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第 5 節 営業秘密の保護 

 

I. はじめに 

 

マレーシアには、機密情報つまり営業秘密を統制する一般的な法が存在しない。機密

情報及び営業秘密の保護は、機密保持義務違反に対するコモンローに基づく訴訟から始

まる。こうした機密情報及び営業秘密は、契約によっても保護される。 

 

II. 営業秘密の保護 

 

営業秘密とは、機密営業情報、つまり、事業の成功、発展及び良好な状態の基本とな

る情報を意味する。これには、製法、方法、技術、製造費用、顧客リスト、事業計画な

どが含まれる。機密情報を保護のための登録制度はないということに留意してほしい。 

機密法が保護する対象は、秘密となっている情報のみである。公共財となっている情

報、つまり一般的な情報は保護されない。しかし、製法や計画といった公共財となって

いる特定の文書でも、そのような文書を作成する製造者により技能が伝えられてきてい

るので、いまだ機密的性格を維持しているということがあり得る（Saltman Engineering 

Co Ltd 対 Campbell Engineering Co Ltd （1948） 65 RPC 203事件）。さらに、被告

による機密保持義務違反自体が原因で情報が開示された場合、当該被告は、そうした開

示により原告が受けた損害にやはり責任を負う。 

マレーシアにおいては、営業秘密に関する訴訟の大半は、技術的ノウハウに関連した

情報の保護に関するものである。こうしたノウハウには、製造技術又は製造方法、市場

化、並びに性質及び状況により営業秘密として保護することが利益に繋がる可能性があ

る顧客資料、意匠、又はその他資料が含まれる。 

機密保持義務違反に関する訴訟の構成要素は、英国で提起された Saltman 

Engineering Co Ltd 対 Campbell Engineering Co Ltd （1948） 65 RPC 203事件及び

Coco 対 AN Clark （Engineers） Ltd （1969） RPC 41事件において次のように明示

された。 

a) 原告が保護を要求する情報に機密性があること。 

b) 機密保持義務を伴う状況において問題の情報が伝達されたこと。 
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c) 当該情報を伝達する者の不利益となるように当該情報が無断で使用されたこと。 

この事件以降、これらの要件がマレーシアの訴訟で適用されている。例えば、Schmidt 

Scientific Sdn Bhd 対 Ong Han Suan & Ors [1998] 1 CLJ 685 事件、Electro Cad 

Australia Pty Ltd & Ors 対 Mejat RCS Sdn Bhd & Ors [1998] 3 CLJ SUPP 196.事件など

が挙げられる。 

 

III. 雇用契約における機密情報  

 

機密保持義務は、通常、雇用関係において発生する。機密法は、従業員による機密情

報の無許可使用から使用者を保護する。雇用期間中、従業員はその使用者に対する忠実

及び誠実の義務を負う。この義務は暗示であっても、明示であってもよい。従業員に対

し取り得る別の措置は、忠実義務違反である。使用者が選択する最も一般的な方法は、

雇用期間中に契約上の取り決めを締結して、当該従業員に忠実義務及び機密保持義務を

認識させることである。 

 

IV. 忠実及び誠実の義務の範囲 

 

この義務は、雇用状態にある従業員に対し、すべての機密情報の悪用又は開示を差し

控えるよう求めるものである。この義務は、従業員が雇用中に取得した機密情報を使用

者の同意を得ずに、自身で又は他の者のために使用することに関連して、その雇用終了

後にまで及ぶ。 

しかし、使用者は従業員に対し、当該従業員の技術及び知識の一部となったものの使

用を禁止できない。裁判所では、通常、開示された情報が営業秘密であるのか、当該従

業員が職務上取得した技術及び知識であるのかの判断を求める訴訟が提起される。裁判

所はこうした訴訟の判決において、当該情報の性質及び当該情報が開示された状況を検

討する（Schmidt Scientific Sdn Bhd 対 Ong Han Suan & Ors [1998] 1 CLJ 685事件）。 

マレーシアで提起されたSvenson Hair Center Sdn Bhd対 Irene Chin Zee Ling [2008] 

