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は事実上の説得力のみがあった。
８．７ マレーシアを指定国とするマドプロ出願と国内出願とで審査運用の違い
マレーシアを指定国とするマドプロ出願は国内出願とに相違はない。いずれの出願
も同様の審査である。
９．異議申立て、無効取消、不使用取消制度について
９．１ 異議申立て
異議申立手続は登録官（MyIPO）の下で進められる。異議申立に関する規定は法第
34 条、35 条である。
➢ 異議申立人
法第34条(1)では、登録された所有者（商標権者）・その事業の承継者又はその管
理又は監督の下で以下の通り商標を継続して使用している者が異議申立できるとし
ている。
(a) 出願人・その事業の承継者又はその管理又は監督の下での使用以前
から使用している場合
(b) 出願人による出願日以前から使用している場合
➢

また、他の者による以下の異議申立も認められる。
❖ 異議申立書の提出者以外の何人で –
(a) 異議申立人が異議申立書を提出した後、異議申立が依拠する権利又
は利益を他人に与えた場合
(b) 異議申立を取り下げなかった場合、上記(a)の他者が登録官に対して
法定宣誓書により権利又は利益を与えたことを証明し記録された場
合
❖ 異議申立は、以下の場合は答弁書を提出した出願人以外によっても進めら
れる。
(a) 出願人による答弁書提出後、答弁書が依拠する権利又は利益を他人
に与えた場合
(b) 答弁書を取り下げなかった場合、上記(a)の他者が登録官に対して法

➢

➢

定宣誓書により権利又は利益を与えたことを証明し記録された場合
したがって、商標を登録した所有者（商標権者）を含む何人も異議申立を行う
ことができる。しかし、権利又は利益の付与となり所有者の変更があった場合
には異議申立人・出願人以外の者により異議申立手続が進められる。
異議申立の理由
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異議申立の理由は法第 34 条(2)に以下の通り規定されている。
(a)法第 23 条（絶対的拒絶理由）又は第 24 条（相対的拒絶理由）による理由
(b)出願人が商標の所有者ではないとの理由
(c)第 34 条(3)を条件として—
(i) マレーシアでの周知商標と同一で周知商標の商品又はサービスと
は同一・類似ではない商品又はサービスについて登録を求めるもの
である場合
(ii) マレーシアでの周知商標と類似し周知商標の商品又はサービスと
は同一・類似ではない商品又はサービスについて登録を求めるもの
である場合
第 34 条(3)では(2)(c)を理由とする場合には、出願商標が登録を求める商品
又はサービスが以下のものであるとしている。
(a) その商品又はサービスと先行する周知商標の所有者との関係を示す
場合
(b) 出願商標の使用により公衆の一部に混同を生じさせるおそれがある
場合
(c) 周知商標の所有者の利益に損害を与える場合
なお、34 条(2)(c)による異議申立は現行法施行後の出願に対してのみ認め
られる。
➢

異議申立手続のフロー
法第 35 条及び規則 23，24 では以下の通り規定している。
❖ 異議申立書（法第35 条(1) (2) / 規則23）
何人も、商標登録出願の登録許可の公告日から 2 ヶ月以内に異議申立書を提
出、若しくはこの期間から 2 ヶ月を超えない期間延長請求ができる。異議申
立書には異議の理由を含む必要がある。異議申立が商標権者による登録商標
に基づくものである場合、以下の内容を異議申立書に含む必要がある。
(a)商標登録の許可の詳細
(b)登録番号
(c)異議申立の基礎となる登録されている商品又はサービス
異議申立が商標登録出願された商標に基づく場合、異議申立書に当該商標
及び上記の情報を含めて記載する必要がある。
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❖ 異議申立書の宣誓供述書（Affidavit of Service）
異議申立人は異議申立書の写しを出願人に送付し、出願人が異議申立書を受
領した日の証明を含む宣誓供述書を異議申立書の送付から 14 日以内に提出し
なければならない。提出しない場合は、異議申立は取り下げたものとみなさ
れる。
❖ 答弁書
出願人は異議申立書受領日から 2 ヶ月以内に答弁書を提出する必要があり、
答弁書には出願に依拠する理由を含めなければならない。期間内に答弁書が提
出されない場合は、登録官が命令しない限り異議申立がされた商品又はサービ
スについて出願は取り下げたものとみなされる。
❖ 答弁書の宣誓供述書
出願人は答弁書の写しを異議申立人に送付し、異議申立人が答弁書を受領し
た日の証明を含む宣誓供述書を答弁書の送付から 14 日以内に提出しなければ
ならない。提出しない場合は、出願は取り下げたものとみなされる。
❖ 異議申立の補強証拠
異議申立人は、答弁書受領から 2 ヶ月以内に、登録官に対して異議申立の補強
証拠を法定宣誓書により提出しなければならない。異議申立人の法定宣誓書の
写しは出願人に送付される。証拠が提出されない場合、異議申立は取り下げた
ものとみなされる。
❖ 異議申立人による法定宣誓書の宣誓供述書
異議申立人は法定宣誓書の写しを出願人に送付し、出願人が法定宣誓書を受
領した日の証明を含む宣誓供述書を法定宣誓書の送付から 14 日以内に提出し
なければならない。提出しない場合は、異議申立は取り下げたものとみなさ
れる。
❖ 出願の補強証拠
出願人は、法定宣誓書受領から 2 ヶ月以内に、登録官に対して出願の補強
証拠を法定宣誓書により提出しなければならない。出願人の法定宣誓書の
写しは異議申立人へ送付される。証拠が提出されない場合、出願は取り下
げたものとみなされる。
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❖ 出願人による法定宣誓書の宣誓供述書
出願人は法定宣誓書の写しを異議申立人に送付し、異議申立人が法定宣誓書
を受領した日の証明を含む宣誓供述書を法定宣誓書の送付から 14 日以内に提
出しなければならない。提出しない場合は、出願は取り下げたものとみなさ
れる。
❖ 異議申立人の反論における証拠
出願人による証拠受領から 2 ヶ月以内に、異議申立人は法定宣誓書により
反論の証拠を提出することが可能であり、その証拠の写しを出願人に送付
しなければならない。反論の証拠は出願人の証拠に関するものに厳密に制
限される。この後は異議申立人・出願人とも、登録官の許可又は登録官が適
当と認めない限り、追加の証拠を提出することができない。
❖ 異議申立期間内の自発的ディスクレーム
異議申立手続の期間内、出願人は出願の補正申請及び所定の費用を支払う
ことで商標中の構成要素について自発的ディスクレームを行うことができ
る。自発的ディスクレームを認める前に、登録官は異議申立による同意に
ついて考慮する必要があり、登録官が自発的ディスクレームを認めた場合
は異議申立人は異議申立を取り下げなければならない。
❖ 書面の提出
各種証拠の提出が完了した後、登録官は異議申立人・出願人に対して、異議
申立に関する書面を 2 ヶ月以内に提出するよう求める通知を発する。
❖ 登録官の異議申立の決定
全ての異議申立手続の書類が提出された後、登録官は証拠及び提出された
書面を考慮し、2 ヶ月以内に以下の決定を伝え、決定の理由を書面で双方に
送る。
(a)商標登録を拒絶する
(b)完全に商標登録を認める
(c)適切と考える場合は、条件・補正・修正・ディスクレーム又は限定を
条件として商標登録を認める
❖ 争いがない異議申立の場合の費用
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異議申立において争いがない場合、登録官は異議申立人に費用を負担させ
るかを決定するために、異議申立書が提出される前に、異議申立が回避さ
れるべく異議申立人によって出願人に適切な通知がされていたかを考慮す
る。
異議申立では、通常は主張が認められなかった側の者が費用を負担する。
したがって、当事者間で争いがなかった場合は、負担費用の金額について、
出願人に対する適切な通知がされていたかが考慮される。
➢ 期間の延長／延期
異議申立の段階でもいずれの異議申立人又は出願人は以下の申請が可能であ
る。
❖ 異議申立の期間の延長
登録官は、所定の費用を支払うことによる異議申立人又は出願人の期間延
長請求を認めることができる。延長請求できる期間は 6 ヶ月以内である。
期間延長請求がされた場合、請求した者は他方の者に対して期間延長請求
を行ったことを同時に知らせなければならない。
❖ 必要な行為の延期
登録官は、所定の費用を支払った上での所定の様式による異議申立人又は
出願人による必要な行為の延期申請について、所定の状況に合致する場合
は必要な行為の延期を認めることができる。登録官は、最大で 6 ヶ月の延
期を認めることが可能でさらに新たな延期申請により延期することができ
る。
規則 35(3)(b)では、登録官は以下の状況に該当する商標出願に関係する異議
申立手続を含む事案が裁判所に係属中は、必要な行為の延期ができると規
定している。

(a) 異議申立人及び出願人の双方がマレーシアでの裁判所に係属してい
る事案の当事者である場合
(b) 登録官が適切と考えるその他の妥当な状況の場合
➢ 異議申立についての裁判所への不服申立
❖ 登録官による文書による決定の発行日が裁判所に対する不服申立のため
の起算日となる。登録官の決定に対する裁判所への不服申立は決定発行日
から 1 ヶ月以内に行う必要がある。出願人又は異議申立人は登録官に対
して 2 ヶ月を超えない範囲でこの期限の延期を申請することができる。
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❖ 不服申立は所定の様式による必要があり、必要な場合、裁判所は両者のヒ
アリングを行う。登録官又はいずれかの者は規定の方法又は裁判所の特別
な許可により裁判所に追加の資料を提出できるが、裁判所の許可がない場
合は異議申立の理由の追加は考慮されない。
❖ 異議申立の理由が追加された場合、出願人は異議申立に係る所定の費用を
支払うことなく出願を取り下げる権利を有する。
❖ 登録官へのヒアリング後、裁判所は商標の同一性に実質的に影響を与えな
い修正により登録を認めることができる。しかし、その場合は修正された
商標を登録前に当局の公報に掲載しなければならない。
➢ 異議申立人、答弁書を提出する出願人、上訴人がマレーシアに居住していない
又は事業を行っていない場合、登録官又は裁判所は異議申立、出願又は不服申
立に関する費用の担保を求めることが可能であり、場合によっては費用の担保
がない場合は異議申立、出願又は不服申立は取り下げたものとみなすことがで
きる。
９．２ 登録官による取消手続
以下の登録商標の取消は登録官によるものである。
➢ 登録商標の自発的取消 (法第44 条)
❖ 所有者の申請により、登録官は商品又はサービスの全て又は一部を取り消
す。登録取消の前に、登録官は以下の者に通知する。
(a) 商標に関しての権利又は商標の利益を主張する者
(b) 商標の承継の登録について申請がされたものの未登録である場合の
被承継人
❖ 登録された所有者は、所有者が取り消す意図があることの通知の送付か
ら 2 ヶ月以内に、商標に関しての権利又は商標の利益を主張する者が影
響を受けない又は影響がある場合は取消に同意していることの宣言を
しなければならない。
❖ 登録官は、文書によって追加の補充資料又は情報を求めることが可能で
あり、登録された所有者は所定の期間内にそれらを提出しなければなら
ない。登録の取消は登録官が要件を満たしていると判断することにより
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有効となる。登録官は、登録簿に必要な記載を行い、取消日が公報に掲
載される。
➢ 登録官による取消(第45 条)
現行法で導入された新たな規定である。登録官は、以下の場合に登録を取り消
す。
(a) 異議申立がされたが、商標登録の決定に際し登録官が異議申立を考慮して
いなかった場合

