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第3章 知的財産の流出防止編 

1. 概要 

近年、企業の技術開発競争が激化し、他社よりも尐しでも有利な技術確保が求めら

れる中、各社知的財産の確保に余念がない状況となっている。また、従前であれば、

知的財産を例えば特許として保護したり、あるいは、技術を公開することにより他社

が当該技術の特許を取得しないようにするいわゆる防衛出願等も多くみられたが、最

近では、企業の知的財産保護戦略も多様化し、必ずしも特許等の権利によらず、その

内容に応じて、営業秘密として秘匿し保護を受ける戦略と組合せるようになっている。

そのため、知的財産流出の可能性が拡大していると共に、知的財産流出によって受け

る損害も大きなものとなっている。 

韓国において、営業秘密と関連しては、“不正競争防止及び営業秘密保護に関する

法律”（以下、「不正競争防止法」という。）と“産業技術流出防止及び保護に関す

る法律”（以下、「産業技術流出防止法」という。）により法的に保護を受けること

ができる。かかる法律の内容については、ジェトロが発行する「模倣対策マニュアル

(韓国編)」（特許庁委託事業）に説明されているため、ここでは、各法律の説明は概

要にとどめ、技術流出防止に関連した实務的な内容及び事例を中心に説明する。 

 

(1) 産業技術流出防止法 

営業秘密を保護する法律としては、不正競争防止法により1991年12月から保護する

ようになっていたが、不正競争防止法は、技術流出後の事後的規制だけを中心に規定

しているため、営業秘密の保護に限界があった。そこで、かかる限界を克服するため

に、産業技術流出防止法が2007年4月28日から施行され、その後、2011年7月25日付け

で改正（施行は、2012年1月26日の予定）された。 

産業技術流出防止法によれば、国家核心技術の指定及び保護管理並びにその海外売

却及び移転などの場合における政府承認を義務化している。具体的には、同法第9条に

おいて、知識経済部長官により国家安保および経済に甚大な影響を与えると判断され

る国家核心技術の指定、変更、解除などの措置が取れるようになっている。また、同

法第11条では、国家核心技術が外国へ流出することを防止するため、国家核心技術を

海外に売却又は移転する場合、知識経済部長官の承認を受けるように明示的に規定さ

れている。 
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しかし、改正前の産業技術流出防止法では、国家核心技術を保有した韓国企業その

ものが海外企業に買収・合併され、それにより技術流出がなされた場合、これを規制

する規定がおかれていなかった。实際に、2004年中国の「上海自動車」が韓国の「双

竜自動車」を買収した事例では、買収後、「双竜自動車」に対する経営が放棄され、

一方、国家核心技術であるハイブリッド自動車の技術が流出した事例があり、韓国社

会に大きな波紋を起こしたことがあった。そのため、改正産業技術流出防止法では、

韓国政府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した企業等を海

外買収・合弁する場合には、知識経済部長官に事前申告するように改正された。なお、

産業技術流出防止及び保護に関する法律は付録6を参考されたい。 

 

(2) 不正競争防止法 

不正競争防止法は、営業秘密の侵害行為に対する多様な民/刑事的権利救済手段を規

定しており、営業秘密侵害行為に対する民事的救済手段として侵害禁止・予防請求権、

損害賠償請求権、信用回復請求権などを規定している。すなわち同法では、営業秘密

の保有者は、営業秘密侵害行為をし、しようとする者に対して、当該行為により営業

上の利益が侵害され又は侵害されるおそれがある場合、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と旨規定(同法第10条第1項)している。ここで、営業上の

利益が侵害されるおそれとは、単に侵害される可能性があるのみでは不充分であり、

侵害される蓋然性があることを意味する。そのため、主観的な判断により営業上の利

益が侵害される可能性があるというだけでは不足であり、社会通念上、実観的に営業

上の利益が侵害される可能性があることを請求権者が立証しなければならない。 

不正競争防止法を通じた営業秘密を保護する制度は、間接的には特許権や著作権で

保護を受けることが難しい技術的情報や経営的情報、営業上のアイデアなどを法的に

保護することにより、特許制度等を補完する機能を遂行するようになる。 

ところで、韓国の不正競争防止法第2条第2号によれば、営業秘密とは、公然と知られ

ておらず (非公知性)、独立した経済的価値を有するもの(経済的有用性)として、相当

な努力によって秘密に保持(秘密管理性)された生産方法・販売方法その他営業活動に

有用な技術上または経営上の情報と定義している。 

したがって、営業秘密が法的に保護を受けるためには、同法で定義されたとおり、

非公知性、経済的有用性および秘密管理性を満たさなければならないという点に留意
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する必要がある。なお、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律は付録7、同施行

令は付録8をそれぞれ参考されたい。 

 

1）非公知性 

‘公然と知られていない’とは、不特定多数の者がその情報を知っているか、また

は、知ることができる状態にないことを意味する。ただし、営業秘密を保有する者以

外の者が当該情報を知っていたとしても、保有者との間に秘密保持の義務が形成され

ている場合は、非公知状態となる。 

 

2）経済的有用性 

営業秘密として保護を受けるためには、ある情報が経済的価値を有していることを

前提とするが、これは、当該情報の使用を通じて、他社に比して経済上の利益を得る

ことができる場合や、当該情報の取得又は開発のために相当な費用や努力が必要な場

合等を意味する。 

 

3）秘密管理性 

経済的有用性を有する非公知状態の技術・経営情報であっても、営業秘密として保

護を受けるためには、当該情報保有者が秘密性の保持のために管理状態を努力して持

続していなければならない。具体的にどのような状況であれば秘密管理性が認められ

るかは、ケースバイケースで判断されることとなるが、例えば、次のような場合には、

秘密管理性が認められる可能性が高い。 

① 当該情報に接近することができる者の数を制限したり、接近者にその情報の使用・

公開を禁止する旨の秘密保持義務を課している場合 

② 当該情報に秘密である旨の表示をすることにより、それに接近することができる者

に対し営業秘密であるという事实を周知している場合 

③ 当該情報に対する接近する者を限るために、空間的・物理的に制限している場

合・・・等 

 

(3) 技術資料任置制度 

技術資料任置制度とは、大中小企業共存協力促進に関する法律第24条の2(技術資料
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任置制度)に基づいたものであって、開発機関(例えば、中小企業)と使用機関(例えば、

大企業)が取引きを行う場合、開発機関が使用機関に技術資料の一部(技術上の情報の

一部、経営上の情報)を公開する代わりに核心情報等については、大中小企業協力財団

に任置し、事前に合議した要件(開発機関の倒産など)が充たされる場合にのみ使用機

関に当該任置物を交付する制度である。 

このような技術資料任置制度は、①他の業社の模倣特許などが憂慮されて特許を出

願しない企業、②内外部関係者による技術流出が憂慮される企業、③大企業など使用

機関に必要以上に核心技術の提供の要求を受けている企業、④営業段階で使用機関に

該当の技術に対する信頼性を保障したい企業、⑤ソフトウェアなどのIT技術を政府に

納品・用役する企業などが主に利用している。この技術資料任置制度は、次のような

効果を得ることができる。 

 

① 開発機関は、使用機関に技術資料の全てを公開する必要がないため、該当技術に

よる競争力を維持することができる。 

② 仮に開発技術が外部に流出した場合であっても、技術資料任置物を利用して該当

技術の開発事实を立証することができる。 

③ 核心技術を政府が安全に保護することによって、関係者の間で技術流出に対する

マインドが向上し、技術流出を防止することができる。 

④ 技術公開を憂慮して特許を出願しなかったり、営業秘密として継続して保護を受

けたい技術について、技術資料任置制度を利用すれば安全に保護することができ

る。 

 

2.技術流出に対する事前対応 

2-1.情報の保安 

(1) 保安管理 

1）保安管理規程の制定および施行 

企業の秘密情報を効果的に管理し保護するためには、情報の保安管理に関する明文

化された規定を制定して施行しなければならない。情報の保安管理規定は、企業の情

報資産を保護するために最も基本になるものであり、規定制定時に次のような事項を

考慮しなければならない。 
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① 内容が曖昧ではならず、表現が正確であること 

② 理解しやすいこと 

③ 形式的なものではなく、具体的な实行が可能であること 

④ 内容が詳しく言及されること 

 

保安管理規定は、状況の変化に応じて周期的に改正すべきであり、改正された場合、

全ての職員にその内容を公示しなければならない。 

保安管理規定には、保安業務の分類、保安業務の組織及び機能、資産の分類と管理、

人的資源管理、施設管理および侵入防止、IT保安管理、保安規定違反者措置事項など

を規定する必要がある。保安管理規定の事例は、付録3を参照されたい。 

情報の保安管理業務は、直ちに利益につながらないため、あまり積極的に推進しな

い企業がみられるが、営業秘密として保護し、また、不正競争防止法により法的に保

護を受けるためには必須のものであるから、尐なくとも秘密情報の保安管理業務につ

いては、きちんと整備し、運営することが重要である。 

 

2）保安組織の構成および運営 

規模が大きい企業の場合、保安専門担当組織を構成して運営することが最も好まし

いが、そうでない場合、保安担当者を指定し担当者が業務を行うようにしなければな

らない。 

また、各部での長を保安責任者に任命して保安業務を行うようにし、職員の個人の

業務に保安に関連した業務内容を含める必要がある。業務上生成される主要情報に対

する取り扱い権限を明確にして、職員が業務と無関係な情報に接近することを遮断し

なければならない。 

 

3）保安監査 

保安業務の实効性を確保するために、保安状況全般に対して1年に1回以上、定期的

な監督活動を行わなければならない。この時、文書(電子文書含む)、電算機、人的資

源、資産、施設分野の情報保安活動全般に対する点検活動が要求される。また、定期

的な監督活動以外に役職員の情報保安マインド向上のために次の事項に対して随時に

保安点検活動が行われなければならない。 
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① 文書および図面放置の有無 

② 個人引出し、キャビネット、出入口の開閉装置の有無 

③ PCのDATA共有設定の有無(画面保護器、Passwordなど) 

④ 社内使用許可の電算保存媒体(ノートPC、デジタル撮影機器など)の管理現況 

⑤ 最近、重要性が大きく増大している移動式記録媒体(USBメモリなど)の管理現況 

 

(2) 資産管理 

1）資産目録(Asset  Inventory)の管理 

資産を分類し、資産別に所有状況と等級を定義し、これを文書化して年末を基準に

保有資産目録を毎年確認しなければならない。この時、部署別資産目録と会社全体の

資産目録に区分して管理することが資産管理の効率性の側面から好ましい。 

 

2）資産分類 

資産の重要性に応じて等級を区分し、所有中である全ての資産は所有者が年1回周期

的に資産の価値を検討して再分類しなければならない。 

 

① 等級分類原則 

秘密情報は内容の価値により分類し、過大評価や過小評価を行ってはならない。す

なわち、過大評価は、必要以上の制限により業務の円滑な遂行に支障を招き、逆に、

過小分類は、秘密情報に対する管理不足により、情報の流出が懸念され、また、例え

ば訴訟となった場合、営業秘密の条件を充足していないものと判断されるおそれがあ

るためである。 

企業の秘密等級分類時には、その名称や等級の分類基準によることとなるが、その

他、当該情報に係る業務の性格、保護の必要性、会社に対する寄与度などを総合的に

考慮して判断しなければならない。韓国においては、前記分類原則により資産を3等級

程度に区分することが一般的であるが、規模が大きい場合や、保護すべき資産が多い

企業の場合、1等級の機密情報をさらに‘極秘(Top Secret)’と‘秘密(Secret)’に細

分化することもある。 

 

② 等級分類の例 
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ｲ)1等級：機密情報(In-Confidence) -開発ソフトウェアソースコード、開発設計書、

製造指示書、その他顧実秘密情報等、営業秘密として保護し特定の職員のみに接

近権限を付与する情報 

ﾛ)2等級：対外秘情報(Internal Use Only) -職員には公開されるが対外的には秘密

として保持される情報 

ﾊ)3等級：一般情報(Public) -会社紹介資料、製品説明資料など外部に公開可能な情

報 

 

3）資産への接近 

特に営業秘密として保護する情報については、決められたキャビネットに施錠して

保管したり、パスワードによるアクセス制限を行い、特定の職員のみが接近できるよ

う、権限を設定する。また、その他の職員、協力企業など第三者等については、秘密

情報にアクセスできないよう、統制しなければならない。資産に対する接近権限は資

産の所有者または権限の委任を受けた特定の管理者(例：電算担当者)によって付与さ

れるようにする。 

秘密文書の閲覧時には保安担当者の承認の下、当該情報へのアクセス権限を有する

者に制限して閲覧するようにする。 

 

4）情報の外部提供及び廃棄 

仮に情報を外部に提供しなければならない場合、例えば、1等級(機密)の情報の場合

はCEOの、2等級の情報の場合は役員の事前承認なしに外部提供できないよう、きちん

と管理しなければならない。また、外部提供を決定する際には、事前に保安性の検討

を行い、また、公開内容等について、関連記録を保管、維持しなければならない。さ

らに、外部に資料を提出する場合、相手方に必ず秘密保持義務を課し、これに違反し

た場合の罰則、責任所在を明示しなければならない。 

また、秘密情報を破棄する場合も、同様に管理すると共に、破棄した後の情報流出

を防止する手段をとるべきである。例えば、秘密文書の破棄時には原型が再生されな

いように完全に消滅するように破棄し、再利用されることがないようにする。特に、

ゴミ箱に放置されたり、裏面紙として使用されないよう、管理の上破棄を行う。 
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2-2.人的資源管理(内部/外部) 

韓国政府の統計によれば、技術流出事例の80％以上が前・現職役職員によって発生

しており、最近、先端技術と関連した核心人材のスカウト競争が激しく展開している。

そのため、人材流出による情報漏えいを管理することが非常に重要である。 

核心人材の管理は、次のような保安対策施行も重要であるが、何よりも職員が知財

マインドを持ち、自ら企業の利益实現のために営業秘密などを保護する能動的な姿勢

を持ちえるよう、これまで説明した教育や、職務発明補償制度の实施等により、士気

高揚を図ることが何より重要である。 

 

(1) 新規採用者 

1)知的財産に関する契約 

使用者(会社)と従業員は、労働契約時に知財権関連の取り扱いに関する契約を締結

すべきであり、営業秘密に対する秘密保持も、必ずその中に含める必要がある。秘密

保持遵守の約定においては、在職中に知得した会社の機密を漏えいした場合、損害賠

償はもちろん民・刑事上の責任を負うという内容を明記する。また、職務発明に関す

る規定と共に、在職中に職務に関連して作成・開発した特許や論文などの知的財産に

関する権利については、対価を補償する代わりに会社に承継すること明記し、知的財

産を勝手に公開したり、営業秘密を流出させる等、法的紛争の余地を事前に遮断する。

(秘密遵守約定契約の事例は付録4参照) 

また、实行上、あるいは、法的な観点から必ずしも有効ではないかもしれないが、

競争他社への就職を一定程度制限する条項や、退職後における秘密保持義務や競業禁

止の条項も規定する必要があるだろう（後述(3)参照）。 

 

2)経歴者採用時の措置事項 

同じ業界の優れた経歴者を採用することは、別途の費用を投資せずに重要な情報を

獲得する最も簡単な方法であるが、この場合、以前の職場で秘密保持や競争他社への

就職禁止を契約又は誓約していた可能性が高く、注意しなければならない。可能であ

れば経歴者を前職の会社と同一の業務に従事しないようにすることが好ましく、また、

業務遂行に際し、前職の会社における秘密情報の使用を禁止する契約又は誓約を行う

ことで、仮に紛争が発生したとしても、企業としては、前職の会社の営業秘密を積極
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的に保護することによって紛争予防に努力した根拠を主張し得る。 