8 CLJ 386事件において引用された Faccenda Chicken対 Fowler （1985） FSR 105

事件では、裁判所は、次の４つの要点からなるテストを設定し、当該情報が営業秘密で

あるか又は一般知識及び技術であるかを判断した。 
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a) 雇用の性質 

b) 情報の性質 

c) 使用者がその資料の機密性を強調したか 

d) 当該営業秘密が一般知識及び技術と区別できるものであるのか 

 

V. 雇用契約における競業避止条項 

 

マレーシアでは、1950年契約法第 28条に基づき競業避止条項は無効となったため、

雇用契約終了後は裁判所により競業避止が施行されることはない。ただし、パートナー

シップ又はのれんの売却が行われた場合といった例外事項に当てはまる場合はこの限

りでない。 

Stamford College Group Sdn Bhd 対 Raja Abdullah Raja Othman （1991） 2 CLJ 

1135 事件では、裁判所は、制限が被告の生計に影響を与えるため不当であるとして、

被告の雇用契約終了後原告の許可なく被告が講師として活動することを 2 年間禁止す

る差止命令を取り消した。 

しかしながら、Yeohata Industries Sdn Bhd & Anor 対 Coil Master Sdn Bhd & Ors （2001） 

6 CLJ 418事件では、原告が被告に対し当該原告の営業秘密の使用又は開示のみを制限

し、被告が同業種で取引することは制限しなかったため、競業避止であるとの抗弁は認

められなかった。この抗弁は、原告が被告に対して申立てた差止めに対する被告の応答

をいっている。この事案では、被告は抗弁で、第一原告が発明した蚊取り線香の製造機

械を製造し販売することの差止の申立によって原告は被告の業務を妨げている、と主張

している。しかしながら、原告は単に被告が原告の営業秘密を用いるか又は開示するこ

とを差止めただけであり（原告の販路開拓の代理人としての地位があるならばその理由

で）、原告が同一の業務に従事することを妨げたものではないので、競業避止の規制で

あるとの抗弁は成立たない。 

 

Worldwide Rota Dies Sdn Bhd 対 Ronald Ong Cheow Joon （2010） 8 MLJ 297 事件で

は、高等裁判所は、使用人が業務上取得した営業秘密の利用を禁止することが競業避止

の目的である場合、競合業者を対象とした競業避止は正当であると判示した。これによ

り裁判所は、当該被告は当該原告の顧客の特別な詳細情報を取得できる職務にあったた

め、本事件での競業避止条項は妥当であると判断した。裁判所はさらに、取引主義にお
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ける公共の利益の重要性を判断する際、両契約当事者間の契約の神聖性にも敬意を払う

べきであると判示した。同判決は、英国のコモンロー上の競業避止条項における妥当性

の概念を取り入れたため、1950年契約法第 28条の厳格な原則から逸脱している。この

判決は同法第 28条の文字通りの明確な規定に違反する可能性がある。 

本事件において裁判所は、1950年契約法第 28条の実施の必要性を考慮すると法的介

入の緊急性があると明言した。両当事者が、双方の事業の性質を考慮した上で、その商

取引への競業避止の導入に同意した場合、裁判所は当該競業避止を実施すべきである。

当該契約の神聖性も支持されなければならない、とされた。 

 

V. 契約違反及び機密保持義務違反 

 

使用者が従業員の機密保持義務を明示しており、かつ、当該従業員がこの義務に違反

した場合、当該使用者は、契約不履行の訴訟を提起することができる。そのような義務

は、契約で暗示される場合もある。当該使用者は、コモンロー上の機密保持義務違反に

基づき訴訟を提起することもできる。訴訟においては、通常、当該使用者は、コモンロ

ーに基づく契約不履行及び秘密保持義務違反のいずれをも主張する。 

 

VI. 機密保持条項の例 

 