(b) 登録前に、異議申立の延期を申請していたが商標登録の決定に際し登録官
が延期申請を考慮していなかった場合
取消は、登録官が異議申立又は異議申立の延期申請の 2 ヶ月以内に提出された
異議申立及び申請を考慮していなかったことに気づいたことによるものであ
る。
登録官は異議申立又は異議申立の延期申請を考慮していなかったことに気づ
いた時から 1 ヶ月以内に登録を取り消す。
上記にもかかわらず、登録官は以下を考慮して登録を取り消すことが妥当であ
ると考える場合は、商標登録日から 12 ヶ月以内に登録を取り消すことができ
る。
(a) 国際協定又は条約によるマレーシアの義務がある場合
(b) 以下の特別な事情がある場合
(i) 商標登録すべきではない場合
(ii) 対象とはならないディスクレーム・条件・補正・修正・限定を条件と
した商標登録
登録官が上記（ii）に気づいた場合、登録を取り消す前に以下の者に取り消す
内容を通知する。
(a) 商標の登録された所有者
(b) 商標に関しての権利又は商標の利益を主張する者
なお、上記各者はヒアリングの機会を与えられる。
本条により登録官が登録を取り消した場合、
(a) 登録は最初から生じなかったとみなされる。
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(b) 取り消された登録は更なる審査又は登録官による決定手続の対象と
なる。
登録官に対する取消要請の有無にかかわらず、登録を取り消すべきかを検討するこ
とは登録官の義務ではない。
９．３ 裁判所での取消・無効
以下の手続は裁判所で行われる。
➢

商標の不使用に関する裁判所による登録取消(法第46 条)
❖ 商標登録は、権利を害された者による以下の理由により裁判所によって取
り消すことができる。
(a) 登録通知の発行日の後の 3 年間、登録された所有者又はその同意を受
けた者により登録された商品又はサービスについてマレーシアで善
意の使用がされておらず、不使用についての正当な理由がない場合
(b) (a)に規定する使用が 3 年間継続して中断されており、不使用について
の正当な理由がない場合
(c) 商標の所有者の活動又は無活動によって、登録された商品又はサービ
スについて取引での一般名となった場合（新規）
(d) 商標の所有者又はその同意を受けた者による登録された商品又はサ
ービスについての商標の使用によって、商品又はサービスの性質・質・
地理的出所を含み公衆を欺瞞するおそれがある場合
上記(c)、(d)は現行法で導入された新たな取消理由である。
❖ 上記(a)、(b)の理由による場合、3 年経過後であって取消請求前に使用を開
始又は再開している場合には登録は取り消されない。ただし、取消請求前
3 ヶ月以内に商標の所有者が取消請求をされる可能性に気づいて使用の準
備を開始した場合は取消の対象となる（いわゆる駆け込み使用）。
❖ 登録商標の一部の商品又はサービスについて取消理由が存在する場合は、
当該商品又はサービスについてのみ取り消される。
❖ 商標登録が取り消された場合、登録された所有者の権利は以下の基準で停
止するとみなされる。
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(a) 登録取消の請求日
(b) 裁判所が認めた場合はそれよりも早い日
➢

裁判所による登録の無効(第47 条)
❖ 権利を害された者は裁判所に対して以下の理由による登録の無効宣誓を
求めることができる。
(a) 法第 23 条違反（先行商標の権利による相対的拒絶理由）
(b) 法第 24 条違反（絶対的拒絶理由）
(c) 欺瞞又は虚偽による登録
❖ 例外 – 以下の場合、登録商標は無効とされない。
(a) 登録された商品又はサービスについて登録後の使用により識別力を
取得している場合
(b) 先行商標又は先行権利の所有者が登録に同意している場合
(c) 両商標が善意の併存使用されている場合（登録官又は裁判所が善意の
併存使用の事実がないとしない限り）
❖ 登録商標の一部の商品又はサービスについて無効理由が存在する場合は、
当該商品又はサービスについてのみ無効宣誓がされる。

商標登録が無効宣誓された場合、登録されなかったとみなされるが、過去の、また
すでに終了している事案の処理には影響を与えない。
９．４ 異議申立、無効取消、不使用取消についての統計／請求が認められる割合
以下が 2020 年 11 月現在の裁判所による更生・変更命令の通知に基づく異議申
立及び無効又は取消の統計である。
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Year

異議申立の統計

裁判所に対する無効又は取消請求の統計

2017

319

N/A

2018

323

18

2019

110
N/A

29

2020
（情報源：MyIPO)

4

統計の内訳は公開されていない。したがって、請求が認められる割合を算出する
ことも困難である。一方、審理期間も事案に多くの状況が影響するため算出する
ことが困難である。当事者による和解・出願の放棄・異議申立後の諸事情による
異議申立の放棄などがある。また、ある年に開始された異議申立が期間延長など
により完了しておらず、最終的には登録官の決定は異議申立手続が開始してか
ら２～３年あるいはそれ以上経過して発行されている。
１０．エンフォースメント（権利行使）
１０．１ 商標権侵害の定義
商標権侵害の主たる規定は法第 54 条から 64 条に規定されている。
➢ 登録商標の侵害を構成する行為は法第 54 条に以下の通り規定されている。
❖ 第 54 条(1) – 所有者の同意なく、業として登録商標と同一の標識を登録され
ている商品又はサービスと同一の商品又はサービスに使用すること
❖ 第 54 条(2) – 所有者の同意なく、業として公衆の一部に混同を生じさせるお
それがある以下の行為を行うこと
(a) 登録商標と同一の標識を登録されている商品又はサービスと類似
する商品又はサービスに使用
(b) 登録商標と類似する標識を登録されている商品又はサービスと類
似する商品又はサービスに使用
➢ 第 54 条 (4) –
(a) 登録商標を何らかの素材に付す場合、又はラベリング又は包装の
ために使用する意思がある場合
(b) 標識を広告で使用又は法第 53 条(g)に規定する書類に使用する場合
であって、登録商標の素材への使用が侵害となり、登録された所有者又はラ
イセンシーの許諾を得ていないことを知っている又はそう信じられるだけの
理由がある場合
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要すると：
 同一の商品又はサービスに同一の標識を使用する侵害に関しては、所有者
は、使用により公衆に混同を生じさせるおそれがあることを証明する必要
はない。
 しかし、同一の商品又はサービスに類似する標識を使用する侵害又は類似
する商品又はサービスに類似する標識を使用する侵害に関しては、所有者
は、使用により公衆に混同を生じさせるおそれがあることを証明する必要
がある。
➢ 旧法の商標権侵害の規定と比較した場合、現行法では侵害の範囲が拡張された。
現行法では、業として登録された所有者の同意なしで、同一・類似の商品又は
サービスについて登録商標と同一又は類似する標識を使用することも
侵害とされる。
➢ 旧法においては、侵害の範囲は登録された商品又はサービス（同一の商品又
はサービス）と同一の標章又は近似する標章に関するものであった。さらに
、第54条（4）では、侵害の範囲は、登録された所有者又はライセンシーの許

➢

諾を得ていないことを知っている又はそれを信じられるだけの理由があるこ
とを条件に他人のために表示を使用する者まで拡張された。また、侵害の範囲
は、非伝統的商標の使用による侵害をカバーするために以前の「標章」から「標
識」にまで拡張された。
商標権侵害に関連し、現行法では第 6 条で以下の通り定義を規定している。
➢ “侵害にあたる商品（infringing goods）”：登録商標に関連して、商品又は
包装が商標と同一又は類似する標識を付している場合で、かつ、
(a) その標識を商品又は包装に表示を付すことが登録商標を侵害する場
合
(b) マレーシアに輸入される予定の商品でマレーシアにおいて商品又は
包装に標識を付すことが登録商標を侵害する場合
(c) その他の登録商標を侵害する方法で標識が商品に関して使用されて
いる場合
➢ “侵害にあたる素材（infringing material）”：登録商標に関連して、素材
が商標と同一又は類似する標識を付している場合で、かつ、
(a) 登録商標を侵害する方法で営業文書として商品のラベリング又は包
装のために、若しくは商品又はサービスの広告のために使用されて
いる場合
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(b) 使用の意思がありその使用が登録商標を侵害する場合
➢ 登録商標に関連する“侵害に関する物品（Infringing articles）”とは：
(a)

➢

商標と同一又は類似する標識を複写するために特別に設計又は採択
された物品
(b) 侵害にあたる商品又は材料を製造するために使用されていること又
は使用されることを知っている又はそう信じられる理由があって所
持・保管・管理している場合
侵害を構成しない行為は法第 55 条に規定されており、商標権侵害の措置にお
ける防御となる。
➢ 第 55 条 (1) – 以下の場合は侵害を構成しない。
(a) 善意での使用であって–
(i) 自己の名称又は事業所の名称
(ii) 事業の承継者の名称又は承継した事業所の名称
(b) 善意での標識の使用であって–
(i) 商品又はサービスの種類・質・量・用途・価値・地理的出所又
はその他の性質
(ii) 商品の製造時期又はサービスの提供時期
(c) 商品又は付属品又はスペア部品を含む商品又はサービスの用途を
示す商標の使用でありその使用が工業・商業における善良な方法で
ある場合
➢ 法第 55 条(2) – 以下の時期のいずれか早い時期よりも前から当人又は事業の
承継者が継続して登録商標と同一又は類似の未登録商標を同一又は類似
の商品又はサービスについて継続して使用する場合は侵害を構成しない。
(a) 登録商標の登録日
(b) 登録された所有者又はその事業の承継者又は旧法における登録し
た使用権者がその商標を最初に使用した日
➢ 法第 55 条(3) – その使用が以下に該当する場合は侵害を構成しない。
(a) 非営利目的
(b) ニュースの報道又はニュースの解説目的
(c) 明示又は暗示を問わず登録された所有者又はライセンシーの同意
がある場合
(d) 規定により登録によって付与された商標を使用する権利を行使す
る中で実質的に同一である 2 又はそれ以上の登録商標の 1 つを使
用する場合
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➢ 法第 55 条(4) – 他の登録商標をその登録された商品又はサービスについて使
用する場合
➢

