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はじめに
AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第12号を発刊致しました。第12号のラインナップ
は以下の通りです。

1. アジア各国の贈収賄対策 -社内規程の策定本稿では、アジア各国に進出する日本企業が贈収賄対策として社内規程を設けるにあたっての
留意点を適示した上で、インド、タイ、フィリピン、マレーシアの贈収賄規制を解説していま
す。

2. インド最新判決から学ぶ電子商取引上の模倣品対策
インド電子商取引市場が急激に拡大するなか、模倣品、海賊版の被害も増え続けています。
本稿では、2018年11月のデリー高裁判決の示した判断について、電子商取引プラットフォーム
企業への責任追及の可能性を示すものとして、判断要素等について解説しています。

AsiaWise Groupでは、クライアントの課題解決のため、今後「際」を超えたコラボレーショ
ンを加速して参ります。AW Letterもその実験場のひとつとして、複数の分野・国の専門家が執
筆者となってコラボ編集することにより、これまでにない新しい価値の提供に務めたいと考え
ております。

AW Letterの配信登録は以下のURLからお願い致します。
https://www.asiawise.legal/news-letter
AsiaWise法律事務所
代表 久保 光太郎
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アジア各国の贈収賄対策 -社内規程の策定＜サマリー＞

したがって、これらの会食や贈答が、

• アジア各国に進出する日本企業にとって、
贈答や会食等が贈賄行為にあたり問題とな
らないかは、大きな懸念事項となります

（1）不正の目的を有するものではないか
（2）「通常の社会的儀礼の範囲内」か

• 本稿では、贈答や会食についての社内規程
を設けるに際しての留意点を適示した上で、
特にインド、タイ、フィリピン、マレーシ
アを取り上げ、贈収賄規制の概要を解説し
ています

というチェックポイントを確認、検討するプ
ロセスについて、社内規程化することが考え

られます。
なお、行政サービスにかかる円滑化等を目
的とした少額の支払いのことを一般にファシ
リテーション・ペイメントと言いますが、筆

1．はじめに

者の知る限りでは、これを特別扱いして適法

アジア各国に進出する日本企業から、アジ

とするアジアの国はありません。よって、

ア各国の公務員との会食や、ちょっとしたプ

ファシリテーション・ペイメントについても、

レゼントの贈答等が、各国の汚職防止法等に

その適法性は慎重に判断することが必要です。

照らして問題ないか、という質問をしばしば
受けます。アジア各国の公務員と会食する際

（2）規制対象者

の金額基準を社内規則として定めることが可

各国の贈収賄規制の対象である｢公務員｣は、

能かという点も、よく聞かれる話です。

各国の法令ごとにその定義が異なり得ます。

本稿では、アジアに事業展開する日系企業

そのため、社内規程においては、対象者を広

が、贈収賄に関する社内規程を作成する際に

く含めるような定義を設定することが必要で

押さえるべき留意点を確認した上で、インド、

す。

タイ、フィリピン、マレーシアの4ヶ国をと

また、シンガポールのように、公務員のみ

りあげて贈収賄規制の概要をご説明します。

ならず民間企業の担当者に対する贈答等も賄

2．社内規程を設ける際の留意点

賂として規制している国もあるので、対象の
設定については慎重になるべきでしょう。

（1）2つのチェックポイント

（3）基準金額

公務員との会食や贈答は、典型的な贈賄行
為となり得るものです。しかし、公務員の職

日系企業の多くは、国ごとに、会食や贈答

務に関連して優越的な取扱いを求めるといっ

を行う場合の1人当たりの上限金額を設定し

た不当な目的のない一般的な社交目的の場合

ています。もっとも、その金額基準について

には、いわゆる「通常の社会的儀礼の範囲」

は、各国の物価水準や慣習等も考慮した上で

に該当するものとして、各国法上、必ずしも

決めなければなりません。

贈賄行為と評価されるものではありません。
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アジア各国の贈収賄対策 -社内規程の策定なお、筆者が知る限り、アジアでは、いく

