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第 4 編 

営業秘密流出時の事後救済案 
 

 

 

 
営業秘密が流出されないよう事前に防止することが最善の措置だが、営業秘密が

既に流出した後は、営業秘密の流出による被害を最小化できるように速やかに措置

を取らなければならない。 

営業秘密を侵害された当事者は、侵害者を相手に(1)営業秘密保護法第 10条ない

し第 12条によって営業秘密侵害行為の禁止または予防請求、侵害行為で構成された

物の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去など請求、損害賠償請求、信用回復措

置などの民事上の措置と、(2)営業秘密保護法、 産業技術流出防止法、刑法などに

基づいた刑事上の措置を取ることができる。また、(3)公正取引委員会や貿易委員会

に申告して救済を要請することができる。 

以下では、営業秘密の流出時に営業秘密を侵害された当事者の対応方法と対応手

順などを具体的に検討し、民事・刑事上訴訟を提起する場合の営業秘密関連訴訟の

特殊性などをともに検討する。 
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第 1 章 紛争解決の手順とロードマップ 

 

1. 概要 

 

 営業秘密は無形の知的財産であって、一度流出すれば原状回復が殆ど不可能となり、

営業秘密の流出による損害は被害規模が莫大な反面、その立証が容易ではない。した

がって、営業秘密の流出を事前に防止することが最も重要であり、営業秘密が流出し

た後は追加的な流出を防いで被害の最小化を図るとともに、営業秘密の流出による損

害を迅速に保全する必要がある。  

 このためには、まず営業秘密の侵害事実を立証できる証拠資料を速やかに確保する

一方、追加的な侵害を防ぎ、損害の賠償を受けられるよう民事上・刑事上訴訟の提起、

警告状の送付、合意および調整などの措置を取る。  

 なお、このような営業秘密侵害時の紛争解決措置を講じるにあたっては、所要費用

や有効性、証拠確保の可能性などを考慮して戦略的に判断する必要がある。 

 

2. 証拠資料の確保 

 

 営業秘密の流出が疑われる場合、営業秘密管理者はまず営業秘密の流出行為が存在

することを立証できる証拠資料を収集し、また営業秘密の流出が疑われる者が内部者

である場合には、関連する人事資料を確保し、今後進められる民事上・刑事上訴訟で

必要となる立証に備える。  

 

 確保が必要な証拠資料には、次のような事項が必要であると考えられる。 

 

□ 退職者が参加したプロジェクトなどに関する書類および退職者との間の競業禁止約

定または秘密保持義務に関して締結された誓約書など 

□ 営業秘密として特別に管理された資料の搬出、コピーした資料を廃棄した者に対す

る営業秘密管理台帳上の記録 

□ 営業秘密の保管場所への入出統制システムによる入出履歴 

□ 原本証明サービスを利用した場合に電子指紋が登録された該当電子ファイルの原本 

 

 特に、原本証明サービスにおいては、電子指紋が登録された電子ファイルが一部で

も変更された場合には原本証明ができないこともあるため、該当電子ファイルの収録

内容が変更されないように留意しなければならない。 

 

 一方、企業内部での証拠収集だけでは民事上・刑事上の措置を取るに足る証拠確保

が困難であるが、刑事告訴により捜査機関の公権力を用いて相手方への押収捜索を実

施することで、証拠を得ることが可能となる。実務的にも、証拠確保のために刑事告

訴を先に実施し、捜査機関の捜査過程において確保された証拠を利用して侵害禁止な

どの民事上の措置を講じる場合が多い。 
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3. 警告状の発送 
(1) 警告状の発送 

 自社の営業秘密を侵害して不正使用している競合他社に対しては、営業秘密を侵害

していることを警告する公文書を発送し、追加的な侵害行為を中断することを要請す

ることができる。  

 営業秘密保有者による警告後も侵害者側が営業秘密の侵害行為を中断しない場合、

警告後の侵害者の営業秘密侵害行為は故意によるものと認められるため、後日民事

上・刑事上の措置を取るときに相手方の故意を立証することが容易になる。  

 しかし、営業秘密侵害を立証できる証拠が十分に確保されない状態で相手方に警告

状を発送した場合、侵害者は営業秘密侵害に関する証拠を隠滅する恐れがあるという

ことを留意しておかなければならない。 

 

(2) 退職者に対する協力公文書の発送 

 使用者と秘密保持約定を締結した従業員が、退職後に創業または競合他社に就職し

た場合には、従業員と就職先の会社側に、秘密保持約定を違反して営業秘密を侵害し

ないよう協力することを要請する公文書を発送することができる。 

 また、競業保持約定を締結した従業員が退職後に競合他社に就職した場合には、退

職者に競業保持約定を違反した事実を、また就職先の会社側にも該当職員が競業保持

約定に違反して採用された事実を警告する警告状を発送する必要がある。 

 

 また、退職者と採用会社に警告状や協力公文書を発送する際には、内容証明および

配達証明郵便を利用して発送し、今後の紛争発生時に立証が容易に行えるように備え

る必要がある。 

  

4. 和解・調停・仲裁 

 

 訴訟以外の紛争解決手続きとして、和解・調停・仲裁などがあるが、これは訴訟に

匹敵するほどの機能と柔軟性があるため、場合によっては訴訟以上の役割を期待する

ことができる。訴訟上の和解や提訴前の和解は判決と同様の効力を有しており、特に

調停仲裁制度は非公開で行われるため、営業秘密の保護に適する。調停仲裁手続きで

も専門家の判断を仰ぐことがあるので、営業秘密に関する紛争ではより一層積極的に

利用する必要がある。  

 

5. 民事上・刑事上の訴訟 

 

5-1. 民事上の訴訟 

 

(1) 概要および手続き 

 民事訴訟は、個人間で生じる私法上の権利または法律関係に対する争いを法院が国

家の裁判権によって法律的かつ強制的に解決するための手続きをいう。個人間の紛争

を解決する制度という側面では、公法上の刑事訴訟とは区別され、国家裁判権の行使

によって個人間の紛争を強制的に解決するという側面では調停・仲裁などとは区別さ

れる。  
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 営業秘密の侵害時、被害者は法院に民事訴訟を提起して、営業秘密侵害行為の禁止、

侵害を構成した物の廃棄または除去などを請求する一方、営業秘密侵害行為によって

発生した損害および信用失墜に対して原状回復を求める請求をすることができる。  

 また、民事訴訟の確定判決を受けるまで長期間が必要とされる点を考慮して、法院

に営業秘密の侵害禁止、転職禁止などの仮処分申請を行なうこともできる。 

 

[図4-1] 民事訴訟の手順

 
(2) 特徴  

 民事訴訟では、営業秘密である技術内容に関する裁判部の正確な理解が何より重要

である。したがって、可能な限り訴状上で営業秘密を具体的に特定する必要があり、

裁判部の理解を助けるためには準備書面や弁論を通じて、関連技術に関する詳細な説

明をすることが必要である。また、場合によっては専門家証人や専門審理委員制度を

積極的に活用する。 

 

5-2. 刑事上の訴訟 

 

(1) 概要および手続き 

 刑事上の犯罪が発生した場合、国家は犯人に対し刑罰権を行使しなければならず、

このような国家刑罰権を具体化する過程を広い意味で刑事訴訟という。刑事訴訟は私

法上の権利の具体化を目的とする民事訴訟とは区別される。  

 刑事訴訟によって、営業秘密流出被害者は国家公権力を通じて侵害者の処罰を要求

することができ、さらに検察の捜査過程で確保した証拠を利用して今後仮処分などの

民事訴訟において活用することができる。  

 一方、刑事訴訟の手続きは、検事の公訴提起を基準に大きく起訴前の段階と起訴後

の段階に分けられる。 

 

  

訴状 

受付 

弁論準備 

手続き 
弁論期日 

 
判決宣告 
および 
確定 

控訴 
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[図4-2] 刑事訴訟の手続き 

 

 

① 起訴前の段階 

刑事訴訟は、告訴または告発によって始まる。告訴と告発は、これを提起する主体

が告訴権を有しているのか否かで区分される。例えば、営業秘密侵害の場合、被害者

が関連捜査機関に侵害事実を申告すれば告訴となり、営業秘密が流出した企業に関連

する他の企業が侵害者を申告すれば、告訴ではなく告発となる。  

告訴は、被害者や法律で定めた告訴権を持つ者が捜査機関に犯罪事実を申告して犯

人の処罰を求めるものであって、司法警察官に書面または口述で行うか(刑事訴訟法第

237条第1項)、または代理人を通じて求めることもできる(刑事訴訟法第236条)。 

告訴を受けた司法警察官は、これを迅速に調査して関係書類と検査物を検事に送付

し、口述による告訴をしたときには、検事または司法警察官が調書を作成する。  

告発は告訴権がない第三者が犯罪事実を捜査機関に申告することである。告発も告

訴と同様に書面または口述で検事または司法警察官に行ない、後日行なわれる手続き

も前述の告訴と同じである。  

このように告訴、告発が受理されれば、警察および検察による捜査が行なわれる。 

捜査は犯罪の疑いの有無を明確にし、公訴の提起と維持するかどうかを決定するため

に犯人を発見および確保して証拠を収集・保全する捜査機関の活動をいう。  

営業秘密侵害事件の場合、先に警察によって捜査が行なわれた後、捜査記録と証拠

を検察に送致し、検察は警察が送致した捜査記録と証拠物品を検討した後、被疑者を

起訴または不起訴するかを決める。 

 

② 起訴後の段階 

検事が被疑者の起訴を決定した場合、検事は事件の軽重によって事件を正式裁判に

回付する正式起訴、および書類上だけで裁判をして罰金刑に処することを求める略式

起訴を請求することができる。検事が略式起訴を請求すれば、判事は略式命令を下す

起訴前の段階 

告訴・告発 

検察の捜査 

検事の公訴提起 

起訴後の段階 

正式 

起訴 

略式 

起訴 

略式命令決定 

正式裁判に 

回付 

公判手続き 

判決宣告 

上訴 

警察の捜査 
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か、または通常の公判手続きに回付して裁くことができる。  

判事の略式命令に従わない者は、略式命令の告知を受けた日から一定期間内に書面

で正式裁判を請求することができ、この場合一般的な刑事手続きにより公判が行なわ

れる。 

 

(2) 特徴 

民事訴訟と同様に、捜査官の技術に対する理解度が告訴の核心となる。故に、営業

秘密事件の場合、一般捜査機関では捜査を進めにくいという特徴があるため、関連証

拠資料と営業秘密分類表など技術資料を提示して捜査に積極的に協力する必要がある。 

 

5-3. 効果的な民事上・刑事上の対応戦略  

 

営業秘密侵害事件の場合、殆どの関連証拠を侵害者が所持している場合が多いが、

韓国では、米国と違い訴訟当事者の証拠提出を強制する証拠開示制度を有していない。

  

民事訴訟法第344条では、このような証拠の構造的な偏在を解消するために文書提出

義務を規定しているが、同条第1項のハ目では、技術または職業の秘密に属する事項が

記載されており、これを秘密として守る義務が解消されない場合には、その文書の所

有者が法院の文書提出命令を拒否することができるようにしている。 

 

<民事訴訟法上の文書提出義務> 

第 344 条(文書の提出義務) ① 次の各号の場合において、文書を有している者

は、その提出を拒否することができない。 

1. 当事者が訴訟において引用した文書を有しているとき 

2. 申請者が文書を有している者にその引渡しまたは閲覧を要求することができ

る司法上の権利を有しているとき 

3. 文書が申請者の利益のために作成され、または申請者と文書を有している者

の間の法律関係について作成されたものであるとき。但し、次の各目の理由のい

ずれかに該当する場合には、この限りでない。 

イ.第 304条ないし第 306 条に規定された事項が書かれている文書であって、同

条文に規定された同意を得ていない文書 

ロ. 文書を有する者またはその者と第 314 条各号のいずれかの関係にある者に

ついて同条において規定された事項が書かれている文書 

ハ. 第 315 条第 1 項各号に規定された事項のいずれかに規定された事項が書か

れており、秘密を守る義務が免除されていない文書 

②第 1項の場合以外にも、文書(公務員または公務員であった者がその職務と関

連して保管し、または有している文書を除く)が次の各号のいずれにも該当しない

場合には、文書を有している者は、その提出を拒否することができない。  

1. 第 1項第 3号ロ目およびハ目に規定された文書  

2. 専ら文書を有する者が利用するための文書 

 

したがって、法院の文書提出命令に対し、該当文書が自社の営業秘密に属するとい

うことを理由に、前述の民事訴訟法第344条第1項ハ目によって侵害者が文書提出命令

を拒否すれば、被害者である原告としては立証の道が狭まり、敗訴する可能性が高く
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なる。  

民事訴訟の提起以前に、刑事手続きを通じて証拠を確保し、これを利用して仮処分

申請などの民事訴訟を提起する場合が最近増加している。  

この場合、刑事訴訟の進行状況から民事訴訟の提起が可能か否かを先制的に判断で

き、公権力による押収捜索によって証拠を十分に確保した状態で民事訴訟を提起する

ことが可能であることから、訴訟の優位を占めることができる。  

但し、刑事訴訟が遅延する場合、仮処分の時点を失期する可能性があり、一つの訴

訟が他の訴訟に強い影響を及ぼすため、捜査の不備により刑事訴訟で敗訴した場合に

は、民事訴訟も敗訴する確率が高くなることから、慎重な判断を要する。 
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[図 4-3] 効果的な民事上・刑事上の対応戦略 
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6. 公正取引委員会への申告または貿易委員会への調査要請 

 

6-1. 公正取引委員会への申告 

 

大企業が不当に技術資料の提供を要求したり、また書面化された合意に違反して、

受領した技術資料を流用するなど、下請法第12条の3の規定を違反して下請関係にある

中小企業が保有する営業秘密を侵害した場合には、公正取引委員会に申告することが

できる。申告内容が不公正取引行為に該当する場合には、該当大企業に対して是正措

置、課徴金、罰金賦課または損害賠償などの罰則が科されることになる。  

なお、第 3 編第 3 章“2-6.技術資料提供の要求を受ける対象が日本企業である場合

の留意点”で述べたように、日本企業が下請法第 12 条の 3 の規定によって保護される

ためには、韓国の中小企業基本法第 2 条の規定による中小企業の要件を満たさなけれ

ばならない。 

 

6-2. 貿易委員会への調査要請 

 

営業秘密を侵害した物品などを国内で製造または販売する行為などに対しては、貿

易委員会の貿易調査室に調査を要請することができる。貿易委員会によって調査開始

が決定され、事件の調査が行なわれた結果、不公正貿易行為に当たると判定された場

合には、貿易委員会は次の通り、是正措置、課徴金の賦課をすることができ、課徴金

義務者が納付期限内に課徴金を納付しない場合には、加算金を徴収することができる。 

国内で営業をしている企業であれば、海外企業および国内企業の区分なく貿易委員

会に調査を申請をすることができる。例えば、海外企業の前・現職役職員を国内企業

で採用して営業秘密侵害品を製造した後、これを輸出したり、または輸出を目的に国

内で製造する行為に対しては不公正貿易行為として貿易委員会に調査を申請すること

ができる。但し、不公正貿易行為の調査および産業被害救済に関する法律第 4 条によ

れば、韓国の法令などによって保護される営業秘密であることを条件とするため、海

外企業の場合には国内法人があり、国内で営業活動をしていることが必要となる。 

 

 

7. 営業秘密の流出発生時における韓国企業の措置の実態78 

 

最近、営業秘密の流出を経験した 7社の大企業と 182 社の中小企業を対象に行った

アンケートの調査によると、技術流出が発生した場合、回答対象である中小企業の

64.8%が外部的措置を取ると回答しており、 具体的な措置案としては'セキュリティ強

化の関連措置の施行'が 30.8%と最も高く、'関係者に損害賠償請求'(19.8%)、'関係者

を告訴・告発'(17.0%)、'捜査機関に依頼'(13.2%)をするなど、積極的な措置を実施す

ることが分かった。  
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[図4-4] 中小企業において技術流出発生時に取る外部的措置(重複回答) 

 

 

一方、大企業の場合は、外部的措置を取ると回答した場合は 42.9%と中小企業より

低く、具体的には'セキュリティー強化の措置施行'と'捜査機関に依頼'がそれぞれ

14.3%となっている。中小企業とは違い、回答対象 65社の大企業のうち、2009 年～

2011年の間に営業秘密流出を経験した 7社の中で関係者を告訴・告発したり、損害賠

償を請求すると回答した大企業は無かった。 

 

[図4-5] 大企業における技術流出発生時に取る外部的措置(重複回答) 
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第 2 章 民事的解決方法 
 

1. 民事的対応の必要性および方法 

 

営業秘密侵害行為に対しては、本案訴訟を通じて、侵害行為の不作為義務を付加す

る侵害禁止および予防請求、営業秘密侵害行為によって発生した損害または侵害者が

得た利益の返還を求める損害賠償請求および不当利得返還請求が可能である。また、

営業秘密の侵害によって営業秘密の保有者の信用が失墜した場合には、信用回復請求

が可能である。 

 

一方、本案訴訟の場合、判決結果が確定するまで長期間かかり、営業秘密の侵害で

発生した損害は原状回復がほとんど不可能なゆえ、営業秘密の侵害行為を迅速に中断

させ追加的な損害発生を防止するためには、本案訴訟に先立ち仮処分申請をする必要

がある。仮処分では営業秘密侵害禁止、転職禁止および誘引採用禁止の申請が可能で

ある。 

 

但し、このような仮処分の場合、退職者や競合他社などに回復困難な重大な損害を

与える恐れがあるので、営業秘密が侵害される懸念が顕著に高い場合に実施すること

が望ましい。 

 

また、取引によって営業秘密を正当に取得した者が、その取引によって許容範囲内

で営業秘密を使用・公開する行為に対しては侵害禁止請求権、損害賠償請求権、信用

回復請求権など民事上の救済措置と関連した規定は適用されない。  

 

2. 本案訴訟 

 

2-1. 営業秘密侵害禁止および予防請求 

 

(1) 意義および必要性 

営業秘密の保有者は、営業秘密の侵害行為をしたり、またしようとする者に対し、

その行為によって営業上の利益が侵害され、または侵害される恐れがある場合には、

法院にその行為の禁止または予防を請求することができる。  

営業秘密侵害禁止および予防は、侵害行為を禁止または予防できる最も直接的で効

果的な手段である。 

 

(2) 法的根拠 

 

① 営業秘密保護法上の侵害禁止請求権 
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第10条(営業秘密侵害行為に対する禁止請求権など) ①営業秘密の保有者は、営業秘

密侵害行為をしたり、またしようとする者に対し、その行為によって営業上の利益

が侵害され、または侵害される恐れがある場合には、法院にその行為の禁止または

予防を請求することができる。②営業秘密の保有者が第1項の規定による請求をする

時には、侵害行為を構成した物の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去、その他

侵害行為の禁止または予防のために必要な措置を共に請求することができる。 

 

第14条(時効) 第10条第1項の規定により、営業秘密侵害行為の禁止または予防を請

求することができる権利は、営業秘密侵害行為が継続する場合に営業秘密の保有者

がその侵害行為によって営業上の利益が侵害され、または侵害される恐れがあると

いう事実および侵害行為者を知った日から3年間行使しなければ、時効によって消滅

する。その侵害行為が始まった日から10年が経過したときもまた同じである。 

 

② 産業技術保護法上の侵害禁止請求権 

 

第 14 条の 2(産業技術侵害行為に対する禁止請求権など) ① 対象機関は産業技術侵

害行為をしたり、またしようとする者に対しその行為によって営業上の利益が侵害

され、または侵害される恐れがある場合には、法院にその行為の禁止または予防を

請求することができる。 

② 対象機関が第 1 項の規定による請求をする時には、侵害行為を構成した物の廃

棄、侵害行為に提供された設備の除去、その他侵害行為の禁止または予防のために

必要な措置を共に請求することができる。 

③ 第 1 項の規定により、産業技術侵害行為の禁止または予防を請求できる権利は、

産業技術侵害行為が継続する場合に対象機関がその侵害行為によって営業上の利益

が侵害され、または侵害される恐れがあるという事実および侵害行為者を知った日

から 3 年間行使しなければ、時効完成によって消滅する。その侵害行為が始まった

日から 10年が経過したときもまた同じである。 

 

(3) 当事者 

 

① 請求権者 

営業秘密侵害禁止請求権を行使できる者は、営業秘密の保有に関して正当な権原を

有する者または事実上の保有者である‘営業秘密の保有者’が請求権者となる。具体

的に例示すると次のとおりである。 

 

· 営業秘密を最初に開発した原始取得者 

· 譲受人、実施権者など正当な権原によって営業秘密を保有し使用する者 

· 逆設計による営業秘密の保有 

 

 米国では、逆設計(リバースエンジニアリング)を正当な手段による営業秘密の取得

行為と認めており、韓国大法院でもモナミ事件(96ダ16605判決)で逆設計による営業秘

密の取得行為の正当性を間接的に認めている。したがって、逆設計による営業秘密の

保有者も正当な手段により営業秘密を保有する者として請求権者に該当すると見なす
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ことができる。 

 

② 侵害禁止請求の相手方 

侵害禁止請求の相手方は、営業秘密を侵害する者、または侵害しようとする者であ

って、侵害行為を現在行なっている者、または着手したり、着手する可能性が高い者

である。  

 

(4) 要件 

 

① 営業秘密の侵害行為(産業技術の侵害行為) 

侵害禁止の対象になるのは、営業秘密保護法第2条第3号に列挙された営業秘密侵害

行為、または産業技術保護法第14条に規定する産業技術の侵害行為である。 

 

② 営業秘密(産業技術)を侵害する行為または、侵害行為をする恐れの存在 

侵害禁止および予防請求権を行使するためには、営業秘密を侵害する行為または侵

害行為をする恐れがある場合でなければならない。ここでいう‘侵害行為をする恐れ

がある場合’とは、単純な侵害の可能性がある程度だけでは足らず、侵害の可能性が

顕著に高い場合であるべきで、これに対する立証責任は請求権者が負う。  

 

③ 営業上の利益が侵害されたり、侵害される恐れの存在 

侵害禁止および予防請求権を行使するためには、実際に営業秘密侵害行為または侵

害の可能性により営業上の利益が侵害されたり、侵害される恐れが存在する場合でな

ければならない。ここでいう‘営業上の利益’とは、営業秘密侵害行為から保護され

る価値のある全ての利益を意味する。 

また、“営業上の利益が侵害される恐れ”とは、単純な主観的侵害の可能性だけで

は足らず、社会通念上客観的に営業上の利益が侵害される可能性が存在しなければな

らない。このような事実の立証責任は、請求権者にある。 

 