商標権侵害の防御が非営利目的及びニュースの報道又はニュースの解説目的
まで拡張された。（法第 55 条(3) (a)、(b)）

➢

法第 61 条で侵害訴訟手続きにおける根拠のない威嚇に関する救済が規定され
た。侵害訴訟手続きにおける根拠のない威嚇を受けた被害者は同条により以下
のいずれかの救済を求めることができる。
(a) 脅迫が不当であることの宣誓
(b) 脅迫の継続に対する差止
(c) 脅迫によって被った損失の損害賠償
被害者（原告）は、手続きに関して威嚇されたとする行為が登録商標の侵害を
構成することを被告が証明しない限り救済を求める権利を有する。これにかか
わらず、商標登録が無効又は取消になる恐れがあることを原告が証明すれば救
済を求める権利を有する。しかし、商標が登録されていることや出願中である
ことの単なる通知は法第 61 条の威嚇には該当しない。また、依頼者に代わっ
て専門家としてサービスを提供する弁護士も同条による責任を負わない。なお、
例外として、救済は、侵害する商標を商品又は素材に付す者、ラベリング又は
包装のために使用する意思がある者、商標が付された商品を輸入・梱包する者、
侵害する商標によりサービスを提供する者には適用されない。

１０．１．１

電子商取引における商標の使用行為についての侵害

電子商取引における商標の使用が侵害となるかを決定するためには、法上の「使
用」の概念についての理解が必要である。電子商取引による侵害にまで拡張される
使用の概念に関してはいくつか規定がある。
(a) 第 7 条 – 商標の使用については以下の通り解釈される。

➢

(b) 商標の印刷その他の視覚的又は非視覚的表示による使用
(c) 商品そのもの又は商品との物理的その他の関係における商標の使用
(d) サービス関する陳述若しくはその一部としての商標の使用
(e) 口頭での表示による使用
(f) 商標の同一性に実質的な影響を与えない追加又は変更による使用
第 54 条(3) – 侵害となる行為を目的として、以下の通り標識を使用する行為
商品又はその包装に付すこと
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(a)
(b)
(c)
(d)

商品又はその包装に付すこと
標識の下で販売のために商品を陳列すること
標識の下で商品を市場に出すこと
販売のためのオファー・陳列又は市場に出す目的で標識の下で商品を貯
蔵すること
(e) 標識の下でサービスを提供すること
(f) 標識の下で商品を輸入・輸出すること
(g) 媒体を問わず、インボイス、カタログ、営業文書・価格表・その他の商業
➢

➢

書類に標識を使用すること又は標識を広告で使用すること
商標の使用の概念に関する規定は、インターネットで、商品について又は商品
に関係して商標が使用されている場合をカバーする範疇まで十分に拡張され
ている。商標の使用についての解釈では、印刷のほかに視覚的又は非視覚的表
示による使用も含まれている。また、侵害となる商標の侵害は如何なる媒体で
あっても適用される。
規則 6 ではインターネットでの商標の使用を明確に規定している。
• インターネットにおける標識又は商標の使用に関しては、登録官又は裁
判所は商標法、規則及び 2001 年 9 月 24 日から 10 月 3 日まで開催され

•

た WIPO の第 36 回会合で採択された「Provisions on the Protection
of Marks and other Industrial Property Rights in Signs, on the
Internet 」 （ Joint
Recommendation ＝ 共 同 勧 告 ）
を考慮しなければならない。
共同勧告によれば、「Internet」とは「 an interactive medium for

communication which contains information that is simultaneously
and immediately accessible irrespective of territorial location
to members of the public from a place and at a time individually
chosen by them（領域的な場所にかかわりなく、公衆のそれぞれが選択

•

する場所及び時において、同時かつ直ちにアクセス可能な情報を含む双
方向の通信手段）」を意味する。
共同勧告第２条では、インターネット上での標識の使用は、その使用が、
メンバー国で商業的効果を有する場合に限り、当該メンバー国における
使用を構成すると規定している。第３条では、使用がメンバー国におい
て商業的効果を有するか否かを決定するに当たっては、権限ある当局は
すべての関連する状況を考慮する。関連され得る状況は、以下を含むが
限定されないと規定している。
(a) インターネット上でその標識が使用されている商品・サービスと同
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(b)

一又は類似する商品・サービスに関して、その標識の使用者がその
メンバー国においてビジネスを行っている又 はビジネスを行うため
の重要な計画に着手した旨を示す状況
そのメンバー国に関しての使用者の商業活動の程度及び特色（以下
を含む）
(i) その使用者が、実際にそのメンバー国に所在する顧客に提供し
ているか否か、又はそのメンバー国に所在する者と他の商業的
に動機付けられた関係を結んでいるか否か
(ii) その使用者がウェブサイト上でオファーしている商品・サービ
スをそのメンバー国に所在する顧客に対して提供する意図のな
い旨を、インターネット上における標識の使用と共に表示して
いるか否か、そして使用者がその表示した意図を厳守している
か否か
(iii) その使用者がそのメンバー国において保証又はアフターサー
ビスのような販売後の活動を提供しているか否か
(iv) その使用者が、インターネットを通じては行われないが、イン
ターネット上の標識の使用に関係する更なる商業的活動をその

メンバー国において行っているか否か
(c) インターネット上における商品・サービスの提供とそのメンバー国
との関係（以下を含 む）
(i) オファーされている商品又はサービスが、そのメンバー国にお
いて合法的に提供され得るか否か
(ii) 価格が、そのメンバー国の公式通貨で表示されているか否か
(d) インターネット上における標識の使用の方法とそのメンバー国との関係
（以下を含む）
(i) その標識が、そのメンバー国のインターネット利用者にアクセ
ス可能な双方向の通信手段に関連して使用されているか否か
(ii) その使用者が、そのメンバー国の住所、電話番号又はその他の
連絡方法を、その標識の使用と共に示しているか否か
(iii) その標識が、そのメンバー国に関する ISO 標準の国コード３
１６６のトップ・レベル・ドメインに基づいて登録されている
ドメイン名に関連して使用されているか否か
(iv) その標識の使用と共に使用されている文言が、そのメンバー国
で主に使用されている言語によるものか否か
(v) その標識が、そのメンバー国に所在するインターネット利用者
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(e)

•

•

によって実際にアクセスされたインターネット・ロケーション
に関連して使用されているか否か
インターネット上における標識の使用とそのメンバー国における当
該標識に係る権利との関係（以下を含む）
(i) その使用が、当該権利に裏付けられているか否か
(ii) その権利が他人に属している場合、その使用が、当該権利の対
象である標識の識別性又は社会的評価を不正に利用する、又は、
弁解できないほど損なうか否か

上記の要素は、その使用がメンバー国において商業的効果を有するか否か
を権限ある当局が決定するに当たって用いられるガイドラインであり、決
定のための前提条件ではない。むしろ、各ケースは個別の状況によって決
定される。いくつかのケースでは全ての要素が関係するとされ、その他の
ケースではいくつかの要素が関係するとされている。また、いずれの要素
も無関係とされたケースもあり上記以外の要素によって決定されたケース
もある。追加の要素のみが関係するとされた場合もあり、上記の要素の 1 つ
又はいくつかとの組み合わせが関係するとされたものもある。

インターネット上の商標の使用については、表示が悪意による使用であるか、
共同勧告第 4 条に規定する悪意（バッド・フェイス）によって取得された権利
かを考慮する必要がある。権限ある当局は、特に以下の要素を考慮しなければ
ならない。
(i) その標識を使用した者又はその標識に係る権利を取得した者が、そ
の標識を最初に使用した時、当該権利を取得した時、又はその権利
の取得のための出願を提出した時のいずれか早い時期に、他人に属
する同一又は類似の標章に 係る権利を知っていたか否か、又は当
該権利を知らないことが合理的でないか否か、及び
(ii) その標識の使用が、他人の権利の対象である標識の識別性や社会的
評価を不正に利用していたか否か、又は不当に損なうか否か

共同勧告第 6 条では、商標の侵害かを決定する際に、インターネット上の標識の使用
は、技術の進歩により可能となった使用の形態を含め、その使用がメンバー国におい
てインターネット上の標識の使用を構成する場合に限り、当該メンバー国の適用法令
の下における権利が侵害されるか否か、当該メンバー国の適用法令の下における不正
競争行為に当たるか否かを決定するに当たり考慮されると規定している。
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１０．１．２

刑事罰・権利行使

The Trade Descriptions Act 2011 で降り扱っていた商標に関係する刑事罰・制裁
は現行法に組み込まれ、第 99 条から 108 条が刑事罰、第 109 条から 139 条が刑事的
執行について規定している。
➢

刑事罰及び制裁
➢ 第 99 条 – 商標の模造
登録商標の所有者の同意なく以下の方法により商標を模造する者は、有罪と
し 100 万リンギット以下の罰金又は 10 年以下の懲役又はこれらを併科され
る。
(a) 欺瞞の意図で登録商標と同一又は類似する標示を制作すること又は
(b) 改変・追加・抹消・部分的削除又はその他を問わず、真正な登録商標を
偽造すること
なお、登録商標の所有者の同意の立証責任は被告である。
➢ 第 100 条 – 商品又はサービスへの登録商標の不正な適用
以下の場合は商品又はサービスへの登録商標の不正な適用とされる。
(a) 登録商標の所有者の同意なく、商品又はサービスに、商標の誤認をさ
せるような商標又は標識を付す場合
(b) 商品に付す場合、当該商品が登録商標の所有者又はライセンシーによ
る真正品ではない場合
以下の使用は商品又はサービスについての商標の使用とみなされる。
(a) 看板又は広告での使用
(b) 媒体を問わずインボイス、カタログ、営業文書・、料金表その他の商業
書類での使用であって
使用されている商標に言及した要求又は注文によって商品が配送され、又
はサービスが提供された場合
さらに、以下の場合は商品に標識が付される行為とされる。
(i) 商品それ自体に付される場合
(ii)ストッパー・ガラス・ボトル・器・箱・カプセル・フレーム・包み紙を
含むすべての包装、バンド・チケットを含むラベル、リール又は商品と
共に販売・販売の申し出・販売のための陳列される、又は取引若しくは
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製造を目的として所有する全ての物に付される場合
商品又はサービスに関連する・記述する・指定すると信じさせるおそれの
ある方法で使用される場合は、商品又はサービスに表示が付されるものと
される。
商品について登録商標の不正な適用をした者は、有罪とし、
(i) 法人の場合は、不正な適用がされた商品ごとに 15,000 リンギット、2
回目以降の場合は虚偽の表示がされた商品ごとに 30,000 リンギット以
下の罰金
(ii)個人の場合は、不正な適用がされた商品ごとに 10,000 リンギットの罰
金又は 3 年以下の懲役又はこれらの併科、2 回目以降の場合は不正な
適用がされた商品ごとに 20,000 リンギット以下の罰金又は 5 年以下の
懲役又はこれらが併科される。
サービスについて登録商標の不正な適用をした者は、有罪とし、
(i) 法人の場合は 100,000 リンギット以下の罰金
(ii)法人以外の場合は、70,000 リンギット以下の罰金又は 3 年以下の懲役
又はこれらが併科される。
なお、登録商標の所有者の同意の立証責任は被告である。
➢ 第 101 条 – 侵害を構成する物品の製造又は所持
(a) 登録商標の複製をするために特別に設計・採択された物又はその商標
と誤認させるおそれがある標識を制作する者、又は
(b) その立場・管理において(a)に規定する物が第 99 条、100 条に違反する
ことを知っている又はそれを信じられるだけの理由がある者は有罪と
し、1,000,000 リンギット以下の罰金又は 5 年以下の懲役又はこれら
が併科される。
➢ 第 102 条 – 不正に商標を適用した商品の輸入・販売ほか
第 100 条に規定する不正に登録商標を付した商品を
(a) 取引又は製造の目的でマレーシアに輸入する、又は
(b) 取引又は製造の目的で所有（3 個以上）・保管・管理する者は、
違反することについて全ての合理的な注意をしていたことを証明し、違反した際に商
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標が真正であることに疑いの余地がない場合であってアシスタントコントローラー
による要求により商品を入手した者について知っていることの全ての情報を提供し
ない限り、違反するものとして有罪とし、法人の場合は、不正に登録商標が適用され
た商品ごとに 15,000 リンギット以下の罰金及び 2 回目以降は不正に登録商標が適用
された商品ごとに 30,000 リンギット以下の罰金が科される。
(i) 法人以外の場合は、不正に登録商標が適用された商品ごとに 10,000 リ
ンギット以下の罰金又は 3 年以下の懲役又はこれらが併科され、2 回
目以降は不正に登録商標が適用された商品ごとに 20,000 リンギット以
下の罰金又は 5 年以下の懲役又はこれらが併科される。
➢

