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労働者の競業活動と不法行為 

―三佳テック最高裁判決と下級審判決の 

総合的研究― 

 

平 澤 卓 人 

 

第１ はじめに 

 

 企業が、退職した従業員に対し、違法な競業活動を行っているとして損

害賠償を請求するという紛争は多い。裁判例をみると、退職後の競業を禁

止する合意や就業規則の定めのある事案において、このような競業避止義

務の有効性が判断されたものは数多く見受けられる。他方で、競業避止義

務を定める契約や就業規則の定めがなく、企業が不法行為に基づく請求を

している事案についての裁判例は比較的少なかった。 

そのような中、競業を禁止する就業規則や個別の合意がない場合におけ

る退職後の従業員の競業行為について判断する 高裁判決（ 判平成

22.3.25民集64巻 2 号562頁 [三佳テック上告審]）が登場し、この問題に

ついての 高裁の判断が示された。 

もっとも、同判決は、競業活動が不法行為となる要件についての一般論

を判示したわけではない。そのため、労働者の退職後の競業行為がいかな

る場合において不法行為になるかについて、不明な点が残されている。 

 そこで、本稿では、前掲 判 [三佳テック上告審] 及び過去の裁判例を

分析しながら、いかなる場合に競業活動が不法行為となるのか検討してみ

たいと考えている。なお、労働者の引き抜きの場合については、別稿で論
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じたので本稿では詳しくは論じないこととする1。 

 

第２ 三佳テック最高裁判決について2 

 

１ 事案 

 まず、前掲 判 [三佳テック上告審] の事案を見ていこう。 

Ｘ（原告、被控訴人、上告人）は、産業用ロボットや金属工作機械部分

品の製造等を業とする従業員10名程度の株式会社である。Ｙ1 及びＹ2（被

告、控訴人、被上告人。以下、両者を「Ｙ1 ら」という。）は、Ｘの元従業

員である。Ｙ1 は、Ｘにおいて主に営業を担当し、Ｙ2 は、主に製作等の

現場作業を担当していた。Ｙ3 は、Ｙ1 がＸを退職した後、代表取締役に

就任した会社である。 

Ｙ1 らは、昇給がないなどのＸの労働条件に不満を感じ、平成18年 4 月
ころ、Ｘを退職し、Ｘと同種の工作機械部品製作等について事業を営むこ

とを計画し、資金の準備を整えた。 

Ｙ2 は、平成18年 5 月31日に、Ｙ1 は平成18年 6 月 1 日に、いずれもＸ

を退職した。ＸとＹ1 らとの間において、退職後の競業避止義務に関する

特約は定められていなかった。 

Ｙ1 らは、休眠会社であったＹ3 を事業の主体とした。Ｙ1 は、平成18年 
6 月 5 日付で、Ｙ3 の代表取締役に就任した。その登記手続は平成18年12

                                 
1 拙稿「労働者の引き抜きをめぐる裁判例の分析―法的介入の正当化根拠の観点か

ら」新世代法政策学研究14号 (2012) 307頁。 

2 同判決の評釈として、加藤貴仁 [判批] 判例セレクト2010 (法学教室) 21頁、砂田

太士[判批]私法判例リマークス43号 (2011) 90頁、山﨑文夫 [判批] 法時83巻 8 号 
(2011) 124頁、山口成樹[判批]民商法雑誌144巻 1 号 (2011) 84頁、石橋洋 [判批] 季

刊労働法232号 (2011、以下「石橋・判批」と略記する｡) 101頁、石田信平 [判批] 知

財管理61巻5号(2011、以下「石田・判批」と略記する｡) 661頁、手嶋豊 [判批] 法学

セミナー増刊速報判例解説 8 号 (2011) 107頁、拙稿 [判批] 法学セミナー増刊速報判

例解説 9 号 (2011) 291頁、 高裁調査官の解説として、小林宏司 [判批] ジュリスト

1416号 (2011) 78頁。大内伸哉『労働の正義を考えよう －労働法判例からみえるも

の』(2012、有斐閣) 279頁、同『 新重要判例200 [労働法］』(第 2 版、2012、弘文

堂) 12頁にも本判決についての言及がある。 
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月から平成19年 1 月にかけてなされた。Ｙ2 は、Ｙ3 の取締役に就任した。 

Ｙ1 は、同人がＸに勤務していた際、営業を担当していた取引先である

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄに対し、退職のあいさつをし、Ａほか 1 社に対し、退職後

にＸと同種の事業を営むので受注を希望する旨を伝えた。Ｙ3 は、平成18

年 6 月以降、Ａから仕事を受注するようになった。 

Ｘは、もともと積極的な営業活動を展開しておらず、特にＡの工場のう

ち遠方のものからの受注には消極的な面があった。そして、Ｘは、Ｙ1 ら
が退職した後は、それまでに他の取引先から受注した仕事をこなすのに忙

しく、従前のように本件取引先に営業に出向くことはできなくなり、受注

額は減少した。Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄに対する売上高は、従前、Ｘの売上高の 3 割
程度を占める約211万円であったが、Ｙ1 らの退職後、従前の 5 分の 1 であ

る約38万円にまで減少した。Ｙ3 にとって、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄは主要な取引

先であった。 

Ｘは、Ｙらに対し、債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を求める

訴えを提起したところ、一審判決（名古屋地一宮支判平成20.8.28労判1005

号14頁）は、退職後の競業禁止の合意がされていたとは認められないから、

Ｙ1 らの退職後の行為が債務不履行には該当せず、被告Ｙ1 らが競業行為に

より取引上逸脱した方法、態様で原告の営業上の利益を侵害したと評価す

ることはできないとして、不法行為の成立も否定し、Ｘの請求を棄却した。 

他方で、控訴審（名古屋高判平成21.3.5労判1005号 9 頁）は、「…雇用

契約終了後は、当然に競業避止義務を負うものではないが、元従業員等の

競業行為が、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で雇用者の

顧客を奪取したとみられるような場合等は、不法行為を構成することがあ

るというべきである」としたうえで、Ｙ1 らはＸの取引先であるａ社らを

主たる取引先として事業を運営していくことを企図して、同種の事業を行

う会社を立ち上げ、ａ社らとの従前の営業上の繋がりを利用し、そのこと

が控訴人に気付かれないように工作を施し、更に、ａ社からの売上げを窮

状に乗じてこれを奪い、他業者を紹介するように装ってＸからの同意を取

り付けた上取引を開始する等の方法も用いたとして、Ｘの不法行為に基づ

く請求の一部を認容し、722万5152円及びこれに対する遅延損害金の支払

を命じた。 
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２ 最高裁判決の説示 

 高裁は、以下のように論じて不法行為等の成立を否定した。 

「…上告人Ｙ1 は、退職のあいさつの際などに本件取引先の一部に対して

独立後の受注希望を伝える程度のことはしているものの、本件取引先の営

業担当であったことに基づく人的関係等を利用することを超えて、被上告

人の営業秘密に係る情報を用いたり、被上告人の信用をおとしめたりする

などの不当な方法で営業活動を行ったことは認められない。また、本件取

引先のうち 3 社との取引は退職から 5 か月ほど経過した後に始まったも

のであるし、退職直後から取引が始まったＡについては、前記のとおり被

上告人が営業に消極的な面もあったものであり、被上告人と本件取引先と

の自由な取引が本件競業行為によって阻害されたという事情はうかがわ

れず、上告人らにおいて、上告人Ｙ1 らの退職直後に被上告人の営業が弱

体化した状況を殊更利用したともいい難い。さらに、代表取締役就任等の

登記手続の時期が遅くなったことをもって、隠ぺい工作ということは困難

であるばかりでなく、退職者は競業行為を行うことについて元の勤務先に

開示する義務を当然に負うものではないから、上告人Ｙ1 らが本件競業行

為を被上告人側に告げなかったからといって、本件競業行為を違法と評価

すべき事由ということはできない。上告人らが、他に不正な手段を講じた

とまで評価し得るような事情があるともうかがわれない。 

以上の諸事情を総合すれば、本件競業行為は、社会通念上自由競争の範

囲を逸脱した違法なものということはできず、被上告人に対する不法行為

に当たらないというべきである。なお、前記事実関係等の下では、上告人

らに信義則上の競業避止義務違反があるともいえない」とした。 

 

３ 同最高裁判決の意義 

同 高裁判決は、退職後の競業避止義務の合意等がない場合に、退職し

た従業員が従前在籍していた企業の顧客を奪取したとしても直ちに不法

行為とはならないとした。 

学説においては、退職後の競業避止義務は、契約や就業規則等の根拠が
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必要とするものが多数を占める3。平成17年に公表された「今後の労働契

約法制の在り方に関する研究会」の 終報告も、「労働者に退職後も競業

避止義務を負わせる場合には、労使当事者間の書面による個別の合意、就

業規則又は労働協約による根拠が必要であることを法律で明らかにする

ことが適当である」としている4。 

                                 
3 例えば、土田道夫「競業避止義務と守秘義務の関係について」『労働関係法の現代

的展開―中嶋士元也先生還暦記念論集』(2004、信山社、以下「土田・競業避止義

務」と略記する｡) 199頁、金春陽『営業秘密の法的保護―アメリカ・中国・日本の

比較法研究―』(2007、成文堂) 159頁、吉田美喜夫＝名古道功＝根本到編『労働法

Ⅱ』(2010、法律文化社) 105頁 (根本到執筆部分)。 

原則として個別特約が必要であり、就業規則や労働協約による特約の設定に否定

的なものとして、西谷敏『労働法』(2008、日本評論社) 194頁。不正競争防止法に

おける営業秘密の使用した競業を除き契約上の根拠を必要とするものとして荒木

尚志『労働法』(2009、有斐閣) 241頁。不正競争防止法に加えて、信義則上の秘密

保持義務を負う場合も除いて、契約等の根拠を必要とするものとして、石橋洋「企

業の財産的情報の保護と労働契約」日本労働法学会編『情報と労働法』(2005) 30

頁、同『競業避止義務・秘密保持義務』(2009、信山社) 90頁。 

4 同報告書は、その根拠として「契約に基づく退職後の競業避止義務を無制限に認

めると、交渉力の弱い労働者が過度の義務を負わされることがあり得るが、逆に契

約に基づく退職後の競業避止義務を一切認めないとすると、競業しない代償に使用

者が金銭を支払うような契約もできず、労働者にとっても不利益となりかねない。

そこで、契約による退職後の競業避止義務は認めつつ、『競業が使用者の正当な利

益を侵害すること』及び『侵害される労働者の利益と競業避止義務を課す必要性と

の間の均衡が図られていること』を要件とすべきである。その判断の考慮要素とし

ては、上記競業避止義務の必要性のほか、業種、職種、期間、地域、代償の有無及

び程度がある。さらに、退職後の競業避止義務については、競業避止義務の対象と

なる業種、職種、期間、地域が明確でなければならないとする要件を課すことが適

当であり、また、これらを使用者が退職時に書面により明示することを指針等によ

り促進することが適当である。ここで、労働者が自らがどのような競業避止義務を

負っているかが分からなければ、必要以上に就労を抑制することになりかねないこ

とから、退職後の競業避止義務の範囲を使用者が退職時に書面で明示しなかった場

合には、退職後の競業避止義務は直ちに無効とすべきとの考え方もある。しかしな

がら、競業避止義務の対象は、下記ウで検討する秘密保持義務の対象である個々の

情報 (秘密) とは異なり、より大きなまとまりのある事業活動であることが通例であ
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このように、退職後の競業活動が直ちに不法行為にはならないことは当

