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（参考）不正競争防止法について（全体の構成）





３⃣ 営業秘密に係る不正行為（侵害行為）とは
【不正競争の類型】
①不正取得類型：営業秘密保有者から窃取、詐欺、強迫その他の不正な手段で営業
秘密を取得する行為、不正取得行為が介在したことを知って若しくは重大な過失に
より知らないで営業秘密を取得する行為、これらを使用若しくは開示する行為、又
は取得後不正取得行為が介在したことを知って若しくは重大な過失により知らない
で営業秘密を使用若しくは開示する行為。
☞不正競争防止法 民事）第2条第1項第4～6号、刑事）第21条第1項第1～2号

②不正開示（信義則違反）類型：営業秘密保有者から正当に示された営業秘密を、
不正の利益を得る又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で使用若しくは開示
する行為、当該開示行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開
示する行為（＝不正開示行為）が介在したことを知って若しくは重大な過失により
知らないで営業秘密を取得する行為、これらを使用若しくは開示する行為、又は取
得後不正開示行為が介在したことを知った若しくは重大な過失により知らないで営
業秘密を使用若しくは開示する行為。
☞不正競争防止法 民事）第2条第1項第7～9号、刑事）第21条第1項第3～8号

③営業秘密侵害品譲渡等類型：上記２つの類型の不正使用行為（不正取得・使用・
開示）による技術情報により生じた物を、その不正使用行為を知って若しくは重大
な過失により知らないで、譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示
し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為。
☞不正競争防止法 民事）第2条第1項第10号、刑事）第21条第1項第9号
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【営業秘密、産業財産権としての保護のメリット・デメリット】

営業秘密 産業財産権
手続・管
理

秘密情報として管理 国毎に特許庁へ出願・
登録

情報の公
開

非公開 原則として公開するこ
とによる独占的実施・
使用権獲得

保護期間 営業秘密としての３
要件が満たされてい
れば半永久的
（コカ・コーラの成
功事例）

有期（日本では、出願
から特許権：20年、実
案権：10年、意匠権：
25年、商標権は登録か
ら10年毎の更新）

比較的高額

一度知られて
しまった情報
は秘密状態に
戻せない

商標権は有名
になるほど効
果大

リバースエンジニ
アリングの原則合
法性に注意：
契約による禁止↔
独占禁止法

価値の判断が難しい：既
に公開されている情報を
除き、例えば売上金額の
大きい製品や寿命の長い
製品を特徴づけている情
報などを中心に、重み付
け。
・経済的価値
・情報漏洩行為等によって
被る損失の程度（自社や取
引先）
・情報漏洩時の社会的信用
低下（顧客減少等）による
損失の程度
・競合他社にとっての有用
性
・情報漏洩時の契約違反や
法令違反に基づく制裁の程
度

9
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【社内規程の整備】
決定された秘密情報漏洩防止管理・対策を実効的に講じていくためには、その内

容を就業規則、秘密情報管理規程といった社内規程でルール化することが必要。
秘密情報の管理について社内規程を策定することは、秘密情報の取扱い等に関す

るルールを社内に広く周知するための手段として効果的。
＜社内規程の内容＞
従業員等が秘密情報の取扱いや、秘密情報に関して秘密保持義務が課されている

こと等について、十分理解できるようにするため社内規程に盛り込んでおく内容。
①適用範囲：役員、従業員、派遣労働者、（自社内において勤務する）委託先従業員等、本規
程を守らなければならない者の明確化。
②秘密情報の定義：本規程の対象となる情報の定義。
③秘密情報の分類：分類の名称（例えば、｢役員外秘｣、｢部外秘｣、｢社外秘｣）及び各分類の対
象となる秘密情報についての説明。
④秘密情報の分類毎の対策：「秘密情報が記録された媒体への分類の名称表示」、「アクセ
ス権者の範囲の設定」、「秘密情報が記録された書類を保管する書棚を施錠管理して持出し禁
止」、「私物のUSBメモリの持込みを制限し複製を禁止」など、分類毎に講ずる対策の記載。
⑤管理責任者：秘密情報の管理を統括する者（例えば、担当役員）を規定。
⑥秘密情報及びアクセス権の指定に関する責任者：分類毎の秘密情報の指定やその秘密情
報についてのアクセス権の付与を実施する責任者（例えば、部門責任者、プロジェクト責任者）
について規定。
⑦秘密保持義務：秘密情報をアクセス権者以外の者に開示してはならない旨などを規定。
⑧罰則：従業員等が秘密情報を漏洩した場合の罰則を規定。 12
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５⃣ -2 ベトナムにおける秘密情報漏洩防止制度
【営業秘密と侵害行為】
・知的財産法36/2009/QH12上の「営業秘密」：非公知性、有用性、秘密管理性の３要件を
満たすことが必要で、侵害行為（第127条）は、
(i)営業秘密の適法管理者（当該営業秘密所有者、その者の適法な実施権者又 は管理職を含
む。）により取られた秘密保持措置に反する行為をなすことにより、営業秘密の具体的情報
を入手又は取得すること。
(ii) 営業秘密所有者の許可なしに営業秘密の具体的情報を開示又は使用すること。
(iii) 秘密保持契約に違反すること又は営業秘密を入手、取得若しくは開示するために秘密保
持担当者を欺瞞し、誘導し、買収し、強要し、唆し若しくはその 信用を濫用すること。
(iv) 営業秘密の具体的情報であって、製品に関する営業又はマーケティングのライセンス付
与のための手続に基づいて他人により提出されるものを、所管当局により取られた秘密保持
措置に反する行動により、入手又は取得すること。
(v) 営業秘密を、それが上記(i)、(ii)、(iii)及び(iv)にいう行為の 1 に従事する他人により取
得されたことを知りながら又は知る義務を有しながら、使用し又は開示すること。
(vi) 知的財産法第128条に規定する秘密保持義務を履行しないこと。
・競争法23/2018/QH14上の「営業上の秘密情報」： 3 要件は必要なく、より広い範囲の秘
密情報が含まれると解されるが、侵害行為（第45条）の範囲は狭い。
(i) 営業上の秘密情報について、所有者が講じるセキュリティ保護措置に反して、当該秘密
情報にアクセスすること、又は同情報を取得すること。
(ii) 営業上の秘密情報について、所有者の許可なく、開示又は使用すること。
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【営業秘密と侵害行為】
・営業秘密法の第3条で非公知性、有用性、秘密管理性の３要件を規定している。
侵害行為（同第6条）は、「営業秘密保有者の許可なく、営業秘密を開示し、持出し、また
は使用する行為で、正当な商業手法に違反する（契約違反、秘密保持違反の侵害もしくは侵
害するよう教唆する行為、贈収賄、脅迫、詐欺、窃盗、盗品の受領、または電子もしくはそ
の他の方法を使った諜報行為等）ものをいう。ただし、違反者において、これらの行為が正
当な商業手法に違反すると認識していたか、または認識するに足る根拠がなければならな
い。」と規定されている。
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５⃣ -3 タイにおける秘密情報漏洩防止制度

【法的責任・救済】
・タイにおいては、営業秘密侵害行為に対して、民事的救済及び刑事罰が規定されている。
刑事罰では営業秘密の公表が要件に含まれているが、営業秘密を特定少数の者に開示する場
合は、本罪を構成しないとする判例も存在するため、実態としては対象となる行為態様は著
しく限定されている。
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ご清聴有難うございました。
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