また、逆に、経歴者は、前職の会社の職員と私的な親密関係がある場合が多いため、

仮に故意ではないとしても、自社の秘密情報を提供してしまう可能性もあり、加えて、

偽装就職した可能性も排除できないことから、一定期間、勤務態度を注視する必要が

あるだろう。 

 

(2) 在職中の保安管理 

1)核心人材管理 

営業秘密の保有者や、研究開発に当たっていた人材に対しては、特に定期面談を实

施して金銭的問題・勤務条件など不満事項を把握し、競争企業への転職を事前に防ぐ

措置をとるべきであろう。また、これらの人材に対しては、人事カードに同内容を記

録し、競争他社への転職禁止や、競業禁止契約書の作成時の参考とする。競争他社へ

の転職禁止や、競業禁止契約書には転職や競業を禁止する業種、職務内容を具体的に

明記する必要があるが、この時、人事記録カードの記載内容を参考すれば効果的であ

る。 

一方、最近は、これらの契約書に署名しようとしない職員も尐なくないため、重要

プロジェクト参加、成果給の支給機会などを利用して契約書を作成、署名させること

が効果的である。 

 

2)保安教育実施 

保安業務規定や指針、社内外で発生した保安事故の事例などを知財教育の一環とし

て盛り込み、営業秘密保持や競争他社への転職に対するマインドを向上させる必要が

ある。保安教育の終了後には、確認欄に本人署名をさせたり、修了証を発給すること

によって、会社として営業秘密保持に関する相当の努力を行ってきたことを立証する

証拠の一つとして使用することができる。 

 

(3) 退職時保安管理 

1）情報返却および個人情報の削除 

個人PCおよび業務関連資料を退社時に返却するようにし、主要搬出物品に対する検

索を实施する。特に、メール、USB等記録媒体については、慎重にチェックすべきであ
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る。 

2）競争企業への就職制限 

営業秘密保有者など主要人材が一定期間以内に競争企業に転職する場合、関連法規

によって違約金の支払いを約定することができ、勤労者がこれを違反した場合、約定

に基づいて違約金を支払わなければならない。また、場合によって関連法規により退

職者及び競争企業を相手取り刑事的制裁を課すことも可能である。 

ただし、韓国における現在の判例の傾向によると就職制限期間は2年以内であり、 

就業制限期間は技術分野により異なり、例えば製品ライフサイクルが短いIT分野の場

合には、1年以内と認められるケースが多い。また、競争企業への就職を制限すること

ができる人員は、上級管理人員、上級技術人員、その他使用者の営業秘密を取得した

者に限定されるという点に留意しなければならない。 

 

3）退職後の追跡調査 

退職者に対し、インタビュー(Termination Interview)を实施し、退職後の進路につ

いて追跡調査し、営業秘密の流出がなされていないか確認する必要がある。 

 

(4) 協力企業など外部保安管理 

1）協力企業の職員における秘密保持 

まず、協力会社との間で出入りする人員を最小限に制限すると共に、出入りする人

員を登録する等の管理を行う必要がある。また、そのエリアも一定の範囲を設け、厳

しく統制する必要がある。さらに、年1回程度は協力企業を訪問し、自社の営業秘密に

対し、どのような保安管理がなされているか点検し、必要であれば対象職員に保安教

育を实施しなければならない。实際に協力企業を点検したところ、新製品モデルや設

計図面等を無断でコピーして保管しており、摘発された事例が複数あることを考慮す

べきである。 

 

2）顧客等に対する保安管理 

製品紹介・購入相談・工場見学など、顧実が営業秘密情報に触れる場合があるが、

可能な限り営業秘密情報に接近させない、取得した営業秘密については秘密保持契約

にサインしてもらう等、顧実に対しても営業秘密漏の流出防止策を講じる必要がある。 
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3）コンサルタント顧問弁護士、会計士など外部諮問人材の保安管理 

これらの者に対しては、職務上、秘密保持義務が生じる者が多いが、自社との間に

おいても秘密保持義務を課すと共に、違反時の損害賠償責任及び関連法規による民・

刑事上の処罰規定を明確に記載し、契約する必要がある。外部人材は、業務遂行上企

業秘密を知得する機会が多いにもかかわらず、会社からあまり拘束を受けていないた

め、職務上の営業秘密保持義務があるとしても、秘密漏えいのおそれが尐なくないこ

とに留意しなければならない。また、例えば、資料を提供する場合も、使用後はでき

るだけ回収したりする等の管理も必要である。 

  

2-3.電算保安管理 

 企業における種々の情報は、コンピュータにより保存、管理されることが通常であ

ると思われるが、コンピュータ上の情報は、紙による文書に比べ、流出や消失のおそ

れが高いため、一層の保管管理を充实する必要がある。 

 

1）電算室および電算資料の保安管理 

電算审は統制区域に設定管理し、維持補修などを目的として常時出入する外部職員

に対しては保安誓約書を要求する。誤認によるデータの消失や、火災・爆発のような

事故発生による消失に備えて、定期的にバックアップするようにし、バックアップ資

料は別途の安全な建物に保管する。 

 

2）コンピュータの保安管理 

個人別コンピュータにはIDおよびパスワードを設定して周期的に変更するようにし、

‘1234’などのように簡単に類推可能なパスワード使用を禁止する。また、業務に必

要のないメール、インターネットへのアクセス、プログラムの勝手なインストール等

を禁止すると共に、ワクチンプログラムを利用して一定の時間を定めて点検を实施し

なければならない。 

また、会社のコンピュータから個人用のノートパソコン等にダウンロードしたり、U

SBメモリ等記録媒体に情報を記録することを禁止し、また、これらが必要な場合も、

保安管理者の許可の上、記録可能な情報の等級を定めるべきである。 
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3） E-mail保管管理 

職員がE-mailにより自社の営業秘密を外部に流出させる事例が尐なくない。そのた

め、外部発送E-Mailのサイズを一定規模以下に制限し、これを超過する時には保安管

理者の承認を受けさせるよう措置を行う。また、E-Mailを利用した内部資料不法流出

時関連規定による処罰内容を教育しマインドを向上させることも必要である。 

 

3. 退職者の創業、競争企業への就職時の対応方案 

(1) 退職者に対する警告 

韓国においては、職員の在職中において、競争他社への一定期間の転職禁止や、競

業禁止、退職後の秘密保持等の契約を行っていたとしても、退職後、これを守らず、

競業会社を創業したり、競争企業に転職する事例が尐なくない。一方、近年、知財マ

インドが向上しつつあるため、これらの契約に違反する場合、秘密保持遵守の警告が

効果を奏することもある。そこで、退職者により営業秘密の流出が懸念される場合は、

以下のような警告文書を発することも有効である。 

警告文書を送付する場合は、後の紛争発生時に有利な証拠となるため、内容証明及

び配達証明郵便にて送付する。 

 

○○○様 

 

貴殿は、当社在職時はもちろん退職後にも秘密を保持及び保護するため、1年間競争企

業に就職又は創業しないことを誓約しました。 

それにもかかわらず、貴殿が競争企業の○○社に就職することによって当社の営業秘

密が侵害されるおそれがあるため、秘密保持契約を履行して下さいますようお願いし

ます。これが履行されなければ法的な措置を取ることになりますので、悪しからずご

協力下さいますようお願い致します。 

 

これにつきまして、○○○○年○月○日までご回答をお願い致します。 

 

20**年**月**日 

○○株式会社代表取締役○○○ 
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[退職者に対する警告文書サンプル] 

 

(2) 競争社に対する警告 

退職者と共に、退職者を採用した競争企業にも警告文書を発送することが必要であ

る。 

○○○株式会社(退職者を採用した企業) 

 

代表取締役 ○○殿 

貴社に就職した○○○は、当社に勤務したことがあり重要な営業秘密を知っているた

め、営業秘密保持のために1年間競争企業に就職しないことを誓約した者です。 

 

しかし、貴社が○○○を採用することによって当社の営業秘密が流出するおそれが深

刻となっております。したがいまして、当社退職者○○○を就職制限期間○○○○年

○○月○○日までは貴社に就職させないよう、ご協力をお願い致します。 

 

また、ご協力をいただけない場合、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第10

条等により法的な措置を取らざるを得ない場合がありますので、ご了承頂くと共に、

貴社のご意思を○○○○年○月○日までにご回答下さい。 

 

20**年**月**日 

○○○株式会社 代表取締役○○○ 

[競争企業に対する協力公文書サンプル] 

 

4. 営業秘密侵害に対する保護 

(1) 営業秘密侵害行為の類型 

不正競争防止法第2条第3号では、営業秘密の侵害行為を次の6類型に分けて限定的に

列挙している。また、この6類型は、‘不正取得と関連した営業秘密侵害行為’と‘秘

密保持義務者の不正公開関連営業秘密侵害行為’の2類型に区分することができる。 

 

1）不正取得と関連した侵害行為 
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① 営業秘密を不正取得・使用・公開する行為(同号ｲ目) 

ⅰ)窃取、欺罔、脅迫その他不正な手段で営業秘密を取得する行為 

ⅱ)その不正取得した営業秘密を使用又は公開(秘密を保持しながら特定人に知らせ

ることを含む)する行為 

 

② 不正取得された営業秘密を悪意・重過失により取得・使用・公開する行為(同号ﾛ

目) 

ⅰ)営業秘密に対して不正取得行為が介入した事实を知り又は重大な過失により知 

らずに 

ⅱ)その営業秘密を取得する行為 

ⅲ)その取得した営業秘密を使用又は公開する行為。 

 

③ 事後の悪意・重過失による使用・公開行為(同ﾊ目) 

ⅰ)営業秘密を取得した後に、その営業秘密に対して不正取得行為が介入した事实

を知り又は重大な過失により知らずに、 

ⅱ)その営業秘密を使用又は公開する行為 

 

2）不正公開と関連した侵害行為 

① 営業秘密を不正公開・使用する行為(同ﾆ目) 

ⅰ)契約関係等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がある

者が、 

ⅱ)不正な利益を得るか又はその営業秘密の保有者に損害を負わせる目的で、その

営業秘密を使用又は公開する行為 

 

② 不正公開された営業秘密を悪意・重過失により取得・使用・公開する行為(同ﾎ 

ⅰ)営業秘密が上の2)①の者により公開された事实又はそのような公開行為が介在

した事实を知り、 

ⅱ)または、そのような事实があったことを重大な過失により知らずに、 

ⅲ)その営業秘密を取得する行為、その取得した営業秘密を使用又は公開する行為 
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③ 事後の悪意・重過失による使用・公開行為(同ﾍ目) 

ⅰ)営業秘密を取得した後に、その営業秘密が2)①の規定により公開された事实又

は2)②のような公開行為が介在した事实を知り、 

ⅱ)または、そのような事实があったことを重大な過失により知らずに、 

ⅲ)その営業秘密を使用又は公開する行為 

 

(2) 不正競争防止法に基づいた営業秘密侵害行為に対する救済手段 

1）民事的救済手段 

① 禁止および予防請求権(第10条) 

ⅰ)営業秘密の保有者は、 

ⅱ)営業秘密侵害行為をするか、または、そのような行為をしようとする者に対し

て、 

ⅲ)その行為によって営業上の利益が侵害されるかまたは侵害されるおそれがある

時には、 

ⅳ)法院に対し、その行為の禁止又は予防を請求することが可能であり、 

ⅴ)さらに、侵害行為を組成した物品の廃棄、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又は予防のために必要な措置も請求可能 

 

② 損害賠償請求権(第11条) 

ⅰ)営業秘密の保有者は、 

ⅱ)故意又は過失による営業秘密侵害行為により営業上の利益が侵害された場合、

ⅲ)侵害者に対して損害賠償を請求することが可能 

 

③ 信用回復請求権(第12条) 

ⅰ)侵害行為により営業秘密保有者の営業上の信用を失墜した場合、 

ⅱ)損害賠償と共に営業上の信用回復のために必要な措置を求めることが可能 

 

2）刑事的救済手段(第18条) 

① 外国での営業秘密の使用等(同条第1項) 

ⅰ)不正な利益を得る又は企業に損害を負わせる目的で、 
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ⅱ)その企業に有用な営業秘密を外国において使用し 

ⅲ)または、外国において使用されることを知りながら取得、使用若しくは第三者

に漏らした者に対しては、 

ⅳ)10年以下の懲役又はその財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金 

 

② 不正な営業秘密の取得・使用(同条第2項) 

ⅰ)不正の利益を得る又は企業に損害を負わせる目的で、 

ⅱ)その企業に有用な営業秘密を取得、使用若しくは第三者に漏らした者に対して

は、 

ⅲ)5年以下の懲役又はその財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金 

 

③ その他不正行為(同条第3項) 

ⅰ)第2条第1号（ﾁ目及びﾘ目を除く）による不正競争行為をした者、 

ⅱ)および、第3条（国旗、国章等の使用禁止）に違反して、特定の国旗、国章等を

使用した者に対しては、 

ⅲ)3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金 

 

(3) 他の法律に基づいた営業秘密侵害行為に対する救済手段 

1）刑法による救済手段 

① 営業秘密に接近する権限がある内部者による漏えい 

ｲ)業務上秘密漏えい罪(第317条) 

特定の職業を有する者がその業務処理中に知るようになった他人の秘密を漏えいし

た時には、‘3年以下の懲役若しくは禁固10年以下の資格停止又は700万ウォン以下

の罰金に処せられる。 

 

ﾛ)横領・背任罪(第355条) 

他人の財物を保管する者がその財物を横領したり返還を拒否する場合又は他人の事

務を処理する者がその任務に違背する行為により財産上の利益を取得したり第三者

をしてこれを取得することにより本人に損害を加える場合、5年以下の懲役又は1,5

00万ウォン以下の罰金に処せられる。 
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ﾊ)業務上横領・背任罪(第356条) 

業務上の任務に違背して横領・背任罪を犯した場合、10年以下の懲役又は3千万ウ

ォン以下の罰金に処せられる。 

 

② 営業秘密に接近することができない第三者による秘密侵害 

ｲ)秘密侵害罪(第316条) 

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や封緘その他秘密

装置した者の手紙、文書または図画または電磁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った者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は500万ウォン以

下の罰金に処せられる。 

 

ﾛ)窃盗罪(第329条) 

他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処せら

れる。 

 

3）情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律による救済手段 

情報通信網によって処理若しくは保管又は伝送される他人の情報を、毀損する又は

他人の秘密を侵害・盗用若しくは漏えいした者は‘5年以下の懲役’又は‘5千万ウォ

ン以下の罰金’(第49条、第62条)に処せられる。 
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 [付録3] 保安管理規程 

第1章 総則 

第1条(目的) 

本規程は、○○○○株式会社(以下、“会社”という。)の情報資産、保安事項、営

業秘密及びその他知的財産権等を管理し保護するために必要な事項を規定することを

目的とする。 

第2条(適用範囲) 

本規程は、会社職員、外部協力企業、パートナー、その他会社に出入する全ての者

に適用する。 

第3条(定義) 

本規程で使用する用語の定義は、次のとおりである。 

①“営業秘密”とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するもので

あって、相当な努力によって秘密に保持された生産方法、販売方法、その他営業活動

に有用な技術上、又は経営上の情報をいう。 

②“情報資産”とは、“情報と情報システム”を包括した概念をいう。 

③“情報システム”とは、会社が保有しているコンピュータ、電算システム、ネッ

トワーク、ソフトウェア、各種映像媒体施設等、情報を管理するために必要な全ての

資産をいう。 

④“知的財産権”とは、文学・芸術及び科学作品、演出、芸術家の公演・音盤及び

放送、発明、科学的発見、工業デザイン・登録商標・商号等に対する保護権利と工業、

科学、文学又は芸術分野の知的活動により発生する全ての権利をいう。 

 

第2章 保安業務分類 

第4条(保安業務の分類) 

①会社の全ての情報に対して一般業務と保安業務に区分し、保安業務は、さらに一

般保安業務とシステム保安業務に区分する。 

②システム保安業務は、コンピュータ、通信網など主にコンピュータを介して進行

される情報システムに関する保安業務をいい、一般保安業務は、それ以外の全ての部

門の情報保安業務を意味する。 
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第3章 保安組織及び機能 