然のようにも思えるが、改めてその理論的意義を確認しておく。 

まず、労働者の退職後の自由な活動の保障という観点が重要である。 

労働者の知識や能力、ノウハウや熟練は、労働経済学において人的資本

と呼ばれるが、この人的資本は、他の企業においても用いることができる

一般的人的資本と他の企業では用いることのできない企業特殊的人的資

本に大別される5。さらに、近時は、中間的な概念として、当該業種にお

いてのみ用いることのできる業種特殊的人的資本や、当該産業においての

み用いることのできる産業特殊的人的資本といった用語も用いられてい

る6。 

ところで、退職した労働者が、同種の業種や産業に転職できた場合には、

純粋な企業特殊的人的資本は埋没するとしても7、業種特殊的人的資本や

                                                                   

るから、ある程度その範囲が明確といえ、退職時に明示がなくても労働者がその範

囲を承知している場合もあると考えられる。このため、退職時の書面明示がない場

合に、退職後の競業避止義務を直ちに無効とするのは行き過ぎと考えられる」とす

る。 

5 ゲーリー・S・ベッカー (佐野訳)『人的資本―教育を中心とした理論的・経験的

分析―』(1976、東洋経済新報社) 21頁。人的資本には、知識や能力、ノウハウや熟

練を指し、より具体的には、特定の道具や機械に関する慣れ、他の労働者とのチー

ムワーク、生産工程間の調整の仕方、取引ネットワークに関する詳細な情報、職場

内の人間関係の把握、技術者の知的信頼関係および経営トップの経営手法への理解

が含まれることにつき、岩井克人「株式会社の本質」伊丹敬之＝藤本隆宏＝岡崎哲

二＝伊藤秀史＝沼上幹編『リーディングス 日本の企業システム 第Ⅱ期 第 2 巻 企

業とガバナンス』(2005、有斐閣) 31頁。 

6 一般的技能と企業特殊的技能の中間として、職種専用技能 (occupational specific 
skill) と業界専用技能 (industrial specific skill) の分類を用いるものとして、久本憲夫

「技能の特質と継承」日本労働研究雑誌468号 (1999) 2 頁。職種特殊的人的資本と業

界特殊的人的資本との分析枠組を用いるものとして、戸田淳仁「職種経験はどれだ

け重要になっているのか―職種特殊的人的資本の観点から」日本労働研究雑誌594

号 (2010) 1 頁。 

7 労働者は報酬のうちの平均約15％を企業に特殊な人的資本の取得に対する支払い

として受け取っているといわれ、いわれなき解雇によって別の企業に就職する場合

には、平均して約15％の給与下落を伴うと指摘するものとして、アーノルド・ピコ
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産業特殊的人的資本は埋没せず、転職後の企業において用いることができ

る。他方で、同種の業種や産業に転職することが禁じる競業避止義務が課

せられた場合には、企業特殊的人的資本はもちろんのこと、業種特殊的人

的資本や産業特殊的人的資本までも利用できなくなってしまう（図 1 参
照）。平たく言えば、労働者が当該企業で培った当該業種における一般的

な技術やノウハウを用いることができなくなるものである。そのような場

合、労働市場において、当該労働者は新卒者と同様の扱いを受けざるを得

なくなり、従前得ていたような賃金を得ることは極めて難しくなる8。こ

のことは、賃金を唯一の生活手段としている場合が多い労働者にとって死

活問題である9。 

このように、退職後において特別の契約なしに同種の企業に就職するこ

とを妨げないことは、労働者の職業選択の自由を保障するうえで重要であ

                                                                   

ー＝ヘルムート・ディートル＝エゴン・フランク著 (丹沢＝榊原＝田川＝小山＝渡

辺＝宮城訳)『新制度派経済学による組織入門』(第 4 版、2007年、白桃書房) 281頁。 

8 樋口美雄『雇用と失業の経済学』(2001、日本経済新聞社、以下「樋口・雇用と失

業」と略記する｡) 236頁によると、1991年から1998年の日本の雇用動向調査から算

出される離職者の賃金変化に関する回帰分析推定結果によると、他の職種に移った

人よりも同一の職種に転職した人のほうが賃金が上昇しており、さらにサンプルを

前職の職種ごとに分けて回帰分析すると、専門・技術職、管理職、保安職、運輸・

通信職、生産工程・労務職では同一職種の仕事に再就職した人の方が賃金の低下率

が低い。また、一般的に若いうちの転職が賃金の上昇率は大きくなっているのに対

し、専門・技術職では20代後半から30代にかけて転職した方が賃金の上昇率は大き

いとされる。なお、失業期間が長くなると、産業をまたがって別の産業に転職して

いく人が多いことも指摘している。同書は、この結果について、別の職種では通用

しない「職種特殊的な技能」が存在し、企業間の職務内容の差も小さいため、専門

的技術的職業従事者の転職コストを低くしている可能性を指摘する。 

 この他、企業・産業・職業に特化した人的資本の喪失により、前の仕事を続ける

ことができた場合に比べて賃金が下がることにつき、近藤絢子「失職が再就職後の

賃金にもたらす影響の経済分析 ―先行研究の展望と今後の課題」日本労働研究雑

誌598号 (2010) 30頁、専門的技術的職務従事者ほど同種の職種内での転職の割合が

高いことにつき、戸田/前掲注 6・16頁も参照。 

9 西谷敏「日本における企業秘密の労働法的保護」松本博之＝西谷敏＝守谷健一編

『インターネット・情報社会と法－日独シンポジウム－』(2002、信山社) 195頁。 
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る10。さらに、自己能力の発展の自由・権利（憲法13条）及び労働権（憲

法27条）の制約となりうることも指摘されている11。 

 

 

 

 

 

 

 

 もっとも、本判決で問題となっているのは、単なる競業会社への就職や

競業会社の企業にとどまらず、所属していた企業の顧客を奪取する行為で

ある。労働者の技能や熟練の利用の保障という理由のみでは、このような

顧客奪取を完全に正当化することは難しいとも思われる。 

 しかし、労働者の蓄積させる人的資本の中には、特定の顧客との間での

み利用可能な訓練技術が含まれている場合がある12。これは人的資産特殊

                                 
10 西谷/前掲 3・194頁は、労働者が従来の職業経験を活かせる職業を選択しようと

するのは当然であるから、労働者は退職後、憲法的保障に基礎を置く「競業の自由」

を持つと論じる。 

石橋洋「労働契約上の競業避止義務：制限特約が存在しない場合の競業避止義務

に関する英米法の法律構成とわが国の理論的課題」季刊労働法165巻 (1992、以下「石

橋・理論的課題」と略記する｡) 152頁も、労働契約の存続期間中の誠実義務を論じ

るにあたり、使用者の営業活動上の法益と労働者がその技術、知識、及び経験を活

かして職業活動・営業活動を営む自由との法益調整問題としての基本的視角が要請

されるとする。 

11 競業避止義務によって労働者が自己の知識やキャリアを利用できなくなること

も含め、道幸哲也「競業避止義務制約の法理」田村善之編『新世代知的財産法政策

学の創成』(2008、有斐閣) 330頁。キャリアが、内在的に人格的利益と結びついて

いるものであり、憲法13条の自由の問題だけではなく、憲法25条及び憲法27条の問

題と結びついていることを指摘するものとして、沼田雅之「アメリカの退職後の競

業避止義務に関する新たな動向と日本法への示唆」季刊労働法213号 (2006) 137頁。

より広く、キャリア権について、諏訪康雄「キャリア権の構想をめぐる一試論」日

本労働研究雑誌468号 (1999)。 

12 労働者が得た顧客との緊密な関係や企業秘密が、使用者の財産である側面を有す

 

図 1  転職後に利用可能な人的資本と埋没する人的資本 

 同じ業種内で転職 異なる業種へ転職 

純粋な一般的人的資本 転職後も利用可能となる 転職後も利用可能である。

業種特殊的人的資本 転職後も利用可能となる。転職すると埋没する。 

純粋な企業特殊的人的資本 転職すると埋没する。 転職すると埋没する。 
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性といわれ、関係特殊的投資に位置づけられる13。労働者が所属していた

企業の顧客と取引できなくなった場合には、このような労働者の人的資本、

関係特殊的投資が埋没することになる。 

また、競争の活性化という視点も重要であると思われる14。企業が継続

的な取引を行う場合、当該顧客との間の取引のための知識や熟練技術を蓄

積させる一方で、労働者個人も、当該顧客のための知識や熟練技術を身に

付けうる。顧客にとってみれば、当該企業のみならず、担当する労働者も

関係特殊的な知識や技能を有している一方、取引関係のない第三者にはそ

のような知識や技能を有しないため遷移費用は高い15。その意味で、退職

した労働者は元の企業にとって有力な競争相手となるため、退職した労働

者の競業を許すことは取引先にとって有力な選択肢を増やすことにつな

がる。 

 この他、労働者が企業を渡り歩くことは、生産した情報が流出して情報

生産のインセンティブにマイナスの影響を与える可能性がある一方16、知

識が移動し、新たな分野に応用され新たなイノベーションを導く可能性も

指摘されている17。新たな起業をする者の多くが既存の企業で業界の知識

                                                                   

るとともに、労働者の人的資本になっていることにつき、石田・判批 (前掲注 2 ) 664
頁。また、弁護士の特定の顧客についての情報を、企業特殊的な人的資本の例とし

