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４． マレーシア  

 

（１） 法令等整備状況 

マレーシアの意匠制度に関する法令として、以下の法律、規則、出願

人向け資料が提供されている。 

(i) 法律 

 意匠法161（2002 年法律 A1140 により改正された 1996 年 12 月 1 日法律

552 2003 年 3 月 3 日施行） 

意匠に関する事項を規定する独立した法律である。 

 

(ii) 規則・政令等 

 意匠規則162（1999 年 7 月 14 日 PU(A)351 改正 1999 年 9 月 1 日施行） 

意匠に関する規則を規定する独立した政令である。 

 意匠（改正）規則 2012163（2012 年 1 月 26 日 KPDN(BUU)(PU2)26/5/19; 

PN(PU2) 588/III 2012 年 2 月 15 日施行）（資料編 4-1） 

上記意匠規則の修正規則であり、主に電子出願に対応する条項を付加

した内容となっている。意匠規則に対する修正箇所のみの記載となって

いる。 

 

(iii) 職員向け基準・ガイドライン等 

 意匠審査基準等は公開されていない164。 

 

(iv) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 出願人向け資料として、願書記載方法ガイドライン165（資料編 4-2）、

願書様式166（資料編 4-3）、出願ガイドライン167（資料編 4-4）、審査フロ

                                                   
161 特許庁外国産業財産権制度情報 マレーシア意匠法

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
162 特許庁外国産業財産権制度情報 マレーシア意匠規則

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日） 
163 マレーシア知的財産公社（MyIPO）ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/documents/10180/22956/idreg2012bi.pdf（最終訪問日 2013 年 1

月 23 日） 
164 アンケート調査結果  
165 MyIPO ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/documents/10180/35314/id-guidlines-13022012.pdf（最終訪問

日 2013 年 1 月 23 日）  
166 MyIPO ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/documents//10180/35314/ID1.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 23

日）  
167 MyIPO ウェブサイト  

http://www.utem.edu.my/crim/download/5industrialdesigns.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月

23 日）  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.myipo.gov.my/documents/10180/22956/idreg2012bi.pdf
http://www.myipo.gov.my/documents/10180/35314/id-guidlines-13022012.pdf
http://www.myipo.gov.my/documents//10180/35314/ID1.pdf
http://www.utem.edu.my/crim/download/5industrialdesigns.pdf
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ー図168（資料編 4-5）、料金表（出願等）169（資料編 4-6）、料金表（更新

等）170（資料編 4-7）があり、本報告書の資料編に仮訳を添付した。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 マ レ ー シ ア 知 的 財 産 公 社 （ Malaysia Intellectual Property 

Corporation: MyIPO） 

http://www.myipo.gov.my/home 

  

下記組織図171の意匠課（Industrial Designs Division）が担当部署と

なる。 

 

                                                   
168 MyIPO ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-carta（最終訪問日 2013 年 1 月 23 日）  
169 MyIPO ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/documents/10180/30034/ID_FORMS_%26_FEES%20%28new%

29.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 23 日）  
170 MyIPO ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/documents/10180/30034/NEW_FEES%20for%20registered%20

id%20%28ATTACH%20TO%20EFFECTIVE%20DATE%29.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月

23 日） 
171 MyIPO セブサイト http://www.myipo.gov.my/carta-organisasi（最終訪問日 2013 年 1 月

23 日）  

http://www.myipo.gov.my/home
http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-carta
http://www.myipo.gov.my/carta-organisasi
http://www.myipo.gov.my/documents/10180/30034/ID_FORMS_%26_FEES%20%28new%29.pdf
http://www.myipo.gov.my/documents/10180/30034/NEW_FEES%20for%20registered%20id%20%28ATTACH%20TO%20EFFECTIVE%20DATE%29.pdf
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 意匠課内の詳細組織図を示す172。 

Director

MOHD. FAIIZUDIN MOHD. SHARUJI

Section Formality

Officer

Section Search & Examination 

TEH NORLEZA BINTI ZAKARIA 
Officer

OfficerOfficerOfficer Officer

Assistant 
Officer

Assistant 
Officer

Assistant 
Officer

Clerk

ClerkClerk ClerkClerkClerk

 
 