登録に関しては以下の刑罰が規定されている。
➢ 第 103 条 - 商標局又は登録簿の偽造等

(a) 商標局又は登録簿に虚偽の登録をした・させた者
(b) 商標局の認証写しに虚偽のものを作成した・させた者
(c) 登録簿の記入事項の謄本となること又は商標局に申請することを目的
として不正に偽りを主張した・させた者
(d) (c)に関する証拠を製造・提出及び製造及び提出させた者であって、
登録又は登録した物が虚偽であることを知っている又はそう信じる理由が
ある場合は、有罪とし、15,000 リンギット以下の罰金又は 5 年以下の懲役
又はこれらが併科される。
➢ 法第 104 条 – 登録商標の虚偽表示

(a) 商標が登録商標であると虚偽の表示した者
(b) 商品又はサービスに商標が登録商標であると虚偽の表示した者であっ
て
表示が違反するものであることを知っている又はそう信じる理由がある場
合は、有罪とし、10,000 リンギット以下の罰金又が科される。
「登録商標（registered）又は登録に関する明らかな言及・明示か暗示を問
わず登録を示すその他の語又は記号ルのマレーシアにおける取引での使用」
は、マレーシア以外での登録に関するものであって実際に当該商標が商品
又はサービスについて登録されていない限り、本条の虚偽表示となる。
➢ 第 106 条 – マレーシアを指定国とする国際登録商標の保護の虚偽表示
(a) マレーシアを指定国として保護されている商標であると虚偽の表示した
者
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(b) 商品又はサービスに商標がマレーシアを指定国として保護されている商
標であると虚偽の表示した者であって
表示が違反するものであることを知っている又は信じる理由がある場合は、
有罪とし、10,000 リンギット以下の罰金が科される。
➢ エンフォースメント（権利行使）
the Trade Descriptions Act 2011 により権限を有し指定された執行官は、以下を
含む現行法第 XVI 部により付与された任務を遂行し権利を行使することができる。
•

•

•
•

第 XVI 部、第 1 章では、第 99 条から第 102 条に定める刑事犯罪に関する調査
権限及び苦情が申し立てられた事件の調査権限及び調査及び苦情申し立てに
ついて第 111 条から 112 条に規定している。
第 2 章では、第 113 条から第 118 条に、執行官が秘匿特権に関する情報の取得
を含む情報を収集し証拠の提出が可能な者からの情報提供を求める権限につ
いて規定している。
虚偽又は誤認させる情報・証拠又は記録の破壊・隠蔽・切除・改変を含む情報
を提供することは犯罪となる。
第 3 章では、第 119 条から第 139 条に、執行官に、以下を含む逮捕・捜索・差
し押さえなどの権限が付与されていることを規定している。
-

-

-

第 99 条から第 102 条の違反に対する無令状での逮捕権限
法に違反していると信じる相応の理由があり証拠のために必要な場合は、
商品・書類・材料・物品・事柄の検査又は差し押さえする権限（住居用建
屋以外の建屋に入る権限及び容器をこじ開ける又は販売機を開けること
を含む）
裁判官に捜索令状の発行を求め、及び令状により犯罪捜査の目的で敷地内
の者を調査し、押収し、捜索により見つかった全ての物を安全に保管する
権限
差し押さえた商品・書類・材料・品物・物の移動が現実的ではない場合
、執行官はそれらが見つかった建屋・容器を封鎖することができる。封
鎖された物が破壊・開封又は傷つけられた場合で有罪の場合は、100,000
リンギット以下の罰金が科される。捜索令状は欠陥・誤り又は省略にかか
わらず行使可能である。
裁判官による令状取得の遅れが調査に悪影響を与える又は証拠が改竄・除
去又は破壊される場合は無令状での捜索を行う権限
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-

複写され又は抜粋された情報又はデータとの関係で使用されたコンピュ
ータ、その付属品・材料の検査を含む保存された記録済み情報又はコンピ
ュータ化された・デジタル化されたデータに対してアクセスする権限（ア
クセスにはこれらの情報を理解することを可能にする必要なパスワード・
暗号化コード・解読コード・その他の手段を含む）

１０．２ マレーシアにおいて権利行使する際の留意点（MyIPO で登録証を取得の
上、権利行使する必要があるか等）
現行法では登録証は発行されない。しかし、その複写を求めることが可能であり、
それにより発行される登録証は登録官の証印がある登録通知と同等のものである。権
利行使の際にマレーシアで登録商標の法定の所有者であることを証明するために以
下の通り規定されている。
➢ 第 52 条では登録商標に関する全ての法的手続きについて以下の通り規定して
いる。
(a) 登録簿は登録簿に含まれている内容の一応の証拠である。
(b) 法第 65 条によって登録可能な所定の取引の内容の登録は、取引の一応の
証拠である。
(c) 商標の登録された所有者であることの登録は以下についての一応の証拠
である。
(i) 商標の原登録の有効性
(ii) その後の移転・譲渡
➢

➢

➢

原登録は、詐欺による場合又は識別力を欠く場合又は法第 23 条(5)(a), (c), (d),
(e)に反することが明らかにならない限り、登録日から 5 年経過後に確定的なも
のとなる（第 53 条）
法第 144 条では、登録官により認証された写しの証明力を規定している。商標
局に提出された書類の写し又は抜粋であって、登録官が真正な写しとして認証
し、又は登録官により署名・捺印された抜粋は、原本と同じ効力を有するもの
として、いかなる手続でも証拠として認められる。
法第 145 条では、商標に関するいかなる法上の手続においても書類の捺印され
た写しが証拠として認められるとしている。
(i) 登録官により認証され捺印された登録簿の写し・抜粋は、追加の立証又
は原本の提出なしで裁判所手続において証拠として認められる。
(ii) 登録通知又は登録証は、追加の立証又は原本の提出なく裁判所の手続に
おいて証拠として認められる。
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(iii) 登録官が遂行することが認められている行為及び遂行した又はまだ
遂行していない行為に関する登録官の手元にある証明書は、裁判所での
いかなる手続においても一応の証拠とされる。
(iv) 法人の従業員は以下の書類を作成する目的で裁判所に出廷する必要がな
い。
(a) 本法によって取得された商標出願又は登録商標に関する書類
(b) 秘密であって公衆の閲覧のために公開されない又は第三者が利用で
きないと本法によって規定されている書類
➢

➢

法第 146 条では、登録官に電子的に提出された、あるいは登録官が電子的に発
行した書式・情報・書類又はこれらの抜粋の写しは真正な抜粋であり、書式・
情報・書類・抜粋の写しに記載の内容は一応の証拠とされると規定されている。
法第 147 条では、以下の場合は、商標に関する海外の書類が裁判所での手続に
おいて証拠として認められることを、公報で公開された命令により、大臣が宣
言できるとしている。
(a) 当該書類が、権限を有する公務員又は海外の政府による印章が捺印されて
いる場合であって印章が当該国で登録されている、又は認定されている商
標に関するものである場合。印章がない場合は、その中に含まれている内
容の証拠となる書類であるとの趣旨の権原を有する公務員による署名の
ある証明書が含まれている場合。
(b) 海外の政府又はその一部がマレーシアと書類の許容可能な証拠に関する
相互協定を結んでいる場合
本条においては、
(a) 「権限を有する公務員」とは、商標に関して当該国で効力を有する成文
法によって、商標を登録簿で維持し記録する当該国の政府によって権限
を付与された者又は当局を意味する。
(b) 「書類」とは以下を意味する。
i. 商標に関して当該国で効力を有する成文法によって登録簿に維持さ
れている商標の抜粋又は記録の印刷又は書面での写し
ii. 登録商標又は当該国により商標として認定されているその他のもの
に関する事柄・法律に関するその他の書類
(c) 「商標」とは「文字・語・名称・署名・数字・図案・ブランド・見出し・
ラベル・チケット・色彩（単色又は色彩の組み合わせを問わず）・音・
匂い・ホログラム・位置・連続する動き」からなる又はこれらの組み合
わせからなるものを含む標識であって、当該者であること・登録商標又
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は当該国により商標として認定されている（当該国で効力を有する成文
法による）ことの表示の有無にかかわらず、取引において商品又はサー
ビスと商標の所有者又は商標を使用するライセンシー（当該国における）
との関係を示している又は示そうとするために使用されている又は使
用の意思があるもの（当該海外国とその他の国との相互協定によって当
該海外国においてその他の国で登録商標又は商標として認定されてい
るものは含まない）
疑念を回避するため、法第 147 条では、本法による登録の目的のために外国で
商標として認定されるものに付与するとは解釈されず、外国での書類について
裁判所手続において認めることのみと解釈される。
法第 148 条では、知財当局の公報における公開は、本法によって公開が必要と
される全ての事項について十分な通知であるとしている。知財当局の公報の写
しは、公開されたものの写しである場合は追加の立証なく法的手続きにおいて
証拠として認められる。知財当局の公報の写しは、記載事項が真実であること
の一応の証拠とされる。
１０．３ 商標権侵害についてメルクマールとなる審判・裁判事例の概要
現行法による新たな事例は報告されていないため、以下に旧法下での事例を紹介する。
いくつかの事例ではパッシングオフなどの問題もあるが、特に商標権侵害に焦点を当
てている。事例及び判決の要約は、主に公表された事例の判決要旨又は判決理由の要
旨から作成したものである。
ケース 1: LOW CHI YONG (T/A REYNOX FERTICHEM INDUSTRIES) v LOW CHI HONG & ANOR
[2018] MLJ 175 (連邦裁判所)
上 訴 人 で あ る Low