但し、最近の下級審判例では、ひとまず相手方が不正な手段で営業秘密を取得した

ことが立証される場合には、特別な事情がない限りその不正取得者によって営業秘密

が使用されたり、公開されて営業秘密の保有者の営業上の利益が侵害される恐れがあ

ると見なさなければならないと判示79し、立証責任を多少緩和させた。 

 

④ 故意・過失などの主観的要件の不存在 

営業秘密侵害禁止および予防請求権の場合、故意や過失のような主観的要件を必要

としない。  

従って、営業秘密や産業技術の侵害行為が善意や無過失で行なわれた場合でも、営

業秘密侵害禁止および予防請求の対象となる。  

 

(3) 営業秘密(産業技術)侵害禁止 

 

① 禁止行為の特定 

法院は、判決として、営業秘密を侵害して製造された特定の製品の生産を一定期間

中止させたり、完成した製品の配布および販売を禁止させることができる。  

 

一方、営業秘密侵害禁止を命じるためには、まず禁止の対象となる営業秘密が特定
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されなければならない。特に、営業秘密の場合には別途に登記や登録の公示のための

法的制度がないため、被請求人に不測の損害が生じないように具体的に特定する必要

がある。  

しかしながら、営業秘密はその特性上企業が保有する他の情報と区別して具体的に

特定することが容易でなく、またその侵害禁止を命じる過程において営業秘密が流出

する恐れがあるため、具体的な営業秘密の特定が困難な場合が多い。  

これに関する下級審判決では、判決や主文または理由に営業秘密が具体的に指摘さ

れる場合には、この過程で営業秘密の内容が流出する恐れがあるため、他の不作為請

求とともにその対象を具体的に詳しく指摘することを要しないと判示している。 

 

<営業秘密侵害禁止時に対象となる営業秘密の特定と関連する判例> 

ソウル高等法院 1996.2.29. 宣告 5ナ14420 判決 

判決の主文および理由に営業秘密の具体的な内容がそのまま指摘される場合、営

業秘密侵害行為者に自身が侵害した営業秘密の内容を再確認することができる機会

を与えるだけでなく、特定または不特定多数の第三者が判決文を閲覧したり、これ

を入手してその営業秘密の内容を知るようになり、結局のところ営業秘密がこれ以

上営業秘密として保持されなくなる懸念があり、これによって逆に営業秘密が侵害

される素地がある。営業秘密侵害禁止を命じる判決の主文において、その営業秘密

の内容は建物明渡のような他の履行判決ほど具体的に詳しく指摘されることを要し

ない。 

 

一方、後述するように、2011年に改正された営業秘密保護法では、訴訟の当事者ま

たは代理人などの訴訟過程で知った営業秘密を訴訟以外の目的で使用したり、公開す

る行為を制限することができるように、第14条の4ないし14条の6で秘密保持命令制度

を新設し、18条の4で秘密保持命令違反時には5年以下の懲役または5千万ウォン以下の

罰金に処するようにした。  

 

② 禁止期間 

営業秘密侵害禁止期間は、営業秘密の侵害行為者が独自に、または逆設計などによ

って合法に開発するのに必要とされる期間などを考慮して判断する。したがって、営

業秘密侵害者が有している技術水準、営業秘密が有している技術的水準および営業秘

密が属した技術分野の技術水準などを考慮して判断することになる。  

一方、大法院判例では営業秘密の永久的な侵害禁止は制裁的な性格を持つことにな

るだけでなく、公共の利益と相反して認められないとしている。 

 

<営業秘密侵害禁止期間の算定に関する大法院の判例> 

大法院 1996.12.23. 宣告 96ダ16605 判決 

『営業秘密侵害行為を禁止させることは、侵害行為者がそのような侵害行為によ

って公正な競争者より'有利な出発(head start)'ないし'時間節約(lead time)'とい

う優越的な位置から不当に利益を取ることができないようにし、営業秘密保有者に

そのような侵害がなかったのであれば、本来いた位置に戻れるようにするところに

その目的があるということであるから、営業秘密侵害行為の禁止はこのような目的

を達成するのに必要な時間的範囲内において技術の急速な発達状況および弁論に現

れた侵害行為者の人的・物的施設などを考慮して侵害行為者や他の公正な競争者が

独自の開発や逆設計のような合法的な方法によってその営業秘密を取得するのに必
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要な時間に相当する期間に制限しなければならず、永久的な禁止は制裁的な性格を

持つことになるだけでなく、自由な競争を助長し、従業員がそれらの知識と能力を

発揮することができるようにしようとする公共の利益と相反して認められない。』 

 

③ 禁止の起算点 

侵害禁止期間の起算点がかなり前の時点である場合には、現在時点を基準に既に侵

害禁止期間が経過してしまっている可能性があり、この場合、侵害禁止請求が認めら

れなくなる。したがって、侵害禁止期間だけでなく、侵害禁止期間の起算点がいつな

のかも重要である。 

退職者による営業秘密侵害禁止期間の起算点については、営業秘密侵害に対する本

案判決が確定する時点を起算にしなければならないという見解と、従業員の退職時を

起算点にしなければならないという見解があり、判例の立場も分かれたが、大法院

1998年2月13日宣告97ダ24528判決によって退職時の説で立場が整理された。 

したがって、現在の韓国大法院の立場としては、退職者による営業秘密侵害禁止請

求時の起算点は、当該従業員が退職する時点といえる。 

 

<営業秘密侵害禁止期間が従業員の退職時から開始されたとする大法院の判決> 

大法院 1998. 2. 13. 宣告 97ダ24528 判決 

『営業秘密が保護される時間的範囲は、当事者間に営業秘密が秘密として存続す

る期間であるため、その期間の経過により営業秘密は当然消滅し、もはや秘密では

ないと見なさなければならず、その期間は退職後の不正な目的の営業秘密侵害行為

がない平穏・公然な期間のみを示すか、その起算点は退職後の新しい約定があると

き、または営業秘密侵害行為が最後に行なわれたときか、さらには営業秘密侵害禁

止期間中に営業秘密を侵害する行為を行なった場合には、侵害期間の分だけ禁止期

間が延長されなければならないと見なすことはできない。』 

 

(4) 営業秘密(産業技術)侵害の予防請求 

営業秘密侵害予防請求は、現実的に侵害行為が行なわれてはいないが、将来的に侵

害が発生する可能性が顕著に高い場合に認められる。  

一方、‘営業上の利益が侵害される恐れ’は、実行行為の着手が可能な客観的状況

下で実行しようとする考えを有している場合に認められ、このような事情は予防請求

をする者が立証しなければならないが、不正公開行為の場合には禁止されることによ

る不利益に比べて公開による被害が極めて大きいという点で、その立証の程度が緩和

される。 

前述のとおり、判例も、営業秘密が不正な手段で取得された事実が立証されれば、

特別な事情がない限り、不正取得者によって営業秘密が使用されたり、公開され、営

業秘密保有者の営業上の利益が侵害される恐れがあると見なさなければならないと判

示している。  

 

(5) 侵害を構成した物の廃棄または除去請求 

 

① 意義および必要性 

侵害禁止予防請求時には、侵害を構成した物の廃棄、侵害行為に提供された設備の

除去、その他侵害行為の禁止または予防のために必要な措置をともに請求することが

できる(営業秘密保護法第10条第2項)。営業秘密侵害行為に提供された設備をそのまま
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保持すれば、その後も営業秘密が再び侵害される恐れが大きいからである。 

 

② 廃棄請求の対象 

廃棄請求の対象となるのは、侵害を構成した物または侵害行為に提供された設備で

ある。例えば、秘密情報が記載された設計図、仕様書・説明書、顧客名簿などや営業

秘密を侵害して製造された試作品、完成品またはこのような製品を製造するための製

造機械などがその対象となる。 

 

③ 廃棄対象物の存在の有無および所持者特定の必要性 

侵害禁止・予防請求をし、侵害を構成した物の廃棄または除去などをともに請求す

る時には、該当物の現存の有無およびその物の所持者および処分権者を明確にしなけ

ればならない。  

したがって、該当物が現存するのか、その物を誰が所持しているのか、そしてその

物に対する処分権限が誰にあるのかが明確でないままその物の廃棄を命じる判決は違

法となる。80 

 

(6) 侵害禁止·予防請求権の時効 

 

営業秘密保護法第14条によれば、営業秘密請求権は① 営業秘密の保有者がその侵害

行為によって営業上の利益が侵害され、または侵害される恐れがあるという事実およ

び侵害行為者を知った日から3年間行使しなければ時効によって消滅すると規定してい

る。また、同条によれば、②その侵害行為が始まった日から10年が経過した場合でも

時効によって消滅すると規定している。上記二つの期間中、いずれか一つの期間でも

経過する場合には侵害禁止・予防請求権は時効によって消滅する。  

したがって、営業秘密侵害に対する侵害禁止・予防請求権の時効が進行するために

は、少なくとも営業秘密の侵害行為が実際に開始されなければならず、さらにその侵

害行為によって自らの営業上の利益が侵害され、または侵害される恐れがある事実お

よび侵害行為者を知っておかなければならない。  

大法院の判例でも、上記のような法理を適用して、被告が、原告が生産しているス

ピンパックフィルターと類似のフィルターを生産・販売するために会社を設立したと

しても、そのように会社を設立した時点に直ぐに侵害行為が開始されたと見なすこと

はできないとし、また被告の会社が設立された時点から消滅時効が進行されたと見な

すことはできないと判断した。 

 

(7) 間接強制 

営業秘密侵害禁止および予防義務は不作為義務であるため、本案訴訟または仮処分

決定を通じて営業秘密侵害禁止請求が受け入れられる場合にも、これを直接的に強制

することは難しい。  

したがって、本案訴訟での確定判決や仮処分決定を通じて営業秘密侵害禁止を命じ

る命令をしても、これを違反した場合には上記の確定判決を執行権とし、“義務を履

行する時まで、義務違反である1日当りの所定の金額を支給せよ”という間接強制命令

を執行法院から発付され、義務の履行を間接的に強制することができる。  

上記のように、判決が確定した後、執行手続きにおいて執行法院を通じて間接強制

を実現する方法が一般的だが、判例によれば、『判決が確定するにしても短期間内に

債務者がこれを違反する可能性があって、その判決手続きで適切な賠償額を算定でき

る特殊な場合』には、該当判決手続きにおいて将来その債務者が債務を不履行した場
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合に一定の賠償をすることを命じることができる。  

したがって、必要によっては、営業秘密侵害禁止を請求するとき、間接強制と関連

して請求をともにすることを考慮できる。 

 

2-2. 損害賠償請求 

 

(1) 意義 

故意または過失によって他人の営業秘密を侵害することで、他人の営業上の利益を

侵害して損害が発生した場合には、営業秘密保有者は営業秘密侵害者にその損害を賠

償するよう請求することができる。 

 

(2) 法的根拠-営業秘密保護法 

 

第11条(営業秘密侵害に対する損害賠償責任) 故意または過失による営業秘密侵害行

為で営業秘密保有者の営業上の利益を侵害して損害を負わせた者は、その損害を賠

償する責任を負う。  

 

第 14条の 2(損害額の推定など) ① 不正競争行為、 第 3条の 2第 1項および第 2

項を違反した行為または営業秘密侵害行為で営業上の利益を侵害された者が 第 5条

または 第 11条による損害賠償を請求する場合、営業上の利益を侵害した者が不正

競争行為、 第 3条の 2第 1項および第 2項を違反した行為または営業秘密侵害行為

をするようにした物を譲渡したときには、 第 1号の数量に第 2号の単位数量当りの

利益額をかけた金額を営業上の利益を侵害された者の損害額とすることができる。

この場合、損害額は営業上の利益を侵害された者が生産できた物の数量から実際に

販売した物の数量を差し引いた数量に単位数量当りの利益額をかけた金額を限度と

する。但し、営業上の利益を侵害された者が不正競争行為、 第 3条の 2第 1項およ

び第 2項を違反した行為または営業秘密侵害行為以外の事由で販売できなかった事

情がある場合には、その不正競争行為、 第 3 条の 2第 1項および第 2項を違反した

行為または営業秘密侵害行為以外の事由で販売できなかった数量に応じた金額を差

し引かなければならない。   

1. 物の譲渡数量 

2. 営業上の利益を侵害された者がその不正競争行為、第 3条の 2第 1項および第 2項

を違反した行為または営業秘密侵害行為がなかった場合には、販売できた物の単位

数量当りの利益額  

② 不正競争行為、第 3条の 2第 1 項および第 2項を違反した行為または営業秘密侵

害行為で営業上の利益を侵害された者が第 5条または第 11条による損害賠償を請求

する場合、営業上の利益を侵害した者がその侵害行為によって利益を受けたことが

ある場合は、その利益額を営業上の利益を侵害された者の損害額として推定す

る。   

③ 不正競争行為、第 3条の 2第 1 項および第 2項を違反した行為または営業秘密侵

害行為で営業上の利益を侵害された者は、第 5条または第 11 条による損害賠償を請

求する場合、 不正競争行為または第 3条の 2第 1項および第 2項を違反した行為の

対象となった商品などに使用された商標などの表紙の使用または営業秘密侵害行為

の対象となった営業秘密の使用に対して通常受け取ることができる金額に相当する

金額を自らの損害額として損害賠償を請求することができる。   
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④ 不正競争行為、第 3条の 2第 1 項および第 2項を違反した行為または営業秘密侵

害行為による損害額が第 3項による金額を超過する場合、その超過額に対しても損

害賠償を請求することができる。この場合、その営業上の利益を侵害した者に故意

または重大な過失がなければ法院は損害賠償金額を算定するときにこれを考慮する

ことができる。 

⑤ 法院は不正競争行為、第3条の2第1項および第2項を違反した行為または営業秘密

侵害行為に関する訴訟において損害が発生したことは認められるが、その損害額を

立証するために必要な事実を立証することが該当事実の性質上極めて困難な場合に

は、第1項から第4項までの規定にもかかわらず、弁論全体の趣旨と証拠調査の結果

に基づいて相当な損害額が認められる。 

 

第14条の3(資料の提出) 法院は不正競争行為、第3条の2第1項および第2項を違反し

た行為または営業秘密侵害行為による営業上の利益の侵害に関する訴訟において、

当事者の申請によって相手方の当事者に対し該当侵害行為による損害額を算定する

上で必要な資料の提出を命じることができる。但し、その資料の所持者が資料の提

出を拒絶する正当な理由がある場合は、この限りでない。 

 

(3) 当事者 

 

① 請求権者 

侵害禁止請求権と同様に、損害賠償請求権を行使できる者は、営業秘密の保有に関

して正当な権原を有する者または事実上の保有者である‘営業秘密の保有者’が請求

権者となる。  

 

② 侵害禁止請求の相手方 

侵害禁止請求の相手方は、営業秘密を侵害することによって、営業秘密の保有者に

営業上の利益を侵害して損害を負わせた者である。 

 

(3) 損害賠償請求の要件 

損害賠償請求をするためには、下記の要件を満たさなければならず、この要件に対

する立証責任は請求権者が負う。  

 

① 行為者の故意または過失 

侵害禁止・予防請求権と違い、損害賠償請求を行なう場合、営業秘密の侵害が侵害

者の故意または過失によるものでなければならない。  

特に、営業秘密保護法では、特許権侵害とともに侵害行為に対する過失推定規定が

ないため侵害者の故意・過失については請求権者が立証責任を負う。 

したがって、侵害者の故意・過失を請求権者側で立証できない場合には、請求が棄

却されることがある。  

 

② 営業秘密の侵害行為 

営業秘密侵害による損害賠償を請求するためには、営業秘密保護法第2条第3号に列

挙された営業秘密侵害行為の発生を前提とする。 

 

③ 損害発生 

損害発生および損害額に対しても、原則的に請求権者が立証しなければならない。 
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しかし、損害額の立証に対してはその困難性を考慮して、営業秘密保護法第14条の2で

は損害額の推定に関する規定を置いており、第14条の3では損害額の算定に必要な資料

の提出命令に関する規定を置いている。  

 

④ 営業秘密侵害行為と損害の因果関係 

営業秘密侵害による損害賠償を請求するためには、営業秘密侵害行為と、その侵害

行為にともなう営業上の損失による損害との間には、不法行為の一般論による相当因

果関係がなければならない。 

 

(4) 損害賠償の範囲 

損害賠償請求ができる損害は、次のように積極的損害、消極的損害、精神的損害に

区別される。各損害ごとに訴訟物を異にしているため、請求時には各損害を明確に区

分して請求する必要があり、いずれか一つの損害を先に請求した後に他の損害を追加

的に請求することもできる。 

 

① 積極的損害 

積極的損害は、不法行為によって積極的に支出することになる損害をいう。営業秘

密侵害による積極的損害の例示には次のような事項がある。  

 

· 営業秘密の侵害行為を調査または捕捉するために支出した費用 

· 侵害の除去または防止のために支出した費用 

· 弁護士費用 

 

② 消極的損害 

消極的損害とは、不法行為がなかったら得ることができた利益を得られずに被った

損害をいう。例えば、営業秘密を使用して製造された製品の販売によって得ることが

できた利益のうち一部が、侵害者の営業秘密侵害品の販売によって販売数量が低下し、

喪失した場合、喪失した利益が消極的損害となる。  

 

③ 精神的損害 

精神的損害は、財産的損害賠償によって回復できない損害をいう。判例では、営業

秘密侵害による精神的損害を請求するためには、財産的損害の賠償によって回復でき

ない精神的損害が発生したという特別な事情があり、営業秘密侵害者がそうした事情

を知っていたり、知っていなければならないと判示した。81  

 

(5) 損害額の算定方法 

営業秘密侵害を原因とする損害賠償を請求するためには、請求権者側が損害発生お

よび損害額を立証しなければならない。但し、請求権者側の立証責任の緩和のために

営業秘密保護法第14条の2で損害額の推定規定を置いている。しかし、次のような損害

額の推定規定はあくまでも請求人側の立証責任を緩和するためのものに過ぎないため、

請求人側が正確な損害額を立証でき、その損害額が下記の推定規定による損害額より

高額である場合には、あえて下記の推定規定を適用される理由はない。 

 

① 損害額の推定方法 
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<営業秘密を侵害して販売した物の譲渡利益額>-営業秘密保護法第14条の2第1項 

侵害者が、営業秘密侵害行為をした物を譲渡した場合は、その物の譲渡数量に営業

上の利益を侵害された者が営業秘密侵害行為がなければ販売できた物の単位数量当た

りの利益額をかけた金額を損害額と推定する。 

 

 

このとき、損害額の推定限度は、営業上の利益を侵害された者が生産できた物の数

量から実際に販売した物の数量を差し引いた数量で単位数量当たりの利益額を超える

ことはできない。即ち、営業秘密の保有者の生産能力を超えた範囲に対しては、損害

賠償額の算定から除外する。  

また、営業秘密の所有者に、営業秘密侵害行為以外の理由で販売できなかった事情

がある場合、当該事由により販売できなかった数量に応じた金額は推定額から減らす。 

 

 

        

 

<侵害行為による利益額>-営業秘密保護法 第14条の2第1項 

侵害者が営業秘密侵害行為によって利益を受けたことがある場合には、その利益額

を損害額として推定する。  

ここで侵害者の利益額を何で見るのかが問題になるが、実務的には当該製品を製造

販売するのに必要とした費用を控除した純利益で判断している。 

 

<実施料相当額>-営業秘密保護法 第14条の2第3項および第4項 

営業秘密の使用によって得ることができる実施料の相当額を最小限の損害と推定す

ることができる。  

実務的には、契約上他の実施例を参照したり、関連の取引業界の一般的な使用料に

基づいたり、鑑定または取引実態に鑑みて相当だと評価される金額を実施料として算

定する。  

実際、実施料相当額を超過して損害が発生する場合にも、その超過額を追加で請求

営業秘密所有者の

損害額 

単位数量当りの利益額 

(営業秘密侵害がなか

ったと仮定した場合) 

営業秘密侵害者の

 譲渡数量 

損害額の

推定限度 

単位数量

当りの 

利益額 

営業秘密の所有

者が生産できた

物の数量 

営業秘密所有

者が実際に販売

した数量 

 

= x 

= x - 
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することができ、一方、侵害者に故意または重過失がなければ法院は損害賠償額を算

定するにあたり、これを参酌することができる(営業秘密保護法第14条の2第4項)。 

 

② 法院の裁量による認定 

上記のような損害額の推定規定にもかかわらず、請求権者が損害額を立証するのが

容易でない場合が多い。例えば、侵害者の利益を算定するための単位数量当たりの販

売利益、または利益率などを導き出すのが難しかったり、侵害者が売上に関する資料

を所持していなかったり、またその資料の提出を拒否する場合には上記の推定規定に

基づいても損害額を算定するのは容易でない。  

この場合、弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づいて相当な損害額が認められる。

 但し、このような場合にも損害の発生事実自体に対しては、請求権者が主張・立証し

なければならない。 

 

(6) 資料提出命令 

① 意義および必要性 

営業秘密侵害を原因とする損害賠償請求の場合、その損害額算定の根拠となる資料

は請求人でなく被請求人が所持している場合が大部分である。  

したがって、営業秘密保護法第14条の3では、営業秘密侵害行為による営業上の利益

の侵害に関する訴訟において、当事者の申請によって法院が相手方の当事者に対し当

該侵害行為による損害額を算定するのに必要な資料を提出することを命令できるよう

にしている。 

② 提出を拒否する正当な理由 

資料提出命令が行なわれた場合でも、その資料の所持者が該当資料の提出を拒絶す

る‘正当な理由’がある場合には、資料提出命令に応じないこともある。例えば、該

当資料を提出することによって、該当資料の保有企業の営業秘密が漏えいし、顕著に

甚大な損失の発生が予想される場合などが上記規定における正当な提出拒否理由のう

ちの一つと見なすことができる。 

実務的には‘正当な理由’が幅広く認められる傾向が多く、制度の趣旨が失われて

いるという批判がある。  

 

③ 手続き 

当事者は資料提出命令を求める申請書を該当法院に提出する。関連資料が文書であ

る場合には、申請書では民事訴訟法第317条により、文書の表示、文書の趣旨、文書の

所持者、証明する事実、文書提出義務の原因を記載しなければならない。  

一方、大法院の判例82によれば、文書提出命令を発するにおいて、その文書の存在お

よび所持者に対する立証責任は文書提出命令を申請する申請人にあるとし、営業秘密

保護法第14条の3の規定による資料提出義務の場合にも、同一に適用されると判断する

ことが望ましいとされている83。  

 