（３） 統計情報173 

(i) 直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願数 1,920 1,702 1,465 1,677 1,871 

うち海外からの出願数  1,146 1,072 766 940 1,128 

うち日本からの出願数* （不明） 351 （不明） 264 393 

 

(ii) 直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録数 1,673 1,483 1,594 1,598 1,641 

うち海外からの登録数  1,076 903 1,067 850 927 

うち日本からの登録数* （不明） 252 （不明） 240 321 

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 意匠法第 3 条において、「意匠」の定義がなされており、  

『「意匠」とは，工業的方法又は手段により物品に適用される形状，輪

郭，模様又は装飾の特徴であって，完成した物品において視覚に訴え，

                                                   
172 アンケート調査結果  
173 アンケート調査結果、「うち日本からの出願数」及び「うち日本からの出願数」（＊）の

み WIPO 統計 これ以外のアンケートによる統計データ調査項目に関してはデータが無い

とのことで、数字が得られなかった。  
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視覚によって判断されるものをいう。ただし，次に掲げるものを含ま

ない。 

(a) 構成の方法若しくは原理 

(b) 物品の形状若しくは輪郭の特徴であって， 

(i) 当該物品が果たすべき機能によってのみ決定付けられるもの，

又は 

(ii) 意匠の創作者が，当該物品がその不可分の一部を構成すること

を意図している他の物品の外観に依存するもの』 

とされ、物品に適用されるものとしており、機能のみによるものを除外

している。 

 また、「物品」についても定義されており、  

 『「物品」とは，何らかの製造物品又は手工芸品をいい，それらの一部

も，個別に作成され販売される場合は，「物品」に含める。ただし，

2000 年集積回路配置法にいう集積回路若しくは集積回路の一部，又

は当該集積回路を作成するために使用されるマスクは含めない。［法

律 A1077 第 2 条による改正］』（意匠法第 3 条） 

とされ、上記の意匠の定義と併せて、「個別に作成され販売され」ない部

分意匠は認められない。 

 「物品」が基礎となっており、アイコン、GUI（グラフィカル・ユー

ザー・インターフェイス）等は保護対象とはならないものと推測されて

いたが174、アンケート調査ではグラフィックシンボル及びアイコンも保

護対象とされているとの回答が得られた175。 

 ただし、ヒアリング調査ではシンボルマークは商標として、物品を離

れた模様（パターン）は意匠としてではなく著作物として保護される、

とのことであった176。 

 

 物品又は製品の一部に関して意匠の定義に明確に言及されていないた

め、部分意匠制度の有無は不明確であるが、保護されるべき部分を実線

でで描き、その他の残りの部分を点線で示す、又は保護されるべき部分

を色のついたインキで囲む、ことは可能である177。 

                                                   
174 『意匠の保護要件に対する各国比較報告書』（（社）日本国際工業所有権保護協会、2001

年 3 月）p.124 
175 アンケート調査結果  
176 ヒアリング調査結果  
177 意匠出願ガイドライン 3.0 表現ガイド  
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(ii) 審査フロー図 

 以下に意匠出願の審査フロー図178を示す。 

 

 

(iii) 使用される意匠分類 

 ロカルノ分類（第 8 版179）が使用される（意匠（修正）規則 7）。独自

の意匠分類は存在しない180。 

 

 

                                                   
178 MyIPO ウェブサイト http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-carta（最終訪問日 2013

年 1 月 23 日）  
179 アンケート調査に対する回答は得られなかったが、MyIPO ウェブサイト掲載の分類表には、

「14-04 SCREEN DISPLAYS AND ICONS」が存在しているため、第 8 版が使用されてい

ると推定できる。http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-klasifikasi（最終訪問日 2013

年 1 月 23 日）  
180 アンケート調査結果  

http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-carta
http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-klasifikasi
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(iv) 出願 