Corruption Commission relating to the Rules

らまでであれば賄賂に該当しないというよう

on Acceptance of Property or Any Other

な法律を定めている例はありません。金額基

Benefit as a Matter of Social Convention by

準が明示されている場合でも、賄賂の推定規

State Officials B.E. 2543 (2000)等により、禁

定（特定の金額未満でも、事情次第では賄賂

止されています。

になりうる）や、公務員の報告義務の意味合

タイにおいては、上記法令により、公務員

いでしかありません。したがって、金額基準

が3,000バーツを超える贈答等を受領するこ

を設定する場合であっても、金額を絶対視し

とが明文で禁止されており、報告義務の対象

ないよう、社内規程の使い方について適切な

とされています。したがって、社内規程を作

ガイダンスを与えることが重要です。

成するに当たっても、3,000バーツという金

2．各国ごとの贈収賄にかかる規制

額がひとつの目安となります。

（1）インド

（3）フィリピン

アジア各国の中で、最も直近で贈収賄規制

公務員等の贈収賄は、Code of Conduct and

についての法改正があったのは、インドです。

Ethical Standards for Public Officials and

2018年、贈収賄防止法の改正（the

Employees（Republic Act No. 6713）、

Prevention of Corruption (Amendment) Act,

Presidential Decree No. 46、Anti-Graft and

2018）が施行されました。この改正法では、

Corrupt Practices Act （Republic Act No.

収賄側（公務員）のみならず贈賄側（企業）

3019）等によって、禁止されています。フィ

も直接の法的責任を問われることや、第三者

リピンにおいては、公務員の種類ごとに独立

を通じて贈賄をした場合も処罰対象になる旨

の規制が設けられている点に注意が必要です。

が明記されました。

例えば、矯正局（Bureau of Corrections）

また、贈賄行為が企業によってなされた場

では一切の贈答行為が禁止されています

合には、法人も処罰の対象になるとされまし

（BUCOR Special Order No. 126-08 (5

た。ただし、贈賄防止のガイドラインを遵守

March 2008)）。

させるため「適正な手続」を行っていたと認

他方で、社会福祉開発庁（Department of

められる場合の免責についても、同時に規定

Social Welfare and Development）のガイドラ

されています。「適正な手続」の具体的な内

インにおいては、式典や講演会等の機会に応

容については、インド政府によるガイドライ

じての400フィリピンペソ以下相当かつ感謝

ンの提供が予定されているところですが、現

の印として行われる贈答（現金を含む。）は

時点で公表はされていません。

許容される旨記載されています（DSWD

（2）タイ

Memorandum Circular No. 021-12 (16
October 2012)）。

公務員等の贈収賄は、Penal Code（刑法）、
Notification of Office of the National Anti4
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アジア各国の贈収賄対策 -社内規程の策定（4）マレーシア
公務員等の贈収賄は、Malaysian AntiCorruption Commission Act 2009、Public
Officers (Conduct and Discipline)
Regulations 1993で禁止されています。また、
Guidelines for Giving and Accepting Gifts in
the Public Serviceにも定めがあります。
上記の関連規程によれば、マレーシアでは、
公務員（公務員の配偶者又は公務員を代理す
る者等を含む。）は、当該公務員の職務に直
接又は間接に関連する場合には、贈答等は禁
止される旨明確に定められています。
贈答等が当該公務員の職務に関連しない場
合には、贈答等の種類、金額、贈答の目的と

金額の釣り合い等を踏まえて判断されること
になります。また、受領した贈答等がその公
務員の月給の4分の1を超える場合又は500リ
ンギットを超過する場合、当該公務員には、
原則として、部門長に報告する義務が生じま
す。
3．まとめ

アジア各国でビジネスを行うに当たっては、
賄賂に関する問題はまだまだ根深く残ってい
ます。不正な目的をもったいわゆる賄賂に関
しては、企業として、毅然とした拒絶の姿勢
を確立することが不可欠です。しかし他方で、
社会的儀礼の範囲と認められる贈答行為につ
いては、必要以上に現場を萎縮させないよう、
適切な社内規程を作ることをお勧めします。
以 上

5

© AsiaWise Group

アジア各国の贈収賄対策 -社内規程の策定-
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インド最新判決から学ぶ電子商取引上の模倣品対策
＜サマリー＞