2-3. 不当利得返還請求 

 

(1) 意義および必要性 

営業秘密侵害者の故意または過失が認められず、損害賠償義務が存在しない場合に

も、営業秘密侵害行為によって侵害者は法律上原因なく利益を得ており、これにより

営業秘密の保有者が損害を被ることになるが、侵害者が得た利益を営業秘密の保有者
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に返還すべきである。  

損害賠償請求権とは違い、営業秘密保護法において不当利得返還請求権については

積極的に規定していない。しかし、営業秘密保護法に規定されていなくても、民法上

不当利得返還請求権に関する法理は営業秘密侵害による不当利得の返還請求にもその

まま適用される。  

損害賠償請求権と異なる不当利得返還請求権は、故意または過失のように主観的要

件を要さず、損害賠償請求権は3年時効で消滅するのに対し、不当利得返還請求権は消

滅時効が10年であるため、損害賠償請求ができない場合には有用な代案となり得る。 

 

(2) 法的根拠 (民法) 

 

第741条(不当利得の内容) 法律上、原因なしに他人の財産または労務によって利益

を得て、これによって他人に損害を加えた者は、その利益を返還しなければならな

い。 

 

(3) 不当利得返還請求要件 

 

① 法律上の権原の不在 

他人の営業秘密の使用が‘法律上、正当な権原なしに’行なわれたものでなければ

ならない。他人の営業秘密を侵害して無断に使用したことがその代表的な例といえる。

  

但し、契約などによってその営業秘密を正当に使用する権利を取得した者の営業秘

密使用行為に対しては、不当利得返還請求をできないことは明白である。 

 

② 営業秘密の侵害者に利益が発生 

法律上、権原なしに行なわれた行為によって、営業秘密侵害者に利益が発生しなけ

ればならない。利益というのは、その行為がなければ存在する財産総額より、現在あ

る財産総額が増加した場合には、その増加額にあたる。また、その行為がなかった場

合、当然発生した財産上の減少を免れたことによって得る経済的利益も含まれる。  

 

③ 営業秘密の保有者に損害が発生 

他人の法律上、権原のない行為によって、営業秘密の保有者に損害が発生しなけれ

ばならない。不法行為による損害賠償請求とは異なり、該当行為がなければ営業秘密

の保有者の財産が増加しただろうと認められる場合にも、損害の発生が認められる。 

 

④ 営業秘密侵害者の財産上の利益および営業秘密保有者の損害との間における因果関

係の存在 

営業秘密侵害者の財産上の利益と営業秘密保有者の損害との間には、相当因果関係

が認められなければならない。  

 

(4) 返還利得の範囲 

返還する利益の範囲は、被害者が、現実に発生した侵害者の利益と被害者の損害を

それぞれ立証すれば、そのうちの少ない金額が認められることが原則である。不当利

得返還請求の場合、損害賠償請求とは異なり返還利益額に関する推定規定を置いてい

ない。  
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但し、実務的には侵害者が返還する利益の最低限度として使用料相当額が認められ

ている。  

 

(5) 損害賠償請求権との競合 

損害賠償請求権と不当利得返還請求権は同一の事実(営業秘密侵害)を対象とするが、

訴訟法的には訴訟物を異にして互いに競合関係にある。したがって、訴訟提起時には

損害賠償請求権に基づいたものなのか、不当利得返還請求権に基づいたものなのか明

確に特定しなければならず、損害賠償請求権に基づいた訴訟で敗訴し、その判決が確

定した場合でも、その後不当利得返還請求権に基づく請求をすることができる。 

 

2-4. 信用回復請求 

 

(1) 意義および必要性 

損害賠償は、金銭賠償が原則である。しかし、金銭賠償だけでは被害者が十分に満

足できなかったり、金銭賠償が救済方法として適切でない場合には、損害賠償に代え

るか損害賠償と並行して信用回復に必要な措置を求めることができる(営業秘密保護法

第12条)。 

 

(2) 法的根拠 

第12条(営業秘密保有者の信用回復) 法院は、故意または過失による営業秘密侵害行

為により営業秘密保有者の営業上の信用を失墜させた者には、営業秘密保有者の請

求により第11条による損害賠償に代え、または損害賠償とともに、営業上の信用を

回復するために必要な措置を命ずることができる。 

 

(3) 請求要件 

営業秘密の侵害を原因とする信用回復請求のためには、①営業秘密侵害行為者の故

意または過失②営業秘密の侵害行為の存在③営業秘密保有者の営業上における信用の

失墜④損害賠償以外の別途の信用回復措置の必要性が認められなければならない。  

特に、要件④と関連して、権利者の業務上の信用が失墜した点が認められる場合に

も、侵害者の侵害行為の態様、侵害行為前後の事情などに鑑みて侵害者に損害賠償を

命じることだけで十分に被害者の損害が填補されたと認められる場合には、信用回復

請求が棄却されることがある。 

 

(4) 信用回復措置 

請求人の信用回復請求が、理由があると法院が判断した場合には、法院は営業秘密

の侵害者に対し、営業秘密保有者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を取るこ

とを命じなければならない。  

例えば、侵害者の侵害罪に対する刑事判決、敗訴した民事判決、釈明資料などを新

聞または雑誌などに掲載することを命じることができる。但し、新聞などに謝罪広告

を出すように命じることは、憲法上、良心の自由に反するという憲法裁判所の決定に

より、謝罪広告の請求は不可能である。 

 

2-5. 競業(転職)禁止請求 
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(1) 意義および必要性 

営業秘密を知っている従業員が退職する場合、競合他社への就職や会社の創業など

の過程で、営業秘密が流出する可能性が大きい。したがって、退職者による競合他社

への営業秘密の流出を防ぐためには、該当従業員の採用を禁止または関連業務に従事

することを禁止する競業(転職)禁止請求をする必要がある。  

競業禁止請求の有効性と禁止期間、起算点などについては、“第3編第4章2.退職者

による営業秘密流出の事前防止策-侵害禁止仮処分”で既に具体的に説明している。 

 一方、競業禁止義務は不作為義務であるため、本案訴訟または仮処分の決定を通じ

て競業禁止請求が受け入れられる場合でも、これを直接的に強制することは難しい。 

したがって、本案訴訟での確定判決や仮処分決定により、従業員が従業員などに転

職禁止などを命じる命令を下し、これを違反した場合には上記の確定判決を執行権と

して“義務を履行する時まで、義務違反である1日当たりの所定の金額を支給せよ”と

いう間接強制命令を執行法院から発付され、義務の履行を間接的に強制することがで

きる。 

 

2-6. 善意者に対する特例 

 

(1) 意義および必要性 

営業秘密保護法第2条第3号ハ目およびヘ目の営業秘密不正使用行為および公開行為

の場合、営業秘密取得時の善意・無過失の有無とは関係なく成立する。このように、

営業秘密の不正使用行為および不正公開行為の範囲を拡張することになれば、取引の

安全を深刻に害する恐れがある。  

したがって、営業秘密保護法第13条では、取引の安全を保護するために、取引など

によって営業秘密を正当に取得した者に対しては禁止請求、損害賠償請求、信用回復

請求の規定を適用しないようにしている。 

 

(2) 法的根拠 

第 13条(善意者に関する特例) ① 取引によって営業秘密を正当に取得した者が、そ

の取引によって許容された範囲でその営業秘密を使用・公開する行為に対しては、

第 10条から第 12条までの規定を適用しない。② 第 1項で"営業秘密を正当に取得

した者"とは、第 2条第 3号ハ目またはヘ目で営業秘密を取得する当時に、その営業

秘密が不正に公開された事実または営業秘密の不正取得行為や不正公開行為が介入

した事実を重大な過失なく知らずにその営業秘密を取得した者をいう。 

 

(3) 適用要件 

 

① 取引による営業秘密の取得 

営業秘密は、取引によって取得されたものでなければならず、ここで‘取引’は、

有償取引を意味するものであって、無償で‘贈与’を受けた場合にはこれらの取引に

含まれない。また、取引によって取得されるものが‘営業秘密’でなければならない

ので、‘営業秘密’自体が取引の対象とならなければならない。 

 

② 営業秘密の正当な取得 
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‘営業秘密を正当に取得した者’とは、営業秘密が不正に公開された事実または営

業秘密の不正取得行為や不正公開行為が介入した事実を重大な過失なく知らずに営業

秘密を取得した者をいう。  

この時、善意無重過失の判断時点は、営業秘密の‘取得当時’を基準に判断する。

したがって、営業秘密の取得時に善意無重過失である場合、その後悪意に転換したと

しても善意者に関する特例規定が適用されることもある。  

 

(4) 適用範囲 

善意者に関する特例規定は、‘取引によって許容された範囲内での使用・公開’行

為に制限される。したがって、営業秘密の取得時の取引内容に決められた期間・目

的・対象・方法などの条件下における使用・公開行為に対してのみ特例規定が適用さ

れることもある。 

 

2-7. 2014年1月31日施行 営業秘密保護法第2条第1号ヌ目に基づいた民事的救

済 
 

(1) 2014年1月31日 施行 改正営業秘密保護法第2条第1号ヌ目関連規定 

第2条(定義)本法で使用する用語の意味は、以下のとおりである。  

1. "不正競争行為"とは、次の各目のいずれか一つに該当する行為をいう。 

(省略) 

ヌ. その他に他人の相当な投資や努力によって作られた成果などを公正な商取引慣行

や競争秩序に反する方法で自己の営業のために無断で使用することによって他人の経

済的利益を侵害する行為 

 

第4条(不正競争行為などの禁止請求権など) ① 不正競争行為や第3条の2第1項または

第2項を違反する行為で、自己の営業上の利益が侵害されたり、または侵害される恐れ

がある者は、不正競争行為や第3条の2第1項または第2項を違反する行為をしたり、し

ようとする者に対して、法院にその行為の禁止または予防を請求することができる。

   

② 第1項による請求をする場合は、次の各号の措置をともに請求することができる。 

<改正 2011.6.30.> 

1. 不正競争行為や第3条の2第1項または第2項を違反する行為を構成した物の廃棄 

2. 不正競争行為や第3条の2第1項または第2項を違反する行為に提供された設備の除去 

3. 不正競争行為や第3条の2第1項または第2項を違反する行為の対象となったドメイン

名の登録抹消 

4. その他に不正競争行為や第3条の2第1項または第2項を違反する行為の禁止または予

防のために必要な措置 

 

第5条(不正競争行為などに対する損害賠償責任)故意または過失による不正競争行為や

第3条の2第1項または第2項を違反した行為(第2条第1号ハ目の場合には、故意による不

正競争行為のみをいう。)によって他人の営業上の利益を侵害して損害を加えた者は、

その損害を賠償する責任を負う。   

 

第6条(不正競争行為などにより失墜した信用の回復)法院は、故意または過失による不

正競争行為や第3条の2第1項または第2項を違反した行為(第2条第1号ハ目の場合には、

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
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故意による不正競争行為のみをいう。)によって他人の営業上の信用を失墜させた者に

は、不正競争行為や第3条の2第1項または第2項を違反した行為により、自己の営業上

の利益が侵害された者の請求によって、第5条による損害賠償に代えたり、または損害

賠償とともに営業上の信用を回復するのに必要な措置を命じることができる。 

(2) 営業秘密侵害行為に対する民事的救済の可否 

営業秘密が相当な投資や努力で作られた成果に該当し、該当営業秘密を侵害する行

為が、公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自己の営業のために無断で使用す

ることによって他人の経済的利益を侵害するのであれば、営業秘密侵害行為に対して

も第2条第1号ヌ目が適用されると見られる。 

したがって、営業秘密侵害行為に対し、第2条第1号ヌ目の不正競争行為に該当する

ことを根拠に、侵害禁止(第4条)、損害賠償請求(第5条)、信用回復請求(第6条)のよう

な民事上の救済措置を受けることができる。  

 

3. 仮処分訴訟 

 

3-1. 仮処分訴訟について 

 

(1) 仮処分訴訟の必要性 

営業秘密保持義務期間は、通常1年以内の短期間であるのに対し、本案訴訟を通じて

営業秘密侵害禁止などを請求する場合、通常1審裁判だけでも10ヶ月以上の期間が必要

とされるため、本案訴訟の判決確定前に秘密保持義務期間が満了する場合が多い。 

また、技術の急激な発展によって技術発展の周期が大幅に短縮され、本案訴訟が確

定した後には、既に該当技術に対し侵害禁止を請求する実益がなくなってしまう場合

も多い。  

したがって、本案訴訟によっては損害賠償を通じて損害を填補されるだけで、現実

的に侵害禁止目的を達成しにくい場合が大部分である。  

このように、本案訴訟では正当に権利を保護されず、急迫した事情がある場合に暫

定的に臨時の措置を取る仮処分申請がある。実務的にも営業秘密侵害禁止の本案訴訟

の前に仮処分申請をする場合が多い。 

 

(2) 要件 

仮処分申請が受け入れられるためには、被保全権利が存在し、かつ該当権利の保全

の必要性が認められなければならない。  

営業秘密侵害禁止の仮処分を請求する場合は、被保全権利は請求人が有する営業秘

密保護法または産業技術保護法上の侵害禁止請求権である。  

また、営業秘密侵害禁止請求権を訴訟を通じて請求して確定判決まで待つ場合は、

回復できない損害が発生することが予想される場合などに認められる。したがって、

既に債務者の行為でない他の経路によって営業秘密が知らされ、これ以上禁止するこ

とがかえって競争を不当に制限する結果になる場合には、保全の必要性は認められな

い84。 

 

(3) 仮処分の手続き 

請求人が仮処分申請書を作成して管轄法院に提出し、費用を納付すれば、管轄法院

において申請書の副本を相手方に渡し、直ちに審問期日が指定される。  

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=167685&efYd=20150128#AJAX
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一般的には申請書の提出日から2、3週間以内の短期間内に審問期日が開かれること

になる。したがって、仮処分請求の相手方としては、対応に十分な時間的余裕を持つ

ことは難しいといえる。  

また、技術内容が複雑で、双方が提出した鑑定書上の意見が交錯する場合には、技

術説明会の開催や、必要な証人および鑑定の申請を受けることもある。  

審問は通常1～2回で終結することになり、審問が終結した後にも仮処分の決定前ま

では疎明資料を提出することができる。  

また、法院は仮処分により生じ得る債務者の損害に対し、その後仮処分が誤ったも

のだと明らかになった場合には、債務者がその損害を容易に回復することができるよ

うに、請求人に担保を提供するよう命じることができる。  

仮処分決定は、一般的に申請日から3、4ヶ月以内に下され、仮処分を命じる決定は

執行力があるため、営業秘密の使用禁止などに対し必要な執行ができる。通常は“侵

害禁止義務を履行する時まで、義務違反である1日の所定の金額を支給せよ”という間

接強制命令を執行法院から発付される間接強制によって執行される。  

仮処分決定を不服とする当事者は、仮処分決定に対する異議申立を行なうことが可

能である。  

 

[図4-6] 仮処分申請手続き

 
 

(4) 仮処分訴訟の特性 

仮処分はあくまでも、本案訴訟に先立ち、臨時的な法律関係の地位を付与すること

に過ぎず、本案訴訟と同じ終局的な紛争解決の方法でない。したがって、仮処分を申

請し、仮処分決定を通じて営業秘密の使用を臨時的に禁止した後には、営業秘密侵害

禁止や損害賠償の本案訴訟を提起しなければならない。  

したがって、仮処分の効力を維持するためには、請求人が法院から本案提訴命令を

受けた日から7日以内に本案訴訟を提起しなければならず、本案訴訟を提起しなければ

仮処分決定はその効力を喪失する。 

 

3-2. 営業秘密侵害禁止仮処分 

 

営業秘密侵害禁止仮処分については、“第3編第4章 退職者による営業秘密流出実態
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および事前防止策”で具体的に述べている。  

本案訴訟を通じて営業秘密侵害禁止請求をする場合、1審裁判の結果が言い渡される

までだけで10ヶ月以上要するため、判決結果が確定する時点で既に営業秘密侵害禁止

期間を徒過してしまい、結局、本案訴訟で敗訴となる可能性が高い。  

また、本案訴訟が確定した後には、既にその期間における技術発展によって、該当

技術に対する侵害禁止を請求する実益がなくなってしまう場合も多い。  

したがって、本案訴訟の結果が出るまで待つ場合は、営業秘密保有者には回復でき

ない損害が生じる恐れがあるため、営業秘密侵害禁止仮処分を請求する必要(保全の必

要性)が認められることになる。  

 

3-3. 競業(転職)禁止仮処分 

 

競業禁止仮処分については、“第3編第4章 退職者による営業秘密流出実態および事

前防止策”で具体的に述べている。  

営業秘密侵害禁止請求をし、競業または転職禁止請求をともに請求する場合、1審裁

判の結果が言い渡されるまでだけで10ヶ月以上要するため、判決結果が確定する時点

で既に前述した競業禁止期間を徒過してしまい、結局、本案訴訟で敗訴する可能性が

高い。  

したがって、本案訴訟による競業禁止仮処分申請だけでは、権利救済を受け難い急

迫した事情が認められる場合には、転職禁止などを目的とする仮処分を申請する必要

性(保全の必要性)が認められる。実務的にも競業禁止請求の本案訴訟を提起する際に、

仮処分もともに申請している。  

一方、本案訴訟における競業禁止請求では、禁止期間を定めない場合、懲罰的性格

を備えることになり、従業員の職業選択の自由を過度に制限するとして認められない

が、競業禁止仮処分の場合、仮処分の特性上、禁止期間を具体的に特定しなかったと

して違法であると判断しないのは前述のとおりである。 

 

3-4. 誘引採用禁止仮処分 

 

(1) 不当誘引採用の意義 

不当誘引採用とは、事業者が取引相手の人材を不当に誘引または採用して取引相手

の事業活動を妨害する行為をいう。これは公正取引法上、禁止される不公正取引行為

の類型85に属する。 

 

(2) 該当類型の例示 

営業秘密流出と関連して、不当な誘引採用に該当する類型を例示すると次のとおり

である。 

 

① 競合他社が営業秘密の流出を目的に、営業秘密を保有する会社に勤務中の職員に個

別に接触し、通常の水準に鑑みて過度な待遇措置を取ることを条件として採用する行

為 

 

② 競合他社が、他の事業者の技術人材にその会社の重要技術または製造秘法が記載さ

れた書類や設計図などを流出することを条件に、高職位を保障して採用する行為 
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③ 競合他社が、営業秘密の流出を目的に、他の事業者の核心技術を有する人材に対し、

正常な事業の遂行に支障が生じるほど集中的にスカウトをする行為 

 
(3) 民事上の救済方案-誘引採用禁止仮処分など 

競合他社の不当誘引採用行為に対しては、該当競合他社に対して採用行為の不作為

命令を賦課する仮処分を法院に申請することができる。  

また、競合他社の不当誘引採用行為によって損害が生じた場合、民事上の損害賠償

を請求することができ、公正取引委員会に不公正取引行為を申告し、または公正取引

紛争調停協議会に紛争調停を申請する方法によって権利救済を受けることができる。 

 

4. 民事上の救済方法の限界 

 

(1) 証拠収集の困難性 

営業秘密侵害事件の場合、大部分は証拠を侵害者が所有している場合が多く、米国

のような証拠開示制度を導入していない韓国では、侵害者が所有している証拠を確保

するには限界がある。したがって、民事上の救済手続きにおいては、営業秘密の侵害

行為を立証するための証拠を確保するのが容易でないため敗訴する場合が多く見られ

る。  

 

(2) 営業秘密の立証の困難性 

営業秘密保護法に基づいた民事上の救済措置を利用するためには、流出した情報が

営業秘密保護法上の営業秘密の成立要件を満足しなければならない。  

しかし、営業秘密の成立要件が過度に厳格で、特に2015年1月改正前の旧営業秘密保

護法によれば、秘密保持性と関連して該当情報が相当な努力によって秘密として保持

された事実を客観的に立証するのは容易でないため、実務的には該当情報が営業秘密

と認められないという理由で敗訴する場合が多かった。  

但し、2015年1月改正営業秘密保護法第2条第2号では、秘密管理性と関連した要件を

“相当な努力”から“合理的な努力”に緩和した。  

したがって、秘密管理性が認められるための具体的な営業秘密保護措置の要求程度

が相当部分緩和されるものと期待される。但し、改正法下でも、“合理的な努力”に

より秘密として保持された事実に対する立証責任は、営業秘密の保有者が負うことに

なるため、これを客観的に立証できる根拠資料を確保しておくことが重要である。 

 

(3) 損害額の立証の困難性 

営業秘密の侵害と相当因果関係がある損害額を特定することは容易ではなく、この

ため営業秘密保護法では第14条の2で損害額の推定規定を置いているが、上記の推定規

定の適用を受けるために必要な資料は、相当部分が侵害者が所有している。  

この問題を解決するために営業秘密保護法第14条の3では、資料の提出義務を規定し

ているが、この場合にも資料提出を拒否する正当な理由がある場合には、提出を拒否

することができ、実務的には資料提出の拒否理由が幅広く認められているため、上記

規定の趣旨が損なわれている。  

 

(4) 侵害禁止請求の実益 



133 

 

営業秘密侵害禁止請求の場合、営業秘密を侵害した会社が国内で製品を生産する場

合には実益があるが、国内に支社を設けていない国外企業で営業秘密が侵害された場

合は、損害賠償を請求すること以外に、営業秘密の侵害禁止などを請求する実益は大

きくない。   
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第 3 章 刑事的解決方法 

 

1. 刑事的対応の必要性および方法 

 

1-1. 刑事的対応の必要性  

 

最近3年間における営業秘密侵害事件の発生時の対応手段として刑事告訴、告発を選

択するケースが増加している。特に刑事告発の場合、①訴訟費用がかからない、②押

収・捜索等によって証拠確保が容易なため、多くの被害企業が刑事救済手続きを利用

する頻度が増えている。  

営業秘密侵害事件が発生した際に損害賠償請求、侵害禁止仮処分などを申請するた

めには、関連事件に対する証拠確保が切実である。しかし、韓国では米国のような証

拠開示制度を採択していないため、被害企業が、加害者が保有していると推定される

証拠を確保することが難しい。  

したがって、営業秘密侵害禁止仮処分や損害賠償請求のような民事上の救済手続き

を履行する前に、まず加害者の証拠隠滅を防止し、かつ加害者が保有している証拠を

確保するために刑事告訴とともに速やかに押収・捜索を要請することが先制的手段と

して活用されているのが実情である。 

 