出願日は、出願人が特定でき、所定数の意匠の表示が提出され、所定

の手数料が納付される日とされている（意匠法第 16 条）。 

出願人が創作者である場合はその旨の陳述書、出願人が創作者でない

場合は登録に対する出願人の権利を正当化する陳述書を添付する（意匠

規則 6）。 

出願はマレー語又は英語で記載することとされ、それ以外の言語の書

類には登録官が満足する形での証明がなされた（認証）翻訳文の添付が

求められる（意匠（修正）規則 6）。 

出願様式への記載事項を以下に示す。 

 出願人氏名、住所 

 創作者氏名、住所 

 代理人氏名、住所（該当する場合、さらに Form ID 10 の提出が必

要） 

 意匠を適用する特定の物品又は組物の名称 

 ロカルノ分類のクラス及びサブクラス 

 図の数及び公報に掲載する図 

 複数出願の場合、登録を求める意匠の数 

 関連意匠番号（意匠法第 23 条、意匠規則 17 の下に出願する場合） 

 優先権主張（意匠法第 17 条の下に出願する場合） 

   ・出願国 

   ・出願日 

   ・優先権出願の名前が本出願と異なる場合、その出願人名 

 分割出願（意匠法第 20 条の下に分割された出願の場合、先の出願

の情報） 

   ・意匠番号 

   ・出願日 

 宣誓書 

   ・出願人／代理人署名 

   ・日付 

 マレーシア国内での連絡先電話番号 

 

(v) 意匠の表現物及び表現手法 

意匠出願ガイドラインでは意匠の表現を 6 部提出することとなってい

る181が、意匠（修正）規則 10 により 1 部の提出に変更されている。 

 書類は A4 サイズの強靭な紙を使用し、片面のみの記載、ひび割れ・し

わ・折り目が無いこと、左側余白を 3cm 残すことが規定され、写真又は

図面の大きさは 12.5cm×9cm が指定されている。また、見本のサイズは

                                                   
181 意匠出願ガイドライン 3.0 表現ガイド  
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20cm の立方体以下とされる（意匠（修正）規則 10）。 

物品の定義から部分意匠制度はないが、意匠出願ガイドによれば「保

護されるべき部分を実線で描き、その他の部分を点線で示す、又はその

部分を色のついたインキで囲む」手法が解説されており、この手法を使

用する場合は「放棄（Disclaimer）」の陳述が必要としている182。 

 

(vi) 優先権 

 外国での最初の出願から 6 月以内にされた出願については、優先権を

主張することができる。出願時に先の出願がなされた官庁により認証さ

れた先の出願の謄本を提出する必要がある（意匠法第 17 条）。 

先の出願の出願日、出願番号、国際意匠分類による分類番号及び小分

類番号、国名、官庁を明記する。出願時に国際意匠分類番号が付与され

ていなかった場合はその事実を宣言において陳述し、分類番号の付与が

あり次第伝達する。認証謄本の提出は登録官による請求から 3 月以内。

先の出願がマレー語又は英語以外の場合は上記登録官の請求から 6 月以

内にマレー語又は英語の認証翻訳文を提出する（意匠規則 14）。 

 

