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第 6 節 不正競争防止 

 

I. はじめに 

 

マレーシアでは従来、不正競争に関する一般法が定められていなかった。マレーシア

で、不正取引慣行を防止するための最も近い措置は、コモンローのパッシングオフ（詐

称通用）法に基づいている。 

2010年 6月に「2010年競争法」（Competition Act 2020、「競争法」）が施行され

た。この法の目的は、競争秩序に反する行為を禁止すること、さらに、競争プロセスを

推進・保護することによって経済発展を促進し、もって消費者の利益を向上させること

にある。 

 

II. パッシングオフ（詐称通用） 

 

マレーシアのパッシングオフ制度はコモンローに立脚しており、したがって、英国の

パッシングオフ制度に極めて類似している。このコモンローによる措置に基づいて、未

登録商標及び商号の権利者は、商標又は商号の独占的使用権を保護することができる。

パッシングオフという不法行為の本質は、何人も、他人の商品又は事業であると称して、

あるいはそれと関連付けるような方法で、商品製造又は事業を行う権利はないという点

にある。 

 

III. パッシングオフ訴訟の要素 

 

原告の訴えが認容されるのは、裁判所で次の事実を立証できる場合に限られる。 

a)  原告が、マレーシア国内において、その標章との関連で実施する事業についてのれ

んを有していること。 

b) パッシングオフに該当すると申し立てられた使用行為により、公衆が被告商品を原

告商品であると混同又は誤認するおそれがある。 

c) その使用行為が、原告の事業及びのれんに損害を与える可能性がある。 
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この原則は、Erven Warnink 対 Townend & Sons (Hull) Ltd (1979) AC 731 訴訟にお

いて定立され、その後、マレーシアの Seet Chuan Seng 対 Tee Yih Jia Food 

Manufacturing Pte Ltd.(1994) 3 CLJ 7 やNeeta’s Herbal (M) Sdn Bhd 対Lim Bak Hiang 

(2000) 6 MLJ 321 訴訟などで適用された。 

 

A. のれんと評判 

のれん(Goodwill)は、高い名声、評判及び取引先との関係から生じる利益及び優位性

として定義される。パッシングオフ法の保護対象は本来、事業と関連するのれんである。

したがって、のれんは、パッシングオフの対象となった取引及び事業との関連で立証し

なければならない。しかし、のれんが発生するのは実際の取引からとは限らない。発売

準備用の広告や募集広告によってものれんが生じることがある。ある商品又は事業が評

判を有しており、かつ、当該地域で一定のマーケティング活動が行われていれば、事業

上ののれんの立証には十分である（Lord’s Tailor Sdn Bhd 対 Seow Sing For (t/a Tukang 

Jahit Lord’s (1993) 4 CLJ 165）。 

 

B. 不当表示の成立要件 

パッシングオフ訴訟において不当表示として確立されているのは、ある者の商品が他

人の商品であるかのように、直接的又は間接的な虚偽の表示を行うことなどである。他

には以下のような行為が挙げられる。 

a) 商品の正しい成分について、公衆を誤認させること。 

b) 出所又は取引関係について誤認させること。 

c) 正規商品であると称しているが、実際は不合格品又は欠陥品である場合。 

d) リバース・パッシングオフ。すなわち、原告が正当な評判を有する商品・サービ

スが、自己のものであると被告が称すること。 

e) 商品の供給元を誤認させること。 

f) 代用品又はおとり販売。 

 

C. 損害 

販売利益の逸失又は名称の独占的使用に対する損害が原因で、原告ののれんに損害が

生じるおそれが存在する限り、実際の損害額を立証する必要はない。裁判所は、特に製

品が他の製品と直接競合している場合には、損害のおそれを推定することが多い。 
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IV. パッシングオフの立証 

 

A. 誤認又は混同のおそれの立証 

誤認又は混同のおそれがあることを立証するには、次の二つの事実的要素を示さなけ

ればならない。 

a) 使用された標章に識別性があり、公衆の一定層で評判を得ていること。 

b) その層の人々が、二つの商品の出所が同一であるか関連性を有すると誤認するこ

と。 

詐欺的な故意、又は実際に公衆が誤認したことを証明する必要はない。 

 