1-2. 営業秘密侵害の形態別にみる刑事的対応方法 

 

(1) 営業秘密保護法による対応 

韓国の現行法によれば、営業秘密侵害行為に関しては基本的に営業秘密保護法上の

営業秘密侵害罪が問題となる。営業秘密保護法が適用されるためには、流出した情報

が営業秘密保護法上の営業秘密成立要件を満足することを前提とする。 

 

(2) 産業技術保護法による対応 

流出された営業秘密が技術情報に関する場合は、産業技術保護法第4条に規定する特

別法優先の原則により、営業秘密保護法などの適用に先立ち産業技術保護法が適用さ

れることになる。産業技術保護法が適用されるためには、流出した情報が産業技術保

護法上の産業技術または国家核心技術に該当するものでなければならない。  

 

(3) 一般刑法による対応 

営業秘密保護法上の営業秘密または産業技術保護法上の産業技術に該当しない場合

にも、刑法で規定する違法行為の要件を満足する場合には、該当規定に基づいて処罰

することが可能である。 

 

(4) その他特別法による対応 

営業秘密の流出経緯が、該当営業秘密の保有企業の情報通信網を侵害して行なわれ

た場合には、情報通信網侵害罪が成立する。  

また、業務上背任による営業秘密侵害行為によって経済的利益または損害が甚大な

場合には、加重処罰と関連して特定犯罪加重処罰などに関する法律違反罪の適用有無

も問題となる。  
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[表] 刑法上の救済手段の整理 

適用法律 禁止行為 処罰量刑 

予備·陰

謀行為の

処罰 

未遂犯

の処罰 

営業秘密保護法 

海外への営業秘密の 

流出行為 

10年以下の懲役 

1億ウォン以下の

罰金86 

○ ○ 営業秘密流出行為 

5年以下の懲役 

5千万ウォン以下

の罰金87 

原本証明サービスに

関連する侵害行為 

1年以下の懲役 

1千万ウォン以下

の罰金 

産業技術保護法 

海外への産業技術の 

流出行為 

10年以下の懲役 

10億ウォン以下の

罰金 

○ ○ 

産業技術の流出、 

無断買収・合併行為 

など 

5年以下の懲役 

5億ウォン以下の

罰金 

秘密保持義務 

違反行為 

3年以下の懲役 

3億ウォン以下の

罰金 

刑法 

業務上 

背任 

単純背任行為 

5年以下の懲役 

1500万ウォン以下

の罰金 

X ○ 

業務上背任行為 

10年以下の懲役 

3千万ウォン以下

の罰金 

  

窃盗罪 
情報が収録された物

品の無断窃盗行為 

6年以下の懲役 

1千万ウォン以下

の罰金 

X ○ 

財物 

損壊罪 

文書、電子記録媒体

などを損壊・隠匿 

する行為 

3年以下の懲役 

700万ウォン以下

の罰金 

X ○ 

秘密 

侵害罪 

封書、秘密装置など

の無断開封行為 

3年以下の懲役 

500万ウォン以下

の罰金 

X X 

業務 

妨害罪 

他人の業務妨害 

情報処理装置などの

破損 

5年以下の懲役 

1500万ウォン以下

の罰金 

X X 

その

他 

特別

法 

情報 

通信網 

侵害罪 

情報通信網への 

無断侵入 

3年以下の懲役 

3千万ウォン以下

の罰金 

X ○ 

個人情報の 

無断漏えい 

5年以下の懲役 

5千万ウォン以下
X X 
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の罰金 

他人の情報または 

 秘密侵害 

5年以下の懲役 

5千万ウォン以下

の罰金 

X X 

特定法 

加重 

処罰法 

違反 

業務上背任で5億ウ

ォン以上50億ウォン

未満の財産上の損害 

発生 

3年以上の懲役  

加重処罰 
X ○ 

50億ウォン以上の 

財産上の損害発生 

5年以上の懲役 

 加重処罰 
X ○ 

 

2. 営業秘密保護法による救済 

 

2-1. 刑事的救済と関連する法規定 
(1) 罰則 

営業秘密侵害行為に対しては、下記のように懲役刑または罰金刑に処するようにし

ている。また、2013年に改正された営業秘密保護法では、原本証明機関に登録された

電子指紋やその他情報を毀損、変更、偽造または流出する行為もしくは原本証明機関

の役・職員だった者が職務上知り得た秘密を漏えいする行為に対して、1年以下の懲役

または1千万ウォン以下の罰金に処するようにしている。 

 

[表] 営業秘密保護法の違反行為に対する罰則 

行為 懲役 罰金 

不正な利益を得たり、営

業秘密の保有者に損害を

加える目的で営業秘密を

外国で使用または使用さ

れることを知りながら取

得・使用または漏えいす

る行為 

10年以下の懲役 

1億ウォン以下の罰金。 

但し、違反行為による財

産上の利益額の10倍にあ

たる金額が1億ウォンを超

過すれば、その財産上の

利益額の2倍以上10倍以下

の罰金 

不正な利益を得たり、営

業秘密の保有者に損害を

加える目的で営業秘密を

取得・使用または漏えい

する行為 

5年以下の懲役 

5千万ウォン以下の罰金。 

但し、違反行為による財

産上の利益額の10倍にあ

たる金額が5千万ウォンを

超過すれば、その財産上

の利益額の2倍以上10倍以

下の罰金 

原本証明機関に登録され

た電子指紋やその他情報

を毀損、変更、偽造また

は流出する行為または原

本証明機関の役・職員だ

った者が職務上知り得た

秘密を漏えいする行為 

1年以下の懲役 1千万ウォン以下の罰金 
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特異な点は、営業秘密保護法によれば“営業秘密を外国で使用または外国で使用さ

れることを知りながら取得・使用または第三者に漏えいした者”に対しては、第2項所

定の一般的な営業秘密侵害行為より重い法定刑および罰金を科し、加重処罰するよう

にしている。  

これは国内技術の海外流出を防ぐための手段と考えられるが、多くの多国籍企業が

国内で営業をしており、国内企業が外国系企業に買収される場合もある状況において

合理的でないとの指摘もある88。 

 

第18条(罰則) ① 不正な利益を得たり、営業秘密の保有者に損害を加える目的でそ

の営業秘密を外国で使用または外国で使用されることを知りながら取得・使用また

は第三者に漏えいした者は、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。

但し、罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利益額の10倍にあたる金額が1

億ウォンを超過すれば、その財産上の利益額の2倍以上10倍以下の罰金に処する。<

改正2009.12.30., 2013.7.30.> 

② 不正な利益を得たり、営業秘密の保有者に損害を加える目的でその営業秘密を取

得・使用、または第三者に漏えいした者は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の

罰金に処する。但し、罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利益額の10倍

にあたる金額が5千万ウォンを超過すれば、その財産上の利益額の2倍以上10倍以下

の罰金に処する。<改正2013.7.30.> 

③ 次の各号のいずれか一つに該当する者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下

の罰金に処する。<改正2013.7.30.> 

1. 第2条第1号(チ目からリ目までは除く)に規定する不正競争行為をした者 

2. 第3条を違反して次の各目のいずれか一つに該当する記章または標識と同一もし

くは類似するものを商標として使用した者 

イ. パリ協約の同盟国、世界貿易機関の加盟国または「商標法条約」の締約国の国

旗・国章、その他の記章 

ロ. 国際機関の標識 

ハ. パリ協約の同盟国、世界貿易機関の加盟国または「商標法条約」の締約国の政

府の監督用・証明用標識 

④ 次の各号のいずれか一つに該当する者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下

の罰金に処する。<新設 2013.7.30.> 

1. 第9条の7第1項を違反して、原本証明機関に登録された電子指紋やその他関連情

報を紛失または毀損・変更・偽造または流出した者 

2. 第9条の7第2項を違反して、職務上知り得た秘密を漏えいした者 

⑤ 第1項と第2項の懲役と罰金は、併科することができる。 

 

(2) 未遂犯および予備陰謀行為に対する扱い 

営業秘密保護法では、第18条第1項および第2項の営業秘密侵害行為に対して、 既遂

犯以外に未遂犯も処罰されるようにしており、他人の営業秘密を侵害する目的で予備

または陰謀した者に対しても、懲役刑または罰金刑に処するようにしている。  

但し、新設された営業秘密保護法第18条第4項所定の原本証明サービスと関連する侵

害行為は除外されている。 
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第18条の2 第18条第1項および第2項の未遂犯は処罰する。  

第18条の3 ① 第18条第1項の罪を犯す目的で予備または陰謀した者は、3年以下の懲

役または2千万ウォン以下の罰金に処する。 

② 第18条第2項の罪を犯す目的で予備または陰謀した者は、2年以下の懲役または1

千万ウォン以下の罰金に処する。 

 

(3) 両罰規定 

法人の代表者または法人もしくは個人の代理人、使用人などが第18条第1項第2項お

よび第4項の営業秘密侵害行為をした場合は、該当代表者または代理人などを処罰する

以外に、法人または個人も罰金刑に処するようにしている。しかし、法人または個人

が十分な注意および監督をした場合には、免責されるようにしている。 

 

第19条 法人の代表者または法人もしくは個人の代理人、使用人、その他の従業員が

その法人または個人の業務に関して、第18条第1項から第4項までのいずれか一つに

該当する違反行為をすれば、その行為者を罰する他にその法人または個人にも該当

条文の罰金刑を科する。但し、法人または個人がその違反行為を防止するために該

当業務に関して相当な注意および監督を怠らなかった場合には、この限りでない。 

 

2-2. 営業秘密保護法の最近の改正動向 

 

(1) 2005年改正(2015年1月28日 法律第13081号で改正) 

①秘密管理性の要件緩和(第2条第2号の改正) 

第2条第2号の営業秘密の成立要件のうち秘密管理性と関連して、秘密保持に必要な

“相当な努力”を“合理的な努力”に緩和する。これは営業秘密保護のための十分な

システムを具備できず、営業秘密として保護されない中小企業の営業秘密保護を強化

し、営業秘密の保有者の立証困難を緩和するためのものである。 

 

②営業秘密の保有事実に関する原本証明書の推定力認定(第9条の2第3項新設) 

原本証明制度を利用して原本証明書を発給された者は、電子指紋の登録当時に該当

電子文書の記載内容どおり情報を保有したものと推定されるようにする。これにより、

営業秘密関連の訴訟において、原本証明書を発給された者は該当原本証明書に記載さ

れた営業秘密の保有事実に対する立証責任が免除される。 

 

(2) 2004年改正(2004年1月20日 法律第7095号で改正) 

① 親告罪の規定を削除 

旧営業秘密保護法から営業秘密侵害罪を親告罪と規定したものを削除 

 

② 営業秘密の範囲拡大  

旧営業秘密保護法では、保護対象である営業秘密を技術上の営業秘密に限定してい

たが、これを経営上の営業秘密まで拡大 

 

③ 処罰対象の拡大 

旧営業秘密保護法では、処罰対象を企業の前・現職役員または職員が営業秘密を漏

えいする行為に制限していたが、これを全ての違反者の違反行為に拡大 
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④ 処罰量刑の上方修正 

営業秘密侵害行為に対する罰金額を財産上の利益額の2倍以上10倍以下に上方修正し、

未遂犯と予備・陰謀者も処罰されるよう規定 

 

(3) 2009年改正-営業秘密の海外流出行為に対する処罰対象を拡大(2009年12月30日 法

律第9895号で改正) 

旧営業秘密保護法第18条第1項において‘外国で使用されることを知りながら第三者

に漏えいした者’を、‘外国で使用されることを知りながら取得・使用または第三者

に漏えいした者’とし、その範囲を拡大して他人の営業秘密を取得した行為にまで処

罰対象を拡大した。 

 

(4) 2011年改正-秘密保持命令制度の新設(2011年10月1日施行 法律第10810号による改

正) 

旧営業秘密保護法では、日本の不正競争防止法上の秘密保持命令のような制度を設

けておらず、訴訟過程において企業の営業秘密が外部に流出される可能性が高いとい

う問題点があった。  

これに対し、2011年10月1日施行法律第10810号による改正では、訴訟の当事者また

は代理人などの訴訟過程で知り得た営業秘密を、訴訟以外の目的で使用または公開す

る行為を制限できるように、第14条の4ないし14条の6で秘密保持命令制度を新設し、1

8条の4で秘密保持命令の違反時には、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に

処するようにした。 

 

(5) 2013年改正(2013年7月30日改正 法律第11963号、2014年1月31日施行) 

① 営業秘密原本証明サービスに対する法的基盤および処罰規定を設置 

営業秘密原本証明サービスに対し、法的根拠が微弱だという指摘を受け入れて改正

された営業秘密保護法では、第9条の2ないし第9条の7で原本証明サービス、原本証明

機関の指定および秘密保持義務などに関する事項を規定した。これにより、営業秘密

原本証明サービスに対する法的根拠条文を営業秘密保護法に設けるようにした。  

また、改正された営業秘密保護法では、第18条第4項を新設して原本証明機関に登録

された電子指紋やその他関連情報を紛失、毀損、変更、偽造または流出した場合、も

しくは原本証明機関の役員および従業員だった者が職務上知り得た秘密を漏えいした

場合には、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処するようにした。  

 

② 営業秘密侵害行為に対する罰金の上限規定 

旧営業秘密保護法第18条では、営業秘密侵害行為に対し、財産上の利益額の2倍以上

10倍以下の罰金に処するとのみ規定していた。  

改正法では、第18条第1項の違反行為に対し、その上限を1億ウォンとし、第18条第2

項の違反行為に対してはその上限を5千万ウォンと規定し、それぞれの違反行為による

財産上の利益額の10倍が上記金額を超過した場合には、その財産上の利益額の2倍以上

10倍以下の罰金に処するようにした。 
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2-3. 客観的法適用要件 

 

(1) 行為主体-誰でも 

2004年1月に改正された営業秘密保護法(2004年7月21日施行)によれば、行為主体に

制限はない。したがって、2004年7月21日以後の営業秘密流出行為については、その犯

罪行為の主体が被害企業の前・現職役員および職員なのかどうかを問わず処罰対象と

なる。 

 

[表4-1] 営業秘密保護法によって刑事処罰される営業秘密侵害行為の主体 

2004年7月21日以前の営業秘密流出行為 2004年7月21日以後の営業秘密流出行為 

企業の役員または従業員、企業の役員ま

たは従業員だった者の営業秘密流出行為 
制限なし 

 

(2) 違法行為-営業秘密を取得・使用または漏えいする行為 

営業秘密保護法第18条では、営業秘密の‘取得’、‘使用’および‘漏えい’行為

を独立的な営業秘密侵害行為として定義している。したがって、上記の行為のうちい

ずれか一つだけが違法でも、営業秘密保護法違反罪で処罰されることがある。  

したがって、営業秘密を‘取得’する過程が、不正な方法によるものでなくても、

その‘使用’または‘漏えい’行為が違法な場合には、営業秘密保護法違反罪で処罰

されることになる。  

 

① 営業秘密の取得 

2004年7月21日施行の改正営業秘密保護法により、営業秘密の‘取得’および‘使用’

行為も独立した営業秘密侵害行為に該当すると規定している。しかしながら、旧営業

秘密保護法上では営業秘密の‘漏えい’行為に対してのみ処罰規定が存在し、不正

‘取得’および不正‘使用’に関する処罰規定が存在しなかったため、2004年7月21日

以前に不正‘取得’した営業秘密を2004年7月21日以後に不正‘使用’する場合に、上

記の改正法律が適用できるの否か問題となる。  

これに対して韓国における大法院の判例では、営業秘密保護法の改正立法趣旨など

に鑑みると、改正法の施行前に不正取得した営業秘密を改正法の施行後に不正使用し

た行為に対しても改正法第18条第2項の適用対象になるとした。 

 

<2004年7月21日施行前に不正取得した営業秘密をその後に不正使用した場合> 

大法院 2009. 10. 15. 宣告 2008ド9433 判決 

『その改正立法の趣旨が、営業秘密侵害行為と関連してその処罰の対象になる行為

類型を拡大することによって企業の営業秘密保護を強化することにあるとするもの

なので、上記の改正法律が施行される前に取得した営業秘密だとしても、その施行

後にこれを不正使用する行為は、改正法律第18条第2項の適用対象となる』 

 

一方、大法院は営業秘密の‘取得’行為については‘社会通念上、営業秘密を自身

のものとして作り、これを使用できる状態になった場合’と定義している89。したがっ

て、大法院は被害企業の職員として、営業秘密を扱っていた者が、営業秘密を企業の
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外部に単純に無断搬出した場合には、営業秘密の‘取得’行為に該当しないとした。 

 

< 企業の職員であって既に営業秘密を知得した者の営業秘密の無断搬出行為が営業秘

密保護法第18条に規定する営業秘密‘取得’行為に該当するか否か(消極)> 

大法院 2008. 4. 10. 宣告 2008ド679 判決 

『不正競争防止および営業秘密に関する法律第18条第2項は、不正な利益を得たり、

企業に損害を加える目的でその企業に有用な営業秘密を取得・使用または第三者に

漏えいした者を処罰しているが、ここでいう営業秘密の取得とは、社会通念上、営

業秘密を自身のものとして作り、これを使用できる状態にした場合をいい(大法院19

98.6.9.宣告98ダ1928判決参照)、企業の職員として営業秘密を認知し、これを使用

できる者は、既に当該営業秘密を取得したと見なさなければならないため、そのよ

うな者が当該営業秘密を単純に企業の外部に無断搬出した行為は、業務上背任罪に

該当するということは別に論じるとして、上記の条項所定の営業秘密の取得には該

当しないと見なすことが相当である。』 

 

② 営業秘密の使用 

営業秘密の使用とは、取得した営業秘密をその属性のとおり使用することをいい、

大法院の判決90では“営業秘密の使用は営業秘密本来の使用目的によってこれを商品の

生産・販売などの営業活動に利用、または研究・開発事業などに活用するなど企業活

動に直接または間接的に使用する行為であって、具体的に特定が可能な行為を指す”

と判示している。 

 

③ 営業秘密の漏えい 

刑法で用いる‘漏えい’とは、‘秘密に属する事実をこれを知らない者に告知する

行為’を意味する。したがって、‘漏えい’は、告知の相手方が情報内容に関して既

に知っているのかどうかを問わない営業秘密保護法第2条第3号の‘公開’とは違い、

告知を受ける相手方が営業秘密の内容を知らずにいた者に営業秘密を知らせる行為に

制限解釈することが妥当だという見解がある91。  

 

2-4. 主観的法適用要件 

 

(1) 故意 

営業秘密侵害行為に対し故意があることが必須であり、さらに、営業秘密保護法第1

8条第1項の営業秘密侵害行為が成立するためには、侵害者が、営業秘密が外国で使用

され、または外国で使用されるものだと認識していなければならない。 

 

(2) 不正な利益を得たり、企業に損害を加える目的の存在 

営業秘密保護法第18条第1項および第2項では‘不正な利益を得たり’、‘企業に損

害を加える目的’のうちいずれか一つだけを満たしても、営業秘密違反罪が成立する

としている。したがって、‘不正な利益を得る目的’がなかったとしても、営業秘密

侵害行為に‘企業に損害を加える目的’があるならば、違反罪が成立する。  

一方、判例では積極的意欲または確定的認識を要求せずに、未必的認識さえあれば

十分だとしている。  

また、該当営業秘密の保有企業に損害を加える目的が満たされれば十分であり、実
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質的に該当企業に損害が生じたのか否かは問わない。この点において、財産上の利益

および損害の発生を要件とする『特定犯罪加重処罰などに関する法律違反罪』や『業

務上背任罪』とは異なる。 

 

<主観的要件に関する下級審の判決> 

ソウル中央地方法院 2007. 2. 8. 宣告 2004コ単7664 判決 

[事実関係] 

A 株式会社の職員である被告人が、営業秘密搬出禁止誓約書を作成したにもかか

わらず、台湾所在のB株式会社に転職し、技術資料を外装型ハードディスクにコピー

して搬出、B株式会社での年俸交渉の過程で、過去A株式会社に勤務していたときよ

り2倍以上高い1人当り約2億ウォンに、賞与金の支給条件として3%以上アップを要求

した事件。 

被告人は、B株式会社に要求した年俸は、通常の外国勤務における業界の慣例であ

るだけで、不正な利益を得たり、A株式会社に損害を加える目的はなかったと主張。 

 

[判決要旨] 

被告人には、A株式会社の営業秘密を間接的に利用して従来より多くの報酬を受け

ようとする目的があったと判断すべきで、また、そのような営業秘密の使用行為に

よって、A株式会社が競合他社であるB株式会社の競争力強化とそれによって生じる

台湾企業等の価格競争力向上により、その利益減少分相当の損害を被ることになる

という事情を十分に予想できた。したがって、被告人などには不正な利益を得た

り、その企業に損害を加える目的があったといえる。 

 

2-5. 未遂犯など対する扱い 

 

(1) 未遂犯に対する扱い 

未遂とは、犯罪の実行に着手したが行為を終了できなかったり、終了したとしても

結果が生じない場合をいう。未遂は、実行に着手したという点から、後述する予備・

陰謀行為とは区別される。  

営業秘密保護法では、同法第18条第1項および第2項の営業秘密侵害行為の未遂犯も

処罰されるようにしており、刑法第25条によれば、未遂犯の場合、既遂犯よりも減軽

できるようにしている。  

一方、営業秘密侵害行為に至るための各行動段階において、どの時点で着手が成り

立ち、どの時点から既遂なのかどうかが争点となる。これと関連して大法院の判決で

は、営業秘密不正使用罪の実行の着手時期について“営業秘密不正使用罪においては、

行為者が当該営業秘密と関係した営業活動に利用あるいは活用する意思の下、その営

業活動にアクセスした時期に営業秘密を閲覧する行為(営業秘密が電子ファイルの形態

である場合には、保存の段階を越えて該当電子ファイルを実行する行為)をしたならば、

その実行の着手がある”と判示している92。  

一方、上記大法院の判決の原審判決であるソウル高等法院での判決93では、営業秘密

の使用による営業秘密保護法違反罪の既遂と未遂を次のとおり区分している。  
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[表4-2] 営業秘密保護法違反罪の既遂・未遂の区分 

段階 行為の態様 区分 

0 取得 - 

1 保存または備置 実行の着手なし 

2 閲覧 未遂 

2-1 閲覧後の利用性・活用性  

考慮中 

未遂 

3 実行(利用または活用) 既遂 

4 結果(未完成を含む) 既遂 

 