(vii) 登録要件 

登録出願が方式要件（意匠法第 21 条）を満たしている場合は登録され、

出願人に登録書が交付される（意匠法第 22 条）。 

 意匠法第 21 条にいう方式要件とは意匠規則 3 から 14 までの要件であ

り（意匠規則 19）、規定の手数料、出願様式、出願人の権利を正当化す

る陳述書、マレー語・英語以外の書類についての翻訳文、分類の表示、

意匠の表示、新規性の陳述、優先権書類及びその翻訳文が含まれる。 

 また、国王又は国家元首の肖像、国家・州・都市・町・協会・法人・

機関・人の紋章、記章、騎士勲章、旗飾りの複製が意匠として表現され

る場合、承諾を与える権限を有する公人その他の使用に対する承諾が提

出されないとき拒絶する、との規定がある（意匠（修正）規則 16）。 

 法令としては上記要件が満たされると登録となるが、運用としてマレ

ーシア国内に登録された意匠を対象とした新規性（意匠法第 12 条）に関

する実体審査が行われている。実体審査は新規性のみを対象とし、先行

意匠調査はマレーシア国内の登録意匠と公知資料（出願人により提出さ

れた先行意匠）が対象とされる183。 

マレーシアの意匠登録制度における新規性は国内公知であり、当該出願

の優先日前に、当該意匠が、又は関係する取引において一般的に使用さ

れる、重要でない細部若しくは特徴においてのみ当該意匠と異なる意匠

が、 

                                                   
182 意匠出願ガイドライン 3.0 表現ガイド  
183 ヒアリング調査結果  
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(a) マレーシアの何れかの場所で公衆に開示されていた場合、又は 

(b) 他の出願人によりなされたマレーシアでの出願であって、より早

い優先日を有する他の意匠登録出願の内容であった場合において，そ

の内容が当該他の出願に基づき付与された登録に含まれていたとき 

当該意匠は、新規性を有しているとは認められない（意匠法第 12 条）。 

 

 また、ロカルノ分類の同一のクラス、又は同一の組物若しくは同一の

物品構成にかかわる場合、2 以上の意匠を同一の出願に含めることがで

きる（意匠法第 15 条）。 

 『「組物」とは，数個の物品であって，同一の一般的特徴を有し，かつ，

一括販売を常態とし又は一括使用を意図するものであり，各個に適用さ

れる意匠が，他の物品すべて若しくはその何れかに対して，同一である

か又は重要でない細部若しくは関連する取引において通常使用される特

徴においてのみ異なるものをいう。』とされる（意匠法第 3 条）。 

 

(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

 登録出願日前 6 月以内に、公式又は公認の博覧会に展示された場合、

又は出願人以外の他人による不法行為により開示された場合、新規性喪

失とはみなさない（意匠法第 12 条）。 

 これらの事実は出願時に出願に伴う陳述書にて提出するか、書面で登

録官に通知する必要がある（意匠規則 13）。 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

 出願は、方式要件を満たしていると判断された場合、登録簿に記載し

て登録され、意匠登録証が交付され、官報に公告される（意匠法第 22 条）。

ヒアリング調査では、登録出願は出願から 2 週間で公告される184。 

 第三者による情報提供制度、異議申立制度に関する条項は見当たらな

い。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

 公開を繰り延べる制度はない185。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

 権利付与前の異議申立制度に関する条項は見当たらない。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

 前記(vii)の要件が満たされ、運用による新規性が確認されると登録官

                                                   
184 ヒアリング調査結果  
185 アンケート調査結果  
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は登録簿に記載して意匠を登録し、意匠登録証を出願人に交付して、官

報に公告する（意匠法第 22 条）。 

 登録出願費用は書面出願では 500 マレーシア・リンギット（MRY）、

電子出願では 480MYR、図面 1 枚当たり 200MYR の公告費用（書面、電

子出願共通）が必要となる。 

 

(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

 意匠権は出願日に効力が生じたとみなされ、出願日から 5 年間存続し、

更新申請と更新料の納付により各 5 年間の期間を 2 期にわたり延長する

ことができる（意匠法第 25 条）。 

 意匠権者は、登録意匠が適用されている何らかの物品を、販売若しく

は賃貸のため又は何らかの取引若しくは事業目的での使用のために製造

若しくは輸入し、又は販売若しくは賃貸し、又は販売若しくは賃貸の申

出若しくは陳列をする排他権を有する（意匠法第 32 条(1)）。 

 意匠権の侵害となるのは以下の場合である（意匠法第 33 条）。 

(a) 当該意匠又はその不正又は明白な模倣（any fraudulent or obvious 

imitation）を当該意匠の登録対象である何らかの物品に適用する場合  

(b) 当該意匠又はその不正又は明白な模倣が所有者のライセンス又は同

意なしにマレーシア外で適用された物品を、販売のため又は何らかの取

引若しくは事業目的での使用のためにマレーシアに輸入する場合  

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立制度、無効審判制度 

 権利付与後の異議申立制度に関する条項は見当たらない。無効に関し

ては裁判所に訴訟を提起する必要がある（意匠法第 27 条）。 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