て用いるものとして、エドワード・P・ラジアー著(樋口＝清家訳)『人事と組織の

経済学』(1998、日本経済新聞出版社) 145頁。 

13 柳川隆＝川濵昇編『競争の戦略と政策』(2006、有斐閣) 178頁 (柳川隆＝泉水文

雄執筆部分)、伊藤秀史「企業の境界と経済理論」伊丹＝藤本＝岡崎＝伊藤＝沼上

編/前掲注 5・72頁。 

14 競業避止義務について自由競争の確保の視点を重視するものとして、大内/前掲

注 2・283頁。 

15 既存企業は熟練労働を排他的に所有していれば費用優位性が生まれ、それが参入

障壁になることを指摘するものとして、小田切宏之『新しい産業組織論：理論・実

証・政策』(2001、有斐閣、以下「小田切・産業組織論」と略記する｡) 78頁。 

16 競業避止義務がなければ、企業が従業員にノウハウや技術を開示することに慎重

になりうることを指摘するものとして、大内/前掲注 2・284頁。 

17 ルート128が衰退してシリコンバレーが発展したのには、ルート128のあるマサチ

ューセッツ州法が競業避止条項の有効性を一定の限度で肯定していたのに対し、シ

リコンバレーのあるカリフォルニア州法は競業避止条項を無効としたことが影響
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を得ていることが多いとの指摘からすれば18、労働者が所属していた企業

と同じ業務を行うことを許すことは、個人の起業を促進させるという効果

も期待できる19。 

 このような観点からすれば、退職した労働者による顧客奪取を一般的に

禁じなかった本判決の結論を正当化することができるように思われる。 

 

４ 本判決と退職前の競業行為 

ところで、本件は本当に退職後の競業の事案だったのかという問題があ

る。 

控訴審判決は、従業員の退職後の競業行為も一定の場合に不法行為が成

立するとの一般論を判示したうえで、不法行為の成立を認めており、本判

決もこの控訴審の判示部分は否定していない。そのため、本判決も退職後

の競業行為という枠組みで考えているようである。 

 しかし、そのように考えていいのか疑問がないわけではない。 

控訴審判決は、Ｙ1 が、「退職前後から」Ｘの取引先に対し、控訴人と同

種の事業を行うことになった旨を伝えるとともに、受注希望を申し入れる

など営業活動を行い、Ｘと同種の仕事を被控訴人Ｙ1 らに発注するよう積

                                                                   

していることを指摘するものとして、Ronald J. Gilson, The Legal Infrastructure of High 
Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128,and Covenants Not to Compete. 
New Ｙork University Law Review 74, at 575-629. 

同論文を引用しながら、知的財産権の設定がイノベーションを増加させることに

懐疑的な見解を示すものとして、ミケーレ・ボルドリン＝デヴィッド・K・レヴァ

イン著 (山形＝守岡訳)『〈反〉知的独占―特許と著作権の経済学』(2010、NTT 出版) 

281頁。 

18 April Mitchell Franco & Darren Filson, Knowledge Diffusion through Employee Mobili-
ty Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report 272(2000)、
Thomas Hellman, When do employees become entrepreneurs? Management Science 
53(2006), at 919-933、キャロライン・シマード＝ジョエル・ウェスト「知識ネット

ワークとイノベーションの地理的な位置」ヘンリー・チェスブロウ編著 (長尾訳)

『オープンイノベーション 組織を越えたネットワークが成長を加速する』(2008、

英治出版) 294頁。 

19 Sampsa Samila & Olav Sorensen, Non-compete Covenants Incentives to Innovate or 
Impediments to Growth, DRUID Working Paper No. 10 (2009) at 10. 
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極的に働きかけをしたと認定されている20。そうすると、本件におけるＹ

らの競業行為は、その全てがＸの退職後であるという明確な認定があるわ

けではない。 

仮に、これらの競業行為が、在職中に行われたものであるとすれば、こ

れが従業員としての誠実義務に違反する可能性が高いように思われる。 

受注希望の申入れといった営業活動は、それによって在職している使用

者の取引先を減少させる可能性のあるものである。このような行為が在職

中に行われたとすれば、これは労働契約上の誠実義務に違反すると考えざ

るを得ないと思われる。本件判決が、「退職直後から取引が始まったＡに

ついては、前記のとおり被上告人が営業に消極的な面もあったものであり、

被上告人と本件取引先との自由な取引が本件競業行為によって阻害され

たという事情はうかがわれ」ないことに触れているのは、在職中の営業活

動であれば必ずしも適法であると断じ得ないからではないかと考えられ

る21。 

 いずれにしても、同判決の射程は在職中の競業行為に及ぶものではない。

後述するとおり、在職中の競業活動については別段の考慮が必要であると

思われる。 

 

５ 最高裁判決が不法行為該当性を肯定できる場合として想定している

競業類型 

 本判決は、元従業員のいかなる競業行為も不法行為に該当しないと考え

ているわけではない。 

すなわち、原審判決は、退職後の競業行為について、元従業員等の競業

行為が、「社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で雇用者の顧

                                 
20 一審判決も「少なくとも、被告Ｙ1 は、退職の前後にａ社に被告Ｙ1 が原告と同

種の事業を営み、仕事の受注が可能であること旨の説明をしたものと推認すること

ができる」として、競業行為の時期が退職前であると考える余地を残している。 

21 仮に、Ｙらが在職中に受注希望の申入れをしたと認定できるのであれば、このよ

うな行為が誠実義務違反に該当するとしたうえで、取引先が自由な判断でＹとの取

引を開始したものとして発生した損害との因果関係を否定するという可能性もあ

ったと考えられる。 
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客を奪取したとみられるような場合等は、不法行為を構成することがあ

る」と判示し、本判決も「原審の上記３の判断のうち、(2)は是認するこ

とができない」として、(1)の判示部分については否定していない。そし

て、事案についての具体的な判断においても、不法行為に該当する余地を

認めており、本判決は、競業避止義務の特約なき場合においても、退職後

の競業活動が不法行為になる余地を認めていると考えられる22。 

学説においても、退職後には競業避止義務がないとしても、悪質で背信

的な行為については不法行為を構成すると解するものがあった23。 

 それでは、退職した従業員のいかなる競業活動が不法行為に該当するの

か。 

 同判決は「被上告人の営業秘密に係る情報を用いたり、被上告人の信用

をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を行ったことは認めら

れない」として不法行為責任を否定している。 

                                 
22 過去の裁判例にも「雇傭契約終了後の競業避止義務は、法令に別段の定めがある

場合、及び、当事者間に特約がなされた場合に合理的な範囲内でのみ認められるも

のであり、右の競業避止義務が認められない場合は、元従業員等が退職後に従前勤

務していた会社と同種の業務に従事することは、原則として自由である。しかしな

がら、元従業員等の競業行為が、雇傭者の保有する営業秘密について不正競争防止

法で規定している不正取得行為、不正開示行為等…に該当する場合はもとより、社

会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で雇傭者の顧客等を奪取したとみ

れるような場合、あるいは、雇傭者に損害を加える目的で一斉に退職し会社の組織

的活動等が機能しえなくなるようにした場合等も、不法行為を構成することがある

と解すべきである」と判示したものが存在していた (東京地判平成6.11.25判時1524

号62頁 [フリーラン一審])。 

23 正当な競争の範囲を逸脱する行為に限って不法行為が成立することを説くもの

として、川田琢之「競業避止義務」日本労働法学会編『労働契約 講座21世紀の労

働法第 4 巻』(2000、有斐閣) 142頁。 

前掲東京地判 [フリーラン一審] の説示に賛同するものとして、潮見佳男「債権侵

害(契約侵害)」山田卓生編集代表・藤岡康宏編『新・現代損害賠償法講座 第 2 巻 権

利侵害と被侵害法益』(1998、日本評論社) 259頁。 

 他方で、退職後の信義則上の競業避止義務を肯定するものとして、早川徹「営業

秘密の保護と役員・従業員の守秘義務・競業避止義務」関西大学法学研究所編『知

的財産の法的保護』(1997、関西大学法学研究所) 206頁。 
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この説示は、退職後の競業活動について、①営業秘密を用いる場合、②

信用毀損を行う場合等の２つの類型が、不法行為に該当する可能性を示唆

しているようにも読める。 

また、同判決は「前記のとおり被上告人が営業に消極的な面もあったも

のであり、被上告人と本件取引先との自由な取引が本件競業行為によって

阻害されたという事情はうかがわれず、上告人らにおいて、上告人Ｙ1 ら
の退職直後に被上告人の営業が弱体化した状況を殊更利用したともいい

難い」としており、自由な取引を阻害する場合も不法行為になり得る可能

性が示されている。 

 

６ 民法以外の法律による企業と労働者の利益の調整 

(1) 総論 

ところで、 高裁判決の説示において労働者の責任が肯定される場合が

あり得ることが示唆されている「営業秘密を用いる場合」や「信用をおと

しめたりする」場合には、不正競争防止法の適用の可能性もある。 

この不正競争防止法のように、企業と労働者の利益の調整については、

既に様々な法律が規定している。これらの規定は、競業活動が不法行為に

該当するかを議論する際に無視することはできない。そこで、企業と労働

者の利益の調整を行った法律を概観してみよう。 

 

(2) 特許法 

 企業は個々の労働者よりも多くの資産を保有し、リスクに対する許容度

も大きい24。そのため、企業は労働者と比べて大規模な研究開発のための

投資が可能であると考えられる25。そこで、組織体である企業に対し、発

                                 
24 柳川範之「職務発明の経済学」田村善之＝山本敬三編『職務発明』(2005、有斐

閣) 33頁、同『法と企業行動の経済分析』(2006、日本経済新聞出版社) 267頁。発明

について失敗のリスクを負担したり、リスクを負担して実用化するのが企業である

ことについて、中山信弘『特許法』(第 2 版、2012、弘文堂) 51頁。 

25 研究開発を社内で行うか外注するかについて、規模の経済や範囲の経済、そして

企業の「能力」(capabilities) が重要な要因となることについて、小田切宏之＝古賀

款久＝中村健太「研究開発における企業の境界と知的財産制度」後藤晃＝長岡貞男
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明への投資のインセンティブを与える必要がある。 

もっとも、企業が多大な投資をして有用な情報を生産したにもかかわら

ず、労働者が転職先の企業でこれを用いることができるとすれば、企業の

研究開発投資のインセンティブが損なわれるおそれがある（成果開発前の

インセンティブ論26）。 

 すなわち、同質の財を生産している２つの企業があり、価格のみを低廉

にするという競争を行う場合27、技術の模倣が容易であるとすれば、均衡

価格は限界費用に等しくなる28。そして、価格が限界費用となれば、情報

の生産した者はその情報生産費用を回収することができない29。そのため、

情報を生産した者はおよそ利益を期待できないことから、有用な情報生産

のインセンティブはないことになる30。 

そこで、労働者の生産する情報のうち、発明、考案、意匠、植物新品種

については、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権（以下「特許権等」

という。）を承継する契約や勤務規則がない場合には、情報を生産した労

                                                                   