第5条(保安業務の組織及び機能) 

①会社は、営業秘密の保護と管理のために保安管理部署を別途に設け、一般保安業

務、システム保安業務等会社内全ての保安管理業務を総括担当する保安实務責任者を

指定する。 

②会社の保安实務責任者は、保安に関連した諸般規定及び指針などを樹立し、これ

を調整しながら営業秘密等級分類、営業秘密誓約書執行、保安教育实施、その他保安

と関連した業務を担当する。 

③保安实務責任者は、定期的に保安担当役員及び最高経営者に現況を報告し、全職

員に公示しなければならない。 

④保安部署及び保安实務責任者は、各部署長と業務共助体系を樹立し、社内主要保

安状況を共有する。 

 

第4章 資産管理 

第6条(営業秘密の分類と分類機準) 

①会社の営業秘密は、その重要度により極秘、対外秘、一般等3段階に分類する。 

②極秘とは、競争社及び対外に流出する場合、会社が莫大な損害を被る可能性があ

る以下の営業秘密をいう。 

1.知的財産権確保と関連して技術流出可能性がある営業秘密 

2.世界超一流技術製品開発と関連した営業秘密 

3.外国の技術移転の拒否により国産化が推進中である技術又は未来の技術的、経済

的価値及び成長潜在力の高い技術であって、保護する必要性が認められる営業秘密 

4.国防・安保関連技術に転用可能な営業秘密 

5.その他会社の核心営業秘密に該当する事項であると会社が判断した営業秘密 

③対外秘とは、競争社及び対外に流出する場合、会社が被害被る可能性がある営業

秘密であって、極秘に該当しないものをいう。 

④一般とは、極秘又は対外秘以外の情報をいう。 

⑤営業秘密分類は、一定期間ごとに新たに指定、変更及び解除が可能である。 

第7条(営業秘密の取扱いと管理) 

①会社は、核心営業秘密として指定されなければならない対象を選定する場合、関
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連製品の国内外市場占有率、当該分野の研究動向、技術拡散との調和等を総合的に考

慮するようにする。 

②核心営業秘密として分類される各種書類及び資料は、一般文書と分離して別途の

保安装置を設けて特別管理する。 

③各部署長は、部署内の全ての営業秘密を管理する義務と責任を有する。 

④営業秘密の性格と重要度により、使用者の接近権限を異なり設定・管理する。 

⑤使用者に対する接近権限は、使用者の入・退社、契約終了、役割調整等の理由発

生時、変更又は解除され得る。 

⑥核心営業秘密資料と主要施設装備及び資材の保護のために、これを管理する保護

区域を選定することができ、CCTV、施錠装置設置、その他出入時に必要な基準と手続

等などを設けるようにする。 

⑦極秘と対外秘等級の営業秘密を使用する場合又は搬出する場合には、必ず部署長

及び保安担当役員の事前承認を受けなければならない。 

第8条(物品の搬入・搬出) 

①会社の資産及び物品の搬入及び搬出時は、管理責任者の事前許可を受ける。 

②ノートパソコン、電算媒体等の搬入・搬出時において、使用者は、機器仕様、使

用用途、使用者情報等を作成し、管理責任者は、これを直接確認・保管する。 

③管理責任者は、会社の営業秘密保護のために物品の搬入・搬出時に使用者を検閲

することができる。 

④物品の搬入・搬出時に発生した保安事故の責任は、使用者と管理責任者が負う。 

第9条(非常対策) 

①各部署長は、部署内の主要営業秘密に対して複写本を作成し、保安管理部署との

協議上、別途の場所に保管し、定期的にこれを管理する。 

②保安实務責任者は、火災や水害等自然災害及び会社機密流出等の非常状況発生時

において、会社の被害を最小化するための関連規定及び指針を樹立し、これを全職員

に公示する。 

 

第5章 人材管理 

第10条(保安誓約書の作成) 

①全ての職員は、入退社時と年俸契約時に営業秘密保護誓約書を作成する。 



 

172 

 

②会社と相互協力関係を維持する全ての国内外企業又は個人は、毎契約締結時ごと

に営業秘密保護誓約書を作成する。 

③保安实務責任者は、特別管理が必要な業務遂行企業又はその就業者に対し、別途

の営業秘密保安誓約書を要求する。 

第11条(保安教育の実施) 

①全ての職員は、入社時に社内保安教育を受けなければならない。 

②全ての職員を対象に、年1回以上保安教育を实施する。 

③保安担当部署所属の職員は、半期1回以上保安教育を受けなければならない。 

④保安教育は、外部専門企業に委託实施することができる。 

 

第6章 システム保安管理 

第12条(コンピュータの使用) 

①会社内の全てのコンピュータ使用者は、不法ソフトウェアを使用してはならず、

不法ソフトウェア使用による全ての責任は使用者が負う。 

②会社内の全てのコンピュータ使用者は、ウイルス侵入及びハッキングを防止する

ためのソフトウェア及び各種保安ソリューションを設置し、定期的にバックアップ及

びアップデート管理をする。 

第13条(通信網の使用) 

①会社内において、会社職員が共通に使用する通信網のみを使用する。 

②保安管理部署及び管理責任者は、会社の営業秘密保護のためにインターネット上

の特定サイトへの接続を統制することができる。 

③会社内において、会社で承認したメールシステムだけを使用する。 

④外部へ文書を発送する時には、部署長及び管理責任者の事前許可を受ける。 

第14条(システム管理) 

①保安管理部署では、会社の保安システムを年1回以上定期的に点検し、結果を全役

職員に公示する。 

 

第7章 その他保安管理 

第15条(保安点検の実施) 

①会社は、年1回以上定期的に職員と各部署を対象に保安点検を实施しなければなら
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ず、必要時に特定の職員及び部署を選定して不意に点検することができる。 

②保安点検結果は、経営者に報告され、会社全体に公示されて自体的な改善活動が

行われるようにする。 

第16条(保安規定違反者措置事項) 

①保安規定を違反した職員と不注意又は過失により管理監督を正しく行うことがで

きなかった責任者又は関連者に対しては、関係法令及び別途の社規により懲戒するこ

とができる。 

②保管に関する事故の発生時、業務担当者と保安担当者等は、事件調査及び解決に

誠实に協力しなければならない。 
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[付録4] 営業秘密保護誓約書 

 

(入社者/在職者用) 

 

私は○○○○株式会社(以下、“会社”という。)に在職するに際し(休職期間を含

む。)会社の営業秘密などの保護と関連して次のとおり誓約します。 

 

私は在職中に会社の公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものであ

って、相当な努力によって秘密に保持された会社の開発、生産、販売方法及びその他

営業活動に有用な技術上又は経営上の情報(以下、“営業秘密”という。)保護と関連

した会社の各種規定を遵守し、これに対して責任を負います。 

 

私は会社の営業秘密に対して指定された業務に使用する場合を除き如何なる理由で

も使用し又は会社内外の第三者に漏えい若しくは公開しません(ただし、会社から事前

に書面による同意がある場合、会社の営業秘密保護関連規定により許容された場合は

除く)。 

 

私は接近の許可を受けていない情報や施設などには絶対に接近せず、会社の保安規

定及び指針、政策などを必ず遵守します。 

 

私は会社の営業秘密に対して指定された業務に使用する場合を除いては、複写、録

音、撮影及びその他方法による複製を一体せず、これに関する如何なる形態の写しも

個人的に保有しません(ただし、会社から事前に書面による同意がある場合、営業秘密

保護関連規定により許容された場合は除く)。 

 

私は会社に損害を及ぼすおそれがある技術その他の情報の流出防止のため会社のメ

ール統制及び検閲に同意します。 

 

私は在職中に業務と関連して独自に又は他人と共同に作成、開発、設計、考案した

技術及び情報並びにこれに準ずる産出物に関する所有権が会社にあることを認めます。 
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私は在職中に知得した会社の営業秘密が漏えいされ得る同種又は類似する企業の役

職員を兼職し、諮問し又はこれに類する協力をせず、かかる状況が発生するおそれが

ある場合、会社と事前に協議します。 

 

私は退社後においても在職中に知得した営業秘密を会社の事前同意なしに如何なる

方法でも第三者に漏えいし又は公開しません。 

 

私は在職中又は退社後においても会社が私の担当業務と関連した権利の法的措置を

取る場合、会社に積極協力します。 

 

私はこれらの事項を誠实に遵守し、上記誓約事項を違反して会社に損害を負わせた

場合には不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律、社規及びその他関連する法令

による措置を甘受することはもちろん、会社に対する損害賠償と全ての民事及び刑事

上の責任を負うことを誓約します。 

 

20 年 月 日 

上記の内容を確認し署名する。 

所 属： 

住民登録番号： 

氏名： 

○ ○ ○ ○株式会社 
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[付録6] 産業技術の流出防止及び保護に関する法律 

 

[施行2012.1.26][法律第10962号、2011.7.25一部改正] 

*）以下、仮訳であるので、詳細には原文を参照されたい。 

 

 

第1章 総 則 

第1条(目的)  

この法は、産業技術の不正な流出を防止し、産業技術を保護することによって国内産

業の競争力を強化し、国の安全保障と国民経済の発展に貢献することを目的とする。 

第2条(定義)  

この法において使用する用語の定義は、次のとおりである。<改正2011.7.25> 

1.“産業技術”とは、製品又は用役の開発・生産・普及及び使用に必要な諸般の方法な

いし技術上の情報のうち、関係中央行政機関の長が、所管分野の産業競争力の向上等

のために法律又は該当法律において委任した命令(大統領令・総理令・部令に限定する。

以下、この条で同じ。)により、指定・告示・公告・認証する次の各目のいずれかに該

当する技術をいう。 

 イ.「産業発展法」第5条による先端技術 

ロ.「租税特例制限法」第18条第2項による高度技術 

ハ.「産業技術革新促進法」第15条の2による新技術 

ニ.「戦力技術管理法」第6条の2による新技術 

ホ.「部品・素材専門企業等の育成に関する特別措置法」第19条による部品・素材技

術 

ト.「環境技術及び環境産業支援法」第7条第1項による新技術 

チ.その他の法律又は該当法律において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”とは、国内外市場において占める技術的・経済的価値が高く、又は

関連産業の成長の潜在力が高くて海外に流出される場合に、国の安全保障及び国民経

済の発展に重大な悪影響を及ぼすおそれがある産業技術であって、第9条の規定により

指定された産業技術をいう。 
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3.“国家研究開発事業”とは、「科学技術基本法」第11条の規定により、関係中央行政

機関の長が推進する研究開発事業をいう。 

第3条(国等の責務)  

①国は、産業技術の流出防止と保護に必要な総合的な施策を樹立・推進しなければな

らない。 

②国・企業・研究機関及び大学等産業技術の開発・普及及び活用に関連した全ての機

関は、この法の適用において、産業技術の研究開発者等の関連従事者等が、不当な処

遇と善意の被害を受けないようにし、産業技術及び知識の拡散と活用が制約されない

ように努力しなければならない。 

③全ての国民は、産業技術の流出防止に対する関心と認識を高め、各自の職業倫理意

識を培うために努力しなければならない。 

第4条(他の法律との関係)  

産業技術の流出防止及び保護に関しては、他の法律に特別な規定がある場合を除いて

は、この法が定めるところによる。 

 

第2章 産業技術の流出防止及び保護政策の樹立・推進 

第5条(総合計画の樹立・施行)  

①知識経済部長官は、産業技術の流出防止及び保護に関する総合計画(以下“総合計画”

という。)を樹立・施行しなければならない。<改正 2008.2.29、 2011.7.25> 

②知識経済部長官は、総合計画を樹立するにおいて、予め関係中央行政機関の長と協

議した後、第7条の規定による産業技術保護委員会の審議を経なければならない。<改

正 2008.2.29、 2011.7.25> 

③総合計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。<改正 2011.7.25> 

 1.産業技術の流出防止及び保護に関する基本目標と推進方向 

 2.産業技術の流出防止及び保護に関する段階別の目標と推進方案 

 3.産業技術の流出防止及び保護に対する広報と教育に関する事項 

 4.産業技術の流出防止及び保護の基盤構築に関する事項 

 5.産業技術の流出防止及び保護のための、技術の研究開発に関する事項 

 6.産業技術の流出防止及び保護に関する情報の収集・分析・加工と普及に関する事

項 

 7.産業技術の流出防止及び保護のための国際協力に関する事項 
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 8.その他、産業技術の流出防止及び保護のために必要な事項 

④知識経済部長官は、総合計画の樹立のために関係中央行政機関の長、及び産業技術

を保有した企業・研究機関・専門機関・大学等(以下“対象機関”という。)の長に、必

要な資料の提出を要請することができる。この場合、資料の提出の要請を受けた機関

の長は、特別な事由がない限りこれに協調しなければならない。<改正 2008.2.29、20

11.7.25> 

[題目改正 2011.7.25] 

第6条(施行計画の樹立・施行)  

①関係中央行政機関の長は、総合計画により毎年産業技術の流出防止及び保護に関す

る施行計画(以下、「施行計画」という。)を樹立・施行しなければならない。<改正 2

011.7.25> 

②施行計画の樹立・施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。 

第7条(産業技術保護委員会の設置等)  

①産業技術の流出防止及び保護に関する次の各号の事項を審議するために、国務総理

所属下に産業技術保護委員会(以下、「委員会」という。)をおく。<改正 2011.7.25> 

 1.総合計画の樹立及び施行に関する事項 

 2.第9条の規定による国家核心技術の指定・変更及び解除に関する事項  

3.第11条の規定による国家核心技術の輸出等に関する事項 

4.第11条の2による国家核心技術を保有する対象機関の海外引受・合併等に関する事

項 

5.その他産業技術の流出防止及び保護のために必要なものであって、大統領令で定

める事項 

②委員会は、委員長1人を含む25人以内の委員により構成する。この場合、委員のうち

には第3項第3号の規定に該当する者が5人以上含まれなければならない。 

③委員長は、国務総理がなり、委員は、次の各号の者がなる。<改正 2008.2.29> 

 1.関係中央行政機関の長であって、大統領令で定める者 

 2.産業技術の流出防止業務を遂行する情報捜査機関の長 

 3.産業技術の流出防止及び保護に関する学識と経験が豊富な者であって委員長が委

嘱する者 

④委員会に幹事委員1人をおき、幹事委員は、知識経済部長官がなる。<改正 2008.2.2

9> 
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⑤産業技術の流出防止及び保護に関する次の各号の事項を審議するために委員会に实

務委員会をおき、实務委員会所属により案件審議等を支援するために分野別専門委員

会をおく。<改正 2011.7.25> 

 1.委員会の審議事項に対する事前検討 

2.大統領令で定めるところにより委員会から委任された事項 

3.その他に、産業技術の流出防止及び保護のために必要な实務的事項であって、大

統領令で定める事項 

⑥その他に委員会・实務委員会及び分野別の専門委員会の構成・運営等に関して必要

な事項は、大統領令で定める。 

 

第3章 産業技術の流出防止及び管理 

第8条(保護指針の制定等)  

①知識経済部長官は、産業技術の流出を防止し、産業技術を保護するために必要な方

法・手続き等に関する指針(以下、「保護指針」という。)を、関係中央行政機関の長

と協議して制定し、これを対象機関が活用することができるようにしなければならな

い。<改正 2008.2.29、2011.7.25> 

②知識経済部長官は、産業技術の発展傾向及び国内の市場環境等を勘案して関係中央

行政機関の長と協議して保護指針を修正又は補完することができる。<改正 2008.2.29、

2011.7.25> 

 

第9条(国家核心技術の指定・変更及び解除等)  