 方式審査にて出願が方式要件を満たさないと決定された場合、登録官

は出願人に通知し、出願を補正する機会を与える。期限内に出願人が方

式要件を満たしている旨を登録官に納得させることができない場合、又

は方式要件を満たすように出願を補正することができない場合、出願は

拒絶される(意匠法第 21 条)。応答の期限は通知後 3 月とする(意匠規則

19)。 

登録官の決定又は命令に不服のある場合、裁判所に上訴することがで

きる（意匠法第 46 条）。 

 

(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続き 

 意匠が何れかの物品に関してい登録されていて、その意匠所有者がそ

の意匠の同一性に大きく影響するほどではない変更を加えた意匠を登

録する場合、先の登録は拒絶理由とはならない。ただし、この場合、後

に登録された意匠の存続期間は、先の意匠の存続期間又は延長期間を超



67 

えないものとされる（意匠法第 23 条）。同一出願人による先願の意匠が

本願意匠に類似する場合に先願規定の例外となる点やそれによって登

録された意匠権の存続期間に制限がかかる点で、我が国の関連意匠制度

との共通点がみられる。 

  

マレーシアの意匠法には権利侵害対する刑事罰が規定されておらず、

意匠権の侵害に対して刑事的救済を求めることはできない186。 

 分類の付与は出願人が記載する。もし出願人の記載した分類と意匠と

がそぐわない場合、出願人にその旨伝えるが、修正するか否かは出願人

に任せられる187。 

 登録後の権利についての処理はすべて裁判所で行われる188。 

 

（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

 願書の記載が手続要件に合致しているかどうかの審査官は専門の担当

者が 4 名、新規性調査を担当する審査官が 5 名となっている189。 

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

方式要件（意匠法第 21 条）について審査が行われる。方式要件とは意

匠規則 3 から 14 までの要件であり（意匠規則 19）、規定の手数料、出願

様式、出願人の権利を正当化する陳述書、マレー語・英語以外の書類に

ついての翻訳文、分類の表示、意匠の表示、新規性の陳述、優先権書類

及びその翻訳文が含まれる。 

 また、国王又は国家元首の肖像、国家・州・都市・町・協会・法人・

機関・人の紋章、記章、騎士勲章、旗飾りの複製が意匠として表現され

る場合、承諾を与える権限を有する公人その他の使用に対する承諾が提

出されないとき拒絶する、との規定がある（意匠（修正）規則 16）。 

 なお、現行法制上、登録前に行われる意匠審査の範囲は方式要件のみ

であるが、（４）(ii)で示した意匠登録手順のフロー図によれば新規性の

調査が行われ、その対象範囲はマレーシア国内の登録意匠となる190。 

 方式審査及び新規性調査を経て、出願に不備がないと認められた場合

は登録され、出願人に登録証が交付される（意匠法第 22 条）。 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

                                                   
186 『各国における意匠権侵害に対する行政・刑事・民事救済制度とその運用に関する状況調

査研究報告書』（（社）日本国際知的財産保護協会、2008 年 3 月）p.192 
187 ヒアリング調査結果  
188 アンケート調査結果  
189 アンケート調査結果  
190 ヒアリング調査結果  
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分類が不適切な場合の業務等） 

 分類の付与は出願人に任され、審査官が不適切な分類に気づいても出

願人に通知されるのみであり、分類が補正されるか否かは出願人に任さ

れている191。これが拒絶理由となるかどうかは不明である。 

 

(iv) 審査順の定め方 

 審査の順番は受付順となる192。 

 

(v) 実体審査等の内容 

 前記(ii)で述べたように、運用で実施される実体審査として、マレーシ

ア国内に登録された意匠を対象とした新規性調査が行われる193。 

 また、国王等の肖像、国家等の紋章等は、使用の承諾書の有無が審査

される（意匠（修正）規則 16）。 

 

(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

癒 

 （３）(xv)で述べたが、方式審査にて出願が方式要件を満たさないと決

定された場合、出願人は通知を受け、3 月以内に補正の提出を求められ

る(意匠法第 21 条、意匠規則 19)。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 登録された意匠について、請求等により権利の有効性を評価する手続