子商取引上の模倣品対策のポイントをご説明

• 市場規模の急激な拡大に伴い、インドの電
子商取引上では、模倣品や海賊版の被害が
増えています

します。

• 本稿では、インド電子商取引における模倣
品対策として、電子商取引プラットフォー
ムを提供する企業の責任を追及する可能性
を示した2018年11月の判決について、判
断要素や実際の判断を解説しています

2．事案の概要
本訴訟は、「Christian Loubotin」のブラン
ド名と赤い靴底のデザインを商標登録してい
るクリスチャンルブタン社が、同社の模倣品
が販売されている「Darveys.com」という電
子商取引プラットフォーム企業を被告として
提訴したものです。

1．はじめに
インドの電子商取引（E-Commerce）の市

本訴訟の論点は多岐にわたりますが、特に、
いかなる場合に電子商取引プラットフォーム
企業はIT法第79条にいう「仲介者」に該当し、

場規模が、急激に拡大しております。これに

同法に基づく免責の対象になりうるのかが争

伴い、電子商取引上での模倣品、海賊版の被

われました。

害も増えている状況です。Local Circles社の
調査によると、インドにおいて過去6ヶ月に
模倣品を受け取った消費者は19％にも及ぶと
いう結果が出ており*1 、その被害の深刻さが
窺われます。
従来、電子商取引上で模倣品が販売された
場合であっても、電子商取引プラットフォー
ムを運営する企業（以下、「電子商取引プ
ラットフォーム企業」と言います）は責任を
負わないと考えられてきました。そこで根拠
として指摘されていたのが、Information
Technology Act,2000（以下「IT法」と言い
ます）第79条です 。
ところが、2018年11月、デリー高裁は、電
子商取引上で模倣品が販売された場合につい
て、電子商取引プラットフォーム企業も責任

3．判決の要旨
デリー高裁は、要旨、本判決において以下
の判断枠組みを示しました。
（1）電子商取引プラットフォーム企業が
「仲介者」に該当しなければ、IT法第79条に
よる免責の適用はない。
（2）電子商取引プラットフォーム企業が
「仲介者」に該当したとしても、直ちに免責
の対象になるわけではなく、特定の場合には
免責の適用はない。
（3）かかる特定の場合には、電子商取引プ
ラットフォーム企業自体が、知的財産権の侵
害主体となりうる。
デリー高裁は、まず、いかなる場合に電子

を負う可能性があるという見解を示しました。

商取引プラットフォーム企業が「仲介者」に

本稿は、初めて当該見解が示された判決

該当するかについて、26種類の判断要素を明

（「クリスチャンルブタン事件」判決）を踏

示しました。

まえ、日本企業がインドにおいて取るべき電
*1 http://www.localcircles.com/a/press/page/fake-products-on-ecommerce-sites.XO9eiYj7SUk
*2 https://meity.gov.in/writereaddata/files/The%20Information%20Technology%20Act%2C%202000%283%29.pdf
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インド最新判決から学ぶ電子商取引上の模倣品対策
【仲介者に求められる26の要件】
i.

Identification of the seller and providing
details of the seller / 販売者の識別と詳細
情報の提供

ii.

Providing transport for the seller to send
his product to the platform’s warehouse /
販売者が自分の商品をプラットフォーム
の倉庫に送るため輸送手段を提供

iii.

Uploading the entry of the said product /
製品エントリーをアップロード

iv.

Providing quality assurance after
reviewing the product / 製品レビュー後
に品質保証を提供

v.

Providing authenticity guarantees / 信頼
性の保証

vi.

Creation of the listing of the said product
/ 製品リストの作成

vii. Providing reviews or uploading reviews
of the product / レビューの提供またはレ
ビューのアップロード

viii. Enrolling members upon payment of
membership fees / 会費の支払い時に会
員登録を要求
ix.

x.
xi.