①知識経済部長官は、関係中央行政機関の長からその所管の国家核心技術として指定

されるべき対象技術(以下、この条において「指定対象技術」という。)の通報を受け

て委員会の審議を経て国家核心技術として指定することができる。<改正 2008.2.29> 

②関係中央行政機関の長は、指定対象技術を選定するにおいて、該当技術が国家安保

及び国民経済に及ぼす波及効果、関連製品の国内外市場の占有率、該当分野の研究動

向及び技術拡散との調和等を総合的に考慮して必要最小限の範囲内において選定しな

ければならない。 

③知識経済部長官は、関係中央行政機関の長からその所管の国家核心技術の範囲又は

内容の変更若しくは指定の解除の要請を受けた場合は、委員会の審議を経て変更又は

解除することができる。<改正 2008.2.29> 
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④知識経済部長官は、第1項の規定により国家核心技術を指定し、又は第3項の規定に

より国家核心技術の範囲若しくは内容を変更又は指定を解除した場合は、これを告示

しなければならない。<改正 2008.2.29> 

⑤委員会は、第1項及び第3項の規定により国家核心技術の指定・変更又は解除に対す

る審議をするにおいて、指定対象技術を保有・管理する企業等の利害関係人の要請が

ある場合は、大統領令で定めるところにより意見を陳述する機会を与えなければなら

ない。 

⑥対象機関は該当機関が保有している技術が国家核心技術に該当するのかに対する判

定を大統領令で定めるところにより知識経済部長官に申請することができる。<新設 2

011.7.25> 

⑦第1項及び第3項の規定による国家核心技術の指定・変更及び解除の基準・手続きそ

の他必要な事項は、大統領令で定める。<改正 2011.7.25> 

第10条(国家核心技術の保護措置)  

①国家核心技術を保有・管理している対象機関の長は、保護区域の設定・出入許可又

は出入時の携帯品検査等の国家核心技術の流出を防止するための基盤構築に必要な措

置をしなければならない。 

②第1項の規定による措置に関して必要な事項は、大統領令で定める。 

③何人も正当な事由なくして第1項の保護措置を拒否・妨害又は忌避してはならない。

<新設 2009.1.30> 

第11条(国家核心技術の輸出等)  

①国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した対象機関が該当

国家核心技術を外国企業等に売却又は移転等の方法により輸出(以下、「国家核心技術

の輸出」という。)しようとする場合は、知識経済部長官の承認を得なければならない。

<改正 2008.2.29> 

②知識経済部長官は、第1項の規定による承認申請に対して、国家核心技術の輸出によ

る国家安保及び国民経済的波及効果等を検討して、関係中央行政機関の長と協議した

後、委員会の審議を経て承認することができる。<改正 2008.2.29> 

③第1項の規定により承認を得た国家核心技術が「対外貿易法」第19条第1項の技術で

ある場合は、同条第2項により許可を得たものとみなし、「防衛事業法」第30条及び第

34条の国防科学技術及び防衛産業物資の場合は、同条第57条第2項により許可を受けた

ものとみなす。この場合、知識経済部長官は事前に関係中央行政機関の長と協議をし
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なければならない。<改正 2008.2.29、2011.7.25>  

④第1項の規定による承認対象外の国家核心技術を保有・管理している対象機関が国家

核心技術の輸出をしようとする場合は、知識経済部長官に事前に申告をしなければな

らない。<改正 2008.2.29> 

⑤知識経済部長官は、第4項の申告対象である国家核心技術の輸出が国家安保に深刻な

影響を及ぼし得ると判断する場合は、関係中央行政機関の長と協議した後、委員会の

審議を経て国家核心技術の輸出中止・輸出禁止・原状回復等の措置を命ずることがで

きる。<改正2008.2.29> 

⑥第4項の申告対象国家核心技術の輸出をしようとする者は、該当国家核心技術が国家

安保と関連するか否かに対して、知識経済部長官に事前検討を申請することができる。

<改正2008.2.29> 

⑦知識経済部長官は、国家核心技術を保有した対象機関が第1項の規定による承認を得

ず、若しくは不正な方法により承認を得て国家核心技術の輸出をした場合、又は第4項

の規定による申告対象の国家核心技術を申告せず、若しくは虚偽により申告し、国家

核心技術の輸出をした場合は、情報捜査機関の長に調査を依頼し、調査結果を委員会

に報告した後、委員会の審議を経て該当の国家核心技術の輸出中止・輸出禁止・原状

回復等の措置を命ずることができる。<改正2008.2.29> 

⑧委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象機関の意見を聴取すること

ができる。 

 1.第2項の規定による承認申請に対する審議 

 2.第5項の規定による国家安保に深刻な影響を及ぼす国家核心技術の輸出中止・輸出

禁止･原状回復の審議 

 3.第7項の規定による未承認又は不正承認及び未申告、又は虚偽申告等に対する国家

核心技術の輸出中止・輸出禁止・原状回復の審議 

⑨知識経済部長官は、第1項の規定による承認又は第4項の規定による申告と関連して、

分野別専門委員会に検討させることができ、関係中央行政機関の長又は対象機関の長

に資料提出等の必要な協調を要請することができる。この場合、関係中央行政機関の

長及び対象機関の長は、特別な事由がない限りこれに協調しなければならない。<改正

2008.2.29>  

⑩第1項の承認、第4項の申告、第5項及び第7項の輸出中止・輸出禁止・原状回復等の

措置及び手続き等に関して細部的な事項は、大統領令で定める。 
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⑪第6項の規定による国家核心技術が国家安保と関連するか否かに対する事前検討の申

請に関して必要な事項は、大統領令で定める。 

第11条の2(国家核心技術を保有する対象機関の海外引受・合併等) 

①国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した対象機関が大統

領令で定める海外引受・合併、合弁投資等の外国人投資(以下、“海外引受・合併等”と

いう。)を進行しようとする場合は、知識経済部長官に予め申告しなければならない。 

②第1項の対象機関は、大統領令で定める外国人によって海外引受・合併等が進行され

ことを知るようになった場合は、遅滞なく知識経済部長官に申告しなければならない。 

③知識経済部長官は第1項及び第2項による国家核心技術の流出が国家安保に深刻な影

響を及ぼし得ると判断する場合は、関係中央行政機関の長と協議した後、委員会の審

議を経て、海外引受・合併等に対して中止・禁止・原状回復等の措置を命ずることが

できる。 

④第1項及び第2項により海外引受・合併等を進行しようとする者は、該当海外引受・

合併等と関連して、次の各号の事項に関して疑問がある時は、大統領令で定めるとこ

ろにより知識経済部長官に予め検討を受けることを申請することができる。 

1.該当国家核心技術が国家安保と関連するのか否か 

2.該当海外引受・合併等が第1項及び第2項の申告対象であるのか否か 

3.その他に該当海外引受・合併等と関連して疑問がある事項 

⑤知識経済部長官は、国家核心技術を保有した対象機関が第1項及び第2項による申告

をしない、又は虚偽若しくはその他の不正な方法により申告をして海外引受・合併等

をした場合は、情報捜査機関の長に調査を依頼し、調査結果を委員会に報告した後、

委員会の審議を経て該当海外引受・合併等に対し中止・禁止等の必要な措置を命ずる

ことができる。 

⑥委員会は次の各号のいずれかに該当する場合は、対象機関の意見を聴取することが

できる。 

1.第1項及び第2項による申告に対する審議 

2.第3項による国家安保に深刻な影響を及ぼす海外引受・合併等に対する中止・禁

止・原状回復等の審議 

3.第3項の措置による対象機関の損害に対する審議 

4.第5項による未申告又は虚偽申告等に対する海外引受・合併等の中止・禁止・原状

回復等の審議 
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⑦知識経済部長官は、第1項及び第2項による申告と関連して、分野別専門委員会に検

討させることができ、関係中央行政機関の長又は対象機関の長に資料提出等の必要な

協調を要請することができる。この場合、関係中央行政機関の長及び対象機関の長は、

特別な事由がない限り、これに協調しなければならない。 

⑧第1項及び第2項の申告、第3項及び第5項の中止・禁止・原状回復等の措置及び手続

き等に関して、細部的な事項は大統領令で定める。 

[本条新設 2011.7.25] 

第12条(国家研究開発事業の保護管理)  

対象機関の長は、産業技術と関連した国家研究開発事業を遂行する過程において開発

成果物が外部に流出しないように必要な対策を樹立・施行しなければならない。 

第13条(改善勧告) 

 ①知識経済部長官は､第10条の規定による国家核心技術の保護措置、及び第12条の規

定による国家研究開発事業の保護管理と関連して必要であると認められる場合、対象

機関の長に対して改善を勧告することができる。<改正 2011.7.25> 

②第1項の規定により改善勧告を受けた対象機関の長は、改善対策を樹立・施行し、そ

の結果を知識経済部長官に通報しなければならない。 <改正 2011.7.25> 

③知識経済部長官は、第1項により対象機関の長に改善勧告をした場合、該当改善勧告

の主要内容及び理由、対象機関の措置結果等を委員会に報告しなければならない。<新

設 2011.7.25> 

④第1項及び第2項の規定による改善勧告、及び改善対策の樹立・施行及び第3項による

委員会に報告するために必要な事項は、大統領令で定める。<改正 2011.7.25> 

第14条(産業技術の流出及び侵害行為の禁止) 

 何人も次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。<改正 2008.2.29、201

1.7.25> 

 1.窃取・欺罔・脅迫、その他の不正な方法により対象機関の産業技術を取得する行

為若しくはその取得した産業技術を使用し、又は公開(秘密を保持しながら特定人に知

らせることを含む。以下、同じ。)する行為 

 2.第34条の規定又は対象機関との契約等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受け若しくはその対象機関に損害を加える目的により流出し、そ

の流出した産業技術を使用若しくは公開し、又は第三者が使用するようにする行為  

3.第1号若しくは第2号の規定に該当する行為が介入された事实を知り、その産業技
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術を取得・使用及び公開し、又は産業技術を取得した後にその産業技術に対して第1号

若しくは第2号の規定に該当する行為が介入された事实を知り、その産業技術を使用若

しくは公開する行為 

 4.第1号若しくは第2号の規定に該当する行為が介入された事实を重大な過失により

知ることができず、その産業技術を取得・使用及び公開し、又は産業技術を取得した

後にその産業技術に対して第1号若しくは第2号の規定に該当する行為が介入された事

实を重大な過失により知ることができず、その産業技術を使用若しくは公開する行為 

 5.第11条第1項の規定による承認を得ず、又は不正な方法により承認を得て、国家核

心技術を輸出する行為 

 6.国家核心技術を外国において使用し、又は使用する目的により、第11条の2第1項

及び第2項による申告をせず、又は虚偽若しくはその他の不正な方法により申告をして、

海外引受・合併等をする行為 

7.第11条第5項・第7項及び第11条の2第3項・第5項による知識経済部長官の命令を履

行しない行為 

第14条の2(産業技術侵害行為に対する禁止請求権等) 

 ①対象機関は、産業技術侵害行為をし、又はしようとする者に対して、その行為によ

って営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合は、法院にその行為

の禁止又は予防を請求することができる。 

②対象機関が第1項による請求をする時は、侵害行為を造成した物件の廃棄、侵害行為

に提供された設備の除去、その他に侵害行為の禁止又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項により産業技術侵害行為の禁止又は予防を請求することができる権利は、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、又は侵害されるおそれがあるとの事实及び侵害行為者を知った日から3年間行

使しないときには、時効の完成により消滅する。その侵害行為が始まった日から10年

が過ぎたときもまた同じである。 

[本条新設 2011.7.25] 

第15条(産業技術の侵害申告等) 

 ①国家核心技術及び国家研究開発事業により開発した産業技術を保有した対象機関の

長は、第14条各号のいずれかに該当する行為が発生するおそれがあり、又は発生した

ときは、即時知識経済部長官及び情報捜査機関の長にその事实を申告しなければなら
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ず、必要な措置を要請することができる。<改正 2008.2.29> 

②知識経済部長官及び情報捜査機関の長は、第1項の規定による要請を受けた場合、又

は第14条による禁止行為を認知した場合は、その必要な措置をしなければならない。<

改正 2008.2.29、2011.7.25> 

 

第4章 産業技術保護の基盤構築及び産業保安技術の開発・支援等 

第16条(産業技術保護協会の設立等)  

①対象機関は、産業技術の流出防止及び保護に関する施策を効率的に推進するために、

知識経済部長官の認可を受けて産業技術保護協会(以下“協会”という。)を設立するこ

とができる。<改正 2008.2.29> 

②協会は、法人とし、その主な事務所の所在地において設立登記をすることによって

成立する。 

③設立登記外の登記を必要とする事項は、その登記後でなければ第三者に対抗するこ

とができない。 

④協会は、次の各号の業務を行う。<改正 2008.2.29、2011.7.25> 

 1.産業技術保護のための政策の開発及び協力 

 2.産業技術の海外流出関連情報の伝播 

 3.産業技術の流出防止のための相談・広報・教育・实態調査 

 4.国内外の産業技術保護関連資料の収集・分析及び発刊 

 5.第23条第1項による産業技術の保護のための支援業務 

 6.第23条の規定による産業技術紛争調停委員会の業務支援 

7.その他知識経済部長官が必要であると認めて委託し、又は協会の定款が定めた事

業 

⑤政府は、対象機関の産業技術の保護のために必要な場合は、予算の範囲内において

協会の事業遂行に必要な資金を支援することができる。 

⑥協会の事業及び監督等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 

⑦協会に関してこの法に規定された事項を除いては「民法」のうち社団法人に関する

規定を準用する。 

第17条(産業技術保護のための実態調査)  

①知識経済部長官は、必要な場合、対象機関の産業技術の保護及び管理現況に対する
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实態調査を实施することができる。<改正 2008.2.29> 

②知識経済部長官は、第1項の規定による实態調査のために産業技術を保有している対

象機関及び関連団体に対して関連資料の提出又は調査業務の遂行に必要な協力を要請

することができる。この場合、その要請を受けた者は、特別な事由がない限りこれに

応じなければならない。<改正 2008.2.29> 

③第2項の規定による实態調査の対象・範囲・方法等に関して必要な事項は、大統領令

で定める。 

第18条(国際協力)  

①政府は、産業技術の保護に関する国際協力を促進するために関連産業保安技術及び

専門人材の国際交流、産業保安技術の国際標準化並びに国際共同研究開発等に関して

必要な国際協力事業を推進することができる。 

②政府は、次の各号の事業を支援することができる。 

 1.産業保安技術及び保安産業の国際的次元の調査・研究 

 2.産業保安技術及び保安産業に関する国際的次元の人材・情報の交流 

 3.産業保安技術及び保安産業に関する国際的展示会・学術会議等の開催 

 4.その他国際的次元の対策を樹立し、推進するために必要であると認めて大統領令

が定める事業 

第19条(産業技術保護教育)  

①知識経済部長官は、産業技術の流出防止及び保護のために対象機関役・職員を対象

に教育を实施することができる。<改正 2008.2.29> 

②第1項の規定による教育の内容・期間・周期等に関する必要な事項は、大統領令で定

める。 

第20条(産業保安技術の開発支援等)  

①政府は、産業技術を保護するために産業保安技術の開発及び専門人材の養成に関す

る施策を樹立して推進することができる。 

②政府は、産業技術保護に必要な技術開発を効率的に推進するために対象機関に第1項

の規定による産業保安技術の開発等を实施させることができる。 

③政府は、第2項の規定により産業保安技術開発事業等を实施する者に、その事業に所

要される費用を出損又は補助することができる。 

④第3項の規定による出損金の支給・使用及び管理等に関して必要な事項は、大統領令

で定める。 
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第21条(産業技術保護褒賞及び保護等)  