雇用契約 

a) 「被用者は、業務上知り得た会社及び会社の顧客に関する全ての情報を秘密及び

機密にし、許可を得ていない者に対し一切説明及び開示してはならない。被用者

は、かかる情報から個人的利益を享受することはできない。機密保持義務は、被

用者の雇用契約終了により、あらゆる書類を破棄することにまで及ぶ。」 

b)「機密情報 いずれかの当事者により開示された一切の情報であって、まさ

にその性質からして相手方当事者が機密であると期待するも

の。これには、事業計画、提案、書式及び製法、製品価格表、

顧客情報又は関連企業、マーケティング並びに販売情報などの

ノウハウ及び一切の専有情報が含まれ、また、 
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(i) 一方の当事者による本契約に基づく義務の不履行がなく、

現在若しくは今後も、公知若しくは印刷物の一部となってい

ない情報、又は 

(ii) いずれかの当事者が、当該情報につき相手方当事者じゃそ

れに代わる者がした最先の開示に先立ち、かつ、いずれの当

事者もそれにつき自由かつ制限のない開示の権利を有して

いる者であるとした場合に、保有されていた情報であること

をいずれの当事者も示すことができるものをいう。 

 

両当事者は、本契約により、本契約の期間中も本契約の終了後の 3 年間につい

ても、相手方当事者の機密情報（相手方当事者に帰属する冊子、製品情報、製品

価格表、営業秘密、広告、及び宣伝資料を含む。）を極秘に保持するものとする。

機密保持義務をさらに遵守するため、両当事者は次の事項を行うものとする。 

(i) その任命者、従業員、代理人、請負人について、これらの者によ

る秘密要件の遵守を保証するために必要なあらゆる措置を講じ、

またかかる者に相手方当事者が承認する方式で秘密保持の誓約書

又は保証書を提出させ、さらに、当該の情報が法律により必要と

され、その場合に最初に相手方当事者にその旨が通知されない限

りは、これらの者が当該機密情報を開示しないよう保証すること、

並びに 

(ii) 電子的又は機械的手段を用いた複写を含むあらゆる方法による、

ノウハウ及び製品に関連する文書の複写をしないこと、また複写

を許可しないこと。 

本条項は本契約終了後も存続するものとする。」 

 

特許ライセンス契約 

「当事者は、本契約に従って開示された論考及び専有情報を秘密に保持し、それらを

それぞれの組織内で知る必要がある者のみに開示し、かかる者が本機密保持義務を理解

していることを相手方当事者に保証することに同意する。」 
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VII. 従業員による機密保持義務違反発生時の使用者への救済措置 

 

A. 差止命令 

裁判所は、従業員が使用者に帰属する機密情報を開示したり、自身の利益のために当

該機密情報を利用したりする行為を禁止するため、差止命令を発行することができる。 

 

B. 損害賠償 

使用者は、当該機密情報が既に開示されている場合であっても、機密保持義務違反の

結果、持続している被害に対する損害賠償を請求する権利を有する。 

営業秘密及び機密情報については、損害賠償が十分な救済措置とはならないことがあ

る。今後損害がもたらされる現実的なおそれがあることを原告が証明できる場合は、原

告には終局的差止命令が認められる。この終局的差止命令とは、被告が機密情報を用い

たり開示したりすることを禁止するものであり、被告が機密情報から由来する商品を製

造したり販売したりすることを恒久的に停止させることである。 

 

C. アントン・ピラー命令 

従業員が、使用者に帰属する何らかの機密情報を業務上所有していると使用者が信じ、

かつ、当該従業員へ訴訟通知を送達することにより当該従業員が証拠を隠滅するおそれ

があると当該使用者が信じる根拠がある場合、当該使用者はアントン・ピラー命令を申

し立てることができる。 

 

D. 引渡し 

裁判所は、従業員に対し、使用者に帰属する書面の引渡し、又は廃棄を目的として、

従業員に秘密として与えられた機密情報の引渡しを命じることができる。 

 

E. 不当利得の返還 

.裁判所はまた、従業員に対して、従業員が使用者に帰属する機密情報を利用した結

果として獲得したすべての利得を返還するよう命じることができる。 
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