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5. 営業秘密の保護 

(1) 営業秘密の概念及び要件 

営業秘密法における「営業秘密」とは、方法、技術、製造工程、調合、プログラ

ム、設計、又はその他の生産、販売又は経営に用いられる情報であり、且つ次の要

件に合致するものをいう(営業秘密法第 2 条)。 

① 当該情報に関わる人が一般的に知り得るものではないもの 

台湾の判決において、営業秘密の範囲は生産技術に限らず、管理、販売、生産、

市場、財務に関する情報も含み、また商業経済の価値の有無、競争に使用する可能

性の有無、及び会社の人材関係資源に属するものであるか否かが判断される。また、

当該情報は、公知の程度に至らなくても、当該情報に関わる人が一般的に知り得る

ものである場合、営業秘密法により、これを特別保護する必要がない。 

②その秘密性のため、実際に又は潜在的に経済的な価値を有するもの 

営業秘密性は、実際に又は潜在的に経済的な価値を有する他、情報所有者は客観

的な一定行為により、当該情報を秘密として保持する意思について他人に了解させ

るという秘密性を有しなければならない。また、台湾の判決において、その秘密性

のため、事業がより高い競争力を維持することができる場合、当該情報がその所有

者にとって経済価値を有している営業秘密だと認められる、という見解が示された。

(台湾知財裁判所 99 年民専訴第 65 号判決) 

③保有者が既に合理的な秘密保護措置を取っているもの 

合理的な秘密保護措置とは、客観的に判断して、一般人が正当な方法により、容易

に当該情報を知り得ることができないようにする措置をいう。判決には、保管場所を

ロックすること、パスワートの設定、情報に接触する人員の規制、秘密保持義務契約

の締結の有無などの内部情報管理規制以外に、会社入出管理規制の措置を講じるか否

かについても挙げられている。 

(2) 営業秘密侵害行為の類型 

営業秘密侵害行為については、基本的には営業秘密法で対応するが、侵害者の身

分又は特定の侵害行為により、営業秘密法以外に、公平交易法(日本の独占禁止法及

び不正競争防止法を含む。)及び刑法で同時に対応することも可能である。 

①営業秘密法に規定された営業秘密侵害行為の類型 

A.  不正な手段により営業秘密を取得する行為(営業秘密法第 10 条第 1 項第 1 号) 
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不正な手段とは、窃取、詐欺、脅迫、賄賂、許可なき複製、秘密保持義務違反、他

人を誘引し秘密保持義務に違反させる行為、又はその他の類似手段をいう(営業秘密

法第 10 条第 2 項)。 

B. それが前号に該当する営業秘密であることを知って、又は重大な過失によりその

ことを知らず、その営業秘密を取得し、使用又は漏洩する行為(営業秘密法第 10 条

第 1 項第 2 号) 

営業秘密を取得、使用、漏洩する際に、当該営業秘密に不正行為が介入した事実に

ついて、すでに知っており、若しくは重大な過失により知らないことを規制する。ま

た、ここでの故意若しくは重大過失の立証責任は営業秘密所有者が負うものとする。 

C. 営業秘密を取得した後に、それが同項第 1 号の営業秘密であることを知って、又

は重大な過失により知らず、それを使用又は漏洩する行為(営業秘密法第 10 条第 1

項第 3 号) 

営業秘密に対して不正行為が介入したことについて、取得後に初めて知った、若し

くは重大過失により知らない場合を規制する。 

D. 法律行為によって取得した営業秘密を不正な手段で使用又は漏洩する行為(営業

秘密法第 10 条第 1 項第 4 号) 

契約関係などの法律行為によって取得した営業秘密を秘密保持義務の違反など不

正な手段で使用又は漏洩することをいう。 

E.  法令により営業秘密を守る義務がありながら、それを使用又は正当な理由なく漏

洩する行為(営業秘密法第 10 条第 1 項第 5 号) 

公務員、弁護人又は仲裁人など法令により営業秘密を守る義務を有する者が営業秘

密を使用又は正当な理由なく漏洩することをいう。 

②公平交易法に規定された営業秘密侵害行為の類型 

脅迫、利益で誘引、又はその他不正な方法をもって、他の事業者の生産販売上の秘

密、取引相手の情報、又はその他関連技術上の秘密を取得する行為により、競争を制

限する又は公正な競争を阻害するおそれがある場合は、公平交易法で対応することも

可能である(公平交易法第 19 条第 5 号) 
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③刑法に規定された営業秘密侵害行為の類型 