①政府は、産業保安技術開発等の産業技術の流出防止及び保護に寄与した功が大きな

者、又はこの法の規定を違反して産業技術を海外に流出した事实を申告した者等に対

して予算の範囲内において褒賞及び褒賞金を支給することができる。<改正 2009.1.30

> 

②政府は、この法の規定を違反して産業技術を海外に流出した事实を申告した者から

要請がある場合、それに対して身辺保護等必要な措置を取らなければならない。 

③政府は、産業保安技術開発等の産業技術の流出防止及び保護に寄与した功が大きな

外国人に対して国内定着及び国籍取得を支援することができる。 

④第1項ないし第3項の規定による褒賞・褒賞金支給、身辺保護等の基準・方法及び手

続きに関して必要な事項は、大統領令で定める。 

第22条(産業技術の保護のための支援)  

①政府は、産業技術の保護を促進するために必要であると認めるときは、次の各号の

事項を対象機関等に支援することができる。<改正 2011.7.25> 

1.産業技術保安に対する諮問 

2.産業技術の保安施設を設置・運営する技術支援 

3.産業技術保護のための教育及び人材養成のための支援 

4.その他産業技術保護のために必要な事項 

②第1項の規定による支援に関して必要な事項は、大統領令で定める。 

[題目改正 2011.7.25] 

 

第5章 補 則 

第23条(産業技術紛争調停委員会)  

①産業技術の流出に対する紛争を迅速に調停するために、知識経済部長官所属下に産

業技術紛争調停委員会(以下、“調停委員会”という。)をおく。<改正 2008.2.29> 

②調停委員会は、委員長1人を含む15人以内の委員で構成する。 

③調停委員会の委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうち大統領令で定めると

ころにより知識経済部長官が任命又は委嘱する。<改正 2008.2.29> 

 1.大学若しくは公認された研究機関において副教授以上又はこれに相当する職にあ

り若しくはあった者であって、技術又は情報の保護関連分野を専攻した者 
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 2.4級又は4級相当以上の公務員又はこれに相当する公共機関の職にあり、又はあっ

た者であって産業技術流出の防止業務に関する経験がある者 

 3.産業技術の保護事業を営為している企業、又は産業技術の保護業務を遂行する団

体の役員職にある者 

 4.判事・検事又は弁護士の資格がある者 

④委員の任期は3年とするが再任することができる。 

⑤委員長は、委員のうち知識経済部長官が任命する。<改正 2008.2.29> 

第24条(調停部) ①紛争の調停を効率的に遂行するために調停委員会に5人以内の委員

により構成される調停部をおき、そのうち1人は弁護士の資格がある者とする。 

②調停委員会は、必要な場合、一部紛争に対して第1項の規定による調停部に一任して

調停をさせることができる。 

③第1項の規定による調停部の構成及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。 

第25条(委員の除斥・忌避・回避)  

①委員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該紛争調停請求事件(以下、“事

件”という。)の審議・議決において除斥される。 

 1.委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が当該事件の当事者となり、又は

当該事件に関して共同権利者若しくは義務者の関係にある場合 

 2.委員が当該事件の当事者と親族関係にあり、又はあった場合 

 3.委員が当該事件に関して証言又は鑑定をした場合 

 4.委員が当該事件に関して当事者の代理人若しくは役・職員として関与し、又は関

与していた場合 

②当事者は、委員に審議・議決の公正性を期待し難い事情がある場合は、調停委員会

に忌避申請をすることができる。この場合、調停委員会は、忌避申請が妥当であると

認めるときは、忌避の決定をしなければならない。 

③委員が、第1項又は第2項の事由に該当する場合は、自らその事件の審議・議決を回

避することができる。 

第26条(紛争の調停) 

 ①産業技術流出と関連した紛争の調停を望む者は、申請趣旨と原因を記載した調停申

請書を調停委員会に提出して紛争の調停を申請することができる。 

②第1項の規定による紛争の調停申請を受けた調停委員会は、申請を受けた日から3月

以内にこれを審査して調停案を作成しなければならない。ただし、やむを得ない事情
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がある場合は、調停委員会の議決によって1月の範囲内において期間を延長することが

できる。 

③第2項の規定による期間が経過する場合は、調停が成立されなかったものとみなす。 

第27条(資料要請等)  

①調停委員会は､紛争調停のために必要な資料を紛争当事者に要請することができる。

この場合、該当紛争当事者は正当な事由がないかぎりこれに応じなければならない。 

②調停委員会は、必要であると認められる場合は、紛争当事者又は参考人をして調停

委員会に出席させてその意見を聴くことができる。 

③調停委員会は、第1項の規定による資料要求と第2項の規定により意見陳述を聴取す

る場合非公開としなければならず、提出された資料及び聴取された意見に対しては秘

密を保持しなければならない。 

第28条(調停の効力)  

①調停委員会は、第26条第2項の規定により調停案を作成したときには、遅滞なくこれ

を各当事者に提示しなければならない。 

②第1項の規定により調停案の提示を受けた当事者は、その提示を受けた日から15日以

内にその受諾可否を調製委員会に通報しなければならない。 

③当事者が調停案を受諾したときには、調停委員会は、即時調停調書を作成しなけれ

ばならず、委員長及び各当事者は、これに記名捺印しなければならない。 

④当事者が第3項の規定により調停案を受諾し、記名捺印した場合は、該当調停調書は、

裁判上和解と同一な効力を有する。 

第29条(調停の拒否及び中止)  

①調停委員会は、紛争の性質上調停委員会において調停することが適合でないと認め、

又は当事者が不正な目的により調停を申請したものと認められる場合は、該当調停を

拒否することができる。この場合、その事由等を申請人に通報しなければならない。 

②調停委員会は、申請された調停事件に対する処理手続きを進行中に一方の当事者が

法院に訴を提起した場合は、その調停の処理を中止し、これを当事者に通知しなけれ

ばならない。 

第30条(調停の手続き等)  

紛争の調停方法・調停手続き及び調停業務の処理等に関して必要な事項は、大統領令

で定める。 

第31条(準用法律)  
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産業技術流出に関する紛争調停に関してこの法に規定がある場合を除いては、その性

質に反しないかぎり「民事調停法」の規定を準用する。 

第32条(手数料)  

①第26条第1項の規定により調停委員会に産業技術流出と関連した紛争の調停を申請す

る者は、大統領令が定めるところに従い手数料を納付しなければならない。 

②第1項の規定による手数料の金額・徴収方法・徴収手続き等に関して必要な事項は、

知識経済部令で定める。<改正 2008.2.29> 

第33条(権限の委任・委託)  

知識経済部長官は、この法による権限の一部を大統領令が定めるところに従い補助機

関・所属機関の長若しくは関係中央行政機関の長、又は関係専門機関の長に委任又は

委託することができる。<改正 2008.2.29> 

第34条(秘密保持の義務) 

 次の各号のいずれかに該当し、又は該当していた者は、その職務上知ることができた

秘密を漏えいし、又は盗用してはならない。<改正 2008.2.29、2011.7.25> 

 1.対象機関の役・職員(教授・研究員・学生を含む。) 

 2.第9条の規定により国家核心技術の指定・変更及び解除業務を遂行する者 

 3.第11条及び第11条の2により国家核心技術の輸出及び海外引受・合弁等に関する事

項を検討し、又は事前検討、調査業務を遂行する者 

 4.第15条の規定により侵害行為の受付及び防止等の業務を遂行する者 

 5.第16条第4項第3号の規定により相談業務又は实態調査に従事する者 

 6.第17条第1項の規定により産業技術の保護及び管理現況に対する实態調査業務を遂

行する者 

 7.第20条第2項の規定により産業保安技術の開発事業者に雇用されて産業保安技術研

究開発業務を遂行する者 

 8.第23条の規定により産業技術紛争調停業務を遂行する者 

 9.第33条の規定により知識経済部長官の権限の一部の委任・委託を受けて業務を遂

行する者 

第35条(罰則適用における公務員擬制)  

次の各号の業務を行う者は、「刑法」第129条ないし第132条を適用するにおいてはこ

れを公務員とみなす。<改正 2008.2.29、2011.7.25> 

 1.第9条の規定により国家核心技術の指定・変更及び解除業務を遂行する者 
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 2.第11条及び第11条の2により国家核心技術の輸出及び海外引受・合弁等に関する事

項を検討し、又は調査業務を遂行する者 

 3.第15条の規定により侵害行為の受付及び防止等の業務を遂行する者 

 4.第17条の規定により産業技術の保護及び管理現況に対する实態調査業務を遂行す

る者 

 5.第23条の規定により産業技術紛争調停業務を遂行する者 

 6.第33条の規定により知識経済部長官の権限の一部の委任・委託を受けて業務を遂

行する者 

 

第6章 罰 則 

第36条(罰則) 

 ①産業技術を外国において使用し、又は使用させる目的で第14条の各号(第4号を除

く。)のいずれかに該当する行為をした者は、10年以下の懲役又は10億ウォン以下の罰

金に処する。<改正 2008.3.14> 

②第14条の各号(第4号及び第6号は除く。)のいずれかに該当する行為をした者は、5年

以下の懲役又は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年以下の懲役又は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り得た財産は、これを没収す

る。ただし、その全部又は一部を没収することができないときには、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えいした者は、5年以下の懲役又は10年以下の資格

停止、又は5千万ウォン以下の罰金に処する。 

⑥第1項及び第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項の罪を犯す目的により予備又は陰謀を図った者は、3年以下の懲役又は3

千万ウォン以下の罰金に処する。 

②第36条第2項の罪を犯す目的により予備又は陰謀を図った者は、2年以下の懲役又は2

千万ウォン以下の罰金に処する。 

第38条(両罰規定)   
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法人の代表者又は法人又は個人の代理人、使用人、その他の従業員がその法人又は個

人の業務に関して、第36条第1項から第3項までのいずれかに該当する違反行為を行っ

たときは、その行為者を罰する以外に、その法人又は個人にも該当条文の罰金刑を科

す。ただし、法人又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

注意と監督を怠らなかった場合は、この限りでない。 

[全文改正 2008.12.26] 

第39条(過料)  

①次の各号のいずれかに該当する者は、1千万ウォン以下の過料に処する。 

1.第10条第3項を違反して国家核心技術の保護措置を拒否・妨害又は忌避した者 

2.第15条第1項の規定による産業技術侵害の申告をしなかった者 

3.第17条第2項の規定を違反して関連資料を提出せず、又は虚偽で提出した者 

②第1項の規定による過料は、大統領令が定めるところにより知識経済部長官が賦課・

徴収する。<改正 2008.2.29> 

③削除 <削除 2009.1.30> 

④削除 <削除 2009.1.30> 

⑤削除 <削除 2009.1.30> 

  

附 則 <第10962号、2011.7.25> 

 ①(施行日)この法は、公布後6月が経過した日から施行する。 

②(従前の基本計画に関する経過措置)この法施行当時、従前の規定により樹立された

産業技術の流出防止及び保護に関する基本計画は、この法により樹立された産業技術

の流出防止及び保護に関する総合計画とみなす。 

③(従前の改善勧告に関する経過措置)この法施行当時、従前の規定により産業技術保

護委員会がした改善勧告は、この法により知識経済部長官がした改善勧告とみなす。 
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[付録7] 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律 

 

[法律第11112号、2011.12.2一部改正] 

*）以下、仮訳であるので、詳細には原文を参照されたい。 

 

第 1章 総  則 

第1条(目的)  

この法は、国内に広く知らされた他人の商標・商号などを不正に使用する等の不正競

争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止し、健全な取引秩序を維持することを

目的とする。  

［全文改正 2007.12.21］ 

第2条(定義)  

この法において使用する用語の意味は、次のとおりである。<改正2011.12.2>  

 1.“不正競争行為”とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。  

 イ、国内に広く認識された他人の氏名・商号・商標・商品の容器・包装その他他人

の商品であることを表示した標識と同一若しくは類似のものを使用し、又はこのよう

なものを使用した商品を販売・頒布、若しくは輸入し・輸出して、他人の商品と混同

を生じさせる行為  

 ロ、国内に広く認識された他人の氏名・商号・標章その他他人の営業であることを

表示する標識と同一又は類似のものを使用して、他人の営業上の施設又は活動と混同

を生じさせる行為  

 ハ、イ目又はロ目の混同を生じさせる行為の外に非商業的使用など、大統領令で定

める正当な理由がないのに国内に広く認識された他人の氏名・商号・商標・商品の容

器・包装その他他人の商品若しくは営業であることを表示した標識と同一若しくは類

似のものを使用し、又はそのようなものを使用した商品を販売・頒布、若しくは輸入

し・輸出して、他人の標識の識別力や名声を損傷する行為。  

 ニ、商品若しくはその広告により、又は公衆が知り得る方法により、取引上の書類

若しくは通信に偽りの原産地の標識をし、又はそのような標識をした商品を販売・頒

布、若しくは輸入し・輸出して原産地を誤認を生じさせる行為  
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 ホ、商品若しくはその広告により、又は公衆が知り得る方法で取引上の書類若しく

は通信にその商品が生産・製造、若しくは加工された地域以外の所で生産若しくは加

工されたように誤認を生じさせる標識をし、又はそのような標識をした商品を販売・

頒布、若しくは輸入し・輸出する行為  

 ヘ、他人の商品を詐称し、商品若しくはその広告に商品の品質・内容・製造方法・

用途若しくは数量を誤認を生じさせる宠伝若しくは標識をし、又はそのような方法や

標識をもって商品を販売・頒布若しくは輸入し・輸出する行為  

 ト、次のいずれかの国に登録された商標若しくはこれと類似の商標に関する権利を

有する者の代理人若しくは代表者、又はその行為の日前1年以内に代理人若しくは代表

者であった者が、正当な事由がないのに該当商標をその商標の指定商品と同一若しく

は類似の商品に使用し、又はその商標を使用した商品を販売・頒布又は輸入し・輸出

する行為  

 (1) 「工業所有権の保護のためのパリ条約」(以下“パリ条約”という。)同盟国  

 (2) 世界貿易機関の加盟国  

 (3) 「商標法条約」の締約国  

 チ.正当な権原がない者が次のいずれかの目的により国内に広く認識された他人の氏

名・商号・商標その他の標識と同一又は類似のドメインネームを登録・保有・移転又

は使用する行為  

 (1)商標など標識に対し正当な権原がない者又は第三者に販売若しくは貸与する目的

 (2)正当な権原がある者のドメインネームの登録及び使用を妨げる目的  

 (3)その他商業的利益を得る目的  

 リ.他人が製作した商品の形態(形状・模様・色彩・光沢又はこれらを結合したもの

をいい、試作品又は商品紹介書上の形態を含む。以下同じ。)を模倣した商品を譲渡・

貸与し、そのための展示をし、又は輸入し・輸出する行為。ただし、次のいずれかに

該当する行為は除外する。  

 (1)商品の試作品製作など商品の形態が備えられた日から3年が過ぎた商品の形態を

模倣した商品を譲渡・貸与し、そのための展示をし、又は輸入し・輸出する行為  

 (2)他人が製作した商品と同種の商品(同種の商品がない場合は、その商品と機能及

び効用が同一又は類似の商品をいう。)が通常的に有する形態を模倣した商品を譲渡・

貸与し、そのための展示をし、又は輸入し・輸出する行為  

 2.“営業秘密”とは、公然と知られていない独立した経済的価値を有するものであっ
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て、相当な努力により秘密に保持された生産方法・販売方法その他の営業活動に有用