はない。また、先行意匠の調査において確認された、意匠の登録の可否

に直接関わらない先行意匠を参考情報として提供するサービスもない194。 

 

(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 ii)でも述べたように、新規性調査の対象範囲はマレーシア国内に登録

された意匠及び出願人により提出された先行意匠とされる195。 

 先行意匠調査のための専用のシステムを持っており、外部のデータベ

ースとの契約は行っていない196。 

 

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

 3-5 件の調査に約 1 日を要する197。 

                                                   
191 ヒアリング調査結果  
192 ヒアリング調査結果  
193 ヒアリング調査結果  
194 アンケート調査結果  
195 ヒアリング調査結果  
196 アンケート調査結果  
197 アンケート調査結果  
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（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 審査官に対して研修を行っている198。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

 知財一般の検討会199。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 ラオスとは技術的な交流がある200。WIPO の常設委員会に参加してい

る201。 

 

(iv) 意匠登録制度に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

 特に支援は受けていない。JPO からはハーグ協定に向けて支援を受け

たい202。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 WIPO の研修に参加している203。 

 

(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 意匠に関する模倣品対策などについて、他の機関との協力はない204。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 普及活動は行っている205。電子出願には書面出願に対して割引がある
206。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

アンケート回答に開示されなかったため APAA（Asian Patent 

Attorneys Association）に掲載されたマレーシアの意匠に関する判例を

紹介する207。 

                                                   
198 ヒアリング調査結果  
199 アンケート調査結果  
200 ヒアリング調査結果  
201 アンケート調査結果  
202 ヒアリング調査結果  
203 アンケート調査結果  
204 ヒアリング調査結果  
205 アンケート調査結果  
206 料金表 
207 Asian Patent Attorneys Association, Industrial Designs Committee, Malaysia Country 

Report, 

http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_59th_council_meeting_Manila/DesignsCommittee

http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_59th_council_meeting_Manila/DesignsCommittee
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Arensi-Marley (M) Sdn. Bhd. v Middy Industries Sdn. Bhd. [2011] 5 

CLJ 355 

 控訴人：Arensi-Marley(M) Sdn. Bhd. 

 被控訴人：Middy Industries Sdn. Bhd. 

 

 控訴人はマレーシアにおける雨樋の大手メーカーであり、被控訴人が

2001 年に出願し取得した雨樋の登録意匠 MY 01-00372208に対して控訴

人の製造・販売してきた雨樋に比べて新規性が無く取り消されるべきで

あるとして起こした裁判 Arensi-Marley (M) Sdn. Bhd. v Middy 

Industries Sdn. Bhd. [2004] 4 MLJ 46209において主張が認められず敗

訴した（判決番号：RAYUAN SIVIL NO: W-02-971-2003）が、これを

不服として控訴裁判所に控訴したが、控訴裁判所は原判決を支持して控

訴棄却とした。 

原判決では控訴人の雨樋にくらべて被控訴人の雨樋の意匠は、「1. 両

端が閉じられていない。2. ３面に長手方向のリブが形成されている」こ

とにより細部が異なるとして被控訴人の意匠の新規性を認めた。 

控訴審では控訴人は原判決を不服として被控訴人の登録意匠の取消を

意匠法 24 条に基づいて控訴したが、棄却理由の一つとして取消を求める

のであれば同 27 条(1)基づくべきであったとして手続上の問題も指摘し

た。 
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(ii)意匠規則（1999 年 7 月 14 日 PU(A)351 改正 1999 年 9 月 1 日施行） 

 

(iii)意匠（修正）規則 2012、Industrial Designs Regulations (Amendment) 

2012 

 

(iv)願書記載方法ガイドライン、GUIDELINES TO FILL ID FORM 1 

 

(v)出願ガイドライン、Industrial Designs System in Malaysia 
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25 日）  
208 マレーシア知的財産公社（MyIPO）登録意匠検索により検索

https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm（最終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
209 DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA, RAYUAN SIVIL NO: W-02-971-2003, 
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