編『知的財産制度とイノベーション』(2003、東京大学出版会) 24頁。 

26 中山/前掲注24・50頁、田村善之『知的財産法』(第 5 版、2010、有斐閣) 9 頁、

山根崇邦「知的財産法の正当化根拠論の現代的意義(6)」知的財産法政策学研究34

号 (2011) 318頁。ただし、特許制度の基礎に統一的な規範が存在することを否定す

るものとして、Nari LEE (田村訳)「効果的な特許制度に関する多元的理論の試み」

田村編/前掲注11 (初出2007) 98頁も参照。 

27 ベルトラン競争の場合、同質の財を製造する企業が同時に価格を設定すると、企

業の限界費用が同じでかつ一定なら、二社しかなくても市場価格は限界費用まで下

がり、完全競争市場と同じ結果になることにつき、長岡貞男＝平尾由紀子『産業組

織の経済学 基礎と応用』(1998、日本評論社) 92頁。 

28 柳川＝川濵/前掲注13・308頁 (和久井理子＝後藤剛史執筆部分)。 

 これに対し、現実の世界においては、生産力の制約があり、限界費用が価格とな

るのは長期の見通しに過ぎないと批判するものとして、ミケーレ・ボルドリン＝デ

ヴィッド・K・レヴァイン/前掲注17・281頁。 

29 スザンヌ・スコッチマー著 (青木監訳・安藤訳)『知財創出 イノベーションとイ

ンセンティブ』(2008、日本評論社) 36頁、Peter Drahos 著 (山根訳)「A Philosophy of 
Intellectual Property (5)」知的財産法政策学研究38号 (2012) 318頁。 

30 スティーブン・シャベル著 (田中＝飯田訳)『法と経済学』(2010、日本経済新聞

出版社) 161頁。 
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働者に特許権等を帰属させ、企業には当該特許権等についての通常実施権

を取得させている（特許法35条 1 項、実用新案法11条 3 項、意匠法15条 3 項、

種苗法 8 条 3 項）。他方で、特許権等を承継する契約や勤務規定のある場

合には、特許権等は当該企業に帰属する（特許法35条 2 項、種苗法 8 条 1 
項）。その場合、発明等を行った労働者には、当該企業に対し、「相当の対

価」の支払を請求する権利がある（特許法35条 3 項、種苗法 8 条 2 項）。 

このように、多額の投資を行い、その情報が他と識別され、一定の知的

財産権としての要件を具備するようになった場合には、当該権利を企業が

取得できるようにしつつ、労働者に一定の対価を与えることを法が定めて

いるのである31。このような制度設計は、事前に企業と労働省が発明の利

益分配等についてあらゆる事態を想定した完全な契約を締結することが

困難であるという契約の不完備性に加えて、生産される情報が特異性

（idiosyncrasy）又は関係特殊性を有するため、事後的な当事者の交渉に委

ねるとホールドアップ問題が発生することから32、このような機会主義的

                                 
31「相当の対価」の請求権は、当該発明が発明の実質を備えていれば足り、これが

特許出願されずノウハウとして秘匿される場合であっても発生するとされている 

(東京地判昭和58.12.23無体集15巻 3 号844頁 [連続クラッド装置])。ノウハウとし

て秘匿されなかったとしても、特許を受ける権利を承継したからこそ、競業他社が

将来特許が付与されるかもしれないことを慮って実施を控えるという事態が生じ

うる以上、特許が 終的に登録されることがなかったとしても、秘匿の有無とは無

関係に、特許を受ける権利の承継によって使用者が利益を受けることがあることは

否めないと論じるものとして、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第 4 版、

2012、有斐閣) 462頁 (田村善之執筆部分))。 

32 契約の不完備性ゆえに、特異性から生じる当事者の機会主義的行動を抑止できず、

この点を解決することが、組織の存在意義の 1 つと考えるものとして、O・E・ウィ

リアムソン著 (浅沼＝岩崎訳)『市場と企業組織』(1980、日本評論社)。邦語文献に

おけるウィリアムソンの理論の紹介として、森田修「ウィリアムソンの契約理解に

ついて－法と市場の制度分析のために (その 1 )－」社会科学研究48巻 1 号 (1996) 

182頁。 

 プロジェクト特殊的な知識 (project-specific knowledge) について、適切な権利関係

を設定しなければホールド・アップ問題が発生し、当事者の機会主義的行動を招く

可能性を指摘するものとして、Dan L. Burk, Intellectul Property and the Firm, 71 U. Chi. 
L. Rev.3 (2004)。島並良「職務発明に関する権利の配分と帰属」相澤英孝＝大渕哲也
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行動を抑止して企業と労働者の両者にインセンティブを与えるものとし

て説明できるのである33。 

 

(3) 著作権法 

著作物については、法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物

で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものについては、職務

著作として法人等が著作者になる（著作権法15条 1 項）。法人等に権利を

帰属させることは、特許法と同様に、企業の著作物製作への投資の保護と

権利関係の簡明化の観点から説明が可能である34。また、著作権法は、ア

イディアの類似性では侵害とならず、創作的表現の再生がなければらない

                                                                   

＝小泉直樹＝田村善之編『知的財産法の理論と現代的課題』(2005、弘文堂) 116頁

も、研究開発投資が他のものへの転用が困難であるという関係特殊性の問題と、投

資決定の時点では、将来生み出される発明の経済的価値や権利承継の対価額を正確

に予測しあらかじめ契約に明記することが困難であるという不完備契約の問題か

ら、企業と労働者の権利承継取引は、労働者にとって後に遅らせれば遅らせるほど

機会主義的行動が取りやすくなり、誰も使用者と承継契約を結ばなくなるとの問題

を指摘する。なお、職務発明につき、必要な個人的な知識吸収や知識処理を含めて

事前の契約で特定できないことにつき、和田哲夫「特許と不完備契約」相澤＝大渕

＝小泉＝田村編・前掲書655頁。 

33 完成した発明について労働者に権利を与え、これを奪い得ないものとした場合に

は、労働者の機会主義的行動を誘発する危険性があることにつき、井関涼子「米国

における従業者発明」田村＝山本編/前掲注24・288頁、他方で、労働者についても、

発明を完成させるまでに多くの関係特殊的投資をしており、企業に権利があると仮

定すると、発明後においては、事後的にその報酬に関して労働者が使用者と交渉し

ても取引の材料に乏しく、交渉力の格差も手伝って、十分な報酬を得られなくなる

というおそれがあることにつき、田村善之「職務発明制度のあり方」田村＝山本編・

前掲書11頁。 

34 職務著作についての考慮要素として、投下資本の保護と権利の帰属に関する事前

の予測可能性を指摘するものとして、潮海久雄『職務著作制度の基礎理論』(2005、

東京大学出版会) 90頁、職務著作制度の趣旨として、法人等のなかにおける著作活

動にインセンティブを与えることと、権利関係を一元化して外部の者に明確に判別

できるようにすることを挙げるものとして、田村善之『著作権法概説』(第 2 版、

2001、有斐閣) 376頁。 
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という意味では、特許法よりも保護範囲が狭いため、退職した労働者の企

業や再就職に与える影響が比較的小さいといえるかもしれない35。さらに、

著作物は、新規性や進歩性を要せず他と異なれば権利を享受し、個性の流

出度が低いとみられるパンフレットやメモ類等もあり36、特許発明等のよ

うな労働者の対価の請求に馴染みにくい点も指摘できる。 

 

(4) 不正競争防止法 

他方で、企業の情報のうち、発明等の段階に達しないとしても、有用か

つ非公知のものであり、当該企業によって秘密として管理されている場合

には、不正競争防止法によって保護を受ける。ただし、当該労働者が在職

中に開発したノウハウや自ら収集した顧客情報は、当該労働者にとって企

業から「示された」情報とはいえず、同法 2 条 1 項 7 号の要件を充足しな

いとされている37。 

                                 
35 著作権法が、保護の範囲を作者の個性が反映する領域に狭く限定するとともに、

その範囲では手厚い保護をしていることを指摘するものとして、玉井克哉「情報と

財産権」ジュリスト1043号 (1994) 78頁。 

36 中山信弘『著作権法』(2007、有斐閣) 173頁。 

37 田村善之『不正競争法概説』(第 2 版、2003、有斐閣、以下「田村・概説」と略

記する｡) 342頁。賛成するものとして、土田道夫「労働市場の流動化をめぐる法律

問題(上)」ジュリスト1040号 (1994) 55頁、盛岡一夫「営業秘密と従業員の退職後の

秘密保持義務・競業避止義務」紋谷暢男教授還暦記念論文集刊行会編『紋谷暢男教

授還暦記念 知的財産法の現代的課題』(1998、発明協会) 450頁、林いづみ「営業秘

密の保有をめぐる従業者・会社間の法律関係」日本弁理士会中央知的財産研究所編

『不正競争防止法研究 －｢権利侵害警告」と「営業秘密の保護」について－』(2007、

雄松堂出版) 362頁、道幸/前掲注11・330頁。 

これに対し、鎌田薫「『財産的情報』の保護と差止請求権(5)」Law & Technology 11
号 (1990) 45頁は、営業秘密の帰属を問題としたうえで、当事者間の合意により営業

秘密が使用者に承継された場合には、従業員もその職務を遂行するうえで必要な範

囲内において使用者から秘密の開示を受けているものと評価すべきであるから、不

正競争防止法 2 条 1 項 7 号による差止請求の対象となるとする。同様に、営業秘密

の帰属を問題とする見解として、小泉直樹「知的財産と法人の権利」民商法雑誌107

巻4＝5号 (1993) 512頁。 

裁判例では、商品の仕入価格は、売買契約の当事者の合意によって形成されるも
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このような解釈は、労働者が退職後自ら生産した情報を使えないことに

なった場合には、労働者の情報生産のインセンティブが失われるおそれが

あるとの問題を踏まえつつ、使用者に明示の契約を提案することを促すペ

ナルティー・デフォルトとして合理性を有するとの説明が可能である38。 

このような不正競争防止法上の営業秘密保護の規程が設けられたこと

は、退職後の競業避止義務について厳格に解する理由となりうる39。 

また、労働者の競業活動の態様によっては、同法 2 条 1 項 1 号、2 号、3 
号、10号、11号、12号、13号、14号、15号の適用が考えられる。これらは、