B. 記述的な名称 

使用されている名称が単に事業の特徴を記述するものである場合、その名称は、「使

用による識別力」を獲得し、公衆がその名称により当該事業者を連想するようになって

いない限り、識別性がないとみなされる。「使用による識別力」は、その名称使用及び

事業を数年間継続した結果、公衆が名称と事業者を関連付けるようになったという証拠

を提示することで、立証が可能である。 

 

C. 商品の体裁（Getup）及びデザイン 

原告は、商品の体裁にすべての他社を排除する程度の識別性があり、公衆がそれによ

って商品を認識していることを立証しなければならない。  

Seet Chuan Seng & Anor 対 Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd 事件の判例（控

訴審）（[1994] 3 BLJ292）では、「控訴人（被告）が非類似とはいえない TYJという

名称、関連するロゴ及び体裁を使用したことは、商品の潜在的購買者（商品を見分ける

能力の有無を問わない）にとっては混同を生じさせるものであり、したがって控訴人の

商品は容易に被控訴人（原告）の商品として通用するおそれがある」と原審が判断した

ことは正当として、第一審が維持された。さらに、「TYJという名称、関連するロゴ及

び体裁は、被控訴人の商品についての識別力が生じており、控訴人によるその使用は、

購買者を誤認させるおそれが高いものである」という第一審判決の事実認定も維持され

た。 

P.T Inbisco Niagatama Semesta等対 Khee San Food Industry Sdn Bhd事件（[1996] 

1 LJ332）の判例では、原告は、自らの Kopiko 菓子の包装紙の特徴と色彩パターン、
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とりわけこげ茶色の包装紙と赤い斜方向の帯に白文字で書かれているという点に、その

製品の識別性があると主張した。これに対し、被告は自らの VC 菓子の包装と Kopiko

のそれとを比較して、この二つの製品は、それぞれの体裁の色のコンビネーションと同

様、正味重量、大きさ及び封の仕方、出っ張り、ぎざぎざの端、赤い斜方向の帯も同じ

であることは認めたものの、いくつか相違点もあると主張した。裁判所は、この二つの

包装を同時に見た場合は、不注意で知識のない者でさえ識別可能であるという点には疑

いがないものの、設備の整った明るい照明のスーパーマーケットやミニマーケットで買

い物をする文字の読める一般公衆に一般的な記憶テストを行えば、VC は実際に誤認混

同を生じるおそれがあり、被告はVCを原告の商品として通用させることが可能である、

とした。 

さらに、客層によっては、デザインや色彩を頼りに商品を識別する。原告の体裁と被

告のそれとの間に実質的な類似性があることは、被告による複製行為を推測させる一応

の推定的証拠となり、これに対する反証責任は被告にある。ＶＣ包装のデザインと色彩

は、Kopiko製品と間違えやすいものである。被告は原告の Kopiko 包装と体裁を意図的

に複製したものである。多くの共通の特徴があるため、蓋然性の基準に照らすと、この

ことは偶然だとは考えられない。 

Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat（スイス債権法の第 29章に

基づき設立された協同組合、以下 CHOCOSUISSE）等対Maestro Swiss Chocolate Sdn 

Bhd等の事件。スイス国内で設立された協同組合である CHOCOSUISSEの目的は、そ

の構成員（スイスのチョコレート製造業者）の全世界的な評判及びのれんを保護するこ

とである。Kraft Foods Schweiz（第二原告）と Nestle Suisse SA（第三原告）はスイス

のチョコレート製造業者であり、第一原告の構成員でもある。原告らは、スイスチョコ

レートを製造し、マレーシアその他世界各国に輸出している。第二原告及び第三原告は、

主に「Toblerone」「Nestle」というブランドを付した 100%スイス産のチョコレートを、

マレーシアにおいて長年にわたり販売継続していた。 

被告は、Maestro Swiss Chocolatesの各種製品の製造、マーケティング、宣伝、供給

及び販売を行っていた。 

原告は、被告が故意に SWISSという語を採用しこれを使用したことは、公衆を欺罔

して被告チョコレート製品の原産国がスイスである（すなわちスイスチョコレートであ

る）と誤認させ、もってスイスのチョコレート製造業者の評判及びのれんを不正に利用

することを目的とするものである、と主張した。また、被告が「Maestro SWISS」とい
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う標章を自己のチョコレート製品について無断で違法に使用したことは、原告ののれん