Chi

Yong （ t/a

Reynox

Fertichem

Industries ）

は、高等裁判所において、被告が液体肥料についての自社の商標“REYNOX”の商標を侵
害しておりパッシングオフに当たると主張した。被告は、上訴人が第一被告への詐欺
により商標登録したと反論した。当初、商標は上訴人及び第一被告名義で登録され、
その後、第二被告に移転された。上訴人及び第一被告は商標にも適用されるパートナ
ーシップを結んでいた。高等裁判所は上訴人の主張を認め、被告の主張を却下した。
被告が控訴裁判所に控訴したところ、高等裁判所の判決は破棄されたため、原告が控
訴裁判所の判決に対して上訴した事例である。
上訴での争点は、利益を得ていない場合であっても、かつて株主・取締役・パートナ
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ーであった企業に対して自己の商標の使用に同意したことによって、商標についての
独占権を永久に放棄したことになるか、上訴人が禁反言に反するか、黙認による懈怠
かである（本件はマレーシアでの最終審である連邦裁判所の事例である）。
判決は、以下の通り判示して上訴を認め、控訴裁判所の決定を破棄して高等裁判所の
決定を復活させた。
1. 上訴人は、肥料について商標登録しており、旧法第 36 条(1)により登録商標に
関するあらゆる法的手続において、ある者が商標の所有者として登録されてい
る事実は、当該商標の原登録並びにそれ以後のすべての譲渡及び移転の有効性
の一応の証拠となるものとするとされている。
2. 被告は旧法第 37 条（登録の効力の確定）による旧法第 36 条を否定する要件を
証明していることを示す証拠を示した。商標は有効である。商標が有効な場合、
第 35 条(1)により、上訴人は独占使用権及び登録された使用者以外が商標又は
それに類似する標章を肥料に使用することを防止する権利を有する。
3. 上訴人は、被告により商標権を侵害されていることの一応の立証をしている。
商標の侵害についての措置を成功させるためには、上訴人は、侵害の意味及び
状況について規定する第 38 条に規定される商標の侵害を被告が行っているこ
とを立証する必要がある。上訴人は、 Fabrique Ebel Societe Anonyme v.
Syarikat Perniagaan Tukang Jam City Port & Ors [1988] 1 MLJ 188 で示され
た以下の侵害の要件を立証する必要がある。
(a) 被告が使用している商標が原告の標章と同一であること
(b) 侵害している標章が原告の許可を受けていない者によって使用されてい
ること
(c) 被告が業として侵害している標章を使用していること
(d) 被告が登録されている商品について侵害している標章を使用しているこ
と
(e) 被告が侵害している標章を商標としての使用態様で使用していること
4. 証拠によれば、被告は、商標を付した上訴人の液体肥料と類似する肥料の装飾・
外観を用いて上訴人の商標を掲示板、パンフレット、レシート、名刺に使用し
ている。
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5. この行為は、上訴人と被告が分かれた後に両者の関係がないにもかかわらず、
混同を誘導し、需要者に対して被告の製品と上訴人の製品が同一又は関連する
ものと信じさせるものである。
6. 被告の反論の主たるものは、上訴人は被告による商標の使用に同意していたと
する法第 40 条（侵害を構成しない行為）に依拠するものである。法第40 条(1)(dd)
によれは、商標の登録所有者である上訴人が、時期の如何を問わず明示的又は
黙示的にした同意していれば侵害を構成しないとされている。
7. 上訴人が被告に対して、とりわけ上訴人が商標の唯一の登録所有者であって、
したがって、被告は取引において上訴人の商標を侵害する全ての態様での商標
の使用を中止しなければならない旨の通知を送付したことを証明する十分な
証拠が存在する。
8. 被告は、同意は継続しており上訴人による第二被告に対する譲渡又はライセ
ンスによる同意が取り下げられたにもかかわらず同意は存在すると主張した
。同意が取り下げられた場合は、法的に有効な同意は終了する。さらに、譲
渡が登録された証拠はない。
9. 上訴人が商標に関する権利を放棄したと結論付けられる証拠はなく、まして永
久的なものではない。反対の十分な証拠が立証されている。上訴人は被告に対
して同意の取下げを通知していることだけではなく、登録商標を更新している。
ケース 2: SKYWORLD DEVELOPMENT SDN BHD & ANOR v SKYWORLD HOLDINGS SDN BHD &
5 ORS. [2020] 3 MLJ 294 （控訴裁判所）
控訴での争点は、被告による商号中の「Skyworld」の語をドメインネーム及びサバ地
方で開発予定のテーマパークで使用することが、控訴人の第 37 類の登録商標である

(

) を侵害するか、パッシング

オフの不法行為か、取引での不法妨害かである。控訴人は不動産業及び不動産開発を
行っており、2014 年から標章「SkyWorld」を所有・使用している。第一～第四被告は
2017 年に設立され旅行業を行っている。控訴人は、「Skyworld」の名称の取引・事業
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での使用が自己の登録商標と極めて近似するものであって需要者に誤認混同を生じ
させるおそれがあるとして、被告に対して商標の侵害・パッシングオフで提訴した。
高等裁判所は以下の通り控訴人の主張を棄却した。
(a) 被告により使用されている標章は、外観が控訴人の登録商標と相違し、類似する
点があるものの、両商標は誤認混同を生じさせるおそれがない。
(b) 被告標章と登録商標の類似店は偶然の一致である。
(c) 控訴人は、法第 38 条に規定する商標の侵害を立証できておらず、パッシングオ
フの不法行為を証明するに足りる登録商標の周知性による信用及び名声を証明
していない。
決定に対する即時抗告では、控訴人は裁判官の決定は法的にも事実認定にも誤りがあ
ると主張した。特に、標章「SkyWorld」の後からの使用者である被告が、
その採択が善意によるものであって虚偽の陳述ではないことを立証していない事実
を裁判官が考慮していないと述べた。また、被告が「Skyworld」の名称をその商号・
ドメインネーム・テーマパークプロジェクトに採択した理由を説明しておらず、した
がって、両商標の類似性が単に偶然の一致であると結論付けた裁判官の判断は誤りで
あると主張した。
被告は、法第38条は、侵害者の商品又はサービスが商標の登録所有者のものである
と公衆に誤認混同させることを防止することを目的とするため、侵害する商標は商
品又はサービスについて、又は関連して使用するものでなければならないと主張し
た。そのため被告は、その使用は商品又はサービスに関連するものでなく、他社の
登録商標と同一又は類似する商号を使用するものであるためまったく侵害ではない
と主張した。被告は「Skyworld」の名称の商号登記について異議なく登録が認められ
た証明も提出した。
控訴人は、被告が設立された際にすでに控訴人が存在していたため、被告による
「Skyworld」の名称での商号登記は控訴人の名称と同一であることを理由に、会社法
第 25 条(2)、26 条により拒絶すべきであったと答弁した。
控訴人は、いずれにせよ、被告の商号登記が認められたことは商標の侵害に対する法
的措置を排除する意味ではないと主張した。
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控訴裁判所は全員一致で控訴人の主張を認め、高等裁判所の決定を破棄した。
1.

控訴人は、被告に対して法第 38 条の商標の侵害を構成する要素を立証してい
る。被告による侵害名称の使用は、登録商標「SkyWorld」と称呼・外観が類似
す る た め 誤 認 混 同 を 生 じ さ せ る お そ れ が あ る 。
被告は、取引において法第3条(1)、(2)で定義する商標として侵害する名称を使
用している。侵害する名称は登録商標「SkyWorld」の必須構成要素を含んでい
る。また、被告が登録商標「SkyWorld」の登録された所有者又は使用者でない
ことは議論の余地はない。高裁裁判所は、侵害する名称及び標章の使用が登録
商標「SkyWorld」に含まれているサービスの範疇、とりわけ、「real estate
development; property development; building project management; building
and construction of real property」の範疇に入るかを審理していない点で
誤りがある。それどころか、高裁裁判官は、商標の侵害かを決定する際に両者
が同じ事業に携わっているかという誤った審理をしている。

2.

控訴人は、明白な証拠により、サバ地方での the Sky World City project が
疑わしいものであり、詐欺行為として警察の調査の対象となったことを立証し
た。被告は、真正な取引者ではなく SkyWorld の名称及び標章に化体した控訴
人の信用に乗ろうとする不法行為者である。被告は、当局に認可されていない
プロジェクトに投資する無防備な投資家を餌食にするために登録商標を侵害
した。高裁裁判所は、控訴人の主張を棄却する際にこの極めて重要な証拠を考
慮しなかった。高裁裁判所は、両者による商号及びプロジェクトの名称での
「skyworld」の採択・使用は偶然の一致だとした。被告は原告の事業を模倣し
妨げるために故意に同じものを採択したのではなく、違法なものではないとし
た。しかし、当審はそう考えない。上述した控訴人の立証のほかに、the Sky
World City Sabah の正当性が疑わしいこと、とりわけ、the Sky World City
Sabah プロジェクトがプロジェクトを進め販売することについての認可を受け
ていない土地開発シンジケートであると報告されたため警察が開発について
調査していることを明らかな証拠により立証している

3.

高裁裁判所は、パッシングオフの主張が認められるほどの広範囲で相当量の広
告・販売促進活動及び投資を通じて、控訴人が SkyWorld の名称及び標章に必
須の信用を得ていることを正当に評価していない。当該信用は周知である必要
はない。控訴人は 、事業を表象するもの（本件ではSkyWorld の名称及び標章）
により控訴人を識別できることのみを示す必要がある。法は、被告に対して、
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新たな（後からの）事業者として侵害する名称又は標章の使用により混同を生
じさせない義務を課している。被告は控訴人と同一又は関係する事業分野であ
り、この義務を果たしていない。控訴人が商標の侵害又はパッシングオフの主
張について立証した場合、取引における違法な妨害の不法行為であるとの主張
は当然の結果である。
4. 被告は、控訴人の事業と関係する事業を行っている。両者は不動産開発の分野
に該当する。したがって、被告による侵害する名称・表彰の使用は、必然的に
詐称に該当する。控訴人及び被告はお互いに競業関係にあり、そのため損害が
あることは容易に推断できる。しかし、被告によって被った控訴人の損失・損
害については証拠がない。
5. 「Skyworld」の語の使用を除くと、被告の名称は控訴人の名称と同一ではない。
そのため、会社法第 26 条(2)には違反していない。同条による登記局の権限は、
すでに存在する登録商標と同一の商号であることを理由に登記を拒否するこ
とには及ばない。
ケース 3:

SITI AISHAH AISIKIN BINTI RAZALI (t/a PERFECT LADY TRADING) &
ANOR. v AMIRUL AIMAN BIN AHMAD ZUBIR (t/a RICHGLOW GLOBAL
RESOURCES)[2019] 1 LNS 396 (高等裁判所)

本件は、健康・美容に関する製品の商標の侵害に関する判決の要約である。原告は the
style Perfect Lady Trading における単独の所有者として取引を行う個人であり、
以下の商標の登録所有者である（登録第 2013011380 号・第 5 類、登録第 2013011382

号・第 25 類、登録第 2013015681 号・第 35 類）

被告は、the style

Richglow Global Resources において取引を行う個人である。
2017 年後半、原告は、原告商標と同一又は類似する商標を被告がフェースブック・イ
ンスタグラムのソーシャルメディアにおいて販売促進・販売の申し出・販売のために
派手に使用していることを発見した。原告は、被告が原告の使用中止を求める通知を
聞き入れることを拒否又は無視したため提訴した。
裁判所は以下の通り判示した:
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1.