不正行為を行う者が一定の身分(例えば公務員、弁護士、会計士、雇用者)を有する

か､若しくは特定の不正行為によって営業秘密を漏洩する場合は、刑法で対応するこ

とも可能である。関連する刑法の条文は以下のとおりである： 

A. 刑法第 132 条 

公務員が台湾の国防関係以外の秘密にすべき文書、図画、情報又は物品を漏洩又は

交付したときは、3 年以下の懲役に処する。 

過失によって前項の罪を犯した者は、一年以下の懲役、拘留又は三百元以下の罰金

に処する。 

公務員でない者が職務上若しくは業務上知り得た、又は所持する第一項の文書、図

画、情報若しくは物品を漏洩又は交付したときは、一年以下の懲役、拘留、又は三百

元以下の罰金に処する。 

B. 刑法第 316 条 

医師、薬剤師、薬商、助産士、心理療法士、宗教家、弁護士、弁護人、公証人、会

計士、若しくはその業務上の補助者、又はかつてこれらの職務に任じた者が、業務上

知り得た、又は保有している他人の秘密を故なく漏洩したときは、一年以下の懲役、

拘留、又は 5 万元以下の罰金に処する。 

C. 刑法第 317 条 

法令又は契約によって業務上知り得た、又は保有している商工業の秘密を守る義務

がある者が、これを故なく漏洩したときは、一年以下の懲役、拘留、又は一千元以下

の罰金に処する。 

D. 刑法第 318 条 

公務員又はかつて公務員に任じた者が、職務上知り得た、又は保有している他人の

商工業に関する秘密を故なく漏洩したときは、二年以下の懲役、拘留、又は二千元以

下の罰金に処する。 

E. 刑法第 318-1 条 

コンピュータ若しくは他の設備を利用して他人の秘密を知り、又は保有している者

が、これを故なく漏洩したときは、二年以下の懲役、拘留、又は五千元以下の罰金に

処する。 
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F. 刑法第 318-2 条 

コンピュータ若しくは他の設備を利用して第 316条から第 318条までの罪を犯した

とき、二分の一の刑罰を加重する。 

G. 刑法第 342 条 

他人のために事務を処理するにあたり、自己若しくは第三者の不法な利益を図り、

又は本人の利益に損害を与えることを意図して、その任務に違背する行為をなし、本

人の財産若しくはその他の利益に損害を生じさせた者は、5 年以下の懲役、拘留、若

しくは千元以下の罰金に処し、又は併科する。 

(3) 営業秘密侵害に対する救済 

① 営業秘密法に規定された営業秘密侵害行為に対する救済－民事救済、刑事救済 

A. 民事救済 

a. 差止め請求 

営業秘密が侵害されたとき、被害者は、その侵害の排除を請求することができる。

また、侵害のおそれがある場合は、その予防を請求することができる。さらに、被害

者は、侵害行為によって作成されたもの又は専ら侵害行為をなすために使われたもの

の廃棄、又はその他必要な処置を請求することができる(営業秘密法第 11 条)。 

b.損害賠償請求 

故意又は過失により不法に他人の営業秘密を侵害した者は、損害賠償の責任を負う。

複数人が共同して不法に侵害した場合は、連帯して賠償責任を負う。 

損害賠償請求範囲について、被害者は下記のいずれかを選択し、請求することがで

きる： 

・ 営業秘密の侵害行為により受けた実際の損害及び逸失利益。但し、被害者がその

損害を証明できない場合は、当該営業秘密を通常の状況で使用した場合に得られ

るであろう利益から、侵害後に同一の営業秘密を使用して得られた利益を差し引

いた額を、その損害とみなすことができる。 

・ 侵害者が当該侵害行為によって得た利益。但し、侵害者がそのコスト又は必要経

費を証明できない場合は、当該侵害行為によって得た収入の全部を、その得た利

益とみなす。 
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また、営業秘密の侵害行為が故意に基づきなされたものである場合、法院は被害者