及び評判に損害を与えるものであって、パッシングオフに基づく不法行為が成立すると

主張した。さらに、原告は、2000 年地理的表示法に定める、地理的表示の不正利用に

対する法的保護に基づく主張を行った。 

被告は、第一原告がマレーシアにおいてはその業務活動に伴うのれん又は評判を確立

しておらず、また、第二原告及び第三原告にもマレーシアにおいてスイスチョコレート

という記述的名称に関するのれん又は評判は発生していない、と主張した。また、自社

チョコレート製品がスイス産であると表示したことはなく、2000 年から「Maestro 

SWISS」という標章を使用しているのは自社商号の一部であるからだと主張した。高

等裁判所は原告の訴えを退けた。控訴裁判所は、控訴申立を受けて高等裁判所判決を破

棄した。そのうえで、包装紙に「Maestro SWISS」という標章を付したことは、被告の

チョコレート製品がスイスチョコレートであるかのように消費者を誤認混同させ、パッ

シングオフに基づく不法行為に該当する、と認定した。本マニュアル作成日現在、被告

は連邦裁判所への上訴許可を申し立てている。 

 

D. 商号 

次の事例は、商号のパッシングオフ防止に関するマレーシア裁判所のアプローチを示

している。 

a) Lord’s Tailor Sdn Bhd 対 Seow Sing For (1993) 4 CLJ 165 

 本パッシングオフ訴訟では、裁判所によって、原告と被告の事業分野が共通して

いること、さらに、両者の商号の間に、被告の事業と原告の事業との関連性を示

唆するような類似性があることが認定されたため、原告が勝訴した。また、被告

製品の品質が劣悪であったため、原告ののれんの損害が認定された。 

 

b) Revertex Ltd & Anor 対 Slim Rivertex Sdn Bhd & Ors [1991] 1 CLJ 174 

 原告は「Revertex」という商号を用いて 59 年間取引を行っていたが、「Slim 

Rivertex Sdn. Bhd.」という商号を用いて取引をしようとした被告に対し、パッ

シングオフ訴訟を提起した。裁判所は、被告事業は原告事業と同一であること、

また、両者の商号の間には、被告事業が原告の出張所、支店又はその他の代理店

であること、あるいは原告事業とその他の関連性があることを示唆するような類

似性が認められると判断した。このため、差止命令が許与された。 
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c) Compagnie Generale Des Eaux 対 Compagnie Generale Des Eaux Sdn Bhd 

[1993] 1 MLJ 55 

 原告（外国企業）が、被告による「Compagnie Generale Des Eaux」という同

一名称の使用の差止めを裁判所に申し立てた。裁判所は「Sdn Bhd」という語以

外に両者の名称に相違がないため、混同の可能性があると判断した。被告は、他

人の事業を実施しているか、又は他人の事業の支店若しくは何らかの関係者であ

るかのように思われる可能性のある方法又は名称を用いて事業を遂行する権利

を有しないとされた。裁判所はまた、原告がマレーシア国内で行っている事業に

由来するのれん、評判及び影響力を確立していると判示した。 

 

d) Thrifty Rent-A-Car System INC v Thrifty Rent-A-Car Sdn Bhd & Anor [2004] 7 

MLJ 567 

 裁判所は、控訴人が、異議申立のなされた商標登録出願の日よりも前に、マレー

シアにおいてすでにその商号を用いて広く事業・サービスを実施及び宣伝するこ

とで相当ののれんを確立していたことから、被控訴人による商標の使用又は登録

はパッシングオフに該当すると判示した。控訴人は、マレーシアにおいて相当の

のれんを確立していたと認定された。 

 