両者が提出した宣誓書を注意深く検討した。原告は、その補強宣誓書によって、
被告の侵害製品及び原告に対するワッツアップ の回答のキャプチャーによる
侵害の自白を説明する説得力のある書証を示した。
一方、被告は答弁の宣誓書において両者の商品パッケージの相違を比較する
だけであった。

2.

裁判所は、商標の侵害かを検証するリトマス試験（試金石）を提供した Fabrique
Ebel Societe Anonyme v. Syarikat Perniagaan Tukang Jam City Port & Ors
[1988] 1 MLJ 188 を参照し、以下の 5 つの要件を取りまとめた。
(a)被告が使用している標章が原告の標章と同一
(b)問題の標章が原告に認可・許諾されていない者によって使用されている。
(c)被告が問題の標章を業として使用している。
(d)被告が問題の標章を登録されている商品に関連して使用している。
(e)被告が問題の標章を商標としての態様で使用している、

3.

上記のリトマス試験に基づけば、原告が原告商標の登録所有者であることは争
いの余地がない。登録の証明については被告も争わないことが提示されている。
したがって、原告は原告商標を登録された区分の商品いついて独占的に使用す
る権利を有する。

4.

被告は、可能な時期に反論方法として商標の抹消を行うとしなかったため、原
告商標が一般的な語から構成されていることは重要ではない。
被告が原告商標を使用していることは、原告による補強宣誓書によって示さ
れている被告の侵害製品のパッケージのイメージ及びソーシャルメディアか
らダウンロードしたイメージによって証明された通り明らかである。その中に
は「Perfect Lady」の語又は標章について紛れもなく際立った言及がある。
「Perfect Lady」の語又は標章は、被告によって、原告の第 5 類の登録の範疇
であるダイエット食品である健康ジュース製品に主に使用されている。原告は
被告に対して原告商標又は「Perfect Lady」そのものの使用を許諾しておらず
使用も認めていない。

5.

両者がソーシャルメディアで取引を行っていることは共通している。争いのな
い事実によれば、被告はソーシャルメディアにおいて販売の申し出及び販売の
広告を行っており、
「Perfect Lady」の語又は標章を取引で使用しているため、
その使用が、当該商品自体に若しくは当該商品との物理的関係において、又は
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公衆に対する広告回状その他の広告においてなされる場合は、当該商標の登録
所有者若しくは登録使用者としての権利を有する者への言及又はその者が業
として関係する商品への言及を意味するものとして受け取られるおそれがあ
る方法でなされるときは、当該使用者によって侵害されたものと認められると
する法第 38 条(1)(b)に違反する（裁判官は自ら決定した事件である Maple Sdn

Bhd v. Siti Safiyah binti Mohd Firdaus KLHC Civil Suit no. WA-22IP-3105/2018 (非公表). に言及した）。
6.

かかる状況で、高等裁判所は公衆が被告製品と原告製品を誤認混同させると判
断した。公衆に誤認を生じさせるおそれがあるかの問題は、最終的に裁判所が
決定するためのものであって証人のためではないとした連邦裁判所の事例「Ho
Tack Sien & Ors v. Rotta Research Laboratorium SpA & Anor and Another
Appeal; Registrar of Trade Marks (Intervener) [2015] 3 MLRA 611」は陳腐な
法律であるとした。

7.

被告は、「Perfect Lady」の語又は標章を被告製品を使用した後に引きしまっ
た体型の女性となったことを示すために使用したと主張したが、裁判所は、法
第 40 条(1)の自己の商品又はサービスの性質若しくは品質についての表示であ
って善意で使用することによる抗弁をするための弱い後からの思いつきであ
って本件では記述的ではないため、法第 38 条(1)(b)に該当するとした。

8.

この点について、裁判所は被告が主張した製品パッケージへの「Perfect Lady」
の語又は標章の使用について、そのジュース製品と使用後の効果との関連性を
明確には認めなかった。

＊被告製品のパッケージ:
パッケージでは「Perfect Lady」の語は被告のブランドである RicGlow より
もより輝く態様であった。圧倒的な客観的結論は、原告製品に対するパッシ
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(iv) Lee Chiew Kim (“PW4”), a director in Nores Industries Sdn Bhd and Nores M

[12]On the opposite side, the Defendants called the following witnesses in the trial, to
(i)

Lim Daw Yong (“DW1”), the Second Defendant himself;

(ii) Dr Ling Sui Kiong (“DW2”), a senior research officer of the Forest Research I
(iii) Low Chee Choy (“DW3”), a director of Excelna Marketing Sdn Bhd; and

(iv) Yap Yoon Nian (“DW4”), the former operations manager of the Third Plaintiff

ングオフではないとしても原告製品の人気に便乗する意図で行われた可能性
[13]After the close of trial, the parties simultaneously submitted their written submiss
が高いというものであった。被告の主張は誠実なものではないとされ、被告
in reply. I heard oral arguments of counsel on 3 April 2019.
のスタンスが誠実さを欠くことは、同時期にされたワッツアップの交換にも
見られると
し た 。 そ Facts
の内容によれば、被告が原告商標を侵害している
Background
とする明らかな自認あるとした。

[14]These background facts are derived from the statement of agreed facts and thos
the trial.

ケース 4: ORGANO GOLD HOLDINGS LIMITED & ORS v INFIGRAMS SDN BHD & ANOR [2019]
[15]The First Plaintiff through the Second Plaintiff expanded its business in to Malay
MLJU 349Plaintiff
(高等裁判所)
is responsible for sourcing all premixed coffee products from Organo Go

another wholly owned subsidiary of the
First年から拡大してきた。第二
Plaintiff. Furthermore, the First Plaintiff o
第一原告は第二原告を通じてマレーシアでの事業を
2012
following Trademarks in Class 30: Coffee, Mocha coffee, Latte, Cocoa, Hot ch
原告は あらかじめミックスした全てのコーヒー製品を第一原告の完全な子会社で
Ganoderma spore powder extract, Coffee and coffee ginseng blend, Coffee and g
extract, Green
Tea and iced tea, all included in Class 30.
あるOrgano Gold Management
Ltdtea,
から仕入れる責任を有する。また、第一原告は
2012

年 5 月 16 日に商標

及び

について第 30 類の

「Coffee, Mocha coffee, Latte, Cocoa, Hot chocolate, Coffee infused with
Ganoderma spore powder extract, Coffee and coffee ginseng blend, Coffee and
“
”
ginseng blend with Ganoderma extract, Green tea, Tea and iced tea」について
登録した。第一原告は、マレーシアにおいて第三原告に商標の使用許諾を行い 、第三
原告は Organo Gold Management Ltd 又はその他の認定した製造者から仕入れたあら
かじめミックスしたコーヒー製品を、許可した代理店及び最終消費者に提供する責任
を有する。原告団のビジネスモデルは、第三原告からのラインセンスを得た代理店か
ら消費者に需要者にあらかじめミックスしたコーヒー製品を直接提供するという「ダ
イレクトセール マルチレベル マーケティング」である。このライセンスはマレー
“
”
シア国内での販売にのみ有効であり、あらかじめミックスしたコーヒー製品はスーパ
ーマーケットや雑貨店では販売されない。このライセンスはマレーシア国内での販売
[16]The First Plaintiff also licensed the use of the Trademarks to the Third Plaintiff in
にのみ有効であり、あらかじめミックスしたコーヒー製品はスーパーマーケットや雑
貨店では販売されない。マレーシアの需要者は、あらかじめミックスしたコーヒー製
品をライセンスを受けた代理店か、第一原告のウェブサイト経由でオンラインで直接
購入するしかない。第一原告は、Nores Industries Sdn Bhd に対して「Gourmet Cafe
Latte」、「Gourmet Black Coffee」ブランド（以下、The Gourmet Coffees）のあらか
じめミックスしたコーヒー製品について独占製造をライセンスした。
これらの商品は、第三原告により指定されたマレーシアでのライセンスされた代
理店による商標を付した黒と黄色の小袋を含む包装箱で販売された。
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The Gourmet Coffees はマレーシアで適用される所定のラベリング基準にしたがって
製造され、したがって、マレーシア向けの販売のみである。第一原告は、関係する全
期間において第三原告によって指定されたライセンスを受けた代理店ではなく、一方、
第二被告は 2014 年から 2015 年まで第三原告によって指定されたライセンスを受けた
代理店である。
2015 年 9 月前後に、原告団はカナダの関係会社を通じて、The Gourmet Coffees の
侵害品が、原告団の許可なく“Royale Concept”, “Maxi Vogue”, “Azonio”, “Nozomic”及
び“Branded Outlet Shoppe”のドメインネームを用いたウェブサイト（以下、ウエブサ
イト）を通じて E-bay 経由で主にアメリカ及びヨーロッパを中心に世界中でインター
ネットにより販売されていることを発見した。
The Gourmet Coffees とされる商品は、マレーシア市場向けを意味する特定の態様
による販売・包装・ラベリングがされていた。上述のドメインネームについての詳細
な調査により、原告団はドメインネームを第一被告と同じ組織名による Dave Lim と
いう個人が所有・管理していることを発見した。
マレーシア会社登記所での更なる調査の結果、原告団は、Dave Lim は実際には第二
被告であることを立証した。また、更なる調査の結果、原告は市場に出された The
Gourmet Coffees の出所をトレースし、被告が Petaling Jaya, Selangor にある倉庫
から事業を行っていることが分かった。そのため、原告団は 2018 年 4 月 23 日に提訴
した。
裁判所での論点及び判示内容は以下の通りである。
1. 被告団は、関係する期間、そのウェブサイトにより The Gourmet Coffees の模
倣品又は偽造品のオンライン販売の申し出及び販売を行っていた。第一被告及
び第二被告は異なる法人格であるが、実質的に一体となって活動し、そのウェ
ブサイト経由 でオンラインでの販売の申し出及び販売を 行っている The
Gourmet Coffees は見分けがつかない。したがって、両者は連帯責任がある。
2.

原告団の The Gourmet Coffees は、トルコにおいて Nores Industries が製造
している。すなわち、the Gourmet Coffees は Nores Industries によってデザ
イン・製造・包装されている。第三原告はオンラインでのトラップ購入を行い、
購入した物を検査のために Nores Industries 及び Bio Synergy lab に提供
し、オリジナルの the Gourmet Coffees とトラップ購入した商品の比較が行わ
れた。Nores Industries は the Gourmet Coffees の包装の検査を行い、包装箱
のシュリンクフィルムの封印ライン・包装箱上のフェイク防止標章・包装箱の
板紙の色・値札の情報・包装箱に印刷されている情報・小袋のサイズ・各小袋
の封印ラインの数字・小袋に付された商標の色彩・小袋のバッチナンバーのア
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ライメントの相違を見つけた。これらを検証した結果、裁判所は実際にこれら
の相違があると確認した。Nores Industries は実際に製品を飲んで検査を行
い、温かくても冷たくても味に相違があることを見つけた。これに加えて、Bio
Synergy Lab の化学分析によれば、カロリーや炭水化物・脂分・タンパク質な
どの成分の組み合わせも相違することが分かった。
3.