の請求に基づき、侵害状況により、損害額以上、3 倍以下の賠償を斟酌し決定するこ

とができる。 

B. 刑事救済 

法改正(2013.2.1 施行)により、営業秘密法は、営業秘密の侵害行為に対し、下記の

ような刑事罰が加えられている。 

改正営業秘密法第 13 条の一第 1 項には、「自己若しくは第三者の利益を図り又は

営業秘密所有者の利益を損害する意図で、次の各号のいずれかの行為を為した場合、

5 年以下の懲役、拘留又は NT$1,000,000 以上、NT$10,000,000 以下の罰金を併科する

ことができる。 

①不正方法で営業秘密を取得して、それを使用又は漏洩する場合； 

②許諾を受けなく又は許諾範囲を超え、営業秘密を複製、使用又は漏洩する場合； 

③営業秘密所有者より削除、廃棄するように告知されたにも関わらず、それを遵守

しない、又は当該営業秘密を隠蔽する場合； 

④他人が知っている又は保有している営業秘密には前三号に定められる事情があ

ることを明らかに知り、それを取得、使用又は漏洩する場合。」と規定されている。 

外国、中国大陸、ホンコン又はマカオで使用する意図で、前述の行為を為した場合、

1 年以上、10 年以下の懲役、拘留又は NT$3,000,000 以上、NT$15,000,000 以下の罰金

を併科することができる。(改正営業秘密法第 13 条の二第 1 項) 

改正営業秘密法第 13 条の四により、法人が第 13 条の一、第 13 条の二に違反する

場合、当該条文の規定により行為者を処罰するほか、その法人に対しても、当該各条

に定める罰金に処すことができる。 

② 公平交易法に規定された営業秘密侵害行為に対する救済－民事救済、刑事救済と

行政救済 

A. 民事救済-差止め請求、損害賠償請求及び判決の新聞掲載請求 

事業が公平交易法の規定に違反し他人の権益を侵害するに至った場合、被害者はそ

の侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合は侵害の予防を請求

することができる。また、侵害者に対し、損害賠償と判決文を新聞紙に掲載するよう

請求することができる(公平交易法第 31 条)。 
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B. 刑事救済 

公平交易法に規定された営業秘密の規定に違反して、行政院公平交易委員会(以下

「公平交易委員会」をいう、日本の公正取引委員会相当)が第 41 条の規定により当該

違反行為の停止、改善又は必要な是正措置をとるよう命じたにもかかわらず、指定さ

れた期限を過ぎても当該違反行為が停止、改善されず、又は必要な是正措置がとられ

ない場合、又は一旦停止した後、再び同様又は類似の違法行為がなされた場合、行為

者を 2 年以下の懲役、拘留、若しくは 5000 万台湾元以下の罰金に処し、又はこれを

併科する(公平交易法第 36 条)。 

C. 行政救済 

上記の民事救済又は刑事救済以外に、被害者は不正競争行為者を公平交易委員会に

摘発することができる。また、同委員会が、摘発された行為を不正競争行為に該当す

ると認める場合は、期限を定め、当該行為の停止、改善又は必要な是正措置をとるよ

う命じ、並びに 5 万台湾元以上 2500 万台湾元以下の過料に処すことができる。また、

行為者が違反行為を停止、改善、若しくは是正措置をとらない場合、公平交易委員会

は 10 万台湾元以上 5000 万台湾元以下の過料を連続して科すことができる(公平交易

法第 41 条)。 

③ 刑法に規定された営業秘密侵害行為に対する救済－刑事救済、附帯民事訴訟 

刑法に規定された営業秘密侵害行為により被害を受けた者は、侵害者に対し、刑事

自訴又は告訴を提起することができる。また、刑法第 316 条から第 318 条の 2 の規定

に規定された罪は親告罪であるため、被害者は犯人を知った時から 6 ヶ月内に自訴又

は告訴を行わなければならない。なお、被害を受けた者は、刑事訴訟手続きにおいて

付帯民事訴訟を提起し、被告及び民法の規定により賠償責任を負う者に対し損害の回

復を請求することもできる。附帯民事訴訟を提起する場合、裁判費用は不要となる。 