雇用関係に限られず、競争減殺効果の高い行為を規制したものである。こ

れも、競業活動の不法行為該当性を検討するにあたって意味を持ち得る。 

 

(5) 会社法上の競業避止義務・忠実義務、労働契約法上の誠実義務 

以上に加えて、在職中の競業活動の場合、取締役については競業避止義

務（会社法356条）及び忠実義務（同法355条）の制約がある。 

他方で、労働者については、労働契約法 3 条 4 項が「労働者及び使用者

は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及

び義務を履行しなければならない」としているところ、労働者は信義則上、

使用者の利益を不当に侵害してはならない義務（誠実義務）を負うとされ、

その内容に在職中の競業避止義務が含まれるとされている40。 

                                                                   

のであるから、これが「示された」とみることはできないとして、不正競争防止法 
2 条 1 項 7 号の適用を否定した知財高判平成18.2.27平成17(ネ)10007 [原価セール

控訴審]、業務委託契約に基づき業務を履行するための具体的な手順を記載したマ

ニュアルは原告被告の合意のもとに作成されたものであり「示された」ものではな

いとした東京地判平成19.6.29平成18(ワ)14527の2・15947 [マニュアル] がある。 

38 田中亘「忠実義務に関する一考察 －機能に応じた義務の設計方針」小塚荘一郎

＝高橋美加編『落合誠一先生還暦記念 商事法への提言』(2004、商事法務、以下「田

中・忠実義務」と略記する｡) 263頁。 

39 土田道夫『労働契約法』(2008、有斐閣、以下「土田・労働契約法」と略記する｡) 

622頁、同・競業避止義務 (前掲注 3 ) 207頁。 

40 土田・労働契約法 (前掲注39) 102頁。在職中の競業活動が信義則に違反し、損害

賠償の対象になることについて、菅野和夫『労働法』(第 9 版、2010、弘文堂) 81

頁、川田/前掲注23・136頁、荒木/前掲注 3・240頁、西谷/前掲 3・193頁、水町勇一
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このように、労働者の競業活動のうち、とりわけ企業に与える損害が大

きいと思われる在職中の競業においては原則として禁じられているので

ある。 

 

(6) 独占禁止法 

また、公正な競争を害する行為を規制する法律として、独占禁止法の存

在を無視することもできない。同法は、公正取引委員会のエンフォースメ

ントの発動要件として機能する一方、民事上においても差止請求（独占禁

止法24条）や損害賠償請求の根拠ともなり得るものである。損害賠償請求

も、公正取引委員会の審決の確定を要件とする25条の損害賠償責任に限ら

れず、独占禁止法違反が民法709条を根拠とする損害賠償の十分条件とな

ることが論じられている41。 

裁判例においては、独占禁止法違反を検討したうえで民法709条に基づ

く損害賠償請求を認容するものがある（大阪地判平成2.7.30判時1365頁91

頁 [東芝昇降機一審]）。他方で、景表法4条2号に違反する行為があったと

しても、市場における競争が本来自由であることを理由として直ちに競争

事業者に対する不法行為を構成しないとするものがあるが（ 4 条 2 号該当

性が否定されているため傍論ながら、東京高判平成16.10.19判時1904号

128頁 [コジマ電気価格表示控訴審]）、学説では批判が多い42。 

 

                                                                   

郎『労働法』(第 4 版、2012、有斐閣) 132頁、盛岡一夫「営業秘密と従業員の退職

後の秘密保持義務・競業避止義務」紋谷暢男教授還暦記念論文集刊行会編『紋谷暢

男教授還暦記念 知的財産法の現代的課題』(1998、発明協会) 446頁。 

41 白石忠志『独占禁止法』(第 2 版、2009、有斐閣) 649頁、潮見佳男『不法行為法

Ⅰ』(2009、信山社) 105頁。行為の広がり論とそれに対する批判について、田村善

之「市場と組織と法をめぐる一考察」同『市場・自由・知的財産』(2003、有斐閣、

初出2000) 36頁。 

42 独占禁止法25条は、同条が定める典型的な独占禁止法違反行為について、排除措

置命令確定を条件として強化された責任を定めたものであり、同条が列挙する違反

行為は原則として一般不法行為を根拠づけることを当然の前提にしているとして、

同判決を批判するものとして、川濵昇 [判批] 中山信弘＝大渕哲也＝茶園成樹＝田村

善之編『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007、有斐閣) 209頁。 
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(7) 小括 

以上のように、退職後の労働者と企業との間の利害については、既に、

特許法、著作権法、商標法、不正競争防止法、独占禁止法、労働契約法又

は会社法によって一定の調整がなされている。 

そうであれば、不法行為については、これらの法律による利害調整が適

切になされていない場合においてのみ適用されれば足りると考えられる。

逆に、これらの法律を無視して利益衡量を行うことは、立法による態度決

定を無にしてしまうことに加え、何が自由な行為として許容されているの

か不明となるおそれもある。 

著作権法と不法行為の関係について論じた判決として、 判平成

23.12.8民集65巻 9 号3275頁 [北朝鮮国民著作物上告審] がある。 

同判決は「著作権法は、著作物の利用について、一定の範囲の者に対し、

一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに、その独占的な権利と国

民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で、著作権の発生原因、内容、

範囲、消滅原因等を定め、独占的な権利の及ぶ範囲、限界を明らかにして

いる。…同法 6 条…各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は、

同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護

された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成する

ものではないと解するのが相当である」とした43。 

学説においても、知的財産権についての個別の法律は、一定の場合の利

益保護を承認する一方、それから外れる場合には、むしろ活動の自由を承

認していると理解する可能性があることを指摘するものがある44。同様に、

知的財産権法がその保護範囲に関する準則を設定した類型に関するかぎ

り、これに従って、禁止されるべき違法な行為と、自由な営業活動として

許容される行為との区分が画され、それを前提に競争秩序が形成されてい

                                 
43 同判決の評価につき、田村善之「民法の一般不法行為による著作権法の補完の可

能性について」同『ライブ講義知的財産法』(2012、弘文堂、以下「田村・ライブ

講義」と略記する｡) 527頁。 

44 窪田充見『不法行為法』(2007、有斐閣) 132頁。生成途上の権利の保護規範とし

て不法行為法を捉えるものとして、同「不法行為法と知的財産法の交錯」著作権研

究第36号 (2010) 29頁も参照。 
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るとの指摘もある45。 

また、効率性の測定は困難であり、知的財産権の制度の積極的な正当化

は、効率性の達成度のみではなく、制度を採択するプロセスの正統性に求

めざるを得ないため、政治的責任を負うことのできない司法での判断を謙

抑的にしつつ、インセンティブが過度に不足し、研究開発の投資が過小に

なる場合であって、必要となる成果の供給が過度に不足することが裁判所

にとって明らかな場合には不法行為の成立の余地を認めるものもある46。 

さらに、不正競争防止法と不法行為の関係について、不正競争防止法上

の「不正競争」概念自体が、既に、被害者の営業の自由と他者の営業の自

由その他の権利・自由、さらには営業活動に対する社会的・公共的価値を

も考慮に入れて、あるべき競争秩序のもとでの当事者の権利・自由の保護

の範囲と限界とを完結的に決定しており、「不正競争」に該当しない行為

については法的に積極的に許容し、これにより他者の権利・自由を保障し、

かつ社会的・公共的価値を実現するとの態度決定がされており、民法の不

法行為法による補充を排除するとの考え方が原則に据えられるべきであ

ると論じるものもある47。 

これらの観点から、退職後の労働者と企業の関係を見てみよう。 

まず、企業と労働者の集中的な資本投資がなされて開発され、かつ他の

情報と明確に識別できるようになった発明や著作物については、特許法や

著作権法の規律に委ねてよい。また、表示主体の規律については、商標法

や不正競争防止法が規定しており、基本的にはそれらの法律の規制に従っ

てよいであろう。 

これらの以外の効率性を害する競争行為については、不正競争防止法に

                                 
45 宮坂昌利 [判批] 中山＝大渕＝茶園＝田村編/前掲注42・225頁。 

46 田村善之「知的財産権と不法行為 －プロセス志向の知的財産法政策学の一様相」

田村編/前掲注11 (以下「田村・知的財産権と不法行為」と略記する｡) 34頁、同・

ライブ講義 (前掲注43) 529頁。 

47 潮見/前掲注41・103頁 

 小野昌延編著『新・注解 不正競争防止法 (上巻)』(新版、2007、青林書院) 47頁 

(小野昌延執筆部分) 47頁、小野昌延＝松村信夫『新・不正競争防止法概説』(2011、

青林書院) 40頁は、不正競争防止法で規律された行為類型については同法の適用の

みを論じ、規律されていない分野については不法行為を認める余地を残している。 
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も規律があるから、同法が適法行為と違法行為の明確な線引きを行ってい

る場合には、その線引きに従い、不法行為の適用を認めないことが、当事

者の予測可能性に資する。もっとも、不正競争防止法が、特定の行為類型

について、不法行為が成立することを前提として、差止請求等の効果を付

与するため不正競争防止法で規律したとみられる規定であれば、不正競争

防止法に違反しない行為につき不法行為を認めることも可能であろう。 

また、独占禁止法との関係においても、独占禁止法が、法の介入すべき

事案とそうでない事案を線引きして要件を設定している場合には、あえて

独占禁止法の適用にならない行為を不法行為とする必要はないと思われ

る。 

このような観点からすれば、 高裁判決が責任を肯定する可能性がある

ことを示唆した「営業秘密を用いる」や「信用をおとしめたりする」行為

については、必ずしも民法709条の不法行為に該当することを示唆してい

るわけではなく、不正競争防止法の適用を示唆したものと解することもで

きる。 

そこで、以下では、不正競争防止法や独占禁止法等の法律上の規制を念

頭に置きつつ、さらに民法上の不法行為による保護が必要か否かを慎重に

検討していきたい。 

 

第３ 在職中の競業活動 

 

１ 総論 

前述のとおり、従業員が、その在職中において自己の職務と関連する競

業行為を行うことは、労働者としての誠実義務に違反し、特約等がなくて

も損害賠償責任を負うとされている。 

これは、退職後の前掲 判 [三佳テック上告審] が労働者の責任が肯定

される場合を限定したのとは対照的な扱いである。前掲 判 [三佳テック

上告審] は、勧誘行為について退職の前後で扱いを違えているのか不明な

点も残るが、同判決を引用する東京地判平成23.10.21平成19(ワ)30603 [セ

キショウ] は、退職後の行為について前掲 判 [三佳テック上告審] の説

示を引用して不法行為を否定する一方、在職中に勧誘行為が行われたと認

められる取引先については、在職中の競業避止義務違反として不法行為を
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肯定している。 