<自動車会社の職員が他の職員のIDとパスワードで会社のコンピュータ・ネットワー

クにアクセスして営業秘密である図面を自身のコンピュータに転送した後、これを削

除した事件> 

大法院 2008. 12. 24. 宣告 2008ド9169 判決 

<事実関係>-営業秘密保護法が問題となる起訴内容を限定 

A株式会社の海外国産化支援チームで課長として仕事をしていた被告人は、同じチ

ームで仕事をしている他の職員のIDとパスワードを利用して、A株式会社の図面の電

子導出システムにアクセスして、図面257枚と224枚を自身の業務用コンピュータに

ダウンロードしたが、上記の図面について中国企業側の関係者が無料で提供するこ

とを要求するや、直ぐにコンピュータに保存されていた図面を全て削除した事件。 

 

<判決> 

被告人がA株式会社の社内ネットワークである図面電子導出システムにアクセスし

て、他の職員のIDとパスワードでログインし、営業秘密である図面を自身の業務用

コンピュータにダウンロードすることによって、その営業秘密を自身の支配領域内

に移し、自身のものとして使用することができるようになったため、当該営業秘密

を取得したと見なすべきであり、一方、これにより営業秘密取得の犯行が既遂に至

ったため、事後に被告がこれを削除したから未遂に過ぎないといえないとする原審

判決の内容を肯定。 

 

<判決に対する評価> 

前述の大法院2009.10.15.宣告2008ド9433判決では、営業秘密を取得した主体が該

当企業の職員であって、営業秘密を認知して使用できる者であったため、そのよう

な者は既に当該営業秘密を取得した者と見なさなければならないので、営業秘密保

護法第18条第1項所定の営業秘密取得行為と見なせないと判示した。  

しかし、本事件の場合には、営業秘密流出の主体が海外国産化支援チーム所属の

職員であって、担当業務の特性上、該当営業秘密である図面資料を認知して使用で

きる者と見なせず、そのような者が自身の業務用コンピュータに図面資料をダウン

ロードした場合には、そのような行為自体で第18条第1項所定の営業秘密取得行為だ

と見なすべきであり、その後の削除の有無が未遂犯に該当するかしないかというこ

ととは無関係であるとした判決。 

 

<転職を目的に営業秘密資料を流出した後退職したが、その後転職を諦めた場合> 

ソウル中央地方法院 2007. 2. 8. 宣告 2004コ単7664 判決 

<事実関係> 



144 

 

被告人は、勤務中だったA株式会社のLCD工場の新築および生産技術に関する情報

を取得した後、台湾所在のB株式会社に転職して取得した情報をB株式会社のLCD工場

の新築および製品製造に活用しようとし、自身の外装型ハードディスクに関連技術

資料をコピーした後、A株式会社を退職して台湾に出国する準備をした。  

しかし、B株式会社との年俸交渉が順調に行なわれず、A株式会社が退職した職員

を調査しているという噂を聞いて転職を諦めた。  

 

<争点> 

① 被告人が該当技術資料を外国に搬出、または外国企業に就職しない以上、第18条

第1項所定の‘外国での使用行為’の実行に着手したと見なすことができるのかどう

か。 

 

② 被告人がB会社への転職を諦めたため、中止未遂に該当し減刑対象になるのかど

うか。 

 

<判決の要旨> 

① 被告人が数回B株式会社を訪問して、B会社にEメールを送るなど転職を通じて営

業秘密を間接的に使用しようとする具体的な努力をした点、ワークショップを通じ

てB株式会社で自らが担当することになる役割を十分に熟知し、それにともなう準備

に着手した点、その準備の一環としてA株式会社を退職し、英会話を受講しながら台

湾現地の住居条件を把握するなどの点を考慮すると、被告人の行為は外国での営業

秘密使用の実行の着手にあたると判示。 

  

②被告人の転職放棄は、外部要因によって決定されただけで、自分の意思で行なわ

れたと見ることができないため、被告人の中止未遂の主張は理由がないと判示。 

  

 但し、上記事件において、法院は未遂犯の処罰と関連した営業秘密保護法第18条の2

規定を適用している点に鑑みて、中止未遂は認めないものの、障害未遂は認めたと思

われる。 

 

(2) 予備・陰謀行為に対する扱い 

予備は犯罪意志の実現のための準備行為をいい、陰謀とは、2人以上が一定の犯罪を

実現するために互いに意志を交換する行為をいう。  

予備と陰謀は、まだ実行の着手には至らなかったが、実行の着手に時間的・場所的

に密接に関連した準備行為をいう。  

営業秘密保護法では、第18条の3で第18条第1項および第2項の罪を犯す目的で予備ま

たは陰謀をした者を次の通り懲役刑または罰金刑に処するようにしている。この場合、

第18条第1項および第2項で規定している主観的要件が満たされることを前提とする。 

 

[表4-3] 営業秘密侵害行為を予備·陰謀した者に対する罰則 

営業秘密侵害行為 予備・陰謀時の罰則規定 

不正な利益を得たり、営業秘密の保有者

に損害を加える目的で、その営業秘密を

外国で使用または外国で使用されると知

りながら取得・使用または第三者に漏え

3年以下の懲役または2千万ウォン以下の

罰金(営業秘密保護法第18条の3第1項) 
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い(営業秘密保護法第18条第1項) 

不正な利益を得たり、営業秘密の保有者

に損害を加える目的で、その営業秘密を

取得・使用または第三者に漏えい(営業

秘密保護法第18条第2項) 

2年以下の懲役または1千万ウォン以下の

罰金(営業秘密保護法第18条の3第1項) 

 

2-6. 公訴事実の特定の程度 

 

営業秘密の漏えいによって刑事事件になった場合、被告人は防御論理として営業秘

密が特定されなかったと主張する場合が多い。しかしながら、営業秘密の特性上、そ

の特定が容易でなく、またその過程で営業秘密が流出することがあるため、営業秘密

に関する刑事事件において具体的な公訴事実の特定が困難な場合が多い。 

原則的には、被告の防御権の保護のために公訴事実の記載は犯罪の期間、場所およ

び方法を明示して事実を特定できなければならず、公訴事実が特定されない公訴提起

は無効であり、法院は判決として公訴棄却の宣告をしなければならない。  

特に、特許や商標と異なり、営業秘密は別途に登記および登録の公示のための法的

制度を設けていないため、被告人の防御権の行使のためには公訴事実の特定が必ず必

要となる。但し、営業秘密保護の特性上、全ての情報をそのまま記載する必要はなく、

被告人の防御権の行使に支障を与えない程度であれば、多少概略的に特定しても認め

られるものと解釈される。 

大法院の判決においても、営業秘密事件での公訴事実の特定と関連して、その要件

を緩和する姿を見せている。但し、下級審判決94中では、公訴事実の一部が特定されな

かったという理由で一部に対して公訴棄却判決を宣告した事例もある。 

 

<公訴事実の特定の程度を緩和した大法院の判決> 

大法院 2008. 7. 10. 宣告 2006ド8278 判決 

[公訴事実] 

被告人がA株式会社に勤務して取得した営業秘密を‘米国のB株式会社のバイヤー

名簿、納品価格、アウトソーシング購入価格、物流費、価格算定に関する諸般資

料、A株式会社の中国下請業者であるジョン・ウーリー、ミスタージョンについての

資料’だと記載。 

 

[争点] 

被告人が、公訴事実で営業秘密が特定されなかったことを理由に公訴棄却するこ

とを要求。 

 

[判決の要旨] 

不正な利益を得る目的で営業秘密を使用したのかどうかが問題となる不正競争防

止および営業秘密保護に関する法律違反事件の公訴事実に、営業秘密だと主張され

た情報が詳細に記載されていないとしても、他の情報と区別することができ、かつ

それとともに指摘された他の事項によってどのような内容に関する情報なのかを知

ることができ、また被告人の防御権の行使にも支障がないのであれば、その公訴提

起の効力には影響がない。 
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 [判決に対する検討] 

本事件の情報のうち“ベルメタルの中国下請業者であるジョン・ウーリー(John 

woolley)、ミスタージョンに対する資料”は、ジョン・ウーリーやミスタージョン

に関する人的事項または連絡先に関する資料などを意味するものと見られ、本事件

の公訴事実に記載された営業秘密のうち“価格算定に関する諸般資料”および“ベ

ルメタルの中国下請業者であるジョン・ウーリーやミスタージョンについての資

料”は他の情報と区別することができ、どのような内容に関する情報なのか知るこ

ともでき、特に被告人の防御権の行使にも支障があると思えないとして、公訴事実

が特定されたと判断した原審の判断を肯定。 

 

<公訴事実の不特定を理由に一部公訴棄却をした下級審の判決> 

ソウル中央地方法院 2006. 1. 26. 宣告 2005コ単1248 判決 

[公訴事実] 

甲と乙は、それぞれ丙会社に在職し、やはり携帯電話を開発するA会社に転職をし

たが、そのような過程で丙会社の営業秘密である多数のプログラムを携帯電話のメ

モリーに保存したり、携帯用ハードディスクに入れて持ち出し、これをA会社の携帯

電話に設置したり、テスト用として使用した。 

検事は甲、乙を不正競争防止および営業秘密に関する法律違反容疑で起訴し、甲

に対する公訴事実1項では‘BOOTSHELL’ファイル、‘HSL12x12.h’、‘Eng6x12.

h’、‘Font.c’等のプログラムなどを特定したが、公訴事実2項では‘別紙犯罪一

覧表に記載されている携帯電話の開発に関するプログラム’を持ち出したとだけ特

定した。 

 

[争点事項] 
本件の営業秘密侵害の公訴事実に被告人が流出したという資料の内容とファイル名のみ羅

列されており、このうちどのような部分が丙会社の独自営業秘密なのか分からないため、営

業秘密の存在と範囲が特定されず、公訴事実が特定されないケースに該当することから、公

訴が棄却されなければならないのかどうか。 

 

[判決の要旨] 

① 公訴事実のうち携帯電話関連のプログラムファイルと電子文書資料などを取得・

使用したという部分は、犯罪の対象になるファイルや電子文書の全体内容を一つ一

つ明示し、これらが営業秘密に該当する理由を個別的に説明することは不可能に近

く、公訴事実に犯罪の日時・場所・方法が他の事実と区別できるように指摘されて

いるだけでなく、別紙に犯罪の対象となったファイル別に各電子文書の概括的な内

容と営業秘密の根拠となる理由が記載されており、これにより公訴事実は特定され

たと判断。  

② ミドルウェア開発・ポーティング・デバッグルーチン開発などに関連した営業秘

密を使用したという部分は、被告人が退職した会社に勤める間担当した業務内容を

羅列したことに過ぎず、具体的に各業務内容と関連していかなる技術的情報および

資料が営業秘密に該当するのか全く特定されておらず、また営業秘密が転職した会

社でいかなる用途に用いられていたのかも具体的に指摘されておらず、公訴事実が

特定されなかったとし、その部分の公訴を棄却。 
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2-7. 秘密保持命令-訴訟過程における営業秘密の流出を防止できる制度 

 

2011年10月1日に施行された改正営業秘密保護法では、訴訟過程における営業秘密の

外部流出を防止することができるように、日本の不正競争防止法上の秘密保持命令制

度に倣って第14条の4ないし第14条の6において秘密保持命令制度を新設した。 

 

(1) 秘密保持命令 

営業秘密保護法第14条の4では、営業秘密侵害行為に関する訴訟で、訴訟当事者また

は当事者の代理人などが訴訟過程で知り得た営業秘密を訴訟遂行以外の目的で使用・

公開しないように、該当当事者または代理人などに法院が命令することができる。  

秘密保持命令は、営業秘密保護法第14条の4第1項各号に規定された事由が疎明され

た場合に限って下される可能性がある。 

 

第 14 条の 4(秘密保持命令) ① 法院は不正競争行為、第 3 条の 2 第 1 項または第 2

項を違反した行為または営業秘密侵害行為による営業上の利益の侵害に関する訴訟

において、その当事者が保有する営業秘密に対し次の各号の事由を全て疎明した場

合には、その当事者の申請により、決定をもって他の当事者(法人である場合にはそ

の代表者)、当事者のために訴訟を代理する者、その他に該当訴訟によって営業秘密

を知り得た者にその営業秘密を該当訴訟の継続的な遂行以外の目的で使用またはそ

の営業秘密に関係した本項にともなう命令を受けた者以外の者に公開しないことを

命じることができる。但し、その申請時点まで他の当事者(法人である場合にはその

代表者)、当事者のために訴訟を代理する者、その他該当訴訟によって営業秘密を知

り得た者が第 1 号に規定された準備書面の閲覧または証拠調査以外の方法でその営

業秘密を既に取得している場合には、この限りでない。 

1.既に提出され、もしくは提出されるべき準備書面、または既に調査され、もしく

は調査されるべき証拠に営業秘密が含まれているということ。 

2.第 1 号の営業秘密が該当訴訟遂行以外の目的で使用・公開されると、当事者の営

業に支障を与える恐れがあり、これを防止するために営業秘密の使用または公開を

制限する必要があるということ。 

②第 1 項による命令(以下“秘密保持命令”という。)の申請は、次の各号の事項を

記した書面でしなければならない。 

1. 秘密保持命令を受ける者 

2. 秘密保持命令の対象となる営業秘密を特定するのに十分な事実 

3. 第 1項各号の事由に該当する事実 

③ 法院は、秘密保持命令が決定された場合には、その決定書を秘密保持命令を受け

た者に送達しなければならない。 

④秘密保持命令は、第 3 項の決定書が秘密保持命令を受けた者に送達された時か

ら、効力を生ずる。 

⑤秘密保持命令の申請を棄却または却下した裁判に対して、即時抗告をすることが
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できる。 

 

(2) 秘密保持命令の取消し 

営業秘密保持命令を受けた者は、営業秘密保持命令が営業秘密保護法第14条第1項各

号所定の要件を満足しない場合、該当秘密保持命令を下した法院に秘密保持命令の取

消しを申立てることができる。 

 

第 14 条の 5(秘密保持命令の取消し) ①秘密保持命令の申立てをした者または秘密

保持命令を受けた者は、第 14 条の 4 第 1 項による要件を欠いたり、または欠くに至

った場合、訴訟記録を保管している法院(訴訟記録を保管している法院がない場合に

は、秘密保持命令を下した法院)に秘密保持命令の取消しを申立てることができる。 

②法院は、秘密保持命令の取消しの申立てに対する裁判がある場合には、その決定

書をその申立てをした者および相手方に送達しなければならない。 

③秘密保持命令の取消し申立てについての裁判に対しては、即時抗告ができる。 

④秘密保持命令を取消す裁判は、確定してこそその効力が生ずる。 

⑤秘密保持命令を取消す裁判をした法院は、秘密保持命令の取消しの申立てをした

者または相手方以外に該当営業秘密に関する秘密保持命令を受けた者がいる場合に

は、その者に直ちに秘密保持命令の取消し裁判をした事実を知らせなければならな

い。 

 

(3) 秘密保持命令が下された資料に対する閲覧制限 

民事訴訟法第163条第1項95 所定の秘密保護のための閲覧制限の決定がある場合には、

該当決定が下された訴訟記録の閲覧は、当事者に制限される。  

しかし、秘密保持命令が下された訴訟に関する訴訟記録の場合には、当事者であっ

ても、秘密保持命令を受けていない者が該当記録の閲覧を請求した場合には、その閲

覧を一定期間の間制限する。但し、民事訴訟法第163条第1項所定の秘密保護のための

閲覧制限の申立てをした当事者全てが同意した場合には、この限りでない。 

 

第 14 条の 6(訴訟記録閲覧などの請求通知など) ①秘密保持命令が下された訴訟(全

ての秘密保持命令が取消しになった訴訟は除く)に関する訴訟記録に対し、「民事訴

訟法」第 163条第 1項の決定があった場合、当事者が同項で規定する秘密記載部分

の閲覧などの請求をしたがその請求手続きを該当訴訟で秘密保持命令を受けない者

が踏んだ場合には、法院書記官、法院事務官、法院主事または法院主事補(以下、本

条で“法院事務官など”という。)は「民事訴訟法」第 163 条第 1項の申請をした当

事者(その閲覧などの請求をした者は除く。 以下、第 3項に同じ。)にその請求直後

にその閲覧などの請求があったという事実を知らせなければならない。 

②第 1 項の場合に、法院事務官などは、第 1項の請求があった日から 2週間が経過

する時まで(その請求手続きを行った者に対する秘密保持命令申請がその期間内に行

われた場合には、その申請に対する裁判が確定する時点まで)その請求手続きを行っ

た者に第 1項の秘密記載部分の閲覧などをさせてはならない。 

③第 2 項は、第 1項の閲覧などの請求をした者に第 1項の秘密記載部分の閲覧など



149 

 

をさせることについて、「民事訴訟法」第 163条第 1項の申請をした当事者全ての

同意がある場合には適用されない。 

 

(4) 秘密保持命令違反時の罰則 

秘密保持命令を受けた者が、正当な理由なしに秘密保持命令を違反して訴訟過程で

知り得た営業秘密を訴訟以外の目的で使用・公開した場合には、5年以下の懲役または

5千万ウォン以下の罰金に処する。このような秘密保持命令の違反罪は、秘密保持命令

を申請した者が告訴しなければならない親告罪である。 

 

第 18 条の 4(秘密保持命令違反罪) ① 国内外で正当な理由なしに第 14条の 4第 1

項による秘密保持命令を違反した者は、5年以下の懲役または 5千万ウォン以下の

罰金に処する。 

② 第 1項の罪は、秘密保持命令を申請した者の告訴がなければ公訴を提起するこ

とはできない。 

 

2-8. 公訴事実に対する立証責任 

 

民事訴訟とは違い、刑事裁判では、公訴が提起された犯罪事実に対する立証責任は

検察官にある。また、民事訴訟とは違い公訴事実に対する立証の程度は、裁判官にと

って合理的な疑いを持つ余地がないほど公訴事実が真実だという確信を持てるような

強力な証明を要する。  

一般的に、刑事事件の被疑者は有罪の確定判決を受ける前までは無罪と推定される

権利を有する。何人も疑いだけでは処罰を受けない権利があり、合理的な疑いが排除

されるほど確実な証拠が無ければ有罪の判決を受けない権利がある。  

したがって、犯罪事実に対する疑いを生じさせる証拠だけでは不十分であり、裁判

官に犯罪事実の存在を確信させることができる強力な証拠が存在しない場合には敗訴

の可能性が高い。 

 

<裁判官に犯罪事実を確信できる証拠が提出されない事件において営業秘密違反罪が不認定と

された事例 > 

昌原地方法院 2009. 2. 12. 宣告 2008ノ599 判決 

『本件ファイルが相当な努力によって営業秘密として保持・管理されたという点に

対し、合理的な疑いの余地なくこれを認めるのは難しく、検察官が提出した各証拠

だけではこれを認めるに足りない。したがって、被告人に営業秘密違反罪を認める

ことはできない。』 

 

2-9. 営業秘密侵害が共同で行なわれた場合の扱い 

 

営業秘密侵害行為には直接加担しなかったが、共謀行為にだけ加担した場合でも共

同正犯に該当することになる。したがって、2人以上で共謀して営業秘密侵害が行な

われた場合、共謀者が営業秘密侵害行為に直接加担したか否か、また秘密保持義務が
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存在するか否かに関係なく、共謀行為の成立だけでも営業秘密侵害罪の共同正犯によ

って処罰されることになる。  

 

3. 産業技術の流出防止および保護に関する法律 

 

 

 

3-1. 刑事的救済に関する法規定 

 

(1) 禁止行為 
第14条(産業技術の流出および侵害行為の禁止) 何人も次の各号のいずれか一つに該

当する行為をしてはならない。<改正 2008.2.29., 2011.7.25., 2013.3.23.> 

1.窃取・欺瞞・脅迫、その他の不正な方法で対象機関の産業技術を取得する行為ま

たはその取得した産業技術を使用または公開(秘密を保持しながら特定人に教えるこ

とを含む。以下、同じ。)する行為 

2.第34条の規定または対象機関との契約などにより、産業技術に対する秘密保持義

務がある者が不正な利益を得たり、またその対象機関に損害を加える目的で流出ま

たはその流出した産業技術を使用または公開もしくは第三者に使用させる行為 

3.第1号または第2号の規定に該当する行為が介入した事実を知り、その産業技術を

取得・使用および公開もしくは産業技術を取得した後、その産業技術に対して第1号

または第2号の規定に該当する行為が介入した事実を知り、その産業技術を使用また

は公開する行為 

4.第1号または第2号の規定に該当する行為が介入した事実を、重大な過失により知

らずにその産業技術を取得・使用および公開もしくは産業技術を取得した後、その

産業技術に対して第1号または第2号の規定に該当する行為が介入した事実を、重大

な過失により知らずにその産業技術を使用または公開する行為 

5.第11条第1項の規定による承認を得ずに、また不正な方法で承認を得て国家核心技

術を輸出する行為 

6.国家核心技術を外国で使用または使用されるようにする目的で第11条の2第1項お

よび第2項による申告をせず、または虚偽でその他不正な方法により申告をして海外

引受・合併などをする行為7.第11条第5項・第7項および第11条の2第3項、第5項の規

定による産業通商資源部長官の命令を履行しない行為 

 

(2) 刑事上の処罰規定 

経営上の情報と技術上の情報を全て保護対象とする営業秘密保護法とは違い、産業

技術保護法は、法律で規定された産業技術および国家核心技術をその保護対象とす

る。産業技術保護法は、営業秘密保護法との関係において特別法の地位を有してお

り、原則的に産業技術流出事件の場合、産業技術保護法がまず適用されなければな

らないが、産業技術の立証が困難であるため、実務的には十分に適用されていない

規定である。 
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第36条(罰則) ① 産業技術を外国で使用または使用されるようにする目的で第14条

各号(第4号を除く)のいずれか一つに該当する行為をした者は、10年以下の懲役また

は10億ウォン以下の罰金に処する。<改正 2008.3.14.> 

② 第14条各号(第4号および第6号は除く)のいずれか一つに該当する行為をした者

は、5年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処する。<改正 2011.7.25.> 

③ 第14条第4号に該当する行為をした者は、3年以下の懲役または3億ウォン以下の

罰金に処する。 

④ 第1項ないし第3項の罪を犯した者が、その犯罪行為によって得た財産はこれを没

収することができる。 但し、その全部または一部を没収できないときにはその価額

を追徴する。 

⑤ 第34条の規定を違反して秘密を漏洩した者は、5年以下の懲役や10年以下の資格

停止または5千万ウォン以下の罰金に処する。 

⑥ 第1項および第2項の未遂犯は処罰する。 

⑦ 第1項ないし第3項の懲役刑と罰金刑は、これを併科することができる。 

第37条(予備·陰謀) ① 第36条第1項の罪を犯す目的で予備または陰謀をした者は、3

年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。 

② 第36条第2項の罪を犯す目的で予備または陰謀をした者は、2年以下の懲役または

2千万ウォン以下の罰金に処する。 

第38条(両罰規定) 法人の代表者または法人もしくは個人の代理人、使用人、その他

の従業員がその法人または個人の業務に関して第36条第1項から第3項までのいずれ

か一つに該当する違反行為をした場合、その行為者を罰する他にその法人または個

人にも該当条文の罰金刑を科する。但し、法人または個人がその違反行為を防止す

るために該当業務に関して相当な注意および監督を怠らない場合には、この限りで

ない。 

 