e) Intel Corp v Intelcard Systems Sdn Bhd & Ors [2004] 1 MLJ 595 

 裁判所は、名称に「INTEL」という接頭語のついた第一被告の会社設立が不当表

示にあたり、「INTEL」という名称の使用だけではなく、原告及び第一被告の事

業分野や提供・販売する商品に密接な関連性があることから、混同を生じさせる

ものであると判示した。 

 

f) Maxis Sdn Bhd v Suruhanjaya Syarikat Malaysia & Ors [2004] 2 MLJ 84 

 高等裁判所は、「MAXIS」という名称は通信事業との関連性が高いが、それで

も、この名称の付いた別の事業分野の商品・サービスが原告のものだと公衆が認

識するおそれがあると判示した。さらに、原告商号とほぼ同一の形状、スタイル

及び特徴を有する「MAXIS」という語を付した電話カードやレターヘッドを所

持していたこと、さらに、原告が所有する Menara MAXIS 所在の物件に入居し
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ていたことは、被告が提供する商品・サービスが原告のものであるかのように公

衆を欺罔し、誤認混同させる目的であったとの疑いが明らかだと判示した。 

 

E. のれんの帰属と地域的考慮 

Hai-O Enterprise Bhd 対 Nguang Chan@Nguang Chan Liquor Trader（訴訟参加人）

[1992] 4 CLJ 1985 では、マレーシア国外で製造又は供給された製品のマレーシア現地

販売代理店については、のれんは海外の製造者又は供給者に帰属すると判断されている。 

 

しかし、外国の商標がマレーシアで使用されたことがない場合、不正行為の証拠がな

い限り、マレーシアの取引業者が外国商標の登録名義人となることは違法ではない。商

標の自他商品識別性が求められるのは、マレーシアの国内市場の取引過程においてのみ

である。 

 

F. 立証責任 

パッシングオフ訴訟における立証責任は商標の登録者にあり、商標権侵害訴訟よりも

高度である。これは、使用された商標に係る事業ののれん及び評判を立証するためには、

商標使用の実質的な証拠を示す必要があるためである。原告は、不当表示と、さらに、

パッシングオフ行為の結果として混同の生じる可能性を立証しなければならない。 

McCurry Restaurant (KL) Sdn Bhd 対 McDonalds Corporation [2009] 3 MLJ774 訴訟

において、控訴裁判所は、誤認混同が従来のタイプ、すなわちある商品・サービスを他

人のものと誤認する場合以外の場合には、パッシングオフの立証が難しいことを例証し

た。本件では、控訴裁判所は被告の控訴における主張を認めた。その理由は、被告商品

の展示のスタイルや体裁は原告と著しく異なっていること、原告が販売しているのはフ

ァストフードであるが被告が販売しているのはインド料理及び郷土料理であること、さ

らに、原告店舗をしばしば訪れる客層が被告店舗の客層と大きく異なっていたことであ

る。したがって、証拠を全体的に勘案しても、一般人が原告の事業と被告の事業を関連

づけるという結論には至らないとされた。 

1976 年商標法の第 82 条第 2 項は、未登録商標及びトレードドレスに関するパッシ

ングオフ訴訟について定めている。パッシングオフ訴訟における救済には、損失、損害

賠償又は被告の不当利得を明らかにするための調査や、侵害商品の引渡し又は廃棄の命

令、さらに、差止の仮処分命令が含まれる。 
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2010年競争法（競争法） 