製品が真正品であるか偽造品であるかを評価するやめの標準的な方法はなく、
しばしば個別案件における実際の証拠や専門家の証言に依拠する。 Nores
Industries は原告団のためにトルコにおいてオリジナルの The Gourmet
Coffees を製造しているため、裁判所は Nores Industries は評価を行うベス
トの者であるとした。裁判所は原告が提出した証拠の包括性を認め、原告は被
告が The Gourmet Coffees の偽造品を取り扱っていることの立証責任を果たし
ているとした。証拠によると、原告は、the Gourmet Coffees の侵害品のオン
ラインによる販売量が 2016 年 9 月から 2018 年 3 月までに Nores Industries
が実際に製造した the Gourmet Coffees の量を超えていることを分析し示して
いるとした。さらに、原告団は被告団が同時期に最低限のオリジナルの Gourmet
Coffees の購入しかしていないことを示しているとした(参照事案：Jasmine

Food Corporation Sdn Bhd v Leong Wai Chun)。
4.

したがって、被告団は原告団の同意なく取引において違法に商標を使用してい
るため商標を侵害しており、商標を保有する第一原告に対する責任を有する。
被告団は、第一原告が商標の登録された所有者であることは争わなかった。商
標の侵害についての法律は連邦裁判所の ow Chi Yong v Low Chi Hong & Ors
[2018] 1 CLJ 287 ケースで以下のように判示されている。
-

商標の侵害についての立証責任は原告にあり、証拠の優越によって有効な
登録商標を保有すること及び被告が同意なく取引において原告の商標を
使用していることを証明しなければならない。

-

原告は Fabrique Ebel Societe Anonyme v. Syarikat Perniagaan Tukang
Jam City Port & Ors [1988] 1 MLJ 188 ケースで示された以下の侵害の構
成要素を証明しなければならない。
(a) 被告が原告の標章と同一の標章を使用していること
(b) 対象の標章が原告の認可・許諾を得ていない者により使用されてい
ること
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(c) 被告が対象の標章を業として使用していること
(d) 被告が対象の標章を登録商標の商品に関係する商品に使用してい
ること
(e) 被告が対象の標章を商標の使用と考えられる態様で使用している
こと
-

(Boh Plantations Sdn Bhd v. Gui Nee Chuan & Ors [1975] 1 LNS 4; [1975]

2 MLJ 213 ケースで示された商標の違法な使用により想定される需要者間
で誤認混同を生じさせること
5. 被告団によるウェブサイトでの The Gourmet Coffees の販売の申し出及び模倣
品又は偽造品を販売した行為が第一原告の同意を得ていないことは明白であ
る。さらに、これらの The Gourmet Coffees の模倣品又は偽造品が想定される
需要者間で誤認混同を生じさせたことも明らかである。証拠によれば、被告団
が販売した The Gourmet Coffees は、包装箱及び小袋に商標が付されており原
告商標と同一のデザイン・色彩である。被告によるオンラインでの
商品カタログでは商標と共にThe Gourmet Coffees の写真が誤って鮮やかに描
かれている。そのため、マレーシアでの登録ドメインネームのプラットフォー
ム及びウェブサイトを通じてオンラインで商品の販売の申し出及び販売を行
うことは、法第 38 条(1)の業としての行為に該当し、したがって、被告団のウェ
ブサイトにも適用される [参照事案：Philip Morris Brands Sarl v Goodness
for Import and Export & Ors [2017] 10 CLJ 337 and Heineken Asia Pacific
Pte Ltd v Supre La Via Sdn Bhd [2019] 2 MLRH 165.
6.

被告は法第 40 条による同意及び許諾、具体的には同条(1)(dd)の商標の登録使用
者が明示的又は黙示的にした同意に基づき商品又はサービスについて当該商
標を使用することは侵害を構成しないと争い、原告団は共同で被告団に商標の
使用を認めておりさらにコーヒーのストックを代理人が処分することを補助
したと主張した。同意・許可が与えられていたかは事実問題であり、その立証
責任は反論で依拠する被告にある。しかし、原告が被告に対してウェブサイト
による世界中での The Gourmet Coffees のオンライン販売を明示的又は黙示的
に同意していたことは裁判所に提出されていない。実際には、原告団と被告団
との間でのどんな形であれこの点についてのやり取りは存在しない。2015 年末
までに、第三原告による第二被告の独立した代理店契約は終了している。被告
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団による The Gourmet Coffees の販売は模倣又は偽造であり、原告団が明示的
又は黙示的に同意していたことを示す合理性は存在しない。
ケース 5: TELEKOM MALAYSIA BERHAD & TELEKOM SALES & SERVICES SDN BHD v CA
MULTIMEDIA SDN BHD & ORS. [2019] 1 LNS 2005
(高等裁判所)
本件は、ドメインネームの使用に関する知的財産権に関するものである。第一原告は
公開会社でありマレーシアにおける電気通信及びインターネットサービス・製品のリ
ーダーである。第二原告は第一原告の子会社の有限会社であり、第一原告が認可した
その製品・サービスのサプライヤーである。第一原告は 1940 年代から商号「TELEKOM
MALAYSIA」、
「TM」、
「TMPOINT」
（原告商標）を使用しており、商標「TMPOINT」のコモン
ロー上及び収益上の所有者であって第 16 類、35 類において商標登録している。
第一被告と第二被告は有限会社であり、第二原告との間で製品・サービスに関する契
約を結んでいる。第三被告、第四被告及び第五被告は個人であり、第四被告及び第五
被告は第一被告と第二被告の役員である。
原告団は、契約違反、許可なしでのドメインネームの使用、商標の侵害、パッシング
オフ、契約違反のための誘導及び原告団を害する共謀を主張して 2018 年 10 月 16 日
に提訴した。また、関連する email アドレスと共に www.tmpoint.com を第一原告に移
転することの命令及び TMPOINT 商標の侵害・パッシングオフのいかなる行為も永久に
行うことを禁じる命令という救済も求めた。
原告団は、2015 年 5 月 18 日頃に第一被告が第一被告又は第二被告のウェブサイトで
原告商標を使用していることを発見した。そのため、第二原告は、自己の許可なく第
一被告又は第二被告がそのウェブサイトを通じて TM logo や原告商標を使用して商品
の販促活動を行っていることは商標の権利違反の疑いがある旨の email を第四被告に
送付した。
第一被告及び第二被告の情報及び所在地は、www.tmpoint.com のウェブサイトに掲載
されていた。第二原告は第一被告が要請した文書での許諾を検討し、第一被告に対し
て契約による付加事項である要件・指示・追加のガイドラインにしたがうことを条件
に そ の ウ ェ ブ サ イ ト （TMPOINT Website ） 及 び 原 告 商 標 を 継 続 し て 使 用 す
ることを認めた。しかし、原告団は、2018年7月頃にTMPOINT Website において付加
事 項 に し た が っ た 使 用 を し て い な い こ と を 発 見 し た 。 TMPOINT Website 及 び
www.tmpoint.com のドメインネームにおいて原告団の競業者の製品を含む原告団以外
の製品・サービスが販売されており、請求書の支払い・クレジットカード決済・自動
車保険の更新・家庭用製品・ファッション製品・電子製品・子供用品及び食料品を含
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むものであった。 また、TMPOINT Website では原告団の競業者の商標も表示されてい
た。TMPOINT Website では、マレーシアで周知の電気通信プロバイダーである MAXIS,
Celcom, Yes and U Mobile の製品・サービスも提示されていた。その結果、第二原告
は 2018 年 7 月 19 日付で第一被告に対して www.tmpoint.com のドメインネーム及び関
係するすべての email アドレスを第二原告に移転することを求める要求書を発した。
その後、第二原告は、www.tmpoint.com のドメインネームの実際の管理者で運営者であ
る Easypay Online Sdn Bhd から 2018 年 7 月 27 日付で TMPOINT Website における全
ての第一原告に関する全ての引用を削除するとの回答を得た。
広範な調査の結果、原告団は、Easypay Online Sdn Bhd が、以前、CA Network Sdn
Bhd（企業番号：1110332-M）として知られていた第二被告であることを発見した。ま
た、原告団は CA Network Sdn Bhd の役員が第四・第五被告であることを突き止めた。
そのため、原告団は、第一・第二被告との契約を解除し、被告団を提訴した。第一・
第二被告は契約解除後も TMPOINT Website を通じた電子商取引を継続していた。
商標の侵害については、被告団は第一原告の商標を侵害していると認定された。裁判
所での論点及び判示内容は以下の通りである。
1.

商標の侵害については、最近、連邦裁判所の Low Chi Yong v. Low Chi Hong &
Ors [2018] 1 CLJ 287 ケースで以下の通り述べられている。
-

商標の侵害についての立証責任は原告にあり、原告は十分な証拠により有
効な登録商標を保有しており被告が原告商標を許可なく業として使用し
ていることを立証しなければならない。

-

原告は、Fabrique Ebel Societe Anonyme v. Syarikat Perniagaan Tukang
Jam City Port & Ors [1988] 1 MLJ 188 ケースで示された以下の侵害の構
成要素を証明しなければならない。
(a)被告が原告の標章と同一の標章を使用していること
(b)対象の標章が原告の認可・許諾を得ていない者により使用されてい
ること
(c)被告が対象の標章を業として使用していること
(d)被告が対象の標章を登録商標の商品に関係する商品に使用している
こと
(e)被告が対象の標章を商標の使用と考えられる態様で使用しているこ
と
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-

(Boh Plantations Sdn Bhd v. Gui Nee Chuan & Ors [1975] 1 LNS 4; [1975]

2 MLJ 213 ケースで示された商標の違法な使用により想定される需要者間
で誤認混同を生じさせること
2.

提出された証拠によれば、原告団は、第一原告がマレーシアでの登録された所
有者であり、被告団が登録された所有者でも登録された使用者でもないことを
立証している。第二被告は法第 3 条の標章の定義に十分該当する語あるいは名
称「tmpoint」を使用している。 「tmpoint」の標章は、第二被告もしくは第四
被告が作成し第二被告の商品又はサービスの広告・販促のために
「www.tmpoint.com」のドメインネームで運営されている TMPOINT Website によ
って業として商標として使用されている標章と同一である。この行為は第一原
告の第 35 類の登録商標の範囲に含まれる。被告団はウェブサイトとドメイン
ネームの相違を主張している。両者は機能において技術的相違があるが一体と
して運用されており、本件での商標の侵害の目的のためには１つのものとして
取り扱わなければならない。それはさておき、公開された企業名の登録商標と
同一の商標を採択することは、事業のために物理的に用いる場合も、インター
ネットでバーチャルで用いる場合でも商標の使用に該当することは明らかで
ある（参照事案：University of Oxford v. Oxford Law School Ltd [2014] ALL
ER (D) 104 (Jan), Skyworld Development Sdn Bhd v. Skyworld Holdings Sdn Bhd
& Ors [2019] 9 MLJ 137 and Organo Gold Holdings Limited & Ors v. Infigrams
Sdn Bhd & Anor [2019] 5 MLRH 428).

3.