3-2. 保護対象になる産業技術および国家核心技術 
 

 (1) 産業技術 

 

旧産業技術保護法第2条第1号では、保護対象となる産業技術に対し、“役務の開

発・生産・普及および使用に必要な諸般方法ないし技術上の情報の中で関係中央行政

機関の長が、所轄分野の産業競争力向上などのために法令が規定したところに従い指

定、告示または公告する技術であって、第2条第1号各目の特定要件を満たす技術”と

して定義した。  

したがって、産業技術が適用される下位法令が具体的に特定されていたこともなく、

第2条第1号各目の要件が抽象的かつ主観的であるため、罪刑法定主義に違反するとい

う指摘が多かった。結局、憲法裁判所の決定96により、該当条文は違憲決定を下される

こととなった。  

これに対し、2011年7月25日の改正法によって、第2条第1号各目の要件を削除するの

に合わせて、根拠法令を限定的に列挙する方式で法改正が行なわれた。 
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[表4-4] 産業技術保護法第2条第2号において規定する産業技術 

下位法令 下位法令上の指定または告示·公告された技術 

産業発展法第5条による先端技

術 

知識経済部告示第2010-233号(2011.1.1. 施行)に

おいて告示された先端技術および製品97 

租税特例制限法第18条第2項に

よる高度技術 

1. 国民経済に対する経済的または技術的波及効

果が大きく、産業構造の高度化と産業競争力強化

に重要な技術  

2. 外国から国内に最初に導入された日(「外国人

投資促進法」によって、該当技術を伴う外国人投

資の申告日と外国人投資企業が技術導入の契約

上、該当技術の所有者にその技術の使用対価を最

初に支給することにした日のうち早い日をいう)

から3年が経過しない技術または3年が経過した技

術であって、既に導入された技術より経済的効果

または技術的性能が優れた技術  

3. 該当技術が必要とされる工程が、主に国内で

行なわれる技術であって、租税特例制限法第121

条の2第８項によって、企画財政部長官が減免決

定し、通知をした技術 

産業技術革新促進法第15条の2

による新技術 

国内で最初に開発された技術または従来の技術を

革新的に改善・改良した優秀な技術であって、産

業通商資源部長官によって新技術と認定された技

術 

電力技術管理法第6条の2による

新技術 

国内で初めて開発した電力技術および外国から導

入して改良したものであって、国内で新規性・進

歩性および現場適用性があると判断される電力技

術を開発した者または改良した者が申請した電力

技術で、産業通商資源部長官が指定・告示した98

技術 

部品・素材専門企業などの育成

に関する特別措置法第19条によ

る部品素材技術 

1. 国・公立研究機関 

2. 政府出捐研究機関 

3. 大学 

4. 専門生産技術研究所 

5. 部品・素材専門企業および部品・素材技術開

発専門企業 

6. その他部品・素材および部品・素材生産設備

に関する機関・団体または事業者のうち大統

領令で定める者であって、部品・素材技術事

業開発者に指定された者が実施する部品・素

材および部品・素材生産設備に関する技術 

2. 環境技術および環境産業支援

法第 7条第 1項による新技術 

3. 1. 国内で初めて開発された環境分野工法技

術とそれに関する技術 

4. 2. 導入した技術の改良にともなう新しい環

境分野工法技術とそれに関する技術であって、

従来の技術に比べ新規性かつ優秀性があると評
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価され、環境部長官によって新技術の認証を受

けた技術 

その他法律または該当法律で委

任した命令により、指定·告示·公

告·認証する技術 

- 

 

(2) 国家核心技術 
‘国家核心技術’とは、産業技術保護法第9条(国家核心技術の指定・変更および解

除)によって産業通商資源部長官が指定した産業技術をいうものであって、国内外の市

場で占める技術的・経済的価値が高く、また関連産業の成長潜在力が高いため、海外

に流出した場合に国家の安全保障および国民経済の発展に重大な悪影響を与える恐れ

がある技術をいう。 

 

3-3. 禁止行為 

 

(1) 不正取得・使用・公開行為(産業技術保護法第14条第1項) 

 不正取得・使用・公開行為とは、窃取、欺瞞、脅迫、その他の不正な手段ないし方

法で産業技術を取得・使用・公開する行為をいう。  

 これは前述のとおり、営業秘密保護法第2条第3号イ目の“窃取、欺瞞、脅迫、その

他の不正な方法で営業秘密を取得する行為またはその取得した営業秘密を使用または

公開する行為”と実質的に同一で、但しその保護対象が営業秘密と産業技術に区分さ

れることに過ぎない。 

 

(2) 不正流出行為(産業技術保護法第14条第2項) 

 不正流出行為とは、産業技術保護法第34条の規定または対象機関との契約関係など

によって産業技術に対する秘密保持義務のある者が、不正な利益を得たり、または対

象機関に損害を加える目的で、その産業技術を流出する行為またはその流出した産業

技術を使用または公開もしくは第三者に使用させる行為をいう。 

 

<産業技術保護法第34条規定の秘密保持義務がある者> 

1. 対象機関99の役・職員(教授·研究員·学生などを含む) 

2. 国家核心技術の指定·変更および解除業務100を遂行する者 

3. 核心技術の輸出および海外引受·合併などに関する事項を検討または事前検討も

しくは調査業務を遂行101する者 

4. 侵害行為の受付および防止などの業務102を遂行する者 

5. 産業技術の流出防止のための相談·広報·教育·実態調査103に従事する者 

6. 対象機関の産業技術の保護および管理現況に対する実態調査業務104を遂行する

者 

7. 産業保護技術の開発事業者に雇用され、産業保安技術の研究開発業務を遂行105

する者 

8. 産業通商資源部長官所属下の産業技術紛争調停委員会において、産業技術紛争
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調停業務106を遂行する者 

9. 産業通商資源部長官の産業技術保護法に関する権限の一部を委任·委託されて業

務を遂行107する者 

 

 これは、営業秘密保護法第2条第3号ニ目の“契約関係などによって営業秘密を秘密

として保持しなければならない義務のある者が、不正な利益を得たり、またはその営

業秘密の保有者に損害を加える目的でその営業秘密を使用または公開する行為”と類

似する。 

 

(3) 悪意取得行為(産業技術保護法第14条第3号および第14条第4号の前段部) 

産業技術の悪意取得行為は、不正取得行為または不正流出行為が介入した事実を知

ったり、または重大な過失により知らずにその産業技術を取得使用および公開する行

為を意味する。  

これは営業秘密保護法第2条第3号ロ目の“営業秘密に対し不正取得行為が介入した

事実を知ったり、または重大な事実と知らずにその営業秘密を取得する行為またはそ

の取得した営業秘密を使用または公開する行為”とホ目の“営業秘密がニ目によって

公開された事実またはそのような公開行為が介入した事実を知ったり、または重大な

過失により知らずにその営業秘密を取得する行為またはその取得した営業秘密を使用

または公開する行為”と類似する。  

 

(4) 善意取得後の悪意使用行為(産業技術保護法第14条第3号後段部および第14条第4号

後段部) 

善意取得後の悪意使用行為は、産業技術を取得した後に不正取得行為または不正流

出行為が介入した事実を知ったり、または重大な過失により知らずにその産業技術を

使用または公開する行為をいう。  

これは営業秘密保護法第2条第3号ハ目の“営業秘密を取得した後にその営業秘密に

対し不正取得行為が介入した事実を知ったり、または重大な過失により知らずにその

営業秘密を使用または公開する行為”とヘ目“営業秘密を取得した後にその営業秘密

がニ目によって公開された事実またはそのような公開行為が介入した事実を知ったり、

または重大な過失により知らずにその営業秘密を使用または公開する行為”と実質的

に同一である。 

 

 (5) 事前承認・申告のない輸出または引受・合併行為(産業技術保護法第14条第5号お

よび6号) 

産業技術保護法第11条では、国家核心技術108 のうち国家から研究開発費の支援を受

けた対象機関が、その技術を外国企業などに売却または移転する方法で輸出する場合

には、産業通商資源部長官の事前承認を受けるようにしており(第1項)、これを外部に

輸出する場合には産業通商資源部長官に事前申告している(第4項)。  

また、産業技術保護法第11条の2では、国家から研究開発費の支援を受けて開発した

国家核心技術を保有する対象機関が海外引受・合併、合作投資など外国人投資を行な

おうとする場合には、産業通商資源部長官に事前に申告しなければならず(第1項)、対

象機関が外国人によって海外引受・合併などが行なわれる事実を知り得た場合には、

遅滞なく産業通商資源部長官に申告しなければならない(第2項)。 

一方、産業技術保護法第11条第1項の承認を得ずに、または不正な方法で承認を得て
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国家核心技術を輸出または国家核心技術を外国で使用させる目的で産業技術保護法第1

1条の2第1項および第2項による申告をせずに、または虚偽でその他不正な方法で申告

して海外引受・合併などをする場合には、産業技術保護法第36条第1項によって、他の

不法な産業技術流出行為と同様に処罰される。  

これは営業秘密保護法では存在しない禁止規定であり、輸出、引受・合併などによ

って国家核心技術が外国に流出するのを防止するための規定である。 

 

3-4. 刑罰規定 

 

(1) 処罰規定 

産業技術保護法では、営業秘密保護法と類似して第36条ないし第38条において、第1

4条の規定を違反した侵害行為に対し懲役刑および罰金刑を賦課しており、未遂犯およ

び予備・陰謀行為に対する処罰と法人に対する両罰規定を置いている。また、営業秘

密保護法と同様に、海外への流出行為に対しては懲役量刑と罰金額の上限を2倍にして

加重処罰している。 

但し、営業秘密保護法では、海外での営業秘密流出行為およびその他営業秘密の流

出行為に対し、それぞれ最大1億ウォンおよび5千万ウォンの罰金を規定している一方、

加害者が得た財産上の利益額の10倍が1億ウォンを超過する場合、財産上の利益額の2

倍以上10倍以下で罰金を規定するようにしているが、産業技術保護法の場合は、海外

への流出時に10億ウォン以下の罰金、またその他産業技術の流出行為に対しては5億ウ

ォン以下の罰金を賦課するようにしている。  

なお、没収規定を別途に置いていない営業秘密保護法とは違い、産業技術保護法で

は第36条第4項において産業技術侵害行為によって得た財産を没収するようにしている

(産業技術保護法第36条第4項)109。 

 

 [表4-5] 営業秘密保護法の違反行為に対する罰則との対比 

行為 営業秘密保護法上の 

罰則 

行為 産業技術保護法上の 

罰則 

海外での営業 

秘密流出行為 

10年以下の懲役または

1億ウォン以下の罰

金。 

但し、違反行為による

財産上の利益額の10倍

に当る金額が1億ウォ

ンを超過する場合は、

その財産上の利益額の

2倍以上10倍以下の罰

金 

海外で使用また

は使用させる目

的でする、産業

技術保護法第14

条の各号(第4号

除く)の侵害行

為 

10年以下の懲役または1

0億ウォン以下の罰金 

(第4号による侵害行為

を除く) 

営業秘密流出 

行為  

 

5年以下の懲役または5

千万ウォン以下の罰金

  

但し、違反行為による

財産上の利益額の10倍

に当る金額が5千万ウ

産業技術保護法

第 1 4条の各号

(第4号および第

6号を除く)の侵

害行為 

5年以下の懲役または5

億ウォン以下の罰金 

(第14条第4号および第6

号の侵害行為を除く) 
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ォンを超過する場合

は、その財産上の利益

額の2倍以上10倍以下

の罰金 

原本証明サー

ビスに関する 

侵害行為 

1年以下の懲役または1

千万ウォン以下の罰金 

秘密保持義務を

違反して、秘密

を漏えいする行

為(第34条) 

3年以下の懲役または3

億ウォン以下の罰金 

 

(2) 産業技術保護法による処罰現況110 

産業技術保護法は、2007年4月に施行されたためまだ十分な量の判例が蓄積されてい

ない。一方、2007年から2011年の間に産業技術保護法が適用されたケースで検索され

た判例は11件あり、そのうちの7件が産業技術流出に関する事件で、4件が国家核心技

術流出に関する事件であった。 

 

① 産業技術の流出事件 

産業技術の流出事件は、懲役1年以上の重刑判決の比率が71.4%で、1年未満の懲役判

決の比率が75.2%を占めている営業秘密保護法違反事件に比べ、相対的に重刑が下され

ることが明らかになった。 

一方、有罪が下された事件6件のうち3件の事件で執行猶予が下された。 
 

 

[図4-7] 産業技術の流出事件に対する判決現況 

 

 

 

② 国家核心技術の流出事件 

国家核心技術の流出事件においては、合計4件の判例が検索され、4件全てが有罪判

決で、また4件全て懲役1年以上の重刑が下されている。懲役刑のうち執行猶予が下さ

れた件は1件に過ぎず(25%)、産業技術流出事件と比べて重刑が下されることが分かっ

た。国家核心技術の場合、該当企業だけでなく国家的にも重要な技術情報ということ

から重刑が下されたものと判断される。 



157 

 

 

[表4-6] 国家核心技術の流出事件に対する判決現況 

 
事件  

件数 
1年未満 1-2年 2年以上 無罪 

執行 

猶予率 

国家核心 

技術の 

流出事件 

4 0 
2 

(50%) 

2 

(50%) 
0 

1/4 

(25%) 

 

3-5. 適用要件 

 

(1) 主体的要件 

営業秘密保護法と同様、行為の主体に制限はない。但し、産業技術保護法第36条第5

項に基づいて処罰される第34条の違反行為の場合は、第34条で規定された秘密保持義

務のある者の産業技術漏えいまたは盗用行為に限る。 

 

(2) 第14条および第34条の違法行為 

第14条各号または第34条の違法行為が処罰対象となる。但し、第14条第4号の悪意取

得行為または善意取得後の悪意使用行為は、第36条第1項による海外流出時の加重処罰

(10年以下の懲役または10億ウォン以下の罰金)や、第2項による処罰(5年以下の懲役ま

たは5億ウォン以下の罰金)の対象にはならず、第3項で別途に処罰規定(3年以下の懲役

または3億ウォン以下の罰金)を設けている。 

また、第14条第6号で禁止する国家核心技術の違法な海外引受・合併行為は、その国

家核心技術の海外流出を防止するという規定の特性上、第36条第1項の加重処罰の規定

に該当するが、第2項の処罰規定は除外される。  

 

(3) 故意などの要件 

第36条第1項で処罰する産業技術の海外流出行為の場合には、営業秘密保護法と同様

に該当産業技術を外国で使用または使用されるようにする目的が存在することを要件

とする。 

 

(4) 主観的要件の不在 

刑事上の処罰対象になるために、“不正な利益を得たり、営業秘密の保有者に損害

を加える目的”という特別な主観的要件を要する営業秘密保護法とは違い、産業技術

保護法第36条では、上記のような主観的要件を要求していない。  

したがって、産業技術保護法第14条第2号のように、“秘密保持義務のある者が不正

な利益を得たり、またはその対象機関に損害を加える目的”を特に規定している場合

を除いた、残りの第14条第1号、第3号ないし第6号の産業技術流出および侵害行為に対

しては、上記のような主観的目的の有無にかかわらず、該当違法行為が成立するだけ

で処罰の対象となる。  

したがって、産業技術保護法による刑事上の救済方法においては、営業秘密保護法

に比べ主観的要件に関する立証責任が緩和される。  

 

 

3-6. 営業秘密保護法との関係 



158 

 

 

(1) 法律上の地位 

産業技術保護法第4条によれば、産業技術保護法が他の法律に優先して適用される特

別法として規定されている。したがって、営業秘密保護法と産業技術保護法をともに

適用することができる営業秘密の流出事件に対しては、産業技術保護法がまず適用さ

れ、産業技術保護法を適用できる産業技術に該当しない技術上の情報または経営上の

情報が流出した事件に対しては、営業秘密保護法が適用され得る。 

 

第4条(他の法律との関係) 産業技術の流出防止および保護については、他の法律に

特別な規定がある場合を除いては、この法律の定めるところによる。 

 

(2) 適用要件の緩和 

営業秘密保護法によって保護される営業秘密として成立するためには、非公知性、

秘密管理性、経済的有用性などの要件を満たしていなければならない(営業秘密保護法

第2条第2号)。しかし、産業技術保護法で保護対象となる産業技術の場合、産業技術保

護法第2条第1号各目で規定した要件を満たす産業技術に対しては全て適用が可能であ

る。  

したがって、産業技術保護法における保護される産業技術は、営業秘密と違いその

内容の一部が公示されたとしても、保護対象となり得る。 

 

 

<産業技術保護法の適用要件に関する大法院の判例> 

大法院 2013. 12. 12. 宣告 2013ド12266 判決 

不正競争防止および営業秘密保護に関する法律における営業秘密と違い、非公知

性(秘密性)、秘密管理性、経済的有用性の要件を要求しない。産業技術保護法第2条

第1号各目のいずれか一つの要件を満たした産業技術は、特別な事情がない限り秘密

保持義務の対象となり、その産業技術と関連して特許登録がなされて産業技術の内

容の一部が公開されたとしても、その産業技術が全て公開されたものでない以上、

秘密保持義務の対象から除外されることはない。 

 

3-7. 産業秘密保護法による刑事上の救済の長所および短所111 

 

(1) 長所 

① 処罰量刑の強化 

営業秘密保護法と比べて法規定上の罰金の金額が高額であり、実際に判決を下され

る懲役量刑も営業秘密保護法に比べて多い。即ち、産業技術保護法による刑事上の救

済時には、営業秘密保護法による場合よりも重刑に処する可能性が高いため、その後

訴訟上の和解などを行う時は有利な位置を占めることができる。 

 

② 立証の責任の緩和 

産業秘密保護法では、第36条による刑事上の処罰規定における“不正な利益を得る

目的または産業技術保有者に対して損害を加える目的”のような不正な目的を要求し

ていないため(第14条第2号による処罰規定除外)、構成要件に関する立証責任が営業秘
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密保護法と比べ緩和されている。  

 

(2) 短所 

① 産業技術の概念の曖昧性 

産業技術の範囲が、個別法令にしたがって関係中央行政機関長によって指定される

ため、指定の主体およびその根拠法令が多様で、これを一つ一つ確認するのは困難な

である。したがって、検察では‘産業技術’であるかどうかを判断するよりは、法定

刑と保護対象が類似する営業秘密保護法を主に適用しており、産業秘密保護法の適用

事例が徐々に減っているのが実情である。 

 

② 必要的没収規定の実効性 

産業技術保護法では第 36条第 4項の規定により、産業技術流出犯罪を犯した者がそ

の行為によって得た財産は没収し、これを没収できない場合には、その財産相当額を

追徴するようにしている。  

したがって、産業技術を不正に取得したが、これを直接使用または外部に流出せず、

いかなる具体的な経済的利益を得なかった場合には、該当侵害製品を押収・没収する

のが困難であるだけでなく、その価額を算定して推定し追徴するのは容易でないとい

う指摘がされている。  

 

4. 一般刑法による対応 

 

4-1. 業務上背任罪 

 

 
 

(1) 刑法上の規定 

 

第355条(横領、背任) ① 他人の財物を保管する者が、その財物を横領またはその返

還を拒否した場合には、5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。

<改正 1995.12.29.> 

② 他人の事務を処理する者が、その任務に背く行為によって財産上の利益を取得ま

たは第三者にこれを取得させて本人に損害を加えたときにも前項の刑と同様であ

る。 

 

第356条(業務上の横領と背任) 業務上の任務に背いて第355条の罪を犯した者は、10

営業秘密を所有している企業の所属役員・従業員または委任関係にある者が営業秘

密を侵害した場合には、営業秘密保護法による刑事的救済以外にも、業務上背任罪

を理由とする刑事上の救済手続きが可能である。実際に、営業秘密流出に関連した

刑事事件のうち、企業に所属する役員・従業員による営業秘密流出事例が最も多

く、刑事訴訟において営業秘密保護法と競合的に適用される場合が多い。 
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年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29.> 

 

第359条(未遂犯) 第355条ないし第357条の未遂犯は処罰する。 

 

(2) 適用要件 

 

① 他人の事務を処理する者 

‘他人の事務を処理する者’とは、両当事者間の信任関係に基づいて他人の財産管

理に関する事務を代行または他人の財産の保全行為に協力する者112をいう。 

対外関係の側面では、その事務に関して他人との関係において代理権が存在するこ

とを要求せず、事務処理の根拠は法令の規定における法律範囲、慣習または事務管理

において生じる可能性がある。また、固有の権限として、その処理を行う者に限らず、

その者の補助機関として直接または間接的にその処理に関する事務を担当する者も含

まれる。113 

一方、‘他人の事務’を処理する者であるので、事務の性質が他人ではない自身の

事務に属するものである場合は、その事務を他人のために処理する場合でも、業務上

背任罪が適用される‘他人の事務’を処理する者と見なされない。  

営業秘密と関連しては、‘他人の事務’は、企業内の研究開発者などの技術研究開

発行為または開発した技術の保護管理行為を含むものといえる。 

 

大法院 2009.4.23. 宣告 2008ド8092 判決 

会社で経営顧問として給与をもらい、被害者会社の車両管理プログラムなどの開

発およびアップグレードに関するアドバイスなどの業務を担当した者は、背任罪で

他人の事務を処理する者に該当する。 

 