な技術上又は経営上の情報をいう。  

 3.“営業秘密侵害行為”とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。  

 イ、竊取・欺罔・脅迫その他不正な手段により営業秘密を取得する行為(以下“不正

取得行為”という。)、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは公開(秘密を保持

しながら特定人に知らせることを含む。以下同じ)する行為  

 ロ、営業秘密について不正取得行為が介在した事实を知って、若しくは重大な過失

により知らないでその営業秘密を取得する行為、又はその取得した営業秘密を使用し、

若しくは公開する行為  

 ハ、営業秘密を取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在した事实を

知って、又は重大な過失により知らないでその営業秘密を使用し、又は公開する行為  

 ニ、契約関係等により営業秘密を秘密として保持すべき義務のある者が、不正な利

益を得、又はその営業秘密の保有者に損害を与える目的でその営業秘密を使用し、又

は公開する行為  

 ホ、営業秘密がニ目により公開された事实、若しくはそのような公開行為が介在し

た事实を知って、若しくは重大な過失により知らないでその営業秘密を取得する行為、

又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは公開する行為  

 ヘ、営業秘密を取得した後、その営業秘密がニ目により公開された事实、若しくは

そのような公開行為が介在した事实を知って、又は重大な過失により知らないでその

営業秘密を使用し、又は公開する行為  

 4.“ドメインネーム”とは、インターネット上の数字からなるアドレスに該当する数

字・文字・記号又はこれらの結合をいう。  

［全文改正 2007.12.21］ 

第2条の2(不正競争防止及び営業秘密保護事業) 

 特許庁長は、不正競争行為の防止及び営業秘密保護のために、研究・教育及び広報、

不正競争防止のための情報管理システムの構築及び運営、その他大統領令で定める事

業をすることができる。 

［本条新設 2009.3.25］ 
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第 2章 不正競争行為の禁止等 

第3条(国旗・国章等の使用の禁止)  

①パリ条約同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約締約国の国旗・国章その他

の徽章又は国際機関の標識と同一若しくはこれと類似するものは商標として使用する

ことができない。ただし、該当国又は国際機関の許諾を受けた場合は、この限りでな

い。  

［全文改正 2007.12.21］ 

②パリ条約同盟国、世界貿易機関の加盟国、又は商標法条約締約国政府の監督用、又

は証明用標識と同一若しくは類似するものは商標として使用することができない。た

だし、当該国の政府の許諾を受けた場合は、この限りでない。 

［全文改正 2007.12.21］  

第3条の2(自由貿易協定により保護する地理的表示の使用禁止等)   

① 正当な権原のない者は、大韓民国が外国と両者間又は多者間により締結して発効し

た自由貿易協定により保護する地理的表示(以下、この条で“地理的表示“という。)に

ついては、第2条第1号ニ目、及びホ目の不正競争行為以外にも地理的表示で示された

場所を原産地としない商品(地理的表示を使用する商品と同一若しくは同一であると認

識される商品に限定する。)に関して、次の各号の行為をすることができない。 

1. 真正な原産地表示以外に、別に地理的表示を使用する行為 

2. 地理的表示を翻訳又は音訳して使用する行為 

3. “種類“、“類型“、“様式“又は“模造品“等の表現を伴って地理的表示を使用する行

為 

② 正当な権原のない者は、次の各号の行為をすることができない。 

1. 第1項各号に該当する方式により地理的表示を使用した商品を譲渡・引渡し、又

はこれのための展示をし若しくは輸入し・輸出する行為 

2. 第2条第1号ニ目又はホ目に該当する方式により地理的表示を使用した商品を引渡

し又はこれのために展示をする行為 

③ 第1項各号に該当する方式により商標を使用する者であって、次の各号の要件を全

て備える者は、第1項にかかわらず該当の商標をその使用する商品に使用し続けること

ができる。 

1. 国内において地理的表示の保護開始の日前から該当商標を使用していること 
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2. 第1号により商標を使用した結果、該当地理的表示の保護開始の日に国内の需要

者間にその商標が特定人の商品を表示するものであると認識されていること 

[本条新設 2011.6.30] 

第4条(不正競争行為等の差止請求権等)  

①不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第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、又は侵害されるおそれがある者は、 不正競争行為若しくは第3条

の2第1項若しくは第2項に違反する行為をし、又はしようとする者に対し法院にその行

為の禁止又は予防を請求することができる。 ＜改正2011.6.30＞ 

②第1項による請求をするときは、次の各号の措置を共に請求することができる。＜改

正2011.6.30＞ 

 1. 不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項に違反する行為を造成した物件の

廃棄 

 2. 不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項に違反する行為に提供された設備

の除去 

 3. 不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項に違反する行為の対象になったド

メインネームの登録抹消 

 4.その他不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項に違反する行為の禁止又は

予防のために必要な措置 

[全文改正2007.12.21] 

[題目改正2011.6.30] 

第5条(不正競争行為等に対する損害賠償責任） 

故意若しくは過失による不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項に違反した行

為(第2条第1号ハ目の場合は故意による不正競争行為のみをいう。)により他人の営業

上の利益を侵害して損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。＜改正2011.

6.30＞  

[全文改正2011.6.30] 

[題目改正2007.12.21]  

第6条(不正競争行為等により失墜した信用の回復)  

法院は、故意若しくは過失による不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項を違

反した行為 (第2条第1号ハ目の場合は、故意による不正競争行為のみをいう。)により

他人の営業上の信用を失墜させた者に対し、不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは



 

201 

 

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り第5条に

よる損害賠償に代え、又は損害賠償と共に営業上の信用を回復するのに必要な措置を

命ずることができる。 

[全文改正2007.12.21]  

[全文改正2011.6.30] 

第7条(不正競争行為等の調査等) 

①特許庁長、特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下、“市･道知事“とい

う。)又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)は、第2条第1号イ

目からト目までの不正競争行為又は第3条、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行

為を確認するために必要であると認めるときは、関係公務員に営業施設又は製造施設

に出入して関係書類若しくは帳簿・製品などを調査させ、又は調査に必要な最尐分量

の製品を回収して検査させることができる。＜改正2011.6.30＞   

②特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長が第1項による調査をする時は、「行

政調査基本法」第15条によりその調査が重複しないようにしなければならない。＜新

設2011.6.30＞ 

③第1項により調査等をする公務員は、その権限を表示する証票を所持し、これを関係

人に提示しなければならない。＜改正2011.6.30＞ 

[題目改正2007.12.21]   

[題目改正2011.6.30] 

第8条(違反行為の是正勧告)  

特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第2条第1号イ目からト目までの不

正競争行為又は、第3条、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為があった認めら

れるときは、その違反行為をした者に対し30日以内の期間を定めてその行為を中止、

又は標識の除去若しくは廃棄すること等、その是正に必要な勧告をすることができる。

＜改正2011.6.30＞  

 [全文改正2007.12.21] 

第9条(意見の聴取) 

特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第8条による是正勧告をするために

必要であると認めるときは、大統領令で定めるところにより当事者・利害関係人又は

参考人の意見を聴かなければならない。＜改正2011.6.30＞  

[全文改正2007.12.21]     
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第 3章 営業秘密の保護 ＜改正 2007.12.21＞ 

第10条(営業秘密侵害行為に対する差止請求権等) 

①営業秘密の保有者は、営業秘密侵害行為をし又はしようとする者に対し、その行為

により営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合は、法院にその行

為の禁止又は予防を請求することできる。  

②営業秘密の保有者が第1項による請求をする時は、侵害行為を造成した物件の廃棄、

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又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。 [全文改正2007.12.21] 

第11条(営業秘密の侵害に対する損害賠償責任)  

故意又は過失による営業秘密の侵害行為により、営業秘密保有者の営業上の利益を侵

害して損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。[全文改正2007.12.21]  

第12条(営業秘密保有者の信用回復)  

法院は、故意又は過失による営業秘密の侵害行為により、営業秘密保有者の営業上の

信用を失墜させた者に対し、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、又は損害賠償と共に営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができ

る。[全文改正2007.12.21]  

第13条(善意者に関する特例) 

①取引により営業秘密を正当に取得した者がその取引により許容された範囲において

その営業秘密を使用し、又は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項において“営業秘密を正当に取得した者”とは、第2条第3号ハ目又はヘ目におい

て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实又は営業秘密の

不正取得行為若しくは不正公開行為が介在した事实を、重大な過失により知らないで

その営業秘密を取得した者をいう。[全文改正2007.12.21]  

第14条(時効)  

第10条第1項により営業秘密侵害行為の禁止又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おいて、営業秘密の保有者がその侵害行為により

営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるという事实及び侵害行為者を

知った日から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。その侵害行為の始まっ

た日から10年を過ぎた時も亦同様である。[全文改正2007.12.21]   
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第 4章 補  則 ＜改正 2007.12.21＞ 

第14条の2(損害額の推定等)  

①不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為 、又は営業秘密侵害行

為により営業上の利益を侵害された者が第5条又は第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項若しくは第2項を違反

した行為、又は営業秘密侵害行為をさせた物件を譲渡した時は、第1号の数量に第2号

の単位数量当りの利益額を乗じた金額を、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することができた物件の数

量から、实際に販売した物件の数量を差し引いた数量に単位数量当りの利益額を乗じ

た金額を限度とする。ただし、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項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為以外の事由により販売す

ることができなかった事情がある場合は、その 不正競争行為、第3条の2第1項若しく

は第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為以外の事由により販売することができ

なかった数量に伴う金額を差し引かなければならない。＜改正2011.6.30＞ 

 1.物件の譲渡数量 

 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項若しくは第2項

を違反した行為、又は営業秘密侵害行為がなかった場合に販売することができた物件

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項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行

為により営業上の利益を侵害された者が第5条又は第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、その侵害行為により利益を受けたものがあるとき

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推定する。＜改正2011.6.30

＞  

③不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行

為により営業上の利益を侵害された者は、第5条又は第11条による損害賠償を請求する

場合、 不正競争行為、又は第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為の対象となっ

た商品等に使用された商標等、標識の使用又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、通常受けることができる金額に相当する金額を自己の損害額とし

て損害賠償を請求することができる。＜改正2011.6.30＞   
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④不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行

為による損害額が第3項による金額を超過するときは、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又は重大

な過失がなければ、法院は、損害賠償金額を算定するにおいてこれを考慮することが

できる。 ＜改正2011.6.30＞ 

⑤法院は、不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘

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るがその損害額を立証

するために必要な事实を立証することが該当事实の性質上、極めて困難な場合は、第1

項から第4項までの規定に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

な損害額を認めることができる。＜改正2011.6.30＞ [全文改正2007.12.21]   

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項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密

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、当事者の申請により、相

手方の当事者に対して該当侵害行為による損害額を算定するのに必要な資料の提出を

命ずることができる。ただし、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。＜改正2011.6.30＞  [全文改正2007.12.21]   

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項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘

密侵害行為による営業上利益の侵害に関する訴訟において、その当事者が保有した営

業秘密に対して次の各号の事由を全て疎明した場合は、その当事者の申請により決定

でもって他の当事者(法人の場合はその代表者)、当事者のために訴訟を代理する者、

その他の該当訴訟により営業秘密を知ることができ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に使用し、又はその営業秘密に関係するこの項による命令を

受けた者以外の者に公開しないことを命ずることができる。ただし、その申請時点ま

で他の当事者(法人の場合はその代表者)、当事者のために訴訟を代理する者、その他

の該当訴訟により営業秘密を知ることができた者が、第1号に規定された準備書面の閲

覧又は証拠の調査以外の方法によりその営業秘密を既に取得している場合は、この限

りでない。 

 1. 既に提出し、若しくは提出しなければならない準備書面、又は既に調査し、若し

くは調査しなければならない証拠に、営業秘密が含まれていること 

 2. 第1号の営業秘密が該当訴訟遂行以外の目的に使用され又は公開されるときは、
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当事者の営業に支障を及ぼすおそれがあり、これを防止するために営業秘密の使用又

は公開を制限する必要があること 

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載

した書面で行なわなければならない。 

 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实 

 3. 第1項各号の事由に該当する事实 

③法院は、秘密保持命令が決定された場合は、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

が発生する。 

⑤秘密保持命令の申請を棄却又は却下した裁判に対しては、即時抗告をすることがで

きる。[本条新設 2011.12.2] 

第14条の5(秘密保持命令の取消し)  

①秘密保持命令を申請した者又は秘密保持命令を受けた者は、第14条の4第1項による

要件を備えなかったり又は備えることができなくなった場合、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請することができる。 

②法院は、秘密保持命令の取消申請に対する裁判がある場合は、その決定書をその申

請をした者及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申請に対する裁判については、即時抗告をすることができる。 

④秘密保持命令を取消す裁判は、確定されて始めてその効力が発生する。 

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申請をした者又は相

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ある場合は、その者に

直ちに秘密保持命令の取消裁判をした事实を知らせなければならない。[本条新設 201

1.12.2] 

第14条の6(訴訟記録閲覧などの請求通知等)  

①秘密保持命令があった訴訟(全ての秘密保持命令が取消された訴訟は除く。)に関す

る訴訟記録について 「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

項において規定する秘密記載部分の閲覧等の請求をしたがその請求手続を該当訴訟に

おいて秘密保持命令を受けていない者が行なった場合は、法院書記官、 法院事務官、
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法院主事又は法院主事補(以下、この条において、「法院事務官等」という。)は、

「民事訴訟法」第163条第1項の申請をした当事者(その閲覧等の請求をした者は除く。

 以下、第3項において同じ。)に、その請求直後にその閲覧等の請求があったことの事

实を、知らせなければならない。 

②第1項の場合に、法院事務官等は、第1項の請求があった日から 2週間が経過するま

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

は、その申請に対する裁判が確定される時点まで。) 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等をさせてはならない。 

③第2項は、第1項の閲覧等の請求をした者に第1項の秘密記載部分の閲覧等をさせるこ

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

は、適用されない。[本条新設 2011.12.2]  

第15条(他の法律との関係) 

①｢特許法｣、｢实用新案法｣、｢デザイン保護法｣、｢商標法｣、「農産物品質管理法」又

は「水産物品質管理法」に、第2条から第6条まで、及び第18条第3項と異なる規定があ

る場合は、その法による。＜改正2011.6.30＞     

②｢独占規制及び公正取引に関する法律｣、｢表示・広告の公正化に関する法律｣又は｢刑

法｣のうち、国旗・国章に関する規定に、第2条第1号ニ目からヘ目まで、第3条から第6

条まで、及び第18条第3項と異なる規定がある場合は、その法による。[全文改正2007.