競争法は、マレーシア国内外での商取引行為であって、マレーシア市場における競争

に影響を及ぼすものに適用される。同法では商取引行為について、商業的性質を有する

行為であると定義しているが、政府の権限行使としての活動、連帯性原則に基づく活動、

さらに、商品・サービスの購入であっても経済的活動の一環としての提供を目的としな

い活動は除外される。 

競争法の基本的な目的は、競争プロセスを促進し、経済的効率性を高め、さらに、カ

ルテル、独占及び市場優位性の濫用を禁止・制限することにある。もっとも、知的財産

関連法では、権利者に対して、他人によるその知的財産権の商業的実施を禁止する一定

の独占的な法的権利が与えられている。 

知的財産権利者は、自己の権利の不法な利用を排除する権利を有するが、市場におい

てそのような利益や優位的立場を濫用することは許されない。知的財産関連法と競争法

は相互に密接に関連しており、これらの両方が共存し、知的財産権利者と消費者の利益

が守られるようバランスをとる必要がある。このため、競争委員会（MyCC）によって、

知的財産権とフランチャイズ契約に関するガイドラインが公表される予定である。 

競争法第 4条では、商品・サービス市場での競争を実質的に妨げ、制限し又は歪める

効果のある、企業間の水平的又は垂直的な協定を禁止している。競争法第 4条第 2項に

よれば、以下のことを目的とする企業間の水平的協定は、商品・サービス市場での競争

を実質的に妨げ、制限し又は歪める効果があるとみなされる。 

a) 購入価格、販売価格その他の取引条件を、直接的又は間接的に固定すること。 

b) 市場又は供給ソースをシェアすること。 

c) 生産、販売網、市場アクセス、技術・テクノロジー開発又は投資を制限又は支配

すること。 

d) 入札談合行為を行うこと。 

しかし、競争法第 5 条では、下記のような要件をすべて充たす場合には、第 4 条の

禁止規定違反に基づく責任の適用除外が定められている。 

a) その協定によって直接的にもたらされる、技術上、効率上又は社会的な便益が大

きいこと。 

b) 商品・サービス市場での競争を著しく妨げ、制限し又は歪める効果のある協定に

よってしか、その当事者からの便益の提供が合理的に不可能であること。 
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c) その協定が競争に及ぼす弊害が、それにより得られる便益と比して相当であるこ

と。 

d) その協定が、当事者企業に対して、商品・サービスの重要部分に関して完全に競

争を排除することを許すものではないこと。 

 

競争委員会は、第 5条の特定カテゴリーに該当する協定については「一括適用除外」

と呼ばれる形式の適用除外を行うことができる。また、企業は、競争委員会に対して、

特定の協定について第 4条の禁止規定の適用除外を個別に申し立てることができる。 

競争法第 10条は、商品・サービス市場における支配的地位の濫用に該当する企業活

動を禁止している。もっとも、同条では、支配的地位にある企業が、経済的に正当な理

由のある措置をとること、又は競合他社による市場参入又は市場活動に対抗するために

合理的な商業活動を行うことは禁止されていない。 

支配的地位の濫用としては、例えば以下のような行為が挙げられる。 

a) サプライヤー又は顧客に対して、不公正な売買価格その他の取引条件を直接的又

は間接的に設定する行為。 

b) 生産、販売網、市場アクセス、技術・テクノロジー開発又は投資を制限又は支配

し、消費者の利益を害する行為。 

c) 特定企業又は特定グループ若しくはカテゴリーの企業に対する供給を拒否する

行為。 

d) 同等の内容の取引について取引相手ごとに異なる条件を設定し、以下のような効

果を生じる行為。 

i) 既存の競合他社による新規市場参入、事業拡大又は投資を抑制すること。 

ii) 支配的地位にある企業と同程度に効率の高い競合他社に市場撤退を余儀なく

させること、又はその他の方法で深刻な損害を与えること。 

iii) 支配的地位にある企業が参入している市場、又はその上流市場若しくは下流

市場での競争を阻害すること。 

e) 契約の締結にあたり、相手方に対し、その性質又は商業的用途からみて契約の内

容とは関係のない付帯的条項を受諾するという条件を課す行為。 

f) 競合他社に対して、市場から追放することを目的とした行動を行うこと。 

g) 支配的地位にある企業が、自己のニーズを満たすための合理的な経済的理由がな

いのに、競合他社が必要とする稀少な中間財又は稀少資源を買い占める行為。 
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競争委員会は、職権に基づき又は大臣の要請に応じて、市場調査を実施し、市場での