② 背任行為 

業務上背任罪が成立するためには‘任務に背く行為’、即ち背任行為が成立するこ

とになる。  

ここでいう‘背任行為’とは、処理する事務の内容、性質などに鑑みて法令の規定、

契約の内容または信義則上当然すべきであると期待される行為をしなかったり、当然

すべきではないと期待される行為をすることによって、本人との信任関係に反する一

切の行為を含む114。 

営業秘密と関連しては、企業と秘密保持契約書などを締結した所属役員・従業員が

その秘密保持義務に背いて営業秘密を流出する行為が背任行為に当たるのは明白であ

る。さらに、判例はたとえ明文で誓約した事実がないとしても、企業の営業秘密を競

合他社に流出し、または自己の利益のために利用する目的で無断に漏えいしてはなら

ない信義則上の任務がある者が、その任務に背いて営業秘密を流出して使用する場合

にも業務上背任罪が成立すると見なしている115 。 

また、判例によれば、在職中に営業上主要な資産である資料を搬出した行為が業務

上適法で背任行為に当たらないとしても、退職時に、会社と締結した約定もしくは雇

用契約にともなう信義則上に基づいてその営業秘密を返還または廃棄する義務がある

者が、これを競合他社に流出し、または自己の利益のために利用する目的で該当資料

を返還または廃棄しない行為は、業務上背任罪に当たると見なした116。 
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③ 財産上の損害の発生または財産上の利益の取得 

業務上背任罪が成立するためには、背任行為以外に背任行為によって本人に財産上

の損害が発生し、自己または第三者が財産上の利益を取得することを要件とする。つ

まり、背任行為によって自己または第三者が財産上の利益を取得することを要件とす

るため、背任行為によって本人に財産上の損害が発生したとしても、これによって自

己または第三者がいかなる財産上の利益を取得したことがないのであれば、業務上背

任罪が成立しない117。 

これは営業秘密保護法における刑事上の犯罪の構成要件であって、営業秘密流出行

為によって実質的に財産上の利益を取得したのか否かを要求していないものと区別さ

れる。  

一方、判例では、営業秘密保護法違反事件において、“営業秘密を取得することに

よって得る利益は、その営業秘密が有する財産価値相当であって、その財産価値はそ

の営業秘密を有し、競合他社など他の会社で製品を作る場合、その営業秘密によって

技術開発に必要とされる費用が減少する場合のその減少分相当と、さらにはその営業

秘密を利用して製品の生産にまで発展させる場合、製品の販売利益のうちその営業秘

密が提供されなかった場合の差額相当であって、そのような価値を勘案して市場経済

の原理によって形成される市場交換価格”であると判示している118。 

また、本人に財産上の損害を加える行為は、現実的な財産上の損害を加える行為は

当然のこと、財産上の実損害発生の危険を招いた場合も含まれる。  

 

④ 故意 

業務上背任罪が成立するには、主観的要件として背任の故意がなければならない。 

故意は背任行為に対する認識と、それによって自己または第三者が利益を取得し、本

人に損害を加えるという認識と意思をいい、このような認識は未必的認識だけで足り

る。 

 

(3) 刑罰規定 

 

① 単純背任罪 (刑法第355条第2項) 

他人の事務を処理する者が、その任務に背く行為をして財産上の利益を取得または

第三者にこれを取得するようにさせて本人に損害を加えれば、5年以下の懲役または15

00万ウォン以下の罰金に処するようにする。 

 

② 業務上背任罪 (刑法第356条) 

業務上の任務に背いて背任罪を犯した場合には、10年以下の懲役または3千万ウォン

以下の罰金に処するようにし、背任罪に比べ加重処罰をするようにしている。これは、

一般背任とは違い、加害者が‘他人の事務を処理する者’という身分と‘業務者’と

いう身分、即ち二重の身分を有しているところ、背任の被害にあう側としては、十分

な信頼感を備えていなければならない身分を活用した犯罪であるだけに加重処罰をし

ている。  

 

③ 未遂犯に対する処罰(刑法第359条) 

刑法では、背任罪および業務上背任罪の未遂犯も処罰するようにしている。一般的

に背任罪は他人の事務を処理する者が背任行為を開始した時に実行の着手があり、財
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産上の損害が発生した時に既遂となる。  

しかし、営業秘密流出の場合は、業務上背任罪事件で業務上背任罪の既遂時期を営

業秘密の無断搬出時と見なすのか、または搬出した営業秘密を他社の職員に交付して、

本人の営業秘密保有企業に損害が実際に発生した時点と見なすのかが争点となる。 

これにかかる判例では、営業秘密の搬出時を業務上背任罪の既遂時期と見なしてい

る。したがって、営業秘密を無断搬出した時点で、業務上背任罪の未遂犯でない既遂

犯となる。 

 

 

<業務上背任罪の既遂時期に関する判例> 

ソウル高等法院 2002. 7. 9. 宣告 2001ノ1861 判決 

業務上背任罪はいわゆる危険犯として、その背任行為の結果により本人に財産上

の損害発生の危険性を生じさせた時点で既遂となるものだが、この事件の場合、被

告人1が主張するようにそのファイルを第三者に流出したことがなくても、その資料

を自己のコンピュータに保存して自己の支配下に移すことによって、本人であるA株

式会社に損害発生の危険性を生じさせたと見なす。 

 

(4) 営業秘密保護法違反と業務上背任罪の競合について 

 

従業員が営業秘密保護法によって保護される営業秘密を外部に流出させた場合に、

営業秘密保護法違反罪と業務上背任罪違反罪が同時に成立することには疑問がない。 

だが、営業秘密保護法で規定する営業秘密の成立要件を満たすことができない企業

の内部文書を従業員が流出した場合に、業務上背任罪が成立するのかが問題となる。  

これにかかる判例では、営業秘密に該当する資料でない場合でも、①該当資料が不

特定多数の人に公開されておらず、保有者を通じずには通常入手が困難であり②相当

な時間と努力および費用をかけて作成された営業上の重要な資産である場合には、業

務上背任罪の成立を肯定している。  

但し、本人である企業が自発的に公開して営業秘密性を喪失した情報の場合、従業

員の秘密保持義務が存在せず、これによって本人にいかなる損害発生の危険性が生じ

たとは判断し難いため、業務上背任罪が成立すると見なすのは困難である。 

 

<営業秘密でない資料に対する業務上背任罪の成立要件を説示した判例> 

大法院 2005.7.14. 宣告 2004ド7962 判決 

会社の職員が競合他社または自己の利益のために利用する意思によって無断で資

料を搬出した行為を業務上背任罪に擬律することにおいて、その資料が必ず営業秘

密に該当する必要まではないとしても、少なくともその資料が不特定多数の人に公

開されておらず、保有者を通じなくてはこれを通常入手することができず、その資

料の保有者が資料の取得または開発のために相当な時間、努力および費用をかけた

ことでその資料の使用によって競争者に対し競争上の利益を得ることができる程度

の営業上主要な資産に該当することを要する。 

 

一方、2007-2010年までの間で宣告が下された営業秘密侵害刑事事件の1審判例116件

のうち営業秘密保護法違反のみ適用された事例は合計55件(47.7%)であり、営業秘密侵

害と業務上背任を競合的に適用した場合は43件(37.1%)であった。また、営業秘密侵害
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については無罪と判断しつつ業務上背任に基づいて処罰した件も6件(5.2%)存在した。 

このように営業秘密侵害刑事犯罪では、営業秘密保護法と業務上背任が多くの場合

に重複適用されており、業務上背任の場合、流出資料が必ずしも営業秘密保護法上の

厳格な成立要件を要しないため、その処罰範囲がさらに広いといえる。 

 

[表4-7] 営業秘密侵害と業務上背任の宣告現況 119 

計 
営業秘密侵害 

のみ 

営業秘密侵害 

+業務上背任 

営業秘密侵害 

無罪 

業務上背任有罪 

営業秘密侵害 

+その他法律違反

* 

116 

(100%) 

55 

(47.4%) 

43 

(37.1%) 

6 

(5.2%) 

12 

(10.3%) 

* その他法律違反の場合、コンピュータプログラム保護法違反3件、情報通信網利用促進保護な

どに関する法律違反8件、国家技術資格法1件である。 

 

また、営業秘密保護法違反と業務上背任罪が同時に成立する場合に、両罰規定のう

ち最も重い罪について定めた刑でのみ処罰する(想像的競合)のか、両罰規定で定めた

刑を併科できる(実体的競合)のかが問題となる。これに対して実体的競合を認めた下

級審判決はあるが、まだ明確な大法院判決は存在しない。 

但し、大法院の判例の中では、営業秘密の国外漏えい事件において、業務上背任罪

に基づいて懲役刑を宣告し、旧営業秘密保護法第18条第4項による罰金刑を併科した原

審の措置を正当だと判示している120。  

 

4-2. 窃盗罪 

 

 

 

(1) 刑法上の規定 

 

第329条 [窃盗] 他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下

の罰金に処する。 

 

(2) 適用要件 

 

① 他人が占有する他人所有の財物 

窃盗罪は、基本的に他人が占有する他人所有の財物を窃取することによって成立す

る犯罪である。したがって、情報をはじめとする技術的思想、アイデアなどは財物で

企業が保有する営業秘密が、CDまたは事業計画書もしくは設計図面など具体的な有

体物に収録された場合、そのような有体物を無断で窃取し外部に流出する行為は窃

盗罪を構成する。窃盗罪は情報が収録された物を窃取する場合にのみ成立し、具体

的な物に収録されなかった情報の流出の場合、例えば情報を記憶して外部に流出す

る行為については窃盗罪の適用を受け難い。 
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はないため、このような情報の窃取は窃盗罪を構成しない。判例でもコンピュータに

保存されている‘情報’それ自体は有体物だと見なすことができないとし、これをコ

ピーまたは出力する行為に対して窃盗罪を否定している。 

 

<無形のデータの複製行為において窃盗罪の成立を否定した判例> 

大法院 2002.7.12. 宣告 2002ド745 判決 

[事実関係] 

被告が株式会社Aの研究開発室に潜入して開発室のノートパソコンに保存されてい

る織物反物ゴムコーティングシステムの設計図面をA2用紙に2枚出力して持ち出した

事件で、上記の出力行為が窃盗罪に当るのかどうなのかが争点となった事件 

 

[判決] 

コンピュータに保存されている‘情報’それ自体は有体物だと見なすこともでき

ず、物質性を有する動力でもないため財物とされず、また、これをコピーもしくは

出力したとしてもその情報自体が減少または被害者の占有および利用の可能性を減

少させるものではないため、そのコピーもしくは出力行為によって窃盗罪を構成す

るとはいえない。 

 

しかし、情報が収録された物、例えばCD、実験結果データ、事業計画書の設計図面

などを窃取する行為は窃盗罪が成立する。  

 

② 窃取行為 

窃取とは、他人が占有している財物を占有者の意思に反してその占有を排除し、自

己または第三者の占有に移すことをいう。 

 

③ 故意 

他人の財物を窃取するという点に対する故意が必要である。したがって、他人の財

物であっても、その財物が自身に取得することが許された同一の別の物と誤認して取

得した場合には、犯罪事実に対する認識があるといえず、窃盗罪が成立しない。 

 

④ 不法領得の意思 

窃盗罪が成立するためには、故意以外に不法領得の意思が必要とされる。不法領得

の意思とは、他人の物を自己の所有物のようにその経済的用法に従って利用または処

分する意思をいう。121 

不法領得の意思には、①財物に対する権利者の地位を継続的・持続的に除去しよう

とする消極的意思と、②他人の財物に対し所有者と類似の支配力を取得するという利

用意思およびその財物の経済的用法に従って利用または処分しようとする積極的意思

を内容とする。 

 

(3) 刑罰規定 

 

窃盗罪を犯した者は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。 

 

(4) 営業秘密保護法違反罪と窃盗罪の競合 
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犯罪によって取得した違法な利益を確保、使用または処分する構成要件に該当する

事後行為の場合、既に主な犯罪によって完全に評価されたものであるため、別罪を構

成しないことを不可罰的事後行為という。  

ここで、窃盗罪を構成する窃取行為によって営業秘密を窃取した後これを不正使用

する場合、営業秘密の不正使用行為が不可罰的事後行為に該当し、営業秘密保護法違

反罪に該当しなくなるのかが問題となる。  

判例では、営業秘密保護法違反と窃盗罪はその構成要件が異なり、保護法益も異な

るだけでなく、窃取行為よりその後の営業秘密の不正使用がかえって大きい法益侵害

に該当すると見なさなければならないため、窃取した営業秘密の資料を事後的に使用

または公開する行為は、不可罰的事後行為と見なせないと判示している122。 

 

4-3. その他刑法上の規定による対応 

 

(1) 財物損壊罪 

 

 

 

① 刑法上の規定 
第366条 他人の財物、文書または電子記録など特殊媒体記録を損壊または隠匿、そ

の他の方法によりその効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の

罰金に処する。 

 

② 財物損壊罪を適用できる場合(例示) 

1) 営業秘密が収録された帳簿を隠匿または一部を抜き出す行為 

2) 営業秘密が保管されているCDなどの保存媒体を毀損する行為 

3) 営業秘密が保管されている施設の開閉装置を毀損する行為 

 

③ 量刑 

3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 

 

(2) 秘密侵害罪 

 

財物損壊罪は、他人の財物、文書または記録媒体など特殊媒体記録を損壊または隠

匿もしくはその他の方法でその効用を害することによって成立する犯罪である。営

業秘密保護と関連しては、営業秘密が記録されている文書または電子記録などの特

殊媒体記録を損壊または隠匿、その他その効用を害する行為をした場合、財物損壊

罪で処罰することができる。 
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① 刑法上の規定 

刑法 第316条 ① 封緘その他秘密装置した者の手紙、文書または図画を開封した者

は、3年以下の懲役もしくは禁固または500万ウォン以下の罰金に処する。 

② 封緘その他秘密装置した者の手紙、文書、図画または電子記録など特殊媒体記録

を技術的手段を利用してその内容を知り得た者も第1項の刑と同じである。 

 

② 秘密侵害罪を適用することができる場合 

営業秘密保護のために、保有企業が該当営業秘密に備えた別途の物理的、電子的施

錠装置を毀損して無断搬出した場合に適用することができる。  

財物損壊罪が営業秘密が収録された物それ自体を保護するための規定であるのに対

し、秘密侵害罪は営業秘密を保護するための装置または手段を保護するための規定で

ある。  

営業秘密を保護するための装置または手段を保護するという側面では情報通信法違

反罪と似ているが、情報通信法違反罪の場合、情報通信網を侵害して営業秘密を侵害

する場合だけを規律するが、財物損壊罪はそのような制限がないという側面から情報

通信法違反罪を補完する役割を担う。 

 

③ 量刑 

3年以下の懲役もしくは禁固または500万ウォン以下の罰金 

 

(3) 業務妨害罪 

 

 

封緘その他秘密装置した他人の手紙、文書または図画を開封したり、封緘その他秘

密装置した者の手紙、文書または電子記録など特殊媒体記録を技術的手段を利用し

てその内容を知り得たことによって成立する犯罪である。 

封緘その他秘密装置は、コンピュータまたは記録自体に適用されている場合を当然

とし、情報の呼び出しのためにパスワード、電子カード、指紋認識または音声感知

システムのような特殊な作動体系を構築した場合も含む。 

営業秘密保護と関連しては、営業秘密が記載された文書に封緘その他秘密装置を施

した場合、これを毀損すれば秘密侵害罪を適用して刑事的処罰が可能となる。 

業務妨害罪は、威力を用いて業務を妨害したり、コンピュータなど情報処理装置ま

たは電子記録など特殊媒体記録を損壊または情報処理装置に虚偽の情報もしくは不

正な命令を入力し、またはその他の方法で情報処理に障害を発生させて人の業務を

妨害した時に成立する犯罪である。 

業務妨害罪は経済生活における業務だけを保護するための犯罪でなく、社会的活動

に属する全ての業務を保護するための犯罪であり、営業秘密侵害罪において営業範

囲より広い概念の業務を保護対象とする。 
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① 刑法上の規定  

刑法第314条 ① 第313条の方法または威力を用いて人の業務を妨害した者は、5年以

下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。 

② コンピュータなど情報処理装置または電子記録など特殊媒体記録を損壊または情

報処理装置に虚偽の情報もしくは不正な命令を入力し、またはその他の方法で情報

処理に障害を発生させて人の業務を妨害した者も第1項の刑と同じである。 

② 業務妨害罪を適用することができる場合 

 営業秘密侵害罪の成立の有無とは関係なく、営業秘密の侵害行為が他人の業務を妨

害して成り立ったのであれば、業務妨害罪が適用され得る。つまり、営業秘密保護法

上の営業秘密の成立要件を満たすことができなかった企業の内部情報だとしても、そ

のような流出行為が被害者の業務を妨害したのであれば、業務妨害罪で処罰すること

ができる。  

 

③ 量刑 

5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金 

 

5. その他の特別法による対応 

 

5-1. 情報通信網侵害罪 

 

 

 

(1) 法規定 

 

第 28 条の 2(個人情報の漏えい禁止) ① 利用者の個人情報を取扱っていたり、また

は取扱っていた者は、職務上知り得た個人情報を毀損・侵害または漏えいしてはな

らない。 

② 何人もその個人情報が漏えいした事情を知りながらも、営利または不正な目的で

個人情報の提供を受けてはならない。 

 

第48条(情報通信網侵害行為などの禁止) ① 何人も正当なアクセス権限なしに、ま

たは許容されたアクセス権限を越えて情報通信網に侵入してはならない。 

 

第49条(秘密などの保護) 何人も情報通信網によって処理・保管または伝送される他

人の情報を毀損したり、他人の秘密を侵害・盗用または漏えいしてはならない。 

営業秘密の侵害が、該当企業のデータベースなどコンピュータネットワークに無断

でアクセスまたは侵入、または情報通信網によって保持・保管されている他人の情

報を侵害する行為から始まったことである場合には、情報通信網利用促進および情

報保護などに関する法律違反罪(以下、‘情報通信網侵害罪’ともいう)の適用を受

ける。 
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第71条(罰則) 次の各号のいずれか一つに該当する者は、5年以下の懲役または5千万 

ウォン以下の罰金に処する。 

 

5. 第 28条の 2第 1項(第 67条により準用される場合を含む) を違反して利用者の

個人情報を毀損・侵害または漏えいした者 

6. 第28条の2第2項 を違反してその個人情報が漏えいした事情を知りながらも、営

利または 

不正な目的で個人情報の提供を受けた者 

11. 第49条を違反して、他人の情報を毀損したり、他人の秘密を侵害・盗用または

漏えいした者 

 

第 72条(罰則) ① 次の各号のいずれか一つに該当する者は、3年以下の懲役または

3 千万ウォン以下の罰金に処する。 

1. 第 48条第 1項 を違反して、情報通信網に侵入した者 

② 第 1項第 1号の未遂犯は処罰する。 

 

(2) 情報通信網侵害罪を適用することができる場合（例示） 

 

① 会社のコンピュータネットワークのID、パスワードなどを盗用して無断で侵入、技

術資料を流出する場合(第48条第1項、第49条)。 

 

② 会社が保有している顧客名簿など経営上の情報を流出した場合および流出事情を知

りながらも、営利などを目的にその情報の提供を受ける場合(第28条の2)。 

 

(3) 刑罰規定  

 

① 第48条所定の“正当なアクセス権限なしに、または許容されたアクセス権限を越え

て情報通信網に侵入する行為”に対しては、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の

罰金を処するようにしている(第72条第1項第1号)。 

 

② 第49条所定の“情報通信網によって処理・保管または伝送される他人の情報を毀損

したり、他人の秘密を侵害・盗用または漏えいする行為”に対しては、5年以下の懲役

または5千万ウォン以下の罰金に処するようにし(第71条第11号)、第48条所定の情報通

信網侵害行為より加重処罰している。 

 

③ 第28条の2所定の“利用者の個人情報を取扱っていたり、取扱っていた者が職務上

知り得た個人情報を毀損・侵害または漏えいする行為”または“その個人情報が漏え

いした事情を知りながらも、営利または不正な目的で個人情報の提供を受ける行為”

に対しては、第49条と同様に5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処するよ

うに加重処罰している。 

 

④ 第48条第1項の規定に違反して情報通信網を侵害した行為に対しては、未遂犯も処
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罰するようにしている。 

 

(4) 営業秘密保護法違反罪と情報通信法違反罪の競合 

 

 企業の会社データベースなどコンピュータネットワークに無断でアクセスまたは侵

入して営業秘密を無断で流出し、これを不正使用する場合、営業秘密保護法による営

業秘密侵害罪および情報通信法違反罪がいずれも成立することには疑問の余地はない。

 但し、この場合、両罰規定のうち最も重い罪について定めた刑でのみ処罰する(想像

的競合)のか、両罰規定で定めた刑を併科できる(実体的競合)のかが問題となる。 

 この問題を整理した大法院の判例はないが、下級審の判例123では、会社の加盟店を

管理しながら加盟事業主の住所、電話番号など個人情報を第三者に漏えいしたケース

において、営業秘密侵害とともに情報通信網によって保護・保持される他人の秘密を

侵害する行為について競合犯加重事由(実体的競合)と判断し、罰金200万ウォンの刑を

宣告している。 

 

 

5-2. 特定経済犯罪加重処罰などに関する法律 

 

 

 

(1) 法規定 

 

第 3条(特定財産犯罪の加重処罰)   

① 「刑法」第 347 条(詐欺)、 第 350 条(恐喝)、 第 351 条(第 347 条および第 350

条の常習犯のみ該当する)、第 355 条(横領・背任) または第 356 条(業務上の横領と

背任)の罪を犯した者は、その犯罪行為によって取得または第三者に取得させた財物

または財産上の利益の価格(以下、本条で"利益額"という。)が 5 億ウォン以上であ

るときは、次の各号の区分により加重処罰する。 

1. 利益額が 50億ウォン以上であるとき: 無期または 5年以上の懲役 

2. 利益額が 5億ウォン以上 50億ウォン未満であるとき: 3 年以上の有期懲役 

② 第 1項の場合、利益額以下に相当する罰金を併科することができる。 

 

(2) 侵害で得た利益額の算定基準 

 

 業務上背任により営業秘密を侵害して得た経済的な利益額の大きさにともない法の

適用の有無も変わり、また利益額が5億ウォン以上50億ウォン未満であるときと、50億

ウォン以上であるときでは、懲役量刑および罰金金額が大きく変わることになるため、

業務上背任によって営業秘密を侵害した場合、その侵害行為で得た利益額により法

の適用が変わる。即ち、侵害による利益額が5億ウォン未満の場合には、刑法上背任

罪または業務上背任罪が適用されるが、その利益額が5億ウォン以上である場合に

は、特定経済犯罪加重処罰法が適用され、加重処罰される。 



170 

 

正しい法の適用のためには侵害による利益額の正確な算定基準を設けることが重要で

ある。  

 判例は一貫して、営業秘密侵害時における財産上の利益額の算定基準を次のように

説示している。 

 