このように、裁判例と学説は、労働者の競業について退職の前後でその

扱いを大きく違えているのである。 

しかし、その実質的根拠については不明な点も残る。この点について、

田中亘氏は、取締役の忠実義務の文脈であるが、エージェントが発生した

派生的機会が、プリンシパルによる相当の資本投下を伴う事業活動により

初めて得られるものだとすれば、エージェントはプリンシパルの事業活動

なしには当該機会を取得することはできなかったとして、派生的機会の自

由な取得を認めることがプリンシパルの事業活動を縮小させるという意

味で事前の効率性を害することを指摘している。他方で、田中氏は、エー

ジェントの経済活動を制約されるという負の側面も指摘したうえで、①単

にエージェントが職務遂行に際して機会を取得するだけでは足りず、機会

それ自体がプリンシパルによる相当の費用支出により初めて取得できる

ような内密情報に近いものであることを要求するか、そうでなくても当該

機会はプリンシパルによる相当な資本投下がなければアクセスが困難で

あったものかどうか、およびその機会を得る上ではエージェント自身はさ

ほどの努力、才能を要しないものであるかという観点から、真に当該機会

がエージェントとしての地位のみによって得られたと評価できるかどう

かを慎重に検討すべきと論じる48。 

以上の議論は、退職前後の競業活動か否かという点を絶対視せず、むし

ろ誰の費用支出により得られた機会かを個別的に判断して義務違反の有

無を判断していくことを帰結し得る。 

                                 
48 田中亘「取締役の社外活動に関する規制の構造 (4)」法協117巻12号 (2000) 1810

頁。さらに、同・忠実義務 (前掲注38) 49頁では、受認者による会社資産の「横領」

は何らの社会的便益をもたらさず、株主の期待リターン減少、または不確実性の増

大による事前的な非効率を生じさせるので、これを抑止すべきであるとし、他方で、

受認者の「義務」の範囲を画するためのルールについては、一律に全ての機会を受

認者の「義務」の範囲として、会社と受認者が取引をするように促すのがよいとは

必ずしもいえず、それは具体的な機会が提供された時点では効率的な結果をもたら

すとしても、受認者の事前の技能形成 (人的投資) のインセンティブを損なうため、

受認者側の利益との「比較衡量」を行って義務の範囲を適切に画す態度が求められ

るとする。 
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しかし、退職前後を問わず、個別の事案毎に実質的な判断を行っていく

場合には、当事者の行為規範としての予見可能性が低くならざるを得ない。

労働者としては、退職後についても企業の費用支出による機会に帰因する

競業活動が禁止されるとすれば、どこまでの競業が許されるのか不明確と

なる。 

また、企業にとっても、在職中の競業活動を許容するとすれば、損害賠

償を請求できないばかりか解雇等の手段でこれを禁止することもできな

くなってしまう。そうすると、企業が労働者らに様々な権限を与え仕事を

行わせるという社会的に望ましいと思われる活動が委縮しかねないとい

う問題がある。 

むしろ、裁判例・学説が承認するように、退職前の競業活動を誠実義務

違反としつつ、退職後の競業は原則として自由にするという扱いの方が、

当事者の遵守しやすいルールの設計という意味で優れていると考えられ

る49。そのうえで、競業活動のうち、在職中においても社会的に許容すべ

き行為については例外的に許容すればよいと考えられる。 

 

２ 在職中の顧客に対する働きかけ 

在職中に別会社を設立したうえで、在職中に別会社への発注を勧誘する

場合には、不法行為が成立する（東京地判平成21.7.14平成19(ワ)29573 [丸

幸商事]、前掲東京地判 [セキショウ]）。介護サービス事業を営む会社に

在籍しながらその顧客に介護サービスを提供した東京地判平成18.9.4労

判933号84頁 [すずらん介護サービス]）。 

また、在職中に所属する会社について虚偽の情報を伝えながら、自己と

の取引を勧誘する場合にも、雇用契約上の義務に違反したと判断される

（東京地判平成8.8.29判時1608号125頁 [十字屋広告社一審]、東京高判平

成8.12.26金商1021号34頁 [同控訴審]）。 

微妙なのは、在職中に新会社設立した等のチラシを配布する行為である。

前掲東京地判 [すずらん介護サービス] は、被告Ｙ1 が平成17年 4 月ころ

まで雇用契約上の義務を負う地位にあったところ、遅くとも平成17年 2 月
                                 
49 当事者の規範遵守の可能なルールという視点につき、川濵昇「市場秩序法として

の独占禁止法 (3･完)」民商法雑誌139巻 6 号 (2009) 24頁。 
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ころから、介護サービスの提供を開始した旨などを記載したチラシを作成

し、それを原告の顧客を含む者に配布したが、特に原告の顧客に対して特

別な勧誘をするなどの活動をしてはいなかった事案について、「被告会社

が原告の顧客を含む者に対して行った営業活動は、チラシを配るなどにと

どまるものであって、原告の顧客に対して執拗な勧誘をするとか、積極的

に原告を誹謗中傷するなどの活動はしていない」として違法性を有しない

とした。もっとも、退職や独立の挨拶を超えて、自己との契約を勧誘する

チラシの配布が在職中に許されるとすれば、企業内での労働者への合理的

な役割分担・権限委譲が委縮しても不思議ではない。同事案は、そのチラ

シによって顧客を奪取した事実が認定されておらず、元の企業に損害が発

生しなかった事案であり、チラシの内容が積極的な勧誘を含んでおり、実

際に顧客奪取がある事案においては結論を異にすると考えられる50。 

なお、訪問介護サービス事業を営む原告の従業員が、在職中に原告に登

録しているヘルパーに対し、新たに立ち上げる会社に重複して登録するこ

とを勧誘した行為について不法行為の成立を否定した東京地判平成

18.7.25平成16(ワ)25672 [トマト] がある。同判決は、「このような勧誘

活動は、原告在職中に行われており、被告Ｂが有給休暇を取得していたこ

とを考慮しても、問題性のある行為といえる」としつつ、「原告と被告会

社に重複登録することを求めたにとどまり、原告への登録を抹消すること

を求めたり、あるいは、原告の利用者に対し被告会社への契約替えを勧め

るよう働きかけたりしたものではない。また、被告両名は、原告での職務

遂行を通じて知り合った原告の登録ヘルパーに対し勧誘を行っているに

すぎず、被告両名と仕事上の関係の全くない登録ヘルパーに対し幅広く勧

誘を行ったりとか、被告両名が通常の業務遂行の過程においては知り得な

いような情報を用いて勧誘を行ったといった事情はない」として不法行為

の成立を否定した。 

限界線上の事案と思われるが、勧誘したのが重複登録であり、登録した

のみで原告での活動が困難になるわけではないゆえ、それのみで損害が生

                                 
50 また、同事案は被告Ｙ1 に対し、特定の従業員が暴行を加えたうえ、出勤停止を

命じていたとの特殊な事情もあることに留意すべきである。また、在職中に原告の

顧客 1 名にサービスを提供した行為については損害賠償が認容されている。 
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じたと認定できないこと、原告代表者に発覚後被告が勧誘を撤回しており、

終的に生じたヘルパーの移動と勧誘行為との因果関係が切断されてい

ることを理由に結論を正当化できよう。また、被告は人的関係のあるヘル

パーを勧誘したことが認定されており、ヘルパーは原告と労働契約を結ん

でいたものではないとしても、後述する労働者の勧誘行為の事案に似てい

ることも指摘できる。 

 

３ 在職中の就職活動・開業準備活動について 

 これに対し、在職中の就職活動や、新たな開業の準備活動で在職中の企

業に損害を与えないものについては、不法行為や誠実義務違反が成立しな

い51。 

例えば、東京地判平成19.5.31平成17(ワ)27477･平成18(ワ)7539 [中屋]

は、被告Ａら 3 名が平成17年10月末に退職した事案について、Ａら 3 名は

平成17年10月中には、原告を退職した後、被告Ａのもとで原告と競業行為

を行う会社に就職するとの計画があったものと認めつつ、「会社の従業員

が退職前にその転職先を探すことは、本来の職務時間外にこれを行い、職

務の執行に支障を来さない限りは、それが競業会社への転職であっても、

そのこと自体が直ちに誠実義務違反となるものではない」として誠実義務

違反を否定した。 

また、大阪地判平成21.7.16労経速 2052号12頁 [ピーエムコンサルタン

ト] は、転職予定の同業他社の予定担当技術者としてヒヤリングに参加し

たという就業規則違反行為があるからといって、そのことだけによって被

告会社の営業上の秘密が漏れたり競争上の不利益を受けることになるわ

けではないことなどから、それだけで直ちに就業規則に定められた も重

い制裁である懲戒解雇を行うことはできないとした。 

東京地判平成21.2.16平成19(ワ)22318 [スペースインターナショナル]

も、被告Ｙ1 は、平成18年 4 月30日、被告Ｙ2 は、平成18年 3 月末、被告

Ｙ3 は、平成18年 5 月末それぞれ退社したところ、被告Ｙ1 は、平成18年 2 
                                 
51 在職中に退職後の競業を準備する行為について、その手段方法が、顧客に対して

新たに設立する会社への発注を依頼するなど、使用者の利益を大きく損なう可能性

がある場合には、労働者の責任が生じるとするものとして、西谷/前掲注 3・194頁。 
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月14日から同年 4 月30日までの間において、被告Ｙ4 との間で、被告会社