競争が単一又は複合的な市場要因によって妨げられ、制限され又は歪曲が生じているか

どうかを判断することができる。 

競争法第 14条は、競争委員会は、同法に基づく禁止規定の違反又はそのおそれが疑

われる合理的な理由がある場合には、企業の調査を実施することができると定めている。 

競争法では、さらに、調査の実施又はその予定を妨げるような情報その他の事項を他

人に漏洩することは、違反行為にあたると定めている。また、同法では、競争委員会に

苦情を申し立てる者や委員会に協力する者に対する脅迫・報復を禁じている。 

調査の終了後、競争委員会は、競争法の禁止規定の違反又はそのおそれが認められる

旨の決定をしようとする場合には、その予定する決定を、当該決定の影響を直接的に受

ける企業に対して書面で通知しなければならない。この通知には、以下のことを記載し

なければならない。 

a) 委員会が予定する決定についての詳細な理由。この理由は、通知先の企業が十分

な情報に基づき意見を述べる現実的かつ十分な見通しを得るのに足りる程度で

なければならない。 

b) 委員会が適用しようとする罰則又は救済措置。 

c) 通知先の各企業に対して、当該通知に定める合理的期間内に以下の措置が可能で

ある旨を知らせること。 

i) 委員会に対して弁明書を提出すること。 

ii) 委員会における口頭での弁明の希望の有無を知らせること。 

委員会は、企業による競争法に基づく禁止行為の違反又はそのおそれの有無を判断す

るため、いつでも聴聞を実施することができる。 

委員会は、違反がないと認定した場合には、その決定の影響を受ける者に対して、決

定の基礎となった事実及び決定の理由を記した通知を遅滞なく行わなければならない。 

委員会が違反を認定した場合には、次の措置が適用される。 

a) 委員会は、違反行為を直ちに中止するよう命じなければならない。 

b) 委員会は、違反の解消のために適切であると判断する、違反企業が実施すべき措

置を具体的に示すことができる。 

c) 委員会は、罰金を科すことができる。 

d) その他、適切と判断する指示を行うことができる。 
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委員会は、決定日から 14日以内に、決定による影響を受ける者に対して通知し、さ

らに、決定の理由を作成しこれを公表しなければならない。罰金の額は、企業の違反行

為の発生期間中における全世界売上額の 10%以下とする。決定により損害を受け、又

は自己の利益が影響されるおそれのある者は、競争不服審判委員会に対して不服申立を

することができる。不服審判委員会による裁決がない限り、競争不服審判委員会の決定

は有効で拘束力を有し、かつ、執行が可能なものである。但し、不服申立人が決定の効

力停止を申し立て、これが不服審判委員会によって認められた場合を除く。 

競争法には、明示的な罰則のない場合に適用される、一般的な罰則が定められている。

法人が有罪判決を受けた場合には 500 万マレーシア・リンギ以下、あるいは 2 回目以

降の再犯の場合には 1,000万マレーシア・リンギ以下の罰金刑に処せられる。個人の場

合は、100万マレーシア・リンギ以下の罰金刑若しくは 5年以下の禁錮刑又はこれらの

併科、あるいは、2回目以降の再犯の場合には 200万マレーシア・リンギ以下の罰金刑

若しくは 5年以下の禁錮刑又はこれらの併科に処せられる。 

法人が競争法に定める違反行為を行った場合には、違反行為の実行時においてその法

人の取締役、最高経営責任者、最高執行責任者、マネジャー、秘書役その他これに相当

する役員であった者、これらの地位において活動する意図を有していた者、当該法人の

業務の管理を何らかの形式又は範囲において担当していた者、あるいはその業務管理を

補助していた者は、連帯して責任を負う。 

上記に掲げる者も、違反行為をその者が知らなかったこと、又はその者の同意若しく

は黙認なく実行されたこと、さらに、その者が違反行為の防止のためのあらゆる合理的

な防止措置を実施しかつ相当の注意を払っていたことを立証できない限り、違反行為を

行ったものとみなす。 
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