Promoting the product amongst its
dedicated database of customers / 顧客専
用データベースで製品を宣伝
Advertising the products on the platform
/ プラットフォーム上で製品を宣伝
Giving specific discounts to members /
会員に特定の割引を与える

xv. Packaging the product with its own
packing, instead of the original packing
of the trade mark owner or changing the
packaging in which the original owner’s
product is sold / 商標権者の最初の梱包
の代わりに独自の梱包で製品を梱包、ま
たは元の商標権者の梱包を変更
xvi. Transporting the product to the
purchaser / 購入者への製品の輸送
xvii. Employing delivery personnel for
delivering the product / 製品を配達する
ための配達要員の雇用

xviii.Accepting cash for sale of the product /
製品販売のため現金を受け取る
xix. Transmission of the payment to the seller
after retaining commission / 手数料を確
保した後に販売者へ料金の支払
xx. Promoting its own affiliated companies
on the basis of more favourable terms
than other seller / 他の販売者より有利な
条件で自社の関連会社を宣伝
xxi. Entering into favourable arrangements
with various sellers / 様々な販売者との
間で有利な取り決めを締結
xxii. Arranging for exchange of the product if
there is a customer complaint / 顧客から
の苦情がある場合は、製品の交換を手配
xxiii.Providing/arranging for service if the
product requires the same / 同一製品が
必要な場合に、サービスの提供、手配
xxiv. Booking ad-space or ad-words on search
engines / 検索エンジンでの広告スペー
スまたは広告ワードの予約

xii. Providing assistance for placing a
booking of the product, including call
centre assistance / 製品の注文予約をす
るための支援を提供

xxv. Using trademarks through meta-tags or
in the source code of the website in order
to attract traffic / メタタグまたはwebサ
イトのソースコードで商標を使用

xiii. Accepting an order on a particular
payment gateway promoted by the
platform / プラットフォームによって促
進された特定の支払いゲートウェイで注
文を受付

xxvi. Deep-linking to the trade mark owner’s
website / 商標権者のwebサイトへの
ディープリンク

xiv. Collecting the payment through users
registered for electric payment modes /
電子決済手段用に登録されたユーザーを
介して代金を集める

*3 https://indiankanoon.org/doc/99622088/ ※日本語対訳については全て仮訳
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インド最新判決から学ぶ電子商取引上の模倣品対策
この点、デリー高裁は、本件被告について

v.

Whether the platforms have knowledge

は、「Giving specific discounts to members /

of the unlawful acts of the seller / プラッ

会員に特定の割引を与える」、「Providing

トフォームが売り手の違法行為について

authenticity guarantees / 信頼性の保証」、「

の知識を持っているかどうか

Promoting the product amongst its dedicated

この点、デリー高裁は、本件の被告につい

database of customers / 顧客専用データベー

ては、適切な措置を講じていないと判断しま

ス で 製 品 を 宣 伝 」 、 「 Using trademarks

した。このような判断枠組みにより、「仲介

through meta-tags or in the source code of the

者」と認められない場合、積極的な加担者（

website in order to attract traffic / メタタグま

active participation）として、インドIT法第

たはwebサイトのソースコードで商標を使用

79条による免責は原則として適用されないこ

」等の要素を認定しました。

とになります。

その上で、電子商取引プラットフォームの

また、その上で、電子商取引プラットフォ

「仲介者」該当性の判断に際して、販売者に

ームが「仲介者」に該当する場合であって、

おいて知的財産権侵害行為をしないよう適切

以下の(a)～(d)のような行為を行った場合に

な措置を講じているか否かも考慮の対象とす

は、免責の対象にならないことも示しました。

ることを示しています。

（a）プラットフォームが模倣品の保持を許

【販売者が違反行為をしないようにするた

容すること

めにプラットフォームが適切な措置を講じ

（b）プラットフォームが請求書に商標を付

ているかの確認5要件】
i.

し、偽造品が真正品であるような印象を与え

The terms of the agreements entered into

ること

between the sellers and the platform / 売

ii.

iii.

り手とプラットフォームの間で締結され

（c）プラットフォームで商標を広告表示し、

た契約条件

模倣品の販売促進をすること

The manner in which the terms are being

（d）偽造品を自らの梱包材で包装し、販売

enforced / 条項が執行される方法

又は販売の申出をすること
加えて、かかる場合には、インド商標法

The consequences of violation of the

102条における偽造及び不正使用に該当しう

terms / 規約違反の影響
iv.