12.21] 

第16条 削除 <1998.12.31＞ 

第17条(業務の委託等) 

①削除＜2011.6.30＞ 

②特許庁長は、第2条の2による研究・教育・広報及び情報管理システムの構築・運営

に関する業務を、大統領令で定める産業財産権保護又は不正競争防止業務と関連した

法人又は団体(以下この条において“専門団体”という。)に、委託することができる。

＜新設 2009.3.25＞ 

③特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は 、第7条又は第8条もよる業務を遂

行するために必要な場合に、専門団体の支援を受けることができる。＜新設2009.3.25、

2011.6.30＞ 

④第3項による支援業務に従事する者に関しては、第7条第3項を準用する。＜新設 200

9.3.25、2011.6.30＞ 
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⑤特許庁長は、予算の範囲内において第2項による委託業務及び第3項による支援業務

に使用される費用の全部又は一部を支援することができる。＜新設2009.3.25＞ 

[題目改正2007.12.21][題目改正 2011.6.30] 

第17条の2(罰則適用における公務員の擬制) 

第17条第3項による支援業務に従事する者は、「刑法」第127条及び第129条から第132

条までの規定による罰則の適用においては公務員とみなす。 

［本条新設 2009.3.25］ 

第18条(罰則) 

①不正な利益を得、若しくは企業に損害を与える目的でその企業に有用な営業秘密を

外国で使用し、又は外国で使用されることを知りながら取得・使用若しくは第三者に

漏えいした者は、10年以下の懲役又はその財産上の利益額の2倍以上10倍以下に相当す

る罰金に処する。<改正 2009.12.30＞ 改正② 不正な利益を得、若しくは企業に損害

を与える目的でその企業に有用な営業秘密を取得・使用し、又は第三者に漏えいした

者は、5年以下の懲役又はその財産上の利得額の2倍以上10倍以下に相当する罰金に処

する。  

③次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に

処する。  

 1.第2条第1号(チ目及びリ目は除く。)によ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に該当する徽章又は標識と同一又は類似する

ものを商標として使用した者  

 イ.パリ条約同盟国、世界貿易機関会員国又は商標法条約締約国の、国旗・国章その

他の徽章  

 ロ.国際機関の標識  

 ハ.パリ条約同盟国、世界貿易機関の加盟国、又は商標法条約の締約国の政府の監督

用・証明用標識  

④第1項と第2項の懲役と罰金は、併科することができる。 [全文改正2007.12.21] 

第18条の2(未遂)  

第18条第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。[全文改正2007.12.21]  

第18条の3(予備・陰謀) 

①第18条第1項の罪を犯す目的により、予備又は陰謀した者は、3年以下の懲役又は2千

万ウォン以下の罰金に処する。  
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②第18条第2項の罪を犯す目的により予備又は陰謀した者は、2年以下の懲役又は1千万

ウォン以下の罰金に処する。[全文改正2007.12.21] 

第18条の4(秘密保持命令違反罪)  

① 国内外において、正当な事由なしに第14条の4第1項による秘密保持命令に違反した

者は、 5年以下の懲役又は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

ができない。[本条新設 2011.12.2] 

第19条(両罰規定) 

法人の代表者又は法人又は個人の代理人、使用人、その他の従業員がその法人又は個

人の業務に関して、第18条第1項から第3項までのいずれかに該当する違反行為をする

ときは、その行為者を罰する外に、その法人又は個人にも該当条文の罰金刑を科す。

ただし、法人又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

と監督を怠らなかった場合は、この限りでない。[全文改正2008.12.26] 

第20条(過料) 

①第7条第1項による関係公務員の調査・回収を拒否・妨害又は忌避した者には、2千万

ウォン以下の過料を賦課する。  

②第1項による過料は、大統領令で定めるところにより特許庁長、市・道知事又は市

長・郡守・区庁長が賦課・徴収する。＜改正2011.6.30＞      

③削除 ＜2009.12.30＞ 

④削除 ＜2009.12.30＞ 

⑤削除 ＜2009.12.30＞ 

［全文改正 2007.12.21］ 

附則 ＜第11112号、2011.12.2＞ 

 この法は、「大韓民国とアメリカ合衆国間の自由貿易協定、及び大韓民国とアメリ

カ合衆国間の自由貿易協定に関する書簡交換」が発効する日から施行する。  
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[付録8] 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律 施行令 

 

[大統領令第23153号、2011.9.22一部改正、2011.10.1施行] 

*）以下、仮訳であるので、詳細には原文を参照されたい。 

 

第1条(目的) 

この令は、｢不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律｣において委任された事項と、

その施行に必要な事項を規定することを目的とする。  

［全文改正 2009.8.18］ 

第1条の2(正当な事由) 

｢不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律｣(以下、「法」という。)第2条第1号ハ

目において“非商業的使用等大統領令で定める正当な事由”とは、次の各号のいずれ

かに該当する場合をいう。 

 1.非商業的に使用する場合 

 2.ニュース報道及びニュース論評に使用する場合 

 3.他人の氏名、商号、商標、商品の容器･包装、その他他人の商品又は営業であるこ

とを表示した標識(以下、「標識」という。)が国内に広く認識される前に、その標識

と同一又は類似の標識を使用してきた者(その承継人を含む)がこれを不正な目的なく

使用する場合 

 4.その他、該当標識の使用が公正な商取引慣行に反しないと認められる場合  

［全文改正 2009.8.18］  

第1条の3(回収物品の処理等) 

①特許庁長、特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下、“市･道知事“と

いう。)又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)は、法第7条第1

項により調査に必要な最小分量の製品を回収する時は、その製品の所有者、又は占有

者に別紙第1号書式の回収証を発給しなければならない。＜改正2011.9.22＞ 

②特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、法第7条第1項により回収した製

品を検査した結果、その製品が法第2条第1号イ目からト目までの不正競争行為、又は

法第3条、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為と関連しない場合は、回収当時

の所有者又は占有者に返さなければならない。 
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③法第7条第3項による証票は、別紙第2号書式による。＜改正2011.9.22＞  

［全文改正 2009.8.18］   

第2条(是正勧告の方法等) 

①法第8条による是正勧告は、勧告事由と是正期限を明白に記載した文書でしなければ

ならない。 

②特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第1項による是正勧告をするため

に必要であると認められる場合、又はその是正勧告の履行の要否を確認するために必

要と認められる場合は、関係公務員に現場を確認させることができる。＜改正2011.9.

22＞ 

③第2項により現場を確認する公務員は、その権限を表示する証票を持って関係人に提

示しなければならない。  

［全文改正 2009.8.18］   

第3条(意見聴取の手続き) 

①特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、法第9条により意見を聴こうとす

る場合は、意見聴取予定日10日前までに、是正勧告の相手方、利害関係人、参考人又

はその代理人に書面でその旨を通知して意見を陳述する機会を与えなければならない。

＜改正2011.9.22＞ 

②第1項による通知を受けた是正勧告の相手方、利害関係人、参考人又はその代理人は、

指定された日時に指定された場所に出席して意見を陳述し、又は書面で意見を提出す

ることができる。 

③第2項により是正勧告の相手方、利害関係人、参考人又はその代理人が出席して意見

を陳述した時は、関係公務員はその要旨を書面で作成した後、意見陳述者にその内容

を確認して署名又は捺印させなければならない。 

④第1項による通知には、正当な事由なくしてこれに従わなければ、意見を陳述する機

会を放棄したものとみなすという旨を明白に示さなくてはならない。  

［全文改正 2009.8.18］   

第4条(業務の委託等) 

①削除＜2011.9.22＞  

②削除＜2011.9.22＞ 

③法第17条第2項において“大統領令で定める産業財産権保護、又は不正競争防止業務

に関連した法人若しくは団体“とは、次の各号の法人又は団体をいう。＜改正 2011.9.
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22＞ 

 1.｢発明振興法｣により設立された韓国発明振興会 

 2.法第2条の2の業務に関する専門性があると認められる法人又は団体のうち特許庁

長が指定して告示する法人又は団体 

④法第17条第3項及び第4項による支援業務に従事する者に関しては、第2条第2項及び

第3項を準用する。＜改正 2011.9.22＞ 

⑤法第17条第5項による費用の支援を受けようとする法人又は団体は、別紙第3号書式

の不正競争防止及び営業秘密保護業務費用支援申請書に、次の各号の書類を添付して

特許庁長に提出しなければならない。この場合、特許庁長は、「電子政府法」第36条

第1項による行政情報の共同利用を通じて法人登記事項証明書(法人の場合のみ該当す

る。)を確認しなければならない。＜改正2010.5.4、2011.9.22＞ 

 1.不正競争防止及び営業秘密保護のための業務計画書 

 2.定款(法人の場合のみ該当する。) 

⑥特許庁長は、第3項第2号による法人又は団体の指定基準と手続きを定めて告示しな

ければならない。＜改正2011.9.22＞ 

［全文改正 2009.8.18］ 

［題目改正2011.9.22］  

第4条の2(共同事務の運営手続き)  

法第7条から第9条まで、及び第20条による業務の運営手続き、及び指導等に必要な詳

細事項は、特許庁長が定めて告示する。 

[本条新設 2011.9.22]   

第5条(教育) 

特許庁長は、不正競争行為防止に関する職務に従事する公務員に対して必要と認める

ときは職務教育をすることができる。  

［全文改正 2009.8.18］   

第6条(過料の賦課基準) 

法第20条第1項による過料の賦課基準は、別表の通りである。  

［全文改正 2009.8.18］ 

 

附則＜第23153号、2011.9.22＞ 

この令は2011年10月1日から施行する。 
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[付録9] 同業への転業禁止に関する判決例 

 

*）以下、仮訳であるので、詳細については、原文判決を参照されたい。 

 

事件の表示：ソウル高等法院 2002.11.23、2002(ラ)313、転業禁止等の仮処分 

判示事項：勤労者の営業秘密保持期間は制限的に解釈するべきである 

全文： 

【当事者】 

債権者 抗訴人 ○電子株式会社 

債務者 被控訴人 李○○ 

【第1審決定】 

水原地方法院城南支院 2002. 5. 8告示、2001(カ合)428 決定 

【決定告示】 

2002.12.12 

1．債権者の抗告を棄却する。 

2．抗告費用は債権者の負担とする。 

【申立の趣旨及び抗告の趣旨] 

1．債務者は2004. 9. 9まで、 

イ. 主位的にソウル江西区所在の株式会社○テック及び同社の系列社、営業所、

支店又は同社、及び同社の系列社が出資して国内外に設立する法人等に就職してはな

らない。予備的に債務者は、上記の期間まで株式会社○テック及び同社の系列社、営

業所、支店、又は同社及び同社の系列社が出資して国内外に設立する法人等のGRPS、U

MTS (W-CDMA)関連技術の開発業務及びその補助業務に従事してはならない。 

ロ. 別紙リスト記載の営業秘密(以下、この事件の営業秘密という。)を第三者に

公開し、又はこれを使用してはならない。 

 

2．債務者は、債権者のGRPS、UMTS(W-CDMA)分野の従事職員等に対して、株式会社○

テックと雇用、請負、その他の事業的関係を形成するように募集、勧誘、誘引、要請

し、又はその他の方法でこれを助長してはならない。 
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3．債務者が上記の1のイ項を違反する場合は、その違反行為1日当り1億ウォンずつ、

上記の1のロ項を違反する場合は、その違反行為1件当り10億ウォンずつを債権者に支

給せよ。 

 

4．執行官は、上記の各命令の趣旨を適切な方法によって公示しなければならない。 

 

1．基礎事实 

記録及び審問全体の趣旨によると、次のような事实が認められる。 

イ. 債権者は、電子電気機械器具及び関連機器と部品の製作等を目的とする会社で

あって、無線端末機(CDMA/GSM)部分において、国内は勿論世界的に屈指の企業であり、

申立外の株式会社○テック(以下、○テックという。)は、電子機器、通信機械器具と

附属品の製造加工及び販売業等を事業目的とし、現在M社との戦略的提携を結んで主に

移動通信端末機を生産、販売する会社であって、債権者とは移動通信端末機市場にお

いて互いに競争関係にある。 

ロ. 債務者は、○○大学校工科大学電気工学科を卒業し、1977.9.12頃債権者に入社

して勤務し、継続して情報通信分野(無線端末機部門)の研究開発部門で働いて来てお

り、1993.3理事に昇進し、1996.5頃から1997.12頃まで債権者の無線開発チームのGSM

端末機開発チーム長を担当し、いわゆる‘Anycall神話’を創造した功労を認められ、

1998.1常務に、1999.2専務にスピード昇進し、1998.1から2000.5.31まで移動通信端末

機(CDMA、GSM)開発チーム長として勤務し、無線開発チームの研究と製品開発業務全体

を総括管理して来た。 

ハ. 一方、債務者は、平素自分の直属の上司であると同時に上記の無線開発チーム

が属する無線事業部の副社長として在職していた申立外李△△と自分に対する不当な

勤務評定、褒賞金の支給等の差別待遇の問題により葛藤を経験して来ており(李△△が

債務者に対してB以下の勤務評定をしたが、当時の情報通信事業部門の総括社長がAnyc

all神話の創造者に対して不適切であるとし、評定をAに訂正した。)、2000.1.19付で

实施された債権者の役員人事において、李△△が情報通信事業部門の総括社長に昇進

することによって空席となった無線事業部長の席に当然債務者が昇進するものと予想

したが、实際には、李△△が無線事業部長を兼任するとの人事発表がなされ、ちょう

ど国内にベンチャー事業の熱風が吹いている上に、債務者に対して低い評価をする李

△△総括社長体制の下では、自分はこれ以上希望がないものと判断し、2000.3.29頃債
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権者の人事担当者に退職の意思を明らかにした後、出勤せずに、同年6. 1頃○テック

の社長に転職した。 

ニ. ここに債権者は、債務者に対して水原地方法院2000(カ合)253号により転職禁止

約定及び営業秘密侵害防止請求権に基づいて、○テックへの転業禁止及び営業秘密侵

害禁止を求める仮処分申請をしたところ、上記の裁判進行中であった2000.7頃、債権

者と債務者間に、債務者は、債権者に復帰し、債権者は、上記の仮処分申請を取下げ

ることとする内容の合意が成立し、債務者は、債権者の勧めによって現業に復帰しな

いまま、2000.8.3から2001.7.23まで約1年間、米国スタンフォード大学と債権者の協

力により開設した研究過程である‘Stanford Asia Pacific Research Center’企業提

携プログラム(corporate affiliates program)において実員研究員(visiting fellow)

の資格で米国人等の政治、経済、社会、文化に対する体験と、シリコンバレー所在の

企業を探訪する内容の研修を受けた。 

ホ. ところが、帰国が近い2001.6頃、債権者から帰国後には債務者が長期間勤務し

てきた情報通信分野でなく、半導体分野を主に研究するSOC(System On a Chip)の研究

所長、又は□□大学の教授に行くか、米国において引き続き研修せよとの連絡を受け

ると、 債務者は、債権者にこれ以上勤務することはできないと判断し、2001.8.10債

権者に辞職届を提出し、2001.9.1再度○テックに転職して現在まで社長として勤務し、

GSM、CDMA等の移動通信端末機製品研究、及び開発業務等を総括している。 

ヘ. 一方、債務者は、米国での研修を準備中であった2000.7月頃、債権者の盧○○

専務を通じて5億ウォンを受け取り、上記の金銭を自分の義父の名義で2億ウォン、妻

名義で3億ウォンを預金していたが、この事件の第1回審問期日直後の2001.11.3に上記

5億ウォンを引き出して同月16日、債権者宛に供託した。 

ト. 一方、債務者が債権者において従事していた無線端末機の開発過程を考察する

と、新たな移動通信端末機を開発するためには、先ず先行研究開発に着手することに

なるが、先行研究開発は、おおむね、商品構成段階、商品企画及び標準化段階、設計

検証段階、量産検証段階の順に進行することになり、このような先行研究開発が完了

した後、モデル端末機が製作され、その先行研究開発過程において得られた結果及び

上記のモデル端末機を基礎として、商品化開発段階に移ることになり、さらに、商品

化開発段階は、先行研究開発段階とほぼ類似する過程を経ることになるが、内部及び

外部検証機関を通じて標準より苛酷な条件で試験する過程が追加されることになる。 

現在、全世界の無線移動端末機市場は、GSM方式(ヨーロッパ式)と、CDMA方式(南北米
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式)に二分されており、GSM方式(2世代)はGRPS方式(2.5世代)、UMTS(W-CDMA)方式(3世

代)に、CDMA方式(2世代)はCDMA 1X方式(2.5世代)、IMT2000方式(3世代)に各々発展し

ているが、債権者は1996年末頃からGRPS移動通信端末機の先行研究開発を始めた後、1

999年頃から本格的にこれを進行して、2000年末頃先行研究開発を完了し、2001.5頃上

記端末機を発売し、一方、UMTS(W-CDMA)移動通信端末機に関しては、1998年末頃から

先行研究開発を開始して、現在進行中にあり、2002年内にモデル端末機が完成し、200

5年頃商用化されるものと予想されている。 

一方、現在、国内同業社は、債権者以外に、○○電子、セ○テレコムにおいて2002年

初頃からGRPS移動通信端末機を生産してヨーロッパ市場にこれを販売しており、債務

者が○テックに1次転職した2000.6.1頃、GRPS移動通信端末機に関する債権者の先行研

究開発は、量産検証段階にあり、UMTS(W-CDMA)移動通信端末機に関する先行研究開発

は、設計検証段階が進行される頃であったところ、債務者は、当時債権者の工学徒出

身の無線開発チーム長としてGRPS及びUMTS(W-CDMA)移動通信端末機開発を総括した関

係により、上記の先行研究開発と係わるこの事件の営業秘密に関して週間及び分期報

告、課題点検会議、随時報告等を通じてこれに接していた。 

チ. 上記のGRPS及びUMTS(W-CDMA)移動通信端末機開発のような事業は、多くの研究費

用及び研究人材を投入して長年の期間研究、開発を行い、又は多くの費用をかけて技

術導入をしなければならない高次元の情報通信技術であって、債権者は、上記の営業

秘密を保護するために関連文書等を対外秘として分類するなど厳格に管理しており、

無線開発チームに属する役職員等技術人材に対して営業秘密保護誓約書等を徴求する

方法によりこれを保護している。 

 