どのような広告が登録商標の範疇に該当するかの境界線は、原告・被告で解釈
が相違する。原告団は、ニース協定第 11 版による解釈（第 35 類の注釈である
「主として、人又は組織が提供するサービスであって：商業に従事する企業の
運営若しくは管理に関 する援助、又は工業若しくは商業に従事する企業の事業
若しくは商業機能の管理に関する援助を主たる目的とするもの、及び広告事業
所であって、すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる伝達手段を用
いた公衆への伝達又は発表を主に請け負うものが提供するサービスを含む。他
人の便宜のために各種商品を揃え（その運搬を除く。）、顧客がこれらの商品
を見、かつ、購入す るために便宜を図ること； 当該サービスは、小売店、卸売
店、自動販売機、通信販売、カタログによる注文又はウェブサイト若しくはテ
レビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される（コンピュー
タネットワークにおけるオンライン広告・商品又はサービスの購入者・販売者
のためのオンライン市場の提供など）場合がある。」を引用した。一方、被告
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団は、Cambridge English dictionary では「広告」を「the business of trying
to persuade people to buy products or services and the activity of
making products or services known about and persuading people to buy
them together with that article」と定義し、WIPO が発行した「Managing
Intellectual Property in the Advertising Industry」では「広告」を「a
direct part of the creative industries」としていることに依拠した。
そして被告団は、TMPOINT Website にはこれらの定義に該当する要素がないた
め広告には該当しないと主張した。即ち、第二被告の事業は単なる電子商取引
であって広告に当たらないと主張した。
4.

裁判所は、近年の技術及び通信はマレーシアの公衆はマレーシアで未使用の外
国の標章を知る程度にまで改善されており、情報技術が進化した近年では誤認
混 同 の 国 境 は な い と 判 示 し た 控 訴 裁 判 所 の ケ ー ス で あ る Walton
International Ltd v. Yong Teng Hin; Pendaftar Cap Dagangan Malaysia
(Interested Party) [2010] 8 CLJ を取り上げた。慎重な審議の結果、裁判所はニ
ース協定で示されている広範な「広告」が適切とした。実際に、ニース協定は、
1957 年以来、商標登録のための分類の事実上の国際的基準である。被告による
広告の意味の主張は、利己的なものであって人為的な制限であると判断された。
そして、知的財産保護に関する法律は、商標の侵害及びパッシングオフに関す
る防御においてなされる革新的な主張を含みダイナミックな挑戦に合致する
よう成長し高まる必要があるとした。その結果、第二被告は法第 38 条(1)(b)に
規定する商標の侵害をしていると判断された。

5.

さらに、第二被告は第一原告から標章の使用を認められていないと判断された。
仮に第二被告が契約により第一原告の許可又は同意を得ていたと誤って認識
していたとしても、契約の解除によりもはや真実とは言えず適法なものではな
いとした（Low Chi Yong v. Low Chi Hong & Ors (supra) ケースでは、取り下げ
られた同意は、法的効果は終了するとしている）。

6.

さらに、原告団によって提出された TMPOINT Website のスクリーンショット
を詳細に審理した結果、第二被告による商標の使用は、商標の使用と考えられ
る態様又は第一原告又はその商品又はサービスに関する事項を表すものであ
ると判断された。第一原告又はその認可されたディーラーの TMPOINT のアドレ
ス又はサービスを見つけようとする公衆は、インターネットの Google を利用
して調査を行うが、この調査によれば TMPOINT Website は最初のページに表れ
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る。そして原告団の系列販売店で企業カラーとして使用されているオレンジ色
と同じ色調のオレンジ色が表示されている TMPOINT Website に誘導される。端
的に言えば、第二被告はその電子商取引の広告・販促を容易にするためバーチ
ャルな手段で商標を使用している。事実、第二被告及び第四被告は当該標章の
存在及びそれが広く知られていることを知り、自らの電子商取引の目的で取引
を産むためにそれらを利用した。換言すれば、両被告は原告の事業の成功に乗
ろうとするものであり、極めて好ましくないものである。
7.

被告団は第一原告が標章を登録する前に www.tmpoint.com を創作し使用してい
ると主張した。しかし、被告団は標章の無効手続きを行わず、また、法第 20 条
の同時使用による商標登録手続きも行わなかったため、その主張は取るに足ら
ないとされた。そして TMPOINT Website を検証した結果、平均的なマレーシア
の需要者は、原告団に関係のある事業者であると誤認混同を生じると判断した。
Musical Fidelity Ltd v. Vickers (t/a Vickers Hi-Fi) [2002] ALL ER (D) 120 (May)
での判示内容である「両者の進行中の関係をほのめかすために原告の名称をド
メインネーム及びそのウェブサイトで被告が使用することは、原告の名声を表
示するものである。このような使用はインターネットの使用者に誤認混同を生
じさせるおそれがあるものであり、原告の名声・信用に損害を与えるものであ
る。したがって、原告は被告に対して略式判決を求める権利を有する」を参照
し、本件における事実も相違しないとした。本件では、マレーシア市場は除外
されていないため、第二被告が世界の市場をターゲットとしていることは関係
ないと判断された。

１１

料金

規則及びガイドラインで規定されているオフィシャルフィーは以下の通りである。
１１．１ 商標出願／登録
➢
現行法では、商標の種類を問わず、出願から出願公告・登録までの費用を
出願時に一括納付することを求めている。拒絶理由を受け出願を取り下げ
又は放棄する場合でも出願人に既納の費用は返還されない。また、オフィ
シャルフィーは区分数に基づき計算され、出願単位ではない。したがって、
多区分出願の場合は出願における区分数によって計算される。
➢

また、指定商品・指定役務があらかじめ認められたリストのものか否かに
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よっても追加の費用が課される。あらかじめ認められたリストによらない
各類のオフィシャルフィーはより高額となる。
➢

シリーズ商標については、最大で 6 商標までとして、2 商標及びそれ以上
の商標の数によってオフィシャルフィーが課される。以前は、2 商標のシ
リーズ商標へのオフィシャルフィーは課されず、3 商標目及びそれ以上の
商標については数に制限なくオフィシャルフィーは課されなかった。

内容
商標登録出願—

関連条文
17(2)

(a) 通常の商標
(b) 商品の形状及び包
装

オフィシャルフィー
（リンギット）
950
(あらかじめ認められた
リストの場合／類ごと)

1100
（あらかじめ認められたリ
ストにない場合／類ごと）

(c) その他のタイプの
商標:
音、匂い、ホログ
ラム、 位置、連続
する動き, 色彩
(d) 団体商標
(e) 証明商標
2 商標及びそれ以上の
数からなるシリーズ
商標（最大で 6 商標）

規則
38(2)

50
(商標ごと)

代理人の指定等

95(1) /
95(3)

20
(出願ごと)
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団体商標又は証明商
標の規約の提出

付則 5(1)

300
(区分ごと)

付則 6(2)

早期審査の申請

17(5)

1000
(区分ごと)

登録証の申請

36(4)

50
(出願ごと)

１１．２ 更新
更新についてのオフィシャルフィーは著しく増額となった。
内容

関連条文

オフィシャルフィー
（リンギット）

更新

39(4)

1000
(区分ごと)

期間経過後の更新申
請

39(5)

1200
(区分ごと)

回復の申請

39(9)

1500
(区分ごと)

１１．３ 異議申立
異議申立についてのオフィシャルフィーは著しく増額となったが答弁費用は僅
かな増額となった。代理人費用は変更されていない。
内容
商標・団体商標・証明
商標登録に対する異
議申立
答弁書の提出

関連条文

オフィシャルフィー
（リンギット）

35(1),

950
(区分ごと)

付則
6(8) 、8(3)
35(4)
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350
(区分ごと)

異議申立手続の期間
延長請求

-

200 (１月ごと)

審査又は異議申立手
続の延期

29(7) 又は
35(9)

300
(出願ごと)
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APPENDIX A
開始

商標出願受理

方式審査

法定要件を満たすか？

いいえ

暫定的拒絶

要件を満たす応答又は
出願費用の納付

はい
実体審査
実体審査

全ての登録要件を満たすか？

いいえ

暫定的拒絶

はい

文書での回答又は法定宣
誓書、ヒアリングの申請

登録許可及び公報での公告

要件を満たす場合

要件を満たさない場合

登録許可及び公報での公告

拒絶の決定

異議申立

なし

あり

登録

異議申立手続

高等裁判所に提訴
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商標異議申立手続のフローチャート
異議申立書

商標登録出願の登録許可

フォーム TM７と異議申

の公告日から 2 ヶ月以内

立理由書を作成する。

出願人が異議申立書を受

異議申立書の宣誓供述書

領した日から 14 日以内

異議申立書受領日から 2

答弁書

ヶ月以内（期間内に答弁

フォーム TM8 と出願の補強

書が提出されない場合

証拠を作成する。

は、出願は取り下げたも
のとみなされる。
）

異議申立人が答弁書を受

答弁書の宣誓供述書

領した日から 14 日以内
答弁書受領日から 2 ヶ月
以内（期間内に証拠が提

異議申立の補強証拠

出されない場合、異議申
立は取り下げたものとみ
なされる。
）

異議申立人による法定宣

出願人が異議申立の証拠を

誓書の宣誓供述書

受領した日から 14 日以内

法定宣誓書受領日から 2
ヶ月以内（期間内に証拠

出願の補強証拠

が提出されない場合は、
出願は取り下げたものと
みなされる）
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出願人による法定宣誓

異議申立人が出願の証拠を

書の宣誓供述書

受領した日から 14 日以内

出願人による証拠受領か

異議申立人の反論

ら 2 ヶ月以内（反論の証

における証拠

拠は出願人の証拠に関す

るものに厳密に制限され
る。
）

追加の証拠
登録官の許可又は登録官が
適当と認めた場合
登録官は異議申立人・出
願人に対して、異議申立
に関する書面を 2 ヶ月以

書面の提出

内に提出するよう求める
通知を発する。

登録官の異議申立の決定

全ての異議申立手続の書

決定の理由を書面で双方に送る。

類提出後、2 ヶ月以内

裁判所への不服申立 s. 28(5)

決定発行日から 1 ヶ月以内

期間の延長／延期
登録官は、所定の費用を支払うことによる異議
申立人又は出願人の期間延長請求を認めること
ができる。延長請求できる期間は 6 か月以内で
ある。なお、異議申立書の提出期間の延長は 2 ヶ
月を超えないものとする。
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The MYIPO official portal ：(http://www.myipo.gov.my/en/home/)
現在の商標法、規制、規則、ガイドライン、旧商標法等：（http://www.myipo.gov.my/en/trademarks-act-1976/?lang=en）

109

特許庁委託事業
マレーシアにおける商標制度・運用に係る実態調査

2021 年 3 月
禁無断転載

[調査受託]
Kasame & Associates Co., Ltd.
独立行政法人

日本貿易振興機構

バンコク事務所
(知的財産権部)

本冊子は、2020年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った
Kasame & Associates Co., Ltd.が作成した調査報告等に基づくものであり、その後の法改正等
によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期して
いるものの、完全に正確なものであると保証するものではございません。

Copyright(C) 2021 JPO/JETRO. All right reserved.
110