るため、電子商取引プラットフォーム企業自

Whether adequate measures are in place

体が商標権侵害の被告になるとの判断も示し

to ensure that rights in trademarks are

ています。

protected /商標権を確実に保護するため
の適切な措置が講じられているかどうか

9
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インド最新判決から学ぶ電子商取引上の模倣品対策
4．日本企業が学ぶべき教訓

子商取引上の模倣品対策について、本判決を
踏まえた議論が展開されております。今後、

本判決は、いかなる場合に電子商取引プラ

インド政府は、電子商取引上の模倣品対策に

ットフォーム企業が責任を負うのかを明確に

ついて新たな制度を導入する可能性もあり、

判示したものです。日本企業としても、今後

引き続き今後の動向に注目することが必要で

は電子商取引プラットフォーム企業の責任を

す。

追及することで、実効的な模倣品対策を講じ
ることが可能になったと評価することができ

以 上

ます。
なお、2019年2月末、国家電子商取引政策
の草案が発表されましたが、その中でも、電

奥 啓徳
AsiaWise Cross-Border Consulting Singapore Pte. Ltd. 代表
Chair of IP Practice
<Career Summary>
11年に及ぶ企業知財部の経験をベースに、6年に及ぶインド＆シンガポール
（ASEAN）の現場経験をMIXさせ、日本企業のインド＆ASEANにおける知財
課題の解決を専門とする。
<Contact>
yoshinori.oku@asiawise.legal

羽鳥 慎也
弁理士（日本）
<Career Summary>
都内大手特許事務所にて国際商標・意匠案件を多数担当した後、日本弁理士
会によるJETRO海外事務所への弁理士派遣制度を活用し、2017年7月から12
年3月までJETROニューデリー事務所に勤務。インド知的財産制度に関する日
系企業を支援。
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AW Updates
IPBAシンガポール参加のご報告
AsiaWise法律事務所アソシエイト 足羽麦子が、シンガポールにおい
て、IPBAの年次大会に参加してまいりました。

文：足羽麦子

GW直前の4月24日から27日まで、IPBAの年次大会に出席するため、シンガポールに行っ
てまいりました。
IPBAとは、Inter-Pacific Bar Associationの略で、アジア・太平洋地域でクロスボーダー案
件に携わる弁護士等が参加する、国際法曹団体です。年次大会では、タイムリーな事象を主
題としたパネルディスカッションやネットワーキングの機会が設けられています。
私は去年に引き続き2回目の参加となりましたが、前回のマニラ大会に参加した時に知り
合った弁護士と、多くの再会を果たすことができました。特に同世代の若手弁護士はまだま
だ参加人数が少ないこともあり、お互いに前回会ったことをよく覚えていたため、一層楽し
い時間となりました。
私自身、去年と比較して、自分の中で興味関心のある法律分野等が出てきたことから、よ
り積極的、主体的にパネルディカッションを聴講することができたように思います。なかで
もBig Dataに関するセッションは、土曜日となる最終日の午前9時30分からの回であったに
もかかわらず、各国多くの弁護士が参加しており、関心度の高さが伺えました。判例等の蓄
積がない現状で、現実的に可能な情報管理の程度を検討するという内容は、検討の切り口も
含めて大変興味深いものでした。
また、ランチやディナー、アフ
ターパーティー等でのネットワーキ
ングの時間も、前回よりも落ち着い
て楽しく過ごすことができ、場慣れ
の経験値というのも大事であること
を実感しました。もちろん、まだま
だ十分とはいえない英語力等、自分
の課題も再認識しました。

日常の業務も日々学びの場となっていますが、こういったある意味非日常の場で各国弁護
士と交流し見識を深めていくことも、視野や発想の幅を広げるという意味でとても貴重な機
会であると、改めて感じました。来年参加する際には、今年とはまた違った視点を持つこと
ができればいいなと思っています。
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www.asiawise.legal

AsiaWise Groupはアジアを中心に活動するCross-Border Professional Firmです。国境を超え、
業際を超え、クライアントへのValueを追求しております。

本稿の無断複製・転載・引用は固くお断りいたします。
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