2．債権者の主張に対する判断 

イ. 転業禁止申立 

(1) 債権者は、①債権者は、技術人材に対して何人も例外なく競業禁止約定が含まれ

た営業秘密保護誓約を受けているが、債務者もまた2000.3頃、債権者の電算システム

において営業秘密保護誓約書に同意しており、②債務者を相手方として提起した上記

の転業禁止仮処分申請事件の進行中に、債権者と債務者は、債務者が債権者に復帰し、

○テックに転職しない代わりに債権者は上記の申請を取下げ、債務者が○テックから

スカウト費の名目で支給を受けて消費してしまった金銭を返還するのに必要な5億ウォ

ン(税金を含めれば約8億9000万ウォン)を特別インセンティブの名目で支給する以外に、
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債務者の海外研修費用を支給することと約定し、③債権者が毎年定期的、不定期的に

核心技術人材等に特別インセンティブを支給しつつ徴求する約定書には、転職禁止及

び営業秘密保持条項が含まれているところ、債務者も上記の特別インセンティブ 5億

ウォン等の支給を受けることにより、債権者と上記の転職禁止及び営業秘密保持約定

をしたと認めるべきであるだけでなく、④上記の約定でないとしても、債務者が転職

した○テックは、専ら移動通信端末機事業のみを営為して債権者と直接的な競争関係

にあるので、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下、不正競争防止法とい

う。)第10条の規定により、債務者が債権者の役職員として在職して知得したこの事件

の営業秘密の保護のために、債務者は、主位的に○テック及び同社の系列社、営業所、

支店、又は同社及び同社の系列社が出資して国内外に設立する法人、予備的に○テッ

ク及び同社の系列社等のGRPS、UMTS(W-CDMA)無線端末機関連技術の開発業務及びその

補助業務に従事することが禁じられるのであって、その禁止期間は、債務者が債権者

の最高の核心技術人材として債権者の核心営業秘密を大部分知得している点、○テッ

クは全面的に無線端末機事業に依存する企業であって、事業発展において先進企業の

営業秘密を必要とするという点、債務者が2000年度仮処分申請取下げ後、再び○テッ

クに転職した点等を考慮すれば、退職後3年となる2004.9.9まですべきであると主張す

る。 

 

(2) 判断 

(イ) 上記の①項の主張 

考察するに、競業禁止約定は、勤労者が使用者と競争関係にある企業に就職したり

自ら競争業社を設立、運営する等の競争行為をしないことを内容とするものであって、

職業選択の自由を直接的に制限するだけでなく、自由な競争を阻害して一般消費者の

利益を害するおそれも尐なくなく、特に、退職後の競争企業への転業禁止約定は、勤

労者の生計とも直接的な連関があるので、使用者と勤労者間に競業禁止の約定がある

か否かに関しては、これを厳格に判断しなければならないところ、訴甲第5、23号証の

各記載、第1審参考人盧○○、李△△、ジョ○○の各陳述によると、債権者は、技術人

材に対して電算システムで競業禁止約定が含まれた営業秘密保護誓約書(訴甲第5号証)

を徴求している事实、及びの上記誓約書に不動文字で"本人は、業務遂行中又は業務に

関して取得する営業秘密を、指定された業務に使用される場合を除いては、いかなる

方法によっても会社内外の第三者に漏えいし、又は公開しません"(第2項)、"本人は、
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本人の業務が会社の営業秘密と密接な関連があることを勘案し、会社の営業秘密保護

のために尐なくとも退職日から1年間は会社の事前同意なくしては退職日現在会社が生

産している製品と同一若しくは類似する製品を生産する業社を自ら創業し、又はかか

る業社に就職しません"(第10項)との文言が記載している事实は認められるが、上記の

各証拠だけでは、債務者が債権者に辞意を表明する頃である2000.3頃において債務者

との間に上記のような競業禁止約定が含まれた営業秘密保護約定を結んだとみなすに

は不足し、他にこれを証明する資料もない(訴甲第5号証に債務者の署名又は捺印がな

い。)。 

(ロ) 上記の②項の主張 

考察するに、上記の1.のヘ項の事实関係に照らせば、債権者の主張のように債務者

が○テックからスカウト費の名目で支給を受けて消費してしまった金銭を返還するの

に必要であるとして5億ウォンを要求したとは認められず、上記の参考人等の各陳述の

みでは債務者が○テックに転職しないとの約定をして債権者から上記の5億ウォン及び

海外研修経費の支給を受けたと認めるには不足であり、他にこれを証明する資料もな

い(むしろ訴乙第8号証の記載及び上記の参考人ジョ○○の一部陳述によると、上記の5

億ウォンは、債務者がその間受け取ることができなかった特別褒賞金と、債権者の勧

誘によって不本意ながら米国で1年間無線端末機研究と特に関係ない分野で研修を受け

るようになったことに対する慰労金の性格を持つように見える。)。 

(ハ)上記の③項の主張 

考察するに、訴甲第9号証の1、2の各記載、及び上記の参考人盧○○、李△△、ジョ

○○の各陳述によると、債権者が役員等に特別インセンティブを支給するにおいて徴

求する特別インセンティブ支給約定書(訴甲第9号証の1、2)には、特別インセンティブ

受恵期間中、退職時には1年以内の競争社又は同種企業への就業禁止及び営業秘密保持

条項が不動文字で記載されている事实は認められるが、上記の各証拠のみでは債務者

が上記5億ウォン等の支給を受けた時点で債権者主張のような約定をしたと認めるには

不足であり、他にこれを証明する資料もない(訴甲第9号証の1、2に債務者の署名又は

捺印がない。)。 

(ニ) 上記の④項の主張 

考察するに、営業秘密の保有者は、不正競争防止法第10条第1項により営業秘密侵害

行為をし、又はしようとする者に対して、その行為により営業上の利益が侵害され、

又は侵害されるおそれがある時には、法院にその行為の禁止又は予防を請求すること



 

218 

 

ができ、同条第2項により営業秘密侵害行為の禁止又は予防を請求しつつ侵害行為を形

成した物件の廃棄、 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又は予

防のために必要な措置を共に請求することができ、この事件の営業秘密のうち債務者

が債権者において勤務して知得した営業秘密として、上記法により保護される営業秘

密に該当するものがあることは、以下での考察のとおりであるが、この事件の場合の

ように当事者間に具体的な転職禁止約定の存在が認められない場合においては、勤労

者に対する転職禁止申請が憲法上保障された勤労者の職業選択の自由を必然的に制限

する側面があることに照らせば、原則的に上記の法規定のみを根拠として、債務者に

対して○テックへの転職禁止を求めることはできないとするものである。 

また、仮に債権者の主張のように営業秘密の保護のために上記の法規定により債務

者に○テックへの転職禁止を求めることができるとしても、上述で考察したところに

よると、 債権者は、役職員等に営業秘密保護誓約書、特別インセンティブ支給約定書

等を徴求するにおいて、自らの転職禁止期間を退職日から1年間と定めており、また、

GPRS、UMTS(W-CDMA)無線端末機製造技術は、非常に急速に発展していることに照らせ

ば、債権者としては、債務者に対しても1年の転職禁止期間であれば充分に債権者の営

業秘密保護という目的を達成することができるとみなすことが相当であるものである。

ところが、この事件においては、債務者は、前述したところのように、2000.3.29頃債

権者に辞意を表明した後には、米国研修を終えた後、再度○テックに転業するまで債

権者に出勤せず、研究開発業務から外れていただけでなく、米国研修期間に受けた研

修内容も、債務者が債権者の役職員として従事した業務内容とは特に関連がなかった

点等に照らし、営業秘密保護のための上記の1年間の転職禁止期間を算定するにおいて

は、債務者が○テックに2回目の転職をした2001.9.1頃でなく、債務者が实際に債権者

における研究開発業務から離脱した2000.3.29頃から起算することが相当であるとする

ものであり、債務者が○テックに2回目の転職をした2001.9.1には、当該起算日から1

年が経過し転職禁止期間が経過している以上、債権者は、これ以上上記の不正競争防

止法規定によっても、債務者に○テック及びその系列社等への転職及び上記の会社に

おいてGPRS、UMTS(W-CDMA)無線端末機関連技術の開発業務、及びその補助業務に従事

しないことを求めることはできないとするものである。 

(ホ) 小結 

したがって、債権者の上記の部分の申立は、全て理由がない。 
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ロ．営業秘密の侵害禁止申立 

(1) 債権者は、債務者が債権者の情報通信分野において無線端末機研究及び開発業

務に従事し、この事件の営業秘密を知得したが、債務者が債権者と直接的な競争関係

にある○テックに転業することにより、この事件の営業秘密が○テックに流出するお

それがあり、この場合、その被害が甚大なだけでなく、侵害された営業秘密を回収す

ることも困難であると主張し、債務者に対して当該営業秘密を第三者に公開し、又は

これを使用しないことを求める。 

考察するに、不正競争防止法第2条2号の営業秘密とは、公然と知られておらず、独立

した経済的価値を有するものであって、相当な努力により秘密に保持された、生産方

法、販売方法、その他の営業活動に有用な技術上又は経営上の情報をいうものである

ところ、前述の事实関係によると、この事件の営業秘密は、非公知性、経済性、秘密

保持性、情報性の要件を備えたものであると認めることが相当であるので、上記の営

業秘密は、不正競争防止法所定の保護の対象となる営業秘密に該当するとするもので

あり、債務者が無線端末機市場において債権者と競争関係にある○テックの社長に転

職して、債務者が債権者から従前に担当していたGPRSM、UMTS(W-CDMA)無線端末機の研

究開発及び生産、販売等の業務と類似する職務を統括することになった以上、これに

より債権者のこの事件に関する営業秘密が侵害されるおそれもまた存在するものとす

べきであって、この事件の営業秘密の保有者である債権者は、上記の営業秘密の侵害

を予防するために、債務者に対して上記の営業秘密を第三者に公開し、又はこれを使

用しないことを求めることができるとするものである(債務者は、この事件の営業秘密

の内容が特定できないので、この申立が不適切であるとの趣旨を主張するが、営業秘

密の保有者が保護を受けようとする営業秘密の内容を全て具体的に詳細に記載するこ

とを要求することは、営業秘密の保護の観点から酷であるばかりでなく、また当該営

業秘密を債務者が1998.1.1から2000.3.29まで債権者の無線事業部開発チーム長として

移動通信端末機の開発業務に従事して知得した事項に制限している以上、この事件の

営業秘密は、特定されたとするべきであるので、上記の主張は受け入れることが困難

である。)。 

(2) 債務者は、この事件の営業秘密等は既に公知のものとなり、又は○テックが自

体開発若しくはUMTS(W-CDMA)無線端末機専門業者である日本のY社との技術導入契約等

を通じて、○テックもまた既に取得した情報に過ぎず、上記の営業秘密等は、不正競

争防止法によって保護される営業秘密に該当すると認めることは困難であるとの趣旨
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を主張するが、訴乙第13号証の25乃至29、訴乙第42号証の1乃至3、訴乙第43号証の1、

2、訴乙第44、45号証、訴乙第46号証の1、2、訴乙第47乃至49号証、訴乙第50号証の1

乃至3、訴乙第51号証の各記載だけでは、この事件の営業秘密等が全て公開され、又は

○テックに既に知られていたと認めるには足らず、他にこれを証明するに足る証拠も

不足するので、上記の主張には理由がない。 

(3) 禁止期間 

さらに、侵害禁止期間に関して考察するに、営業秘密が不正競争防止法により保護

される時間的範囲は、侵害行為者が侵害行為によって公正な競争者より有利な出発、

時間節約という不当な利益を得ることができないようにすることによって、公正かつ

自由な競争を保障するために必要な時間的範囲内に制限されなければならず、その範

囲を定めるにおいては、営業秘密である情報の内容、営業秘密保有者のその情報取得

に所要された期間と費用、営業秘密の保持に傾けた努力と方法、侵害者等又は他の公

正な競争者が、独自的な開発又は逆設計のような合法的な方法によりその技術情報を

取得するのに必要な時間、侵害者が従業員の場合は、使用者との関係において勤務期

間、担当業務又は職責、営業秘密への接近程度、営業秘密保護に関する内規又は約定、

従業員であった者の生計活動、及び職業選択の自由と営業活動の自由、知的財産権の

一種として存続期間が決まっている特許権等の保護機関との比較、その他審問で示さ

れた当事者の人的、物的施設等を考慮して合理的に決定するべきである。 

ところが、上述の事实関係によると、債権者は、その役職員等に対する転職禁止期間

を退職日から1年間と制限しているところ、債権者が1年間の転職禁止規定を置いた趣

旨もまた債権者の営業秘密を保護するための目的によるものであるという点、債務者

が○テックに2回にわたり転職したものの、債権者の役職員として担当していた業務に

関連する文書又はコンピュータファイル、磁気ファイル、フィルム等の有体物を全く

持ちださなかった点、債務者が2001.9から現在まで○テックにおいて勤務しているに

も関わらず、債権者の当該営業秘密を侵害する行為については何らの疎明がない点、G

PRS、UMTS(W-CDMA)無線端末機の製造技術は、非常に急速に発展する過程にある点、勤

労者の退職後の営業秘密保持期間を長期間に定める場合、経済的弱者である勤労者の

職業選択の自由、及び営業の自由を制限して競争の制限による不当な独占状態をもた

らす可能性がある点等、この事件の裁判において示された諸般の事情を総合してみれ

ば、債務者のこの事件の営業秘密の使用又は公開禁止期間もまた、上記の転職禁止期

間と同一の2000.3.29頃から2001.3.28頃までの1年間と定めることが合理的であるとこ
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ろ、債務者が○テックに2回目に転職した2001.9. 1には上記の期間が経過して、債権

者の債務者に対する上記の営業秘密の公開、及び使用禁止請求権は消滅したとするべ

きものであり、債権者の上記の主張もまた、理由がないとするものである。 

ハ. ○テックとの雇用等、事業的関係形成の助長禁止申立 

債権者は、現在、移動通信端末機製造業社等の間で技術競争が熾烈なGPRS、UMTS(W-

CDMA)分野の端末機開発人材の数が非常に尐なく、各競争業社等は、上級な人材を確保

するために熾烈なスカウト競争をしているところ、債務者が転職した○テックが過去

から自身の技術人材を育成せず、競争社の技術人材のスカウトを通じて社の成長を拡

張させて来たことに照らすと、債務者が債権者のGPRS、UMTS(W-CDMA)分野の職員等を

○テックにスカウトするおそれがあると主張し、これを予防するために、債務者に対

して当該分野の職員等に対して○テックと雇用、請負、その他の事業的関係を形成す

べく、募集、勧誘、誘引、要請、その他の方法により、これを助長しないことを求め

る。 

考察するに、債務者が現在まで、債権者のGPRS、UMTS(W-CDMA)分野の職員等に対し

て○テックと雇用、請負等の事業的関係を形成するように募集、勧誘したことを認め

るに足る何らの証拠がない以上、債務者に○テックへの上記の転業禁止、及び営業秘

密公開及び使用禁止を求めることとは別途に、○テックとの事業的関係形成の助長禁

止を求めることは、債務者に憲法上保障された行動の自由を過度に制限するものであ

り不当であるとするものであるので、この部分の申立もまた、理由がない。 

 

3．結論 

したがって、この事件は、申立を認めるに足る証拠が不足し理由がないので、これを

棄却するところ、第1審決定は、これと結論を同じくして正当であるので、債権者の抗

告は理由がなく、これを棄却することにして主文のとおり決定する。
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