を設立して USB メモリー等の販売を行うことを前提に、事業計画表を作成

し、役員及び従業員の待遇等を検討するなど準備を行い、被告Ｙ2 との間

で事務所のレイアウトを相談し、被告Ｙ2、被告Ｙ3 及び被告Ｙ4 との間で

被告会社設立の打合せを行い、定款を作成するなどの行動を取ったことが

認められるとしつつ、上記各行為は、いずれも被告会社の設立準備行為に

過ぎず、原告の取引と競業する取引を現実に行ったものではないし、その

態様も昼休みに打合せをしたり、メールでのやり取りが中心であって、本

件全証拠によるも原告の業務に支障を来すような形態で行われたとは認

められないとして不法行為等の主張をいずれも退けている。 

また、別会社を設立し、取締役や代表取締役に就任すること自体が不法

行為や誠実義務違反になるものではない52。 

例えば、東京地判平成6.2.24労判652号38頁 [甲子電研] は、被告が原

告在職中に別会社を設立し、その取締役となったが、その営業活動を開始

したのは原告を退職した後で、しかもその営業は原告ではなく原告の子会

社とのみ競業関係に立つ事案において、原告の請求を退けている。また、

東京地判平成19.7.19労判948号87頁 [富士合金工業] も、在職中に競業会

社を設立し代表取締役に就任したことが競業避止義務違反に該当しない

とした53 54。 

                                 
52 これに対し、土田・競業避止義務 (前掲注 3 ) 195頁は、競業他社設立の計画程度

であればともかく、競業他社における現実の就労や競業他社の設立は競業避止義務

違反になると論じる。 

53 もっとも、同事案では、競業会社設立があった平成16年 9 月当時、被告は既に債

務返済のため本社工場を売却することとなっており、被告は当時被告にいた技術系

の従業員の 4 名全員及び営業系の原告を解雇するなど、被告は、廃業にも匹敵する

ような大規模な事業縮小を避けられない状況にあったとされ、このことを判決は明

示的に考慮している。 

54 ただし、取締役の地位にある者については、別論が成り立ちうる。 

大阪地判平成14.3.29 労経速1802号26頁 [メイテック] は、取締役在任中の競業会

社の代表取締役就任について、忠実義務違反を肯定した。また、東京地判平成

16.7.29平成13(ワ)20685 [Ｘ食品工業株式会社] は、取締役が会社と同種の営業を目

的とする他の競業会社を設立し、また、当該会社の代表取締役に就任することは、
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このように、退職前の就職活動が適法であることは、以下のような説明

が可能である。すなわち、退職してから就職活動を開始すると、求職者の

資産が減少していくため、徐々に求職コストは割高に感じられるようにな

り、 低限これならば就職してもよいと考える賃金（留保賃金）が低下し、

労働力の売り急ぎが発生する55。そうすると、当該労働者に適合しない企

業との労働契約を強いられる可能性が強くなる56。また、失職から再就職

までの無業期間が長ければ、潜在的な OJT の機会を失ったり使わない間に

技術が陳腐化したりして、汎用性の高い人的資本にも影響が及ぶ可能性が

あるとの指摘もある57。他方で、在職中の就職活動であれば、このような

問題は発生しない58。日本における実証研究においても、失業期間が長く

なればなるほど他の職種に転職する人が増えるとされる一方、一般的に同

一の職種に転職した人はそうでない人よりも賃金の低下率が小さいとの

指摘がなされている59。 

また、従来は、就業規則で兼職許可性を定めればこれは有効と解されて

いたが、近時は、労働契約法制研究会 終報告である「今後の労働契約法

制の在り方に関する研究会報告」（平成17年 9 月15日）においては「近年、

多様な働き方の一つとして兼業を行う労働者も増加していることにかん

                                                                   

商法264条の禁止する競業行為にはならないとしつつも、取締役として課されてい

る善管注意義務及び忠実義務に違反する違法行為とした。 

55 樋口・雇用と失業 (前掲注 8 ) 235頁。失業保険の給付が求職コストの一部を援助

することになることも含めて、樋口美雄『労働経済学』(1996、東洋経済新報社、

以下「樋口・労働経済学」と略記する｡) 127頁。橘木俊詔＝高畑雄嗣『働くための

社会制度』(2012、東京大学出版会) 211頁も参照。 

56 労働市場における不完全情報に基づく賃金格差につき、ジョセフ・E・スティグ

リッツ＝カール・E・ウォルシュ著 (藪下＝秋山＝蟻川＝大阿久＝木立＝清野＝宮田

訳)『スティグリッツ ミクロ経済学』(第 3 版、2006、東洋経済新報社) 503頁。 

57 近藤絢子/前掲注 8・598頁。 

58 もっとも、在職中のため、就職活動に費やせる時間に限界はあることについて、

樋口・労働経済学 (前掲注55) 26頁。 

59 樋口・雇用と失業 (前掲注 8 ) 236頁。ただし、事務職、サービス職については、

同一職種内で転職した人の方が他の職種に転職した人に比べて賃金の低下率が大

きいことも指摘している。 
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がみ、労働者の兼業を禁止したり許可制とする就業規則の規定や個別の合

意については、やむを得ない事由がある場合を除き、無効とすることが適

当である」として、兼職禁止の効力を制限しようとする動きがあり60、こ

のことも在職中の就職活動や開業準備行為を肯定する論拠となりうる。 

以上のように、在職中の就職活動を認めることが、労働者の職業選択の

自由を実質化することになることに加え、兼職禁止を制限しようとする近

時の傾向とも合致すると思われる。 

 

４ 同僚の引き抜きについて 

特殊な問題があるのが、同僚を勧誘して退職し、新たに企業をしたり、

別の企業に就職する場合である。 

労働者は、同僚についての知識・技能等の情報を把握している。そのよ

うに互いの情報や信頼関係を有する同僚は、そのチームとしてより高い生

産性を発揮すると考えられる61。そのような場合には、一緒に退職するこ

とを認めることが、労働者の退職の自由を実質化させることになる（退職

後の勧誘のみ認めると、労働者に一か八かの判断を強いることになる）。 

他方で、外部の企業にとっては、労働者の能力を正確に把握することは

困難であるから、外部の企業の勧誘のみに任せると、当該労働者にとって

十分な転職のための選択肢が示されない可能性がある62。 

                                 
60 荒木尚志＝菅野和夫＝山川隆一『詳説 労働契約法』(2008、弘文堂) 186頁、土田・

労働契約法 (前掲注39) 103頁、西谷/前掲注 3・191頁。転職準備のための兼職につ

いて、菅野和夫＝安西愈＝野川忍編『実践・変化する雇用社会と法』(2006、有斐

閣) 111頁も参照。 

61 労働者が複雑な仕事あるいは他の労働者との相互依存性の高い仕事をする場合

に、労働者間の信頼や協力といった種類の企業特殊的人的資本が重要になり、これ

が終身雇用制の理論的根拠となりうることを指摘するものとして、荒井一博『雇用

制度の経済学』(1996、中央経済社) 100頁、同『文化・組織・雇用制度 －日本的シ

ステムの経済分析－』(2001、有斐閣) 84頁。労働者がチーム単位で能力を発揮でき

る可能性について樋口・労働経済学 (前掲注55) 161頁も参照。 

62 労働市場における情報の非対称性について、麻生良文「人的資本投資における政

府の役割」会計検査研究30号 (2004) 101頁。日本型の内部労働市場は内部情報に大

きく依存するため、転職の機会が強い人的紐帯に依存することにつき、宮本光晴『企
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このような点からすれば、在職中の同僚に対する勧誘行為は、勧誘され

る労働者と勧誘する労働者両者の転職の自由を実質化するものであるか

ら、特別の配慮を行う必要がある。他方で、企業にとっても、当該従業員

が退職する場合には、その時点以降における賃金の支払及び年功序列制に

より生産力に比して抑制された賃金（いわゆる人質賃金63）の支払を免れ

ることになるため、その損失は大きくないといえる。 

そうすると、他の労働者を勧誘して退職する行為は、労働市場における

労働者の獲得競争における競業とも考えられるが、それが勧誘される労働

者や勧誘する労働者の職業選択の自由を実質化させるという意味で社会

的に許容されるべきであり、在職中であるからといってこれを許容しない

のは妥当ではない。 

もっとも、勧誘行為のうち、企業に再交渉の機会を与えない勧誘や、労

働者に虚偽の情報を伝える勧誘は、勧誘される労働者に適切な選択をさせ

ないものであり、労働市場における適正な競争とも言い難い。また、労働

者の個性の着目した労働力の確保を目指した勧誘ではなく、元の企業の競

争力を減殺することに向けられた勧誘は、労働者の利益も害するうえ、市

場支配力の強化のみによって利益を得ているという意味で能率競争

（competition on the merits）の範囲外であるといえる64。これらの勧誘行為

                                                                   

業システムの経済学』(2004、新世社) 113頁。 

63 人質賃金について、水町/前掲注40・37頁、青木昌彦＝奥野正寛編『経済システ

ムの比較制度分析』(1996、東京大学出版会) 130頁 (青木昌彦＝奥野正寛＝村松幹

二執筆部分)、江口匡太『キャリア・リスクの経済学』(2010、生産性出版) 112頁。 

64 独占禁止法上の私的独占の要件である「排除」の解釈について、「能率競争」

(competition on the merits) 以外の手段で排除を行ったか否かを基本的な出発点とし

つつ、より具体的には、欧米で提案されている複数の基準、経済的有意味基準 (問

題となる慣行が市場支配力の形成・維持・強化によって利益を得ることがない限り、

行為者の利益にならないかどうか)、同等の効率性のある競争者基準 (当該状況にお

いて、被告の属する市場から同等もしくはそれ以上に効率的な競争者を排除しそう

な行為か否か)、ライバル費用引上げ基準 (RRC) 等の基準を複合して用いることが

提案されている (川濵昇「私的独占解釈論の現状と課題」日本経済法学会編『私的

独占規制の現代的課題』(2007、有斐閣、以下「川濵・私的独占」と略記する｡) 28

頁、同「競争者排除型行為規制の理論的根拠 －不公正な取引方法を中心に－」公
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については、誠実義務違反や不法行為を成立させて差し支えないと思われ

る65。 

そこで、民法上の予告期間を置かない勧誘（原告らが退職を決意し、そ

ろって出勤しなかったためせり業務に支障を来した福岡地久留米支判昭

和56.2.23労判369号74頁 [福岡県魚市場]、事情を知らないセールスマン

らをまとめて連れ出し、被告会社の営業所で営業を始めた東京地判平成

3.2.25判時1399号69頁 [ラクソン]）や、当該労働者の自由な意思決定を

害する勧誘（原告の営業所が閉鎖されるとの虚偽の情報を伝えた大阪地判

平成14.9.11労判840号62頁 [フレックスジャパン]、胸ぐらをつかんで退

職を強要した東京地判平成11.2.22判時1685号121頁 [ゼンケントップ]）、

企業が訓練費用を投下しそれを回収しない時期における勧誘（研修中の労

働者の引き抜きにつき前掲東京地判 [ゼンケントップ]）、労働力の獲得で

はなく競争力を減殺させることに向けられた勧誘（原告作成のメモに「被

告の内部混乱をチャンスととらえ、被告顧客の獲得を中心に営業活動を強

化し、原告顧客増を図る」と記載されていた東京地判平成20.12.10判時

2035号70頁 [USEN 対キャンシステム]、教師の退職と同時に持出したカ

ードに基づき生徒220名を勧誘して新たな塾との契約を勧誘した東京地判

平成2.4.17労判581号70頁 [東京学習協力会]）等の能率競争の範疇に含ま

れない勧誘行為に限って誠実義務違反又は不法行為を肯定すればよいと

考えられる66。 

 