<判例で説示する営業秘密侵害時における財産上の利益額の意味、算定基準> 

 被告人が営業秘密を取得することによって得た利益は、その営業秘密が有する財

産価値相当、かつその財産価値はその営業秘密を用いて競合他社など他の業者で製

品を作る場合、その資料によって技術開発に必要とされる費用が減少する場合のそ

の減少分相当と、さらにその資料を利用して製品生産にまで発展させる場合、製品

販売利益のうちその資料が提供されなかった場合との差額相当であって、そのよう

な価値を勘案して市場経済原理によって形成される市場交換価格 

 

 一方、韓国大法院では、営業秘密を使用する場合に支給しなければならない技術使

用料相当額124、または韓国取引技術研究所における収益接近法を用いて該当営業秘密

の経済的価値を評価した評価金額125については、営業秘密侵害時に得ることができる

財産上の利益額と見なすことはできないと判示している。  

 このような韓国大法院の営業秘密侵害時における財産上の利益額の算定方法および

条件に対する姿勢を見ると、財産上の利益額を算定または立証することは実質的にほ

とんど不可能といえる。  

 したがって、現実的には営業秘密侵害による財産上の利益額を客観的に算定できな

いという理由により、特定犯罪加重処罰法による処罰がほとんど成り立たっていない

のが実情であり、これは財産上の利益額を基準として加重処罰しようとする特定犯罪

加重処罰法の趣旨を損なわせている。  

 実務的には、営業秘密保護法第18条による前述の罰金刑を業務上背任罪と併科して

適用することにより、このような問題点に対応しようとする試みがある126。 

 

(3) 刑罰規定 

 

財産上の利益額 懲役刑 

5億ウォン以上50億ウォン未満 3年以上の懲役 

50億ウォン以上 無期または5年以上の懲役 

 

6. 刑事的解決方法の限界 

 

6-1. 低い処罰水準 

 

  ソウル中央地検先端犯罪捜査部において、2008～2010 年の間に起訴して有罪判決

が宣告された事件の全ての件のうち、執行猶予と罰金刑を除いて懲役刑の実刑が宣告

された事件はわずか 5 件(13.9%)で、懲役 2 年以上の事件が宣告された場合は 2 件に過

ぎない127。 

 また、2007 年から 2010 年の間に発生した営業秘密侵害刑事事件 116 件のうち罰金

刑が下された 19 件の宣告結果128 を調べると、500 万ウォン以下の罰金刑に処された事
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件が 10 件と全体の 50%以上を占めている。また、両罰規定により法人に対して罰金刑

を宣告した件数の合計 7 件のうち、1,000 万ウォン未満の罰金刑が宣告された件が 10

件(43%)と最も多い割合を占めている。  

  このように、全体の営業秘密刑事事件において罰金刑が宣告される割合は高くなく、

宣告される罰金額も少額に過ぎないことが分かる。 
 

[図 4-8] 罰金刑の宣告現況 

 

 

 

 

[図 4-9] 法人に対する罰金刑の宣告内訳 

 

 

 このような低い処罰水準により、加害職員または企業は営業秘密の流出犯罪に対し

罪の意識が薄く、実際、営業秘密の流出被害を経験した企業も刑事告訴、告発などの

積極的な措置を取ることに対し躊躇するなどの問題点が発生している。 
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6-2. 立証の困難性 

 

 営業秘密は、企業が保有する高度な技術的知識をその内容としているため、法の執

行のためには法院および検察全てにおいて該当技術に対する深い理解が前提とされる

べきだが、実務を担当している判事や検事などは該当技術に門外漢である場合が多く、

該当営業秘密の技術的価値に対する評価などが困難な場合が多い。 

 また、営業秘密が流出された事実を被害企業が認識するまでに多くの時間が経過し、

訴訟の提起時には既に多数の証拠が隠滅され、押収・捜索を行っても十分な証拠を確

保することができない場合が多い。  

 さらに、最近は営業秘密侵害犯罪が高度化しており、営業秘密流出の有無の把握や

証拠の確保がますます難しくなっているのが実情である。  

 実際に、最近 3年間における営業秘密侵害犯罪の現況を見ると、侵害犯罪件数と立

件された人数は着実に増加傾向にあるが、無嫌疑判決率は 2011年 68.8%から 2012年

75.9%で、2013年には 77.9%と急増している。 

 

[表 4-8] 最近 3年間における営業秘密侵害犯罪の現況 

年度 
件数

(件) 

人数

(名) 

検察処理内訳(名) 

拘束 

求公判 

不拘束 

求公判 
求略式 

起訴 

猶予 

公訴権 

なし 

嫌疑 

なし 

2011年 439 942 
15 

(1.6%) 

125 

(13.3%) 

47 

(5.0%) 

82 

(8.7%) 

25 

(2.7%) 

648 

(68.6% 

2012年 448 1,063 
19 

(1.8%) 

147 

(13.8%) 

22 

(2.1%) 

63 

(5.9%) 

5 

(0.5%) 

807 

(75.9%) 

2013年 459 1,156 
15 

(1.3%) 

116 

(10.0%) 

40 

(3.5%) 

65 

(5.6%) 

19 

(1.6%) 

901 

(77.9%) 

出処: 大検察庁 

 

6-3. 訴訟過程における営業秘密の追加流出の懸念 

 

 営業秘密侵害行為の禁止などを訴求する場合、該当技術が営業秘密に該当するとい

う事実およびその保有事実を具体的に主張・立証できなければならない。一方、裁判

の心理と判決が一般人に公開される公開裁判主義として進行される訴訟手続きでは、

訴訟進行中に訴訟当事者は当然のことながら、一般人にまで該当営業秘密が公開され

てしまう危険がある。  

  

前述の“第 4編 3章 2-7.秘密保持命令-訴訟過程における営業秘密の流出を防止で

きる制度”で記述したとおり、2002 年改正の民事訴訟法第 163条では、秘密保護のた

めの閲覧などの制限規定を置いており、2011 年 10月 1日施行の改正営業秘密保護法

では秘密保持命令制度を新設して、訴訟過程における営業秘密の流出を防止するよう

にしている。  

しかし、裁判の審理と判決が一般人に公開される公開裁判主義で行なわれる訴訟手

続きでは、訴訟進行中に該当営業秘密が公開されてしまう危険が依然として存在する

という問題がある。   
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第 4 章 その他の紛争解決方案 

 

1. 調停 

 

1-1. 意義および種類 

 

(1) 意義 

 調停は、訴訟によらず中立的な立場にある第三者の勧告によって紛争当事者間の合

意を引き出す手続きである。営業秘密の侵害に関する紛争は、裁判を通じて解決する

ことが最も根源的な解決方法であるが、相当な費用と時間が必要とされるため、最近

では行政調停制度を通じて営業秘密侵害事件を含む産業紛争の解決方法が導入されて

いる。  

 調停は、紛争当事者が合意して選定した中立的立場にある第三者の専門家(調停人)

が介入して、当事者間で一致した解決策に到達するように調停案を提示し、当事者が

その調停案を受諾することによって紛争を解決することになる。 

 

(2) 種類 

 韓国の調停制度は法院付設型、行政機関調停型、民間団体型の3つに区分することが

できる。法院付設型の典型は民事調停ないし家事調停であり、行政調停は個別単行法

の根拠下に管轄行政機関が調停委員会を構成して私的紛争を解決する場合に産業財産

権紛争調停委員会、消費者紛争調停委員会、環境紛争調停委員会、金融紛争調停委員

会などがある。米国と違い、韓国には純粋な民間団体型の紛争解決機関は見当たらな

い。 

 

1-2. 調停と他の紛争解決方法との違い 

 

 調停は、紛争当事者間の合意を引き出す手続きという点において、当事者または事

務局が選定した仲裁人が当事者の言い分を聞いた上で仲裁判定を下す仲裁とは異なる。

 一方、調停は当事者間の自律的な任意的紛争解決手段という点で国家権力が介入す

る強制力ある訴訟とは違うが、産業財産権紛争調停委員会の調停勧告を基に当事者間

の合意で調停が成立した場合、合意した事項の範囲内においては法院の確定判決と同

様の効力を有しているという点で訴訟と似ているといえる。 

 

1-3. 調停制度の長所と短所129 

 

(1) 長所 

 特に行政機関による調停制度の場合、専門性のある行政機関が調停委員を委嘱して

行なわれるため、該当紛争に関する専門性が保障され、法院で行われる裁判と違い当

事者が受ける心理的圧迫を最小化することができ、かつ調停案は両当事者間の妥協、

和解および譲歩で模索されるところ、画一的でなく、自律的に遵守可能な方案が引き

出され、紛争当事者が取引関係を継続して維持できるという点が長所である。  
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(2) 短所 

 国家権力による強制性を有する訴訟とは違い、調停は任意的な紛争解決手段である

ため、調停案の受諾の有無は当事者の自由意志にかかっている。したがって、訴訟お

よび仲裁とは異なり、当事者の一方が調停に応じなければ紛争解決が遠のくという短

所がある。 

 

1-4. 民事調停の手続きおよび効力 

 

(1) 手続き 

 民事調停は、紛争の当事者の一方または双方が管轄法院に調停申請書を提出するか、

または当事者間の紛争に関する訴訟事件を審理している判事が職権でその事件を調停

に付託することによって開始される。  

 民事調停手続きが開始されると、当事者に召喚状が送達され、一般的には召喚状が

送達された日から4週間後に調停期日が定められる。  

 調停期日に調停担当の判事または調停委員会による調停が実施され、調停期日に調

停が成立しなければ、調停担当の判事が下す調停に代わる決定文が約1週間後に当事者

に送達される。  

 

(2) 効力 

 調停期日に調停が成立または調停担当の判事が下す調停に代わる決定文を受領した

両当事者のうち、いずれの側も2週間以内に異議申立てを行わなければ、調停内容は裁

判上、和解と同様の効力が生ずる(民事調停法第34条)。  

 即ち、調停内容は確定判決と同一の効力を有し、したがって再審の訴えを提起しな

い以上調停が無効だと主張することはできず、応じない場合には強制執行の行使が可

能である。  

 

1-5. 韓国の調停制度の限界-営業秘密紛争調停委員会の不在 

 

 韓国では特許権、実用新案権、デザイン権、商標権および職務発明に関する紛争に

対して産業財産権紛争調停委員会を置いているが、産業財産権紛争調停委員会の場合、

調停申請日を基準として特許庁に登録された産業財産権の紛争を調停するためのもの

であって、特許庁に登録されていない企業の営業秘密に関する紛争の調停には適さな

い。  

 したがって、企業間における営業秘密に関する全ての紛争を調停するための営業秘

密紛争調停委員会を新設することについて現在議論が進行中である。  
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2. 仲裁 

 

2-1. 意義および他の紛争解決方法との違い 

 

(1) 意義 

 仲裁とは、当事者間の合意(仲裁合意)によって司法上の権利、その他法律関係に関

する紛争を法院の訴訟手続きではなく、私人である第三者を仲裁人に選定し、その紛

争の解決を仲裁人の決定に任せると同時に、最終的にその決定に服することによって

紛争を解決する制度をいう。  

 

(2) 調停および訴訟との違い 

 仲裁は当事者間の合意によって選定された仲裁人に紛争の解決を任せ、仲裁人の決

定に服するという点で、紛争当事者間の紛争を解決して当事者の一方が調停に応じな

ければ紛争解決ができない調停とは異なる。 

 また、法院の外で行われ、法院の介入を排除するという点では訴訟とは異なるが、

当事者間の仲裁判定が法院の確定判決と同様の効力があるという点では訴訟と似てい

る。  

  

2-2. 仲裁の長所・短所 

 

(1) 長所 

 仲裁は、法院の確定判決と同じ効力を有しており、一審制のため過度な訴訟費用の

支出をしなくとも迅速・効果的に紛争を解決することができ、仲裁内容に応じない場

合には国家権力による強制執行も可能である。  

また、仲裁手続きは、企業の営業秘密保護または個人の私生活保護の側面から非公

開で行われるため、紛争解決の過程で営業秘密の流出が懸念される訴訟とは違い営業

秘密の外部流出を防止することができる。  

紛争当事者が直接仲裁判断を下す仲裁人を選任し、その手続きも合意によって決め

ることができ、仲裁代理人の選任の有無も自由であることから、紛争の自律的かつ柔

軟な解決が可能となる。 

 

(2) 短所 

仲裁の場合、仲裁に必要な指針を当事者の合意で決め、仲裁人の指揮権が法的に保

障されていないため、仲裁手続きが長期化する恐れがある。  

また、仲裁人は法律に拘束されず、自己の方式によって判断するため、その判断基

準が曖昧であることから、仲裁人の主観が介入する恐れがある。したがって、他の仲

裁結果との抵触が発生する可能性があるため、既判力が作用する法院の判決と比べて

仲裁結果に対する予測が難しい。  

仲裁は一審制により行なわれ上訴手段がないため、両当事者の主張を形式的に折衝

して判定する場合が多い。  
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2-3. 韓国の仲裁制度および仲裁機関 

 

(1) 法的根拠 

韓国の商事仲裁制度は、1966年に制定された仲裁法に基づいたものであり、仲裁法

は、当事者間の合意により私法上の紛争を法院の判決ではなく仲裁人の判定によって

迅速に解決することを目的とする(第1条)。仲裁法は、商行為によって発生する法律関

係のうち、特に国際貿易取引上の紛争に対し仲裁による解決の道を開くためのもので

ある。 

商事仲裁における仲裁人の選定と仲裁手続きは、当事者間に他の約定がない限り産

業通商資源部長官が指定する社団法人(大韓商事仲裁院)の商事仲裁規則によるものと

推定する(1999.12.31.公表付則)。当事者間での仲裁判定は、法院の確定判決と同一の

効力を有する(第35条)。 

 

(2) 韓国の仲裁機関 

① 大韓商事仲裁院 

大韓商事仲裁院は、韓国唯一の国際商事仲裁機関であり、1966年大韓商工会議所の

付設機関として初めて設立された後、1970年3月21日施行の仲裁法によって独立的な仲

裁機関となった。大韓商事仲裁院は、政府出捐の公共機関として知識経済部傘下にあ

り、国内・外の仲裁事件を処理する準司法機関である。  

正確な仲裁統計は出ていないが、‘契約の種類別現況’によれば、大韓商事仲裁院

で受付けた仲介件数のうち‘技術および知的財産権’関連の仲裁は2007年12件(紛争金

額USD 8,8336,330)、2008年には17件(紛争金額USD 10,415,381)であることが分かった。 

 
② ソウル地方弁護士会 

ソウル地方弁護士会による仲裁制度は、大韓商事仲裁院と同様に仲裁法に基づいて

おり、弁護士法およびソウル地方弁護士会の内部規定の適用を受けている。  

 

③ 韓国著作権委員会 

韓国著作権委員会による仲裁制度も、大韓商事仲裁院と同様に仲裁法に基づいてお

り、SW関連の権利を保護して公正な利用を図り、関連産業と技術を増進させるための

目的として設立された仲裁制度である。  

韓国著作権委員会の仲裁処理規則が制定されることにより、韓国著作権委員会の仲

裁制度が導入された。 

 

2-4. 仲裁の効力 

 

仲裁法第35条によれば、仲裁人の仲裁判定は両当事者間に法院の確定判決と同様の

効力を有する。したがって、仲裁判定取消の訴えによって取消されない限り仲裁判定

の無効の有無を争うことができず、仲裁判定事項の不履行の場合には国家機関による

強制執行を実施することができる。  
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2-5. 韓国における仲裁制度の限界 

 

米国では、特許法に仲裁制度に関する明文の規定を置いて米国仲裁協会(AAA)で特許

仲裁を実施しているが、韓国ではまだ知的財産権紛争の仲裁に関する法的根拠が不足

しているのが実情である。このため、現在の韓国での仲裁機関による知的財産権紛争

の仲裁適合性が問題視されている。 

 

3. 公正取引委員会または貿易委員会への申告 

 

3-1. 公正取引委員会への申告 

 

(1) 意義  

公正取引委員会では「独占規制および公正取引に関する法律」の第23条に基づいて、

中小企業の人材・資金・技術などの力量不足と大・中小企業間における力の不均衡に

よる不公正な取引慣行の断絶を目的とし、下請約款などの法律違反行為に対する‘不

公正取引申告制度’を運営している。  

したがって、大企業が不当に技術資料の提供を要求したり、または書面化された合

意に違反して要求した技術資料を流用するなど、下請法第12条の3の規定に違反して下

請関係にある中小企業が保有する営業秘密を侵害した場合には、公正取引委員会に申

告することができる。  

 

(2) 処罰 

 公正取引委員会は、下請法第12条の3の規定を違反した発注者および原事業者に対し

是正措置、課徴金の賦課、罰金の賦課および損害賠償などの罰則を勧告、または命 

じることができる。 

 

 [表4-9] 下請法第12条の3の規定を違反した場合の罰則 

第12条の3の規定を 

違反した場合の罰則 

下請法の規定 

是正措置 発注者と原事業者に対し、下請代金などの支給、法律違

反行為の中止、特約の削除もしくは修正、今後の再発防

止、その他是正に必要な措置を勧告または命令(第25条

第1項) 

課徴金の賦課 発注者·原事業者または受給事業者に対し、受給事業者

に製造などの委託をした下請代金や、発注者·原事業者

から製造などの委託を受けた下請代金の2倍を超過しな

い範囲で課徴金を賦課(第25条の3) 

罰点の賦課および 入札

資格の制限、営業停止命

令 

事業者または受給事業者に対し、その違反および被害の

程度を考慮して、大統領令で定める罰点を賦課。 

罰点が大統領令で定める基準を超過する場合には、関係

行政機関の長に入札参加資格の制限、「建設産業基本

法」第82条第1項第7号による営業停止、その他下請取引

の公正化のために必要な措置を取ることを要請(第26条

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=143022&efYd=20140214#AJAX
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=143022&efYd=20140214#AJAX
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第2項) 

罰金の賦課 原事業者に対し、受給事業者に製造などの委託をした下

請代金の2倍に相当する金額以下の罰金賦課(第30条第1

項第1号) 

損害賠償 受給事業者に損害が生じた場合、その者に生じた損害の

3倍を超過しない範囲で賠償責任を賦課(第35条第2項) 

 

3-2. 貿易委員会への申告 
 

(1) 意義および手続き 

貿易委員会では、2001年に制定された「不公正貿易行為の調査および産業被害救済

に関する法律」に基づいて、知的財産権侵害および原産地表示の違反物品の輸出入な

どの不公正貿易行為に対して課徴金、是正措置命令などの制裁を課すことによって国

内産業を保護し、また公正な貿易秩序を確立するために‘不公正貿易行為調査制度’

を施行している130。不公正貿易行為に対する細部調査の対象項目は次の通りである。 

 

[表4-10] 不公正貿易行為調査対象項目 

区分 調査対象項目 

知的財産権

侵害131 

 

知的財産権(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、著作権、著

作隣接権、プログラム著作権、半導体集積回路の配置設計権、地理的

表示、営業秘密)を侵害する物品などを国内で販売し、または輸出目

的で国内で製造する行為 

原産地 

表示違反132 

-原産地を虚偽に表示または誤認させる表示をした物品などを輸入あ

るいは輸出する行為 

-原産地表示を損傷または変更した物品などを輸入あるいは輸出する

行為 

-原産地表示をしていない原産地表示対象物品などを輸入あるいは輸

出する行為 

輸出入秩序

阻害133 

-品質などを虚偽に表示または誇張して表示した物品等を輸入

あるいは輸出する行為 

-輸出または輸入物品等の引渡・買収、代金の決済など輸出入

の契約事項を契約内容通りに履行せず、対外信用を損傷させ、

当該地域に対する輸出あるいは輸入に支障を与える行為 

-契約内容と顕著に異なる物品などを輸出または輸入、あるい

は輸出または輸入と関連し、紛争などを故意に起こすことによ

り、対外信用を損傷させる行為 

出処: 貿易委員会(http://www.ktc.go.kr) 

 

  

http://www.ktc.go.kr/
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[図4-10] 不公正貿易行為の調査手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 処罰 

このように、営業秘密を侵害した物品などを国内で製造または販売する行為などに

対しては、貿易委員会の貿易調査室に調査要請をすることができる。貿易委員会によ

って調査開始の決定がなされ、事件の調査が行なわれた結果、不公正貿易行為に該当

すると判定された場合には、貿易委員会は次の通り、是正措置や課徴金を賦課するこ

とができ、課徴金の納付義務者が納付期限内に課徴金を納付しない場合には、加算金

を徴収することができる。 

 

 

 

審議議決 

貿易委員会 

異議申立て 

(被)申請人 貿易委員会 

制裁措置施行 

貿易委員会 被申請人 

事件の最終判定 

貿易委員会 

事件の調査 

貿易調査室 

調査開始決定 

貿易委員会  

調査申請 

貿易調査室 申請資格なし 

●書面で申請書提出 

●1年以内に申請可能 

●調査申請書受付後 

20日以内に決定 

[暫定措置] 

暫定措置の申請 

担保提供 

暫定措置命令 

職権調査 

●書面調査原則、現地調査可能  

●外部専門家の鑑定、技術説明

会など 

●事由発生時の調査中止および

終結 

●利用可能な資料による調査判

定 
●調査後6ヶ月以内に判定 

(2ヶ月ずつ延長可能)  

●制裁措置手段および水準決定 

●知的財産権侵害既判定物品の確

認 
●是正措置  

●課徴金賦課 

●履行強制金の賦課な

ど 

●処分通知を受けた日

から  

30日以内に申請 

●申請書受付日から 

60日以内(30日延長可能) 
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[表4-11] 不公正貿易行為時の罰則 

不公正貿易行為時

の罰則  
不公正貿易行為調査および産業被害救済に関する法律の内容 

是正措置 当該侵害物品などの輸出または輸入販売製造行為の中止、当

該物品などの搬入の排除および廃棄処分、訂正公告、貿易委

員会から是正命令を受けた事実の公表およびその他是正のた

めの必要な措置を命令(第10条) 

課徴金賦課 大統領令が定める取引金額に100分の30をかけた金額を超過し

ない範囲内で課徴金賦課、但し、取引金額がない場合、また

は取引金額の算定が困難な場合として、大統領令が定める場

合には5億ウォンを超過しない範囲で課徴金賦課(第11条) 

履行強制金賦課 課徴金の納付義務者が納付期限内に課徴金を納付しない場合

には、納付期限の翌日から納付する日までの期間に対し、課

徴金金額の 100分の5の範囲内で大統領令が定める加算金を徴

収(第13条) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


