merek/2004  商標登録取消 Canali Ireland Limited  IE Arifin Roesli & DGIPR 尼 2004/7/1 原告敗訴 商務裁 

35/Merek/2004  商標登録取消 Acushnet Company  米 Mei Ing  尼 2004/7/12 原告勝訴 商務裁 

36/Merek/2004  商標登録取消 
Malaysia Diary Industries Pte 

Ltd.  
新 Arjan Gagandas Lalmalani  尼 2004/7/14 原告勝訴 最高裁 

37/Merek/2004  拒絶審決取消 Tjoeng Efendy alias Efendy  尼
Trademark Appeal Commision 

of DGIPR  
尼 2004/7/19  （審理中） 商務裁 

38/Merek/2004  商標登録取消 Lai Luoh Enterprise Co. Ltd. 台  Herry Chandra  尼 2004/7/21 原告敗訴 最高裁 

39/Merek/2004  損害賠償請求 PT Gresik Sarana Tirta  尼 PT Segara Husada Mandiri  尼 2004/7/26 原告敗訴 商務裁 

40/Merek/2004  商標登録取消 PT Segara Husada Mandiri  尼
PT Gresik Sarana Tirta & 

DGIPR 
尼 2004/7/30 原告勝訴 商務裁 

41/Merek/2004   （取下） Sukardi Fadjar  尼
PT Gano Excel International 

Cs.  
尼 2004/8/2  訴訟取下 商務裁 

42/Desain 

Industri/2004  
意匠登録取消 

Agus Gunawan, pemilik Guna 

Diesel  
尼

PT. Nusamandala Primadaya & 

DGIPR 
尼 2004/8/11 原告勝訴 最高裁 

43/Merek/2004  商標登録取消 Aboe Halim  尼 Hendra  尼 2004/8/12 原告敗訴 商務裁 

44/Merek/2004  商標登録取消 
Yamato Mishin Seizo Kabushiki 

Kaisha  
日 Surianto Purnomo & DGIPR 尼 2004/8/23 原告勝訴 商務裁 

45/Merek/2004  商標登録取消 Sergio Rossi S.P.A.  伊 Ruslim Rudy  尼 2004/8/25 原告勝訴 商務裁 

46/Desain 

Industri/2004  
意匠登録取消 PT. Cahaya Buana Intitama 尼 Robert Ito & DGIPR 尼 2004/9/3 原告敗訴 最高裁 

47/Desain 

Industri/2004  
意匠登録取消 BEJERSDOF AG  独 PT. ABACUS JAYA  尼 2004/9/9 原告敗訴 商務裁 
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48/Desain 

Industri/2004  
意匠登録取消 PT. Nobel Carpets  尼

 PT. Universal Carpets And 

Rugs & DGIPR 
尼 2004/9/15 原告敗訴 最高裁 

49/Desain 

Industri/2004  
損害賠償請求 Billy Hartono Salim 尼

PT. Gloria Origita 

Cosmetics  
尼 2004/9/16 原告部分勝訴 最高裁 

50/Merek/2004  商標登録取消 

Hawley & Hazel (BVI) Company 

Limited, Hawley & Hazel 

Chemical Co. (HK) Ltd.  

VG, 

香
Boediono Djiptodihardjo  尼 2004/9/21 原告勝訴 最高裁 

52/Merek/2004  商標登録取消 Daimler Chrrysler Corporation 米 Lela Sartika Dewi, DGIPR 尼 2004/9/27 原告勝訴 商務裁 

53/Merek/2004  損害賠償請求 Tatang Suganda 尼
Leong Keng Wan, PT. Multi 

Kayaka 
尼 2004/10/6 原告敗訴 商務裁 

55/Merek/2004  商標登録取消 
Zhongsan Risheng Electric 

Product Co. Ltd., 
中 Halim Kho, DGIPR 尼 2004/10/12 原告敗訴 商務裁 

56/Merek/2004  商標登録取消 Frazer And Neave Limited  新 Drs Harry Sanusi  尼 2004/10/19 原告勝訴 最高裁 

57/Merek/2004  商標登録取消 PT. Batik Keris dan DGIPR 尼 Afoe Herlangga 尼 2004/10/11 原告勝訴 最高裁 

58/Merek/2004  商標登録取消 Hawthorne Enterprose Limited KY Handy Butun 尼 2004/10/22 原告勝訴 最高裁 

59/Merek/2004  商標登録取消 Kronos Titan-GmbH & Co. OHG 独 PT. Titian Abadi Lestari 尼 2004/11/1 原告勝訴 商務裁 

60/Desain 

Industri/2004  
意匠登録取消 

Mr. Neven Megusar &  PT. 

Marigold Indokreasi  
独

CV. Shaniqua Marigold 

Bamboo, Khairul Effendi 

Pulungan & DGIPR) 

尼 2004/11/2 原告勝訴 最高裁 

61/Desain 

Industri/2004  
意匠登録取消 PT. Boma Internusa 尼

PT. PPEN Rajawali Nusantara 

Indonesia & DGIPR 
尼 2004/11/4 原告敗訴 最高裁 

63/Merek/2004  商標登録取消 Halim Pangestu Phang 尼 Liong Wang Tjong , DGIPR 尼 2004/11/8 原告勝訴 最高裁 

64/Merek/2004  商標登録取消 FIKE Corporation 米 Ratiza P. Widianto 尼 2004/11/12 原告勝訴 商務裁 

65/PATEN/2004/ 特許登録取消 
PT. TRIPRIMA INTIBAJA 

INDONESIA 
尼

PT. Emomoto Srikandi 

Industries 
尼  -  原告勝訴 最高裁 
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67/Merek/2004  商標登録取消 Hallmark Cards PLC 英 Hendrawan, DGIPR 尼 2004/12/9 原告敗訴 最高裁 

 

68/Merek/2004  

 

商標登録取消 

 

Tungsway Food & Beverage 

Holdings Pte Ltd 

 

新

 

 

PT Istana Pualam Kristal, 

DGIPR 

 

尼 

 

2004/12/15 

 

原告敗訴 

 

商務裁 

69/Merek/2004  商標登録取消 Bambang Susanto 尼 Jaelani, DGIPR 尼 2004/12/17 原告勝訴 商務裁 

70/Desain 

Industri/2004  
意匠登録取消 PT. Kahatex  尼

PT. Invetco Nusantara & 

DGIPR 
尼 2004/12/2 原告敗訴 商務裁 

71/Merek/2004  商標登録取消 Efendy 尼 Soewardjono 尼 2004/12/24 原告敗訴 商務裁 

72/Merek/2004  商標登録取消 Aboe Halim  尼 Hendra 尼 2004/12/24 原告敗訴 商務裁 

73/Merek/2004   (取下) 

PT. Charmindo Mitra Raharja, 

PT. Cottonindo ariesta, PD. 

Bali Jaya 

尼 Husein Thamrin 尼 2004/12/28  訴訟取下 商務裁 

74/Merek/2004  不使用商標取消 PT. Monysaga Prima 尼 PT. Manacoco sari 尼 2004/12/31 原告勝訴 商務裁 

国記号説明： 
BS：バハマ、CH：スイス、DK：デンマーク、FI：フィンランド、IE：アイルランド、KY：ケーマン諸島、 
MY：マレーシア、TH：タイ VG：英国バージン諸島、 
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