                                                                   

正取引671号 (2006) 9 頁、根岸哲編『注釈独占禁止法』(2009、有斐閣) 40頁 (川濵昇

執筆部分)。 

65 裁判例も、「その引抜きが単なる転職の勧誘の域を越え、社会的相当性を逸脱し

極めて背信的方法で行われた場合には、それを実行した会社の幹部従業員は雇用契

約上の誠実義務に違反したものとして、債務不履行あるいは不法行為責任を負うと

いうべきである」(前掲東京地判 [ラクソン]) として、在職中の勧誘行為についても

悪質な態様の勧誘行為のみ違法とするとの一般論を示している。 

66 より詳しくは、拙稿/前掲注 1・307頁。 
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第４ 退職後の競業活動について 

 

１ 総論 

退職後の競業活動が直ちに不法行為を構成しないことは、前掲 判 [三

佳テック上告審] で明らかにされたが、それ以前の下級審判決もほぼ同様

の立場を採用していたと思われる。以下において、不法行為が否定された

裁判例を概観する。 

まず、近隣で営業を行うことのみによって不法行為となることはない。

東京地判平成16.9.30平成15(ワ)16407 [ペットサロン顧客名簿一審] は、

「被告らは、原告店舗を退職するとほとんど同時に、原告店舗の近隣に被

告ら店舗を開店したものであり、原告店舗と商圏が競合し、原告店舗の顧

客の一部が利用店舗を被告ら店舗に変更するであろうことを承知しなが

ら、被告ら店舗を開設したというべきである」と認定しながら、「被告ら

が原告にことさら損害を加える意図で、原告店舗を退職の上、被告ら店舗

を開店したわけではないこと、原告が原告店舗の特徴として述べる点は、

これが原告店舗のセールスポイントであるとしても、顧客等にとって外部

から一見して明らかな営業形態であったり、そうでないものも法律上保護

された営業ノウハウとまでは言い難いこと、ペットサロンについては、

個々の従業員の接客態度や理容技術に着目して顧客が店舗を選別してい

る面があり、原告店舗から被告らが退職・独立したことにより、自らの主

体的な判断により利用店舗を変更した顧客も少なくないと考えられるこ

と、被告らが原告店舗と被告ら店舗との同一性を誤認させるような宣伝、

勧誘活動を行ったとは認め難いことに照らせば、被告らの行為が、取引秩

序上、自由競争の範囲を逸脱したおよそ許されない行為であるとまではい

えず、被告らの行為をもって一般不法行為に該当するということはできな

い」として不法行為の成立を認めなかった（東京高判平成17.2.24平成

16(ネ)5334 [同控訴審] で控訴棄却）。 

また、企業の営業担当者が、当該企業の極めて重要な取引先の担当で、

特定のプロジェクトの担当者であった場合に、同人が退職して設立した企

業が当該取引先と契約しプロジェクトも同社と行うようになったとして

も、不正な手段を用いたのでなければ不法行為は成立しない（特定の宅地

分譲物件の販売に関する広告事業のプロジェクトを進めていた事案につ
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いて、原告が、本件顧客から受注した売上が 1 年間で5084万1108円であっ

たが、被告Ｙ1 が原告の従業員として稼働していた際に知り得た業務上又

は技術上の秘密等を利用することはなかったとして不法行為の成立を否

定した東京地判平成20.7.24労判977号86頁 [アルケ通信]）。 

この他、仕入先と原告が独占販売契約を締結している場合であっても、

退職した従業員が元の企業の仕入先から商品を仕入れ、これを販売した事

案において、「第三者が当該供給者から商品の供給を受けた結果、供給者

において同契約に反する結果となったとしても、供給者の独占的被供給者

に対する債務不履行となることはあっても、第三者の行為が直ちに不法行

為を構成するものではないというべきである。独占的供給契約が締結され

ているような場合に、第三者が供給者に働きかけて供給を受ける行為が債

権侵害の不法行為を構成するためには、供給者に働きかける行為が詐欺・

強迫のような態様であったり、不正競争行為として規制されるものである

など、通常の取引行為を著しく逸脱した行為であることを要すると解すべ

きである」として不法行為の成立を否定したものがある（東京地判平成

15.5.15平成13(ワ)26301 [メディカルサイエンス]）。 

加えて、退職した労働者との信頼関係から、顧客が、自らの意思で退職

した労働者が設立した会社や就職した会社との契約を結んだとしても、直

ちに違法な顧客奪取があるとは言えない。 

例えば、東京地判平成18.11.30平成16(ワ)24020･平成17(ワ)12749 [エ

スティサービス] は、介護事業を営む会社で勤務していた従業員が退職し、

新たな会社を設立したところ、労働者の被介護者の多くが新会社と契約を

締結した事案について、「一般に、介護支援に関しては、被介護者が、自

らの体調を含めていろいろな事情をよく知り、人的信頼関係のある介護者

のケアを受け続けたいと考えることはけだし当然のことであって、乙川ら 
4 名が、原告との労働契約中に被介護者の様々な事情を知悉したからと言

って、原告からの退職後、そのような事情を知悉している被介護者からの

介護支援の要請を拒絶しなければならないという信義則上の義務がある

ということはでき」ないとして債務不履行及び不法行為の請求をいずれも

棄却した。 

また、退職後、従来の顧客に対し挨拶状を送付することが直ちに不法行

為となるわけではない。 
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例えば、仙台地判平成7.12.22判時1589号103頁 [バイクハイ] は、被告

らが開業に際し、退職後に従前の顧客に対してチラシを配布し、原告の取

引先の複数が被告らとの取引を開始した事案について、このチラシは、原

告を誹謗・中傷する内容を含むものではなく、一般的な開業の挨拶と料金

の掲載程度に止まるものであり、被告らの開業の際の宣伝活動は右チラシ

の電話帳を利用したダイレクトメールの送付と無作為のポスティングが

中心になっており、そのチラシの投函の過程で顧客に開業の挨拶をしたに

止まるものであるから、誠実義務違反にはならないとした。 

同様の結論に至るものとして、東京地判平成19.10.30平成18(ワ)14569･

20189 [仮住まい情報センター]（「一身上の都合により、日本テンポラリ

ーハウス株式会社を退職いたしました」、「今後につきましては、新会社『仮

住まい情報センター』に移籍し」などと記載したあいさつ状を送付した）、

前掲東京地判 [トマト]（退社の挨拶と被告両名による介護サービスの提

供の継続を希望する者にはケアマネージャーと相談することを勧めた事

案）、東京地判平成22.3.24平成21(ワ)25267 [アグラ]（退職と開業の挨拶

をした事案）がある。 

 

２ 不正競争防止法に該当しない情報の利用行為 

(1) 一般的な知識・技能に対する保護の否定 

不正競争防止法の営業秘密保護規定が制定される前から、学説において

は、雇用期間中に労働者が取得する一般的知識たる技術、経験と企業のみ

が有する企業固有の特殊的知識に分類し、前者は現在及び将来にわたる労

働者の生活手段であり、この使用を禁じることはできないとするものがあ

った67。 

                                 
67 山口俊夫「労働者の競業避止義務 －とくに労働契約終了後の法律関係について

－」東京大学労働法研究会編『労働法の諸問題』(1974、勁草書房) 423頁、盛岡一

夫「営業秘密と営業制限」東洋法学19巻 2 号 (1976、以下「盛岡・営業制限」と略

記する｡) 48頁、金/前掲注 3・113頁、小野＝松村/前掲注47・319頁。これに対し、

両者の線引きが困難であることを指摘するものとして、後藤清『転職の自由と企業

秘密の防衛』(1974、有斐閣) 32頁。 

在職中に被用者が獲得した技能、経験、知識、情報はそれが一般的なものであっ
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裁判例においても、奈良地判昭和45.10.23判時624号78頁 [フォセコ・

ジャパン・リミティッド] は、「…被用者は、雇用中、様々の経験により、

多くの知識・技能を習得することがあるが、これらが当時の同一業種にお

ける営業において普遍的なものである場合、即ち、被用者が他の使用者の

もとにあっても同様に修得できるであろう一般的知識・技能を獲得したに

止まる場合には、それらは被用者の一種の主観的財産を構成するのであっ

てそのような知識・技能は被用者は雇用終了後大いにこれを活用して差し

つかえなく、これを禁ずることは単純な競争の制限に他ならず被用者の職

業選択の自由を不当に制限するものであって公序良俗に反するものであ

る」（下線部筆者）とし、営業上の秘密として保護される「一種の客観的

財産」である「当該使用者のみが有する特殊な知識」と区別することを明

らかにした。 

そして、同判決は、秘密保持契約の締結、機密保持手当の支給に加えて、

極秘フォセコ作業ハンドブックが原料明細書、原料配合（物質名及び粒度

等の特性含む）、製造工程（反応温度、作業時間含む）の各冊に分かれ、

三冊のハンドブックを参照して初めて全体が明らかになることを考慮し、

さらには、市販されている債権者製品の分析により容易に製造し得ないこ

とも認定したうえで、独自の技術的秘密である旨を論じている。 

 その後の裁判例においても、一般的知識や技能の保護を目的とする競業

避止義務は無効であるとされている（被告らがワンズクラブで行っている

業務の内容は、既に購入したかつらの使用者を対象として、営業担当者数

名及び技術担当者 1 名によって行う、かつらのメンテナンスや美容業など

であって、これらは、被告Ｙ1 らが原告就業中の日常業務から得た知識・

経験・技能を利用した業務ということができるとして、競業避止義務の対

象とならないとした東京地判平成17.2.23労判902号106頁 [アートネーチ

ャー]、被告がエンハンストマテリアル社の代表取締役として行っている

活動は、いずれも被告が本件契約前の東ソー時代から蓄積してきた知識、

経験等や、原告との本件契約中に日常業務から得た知識、経験等を用いて

                                                                   

ても、機密に属する専門的なものであっても、原則として労働者の「もの」であり、

被用者は自由にそれを利用でき、厳格に定義された営業秘密に該当する場合のみ例

外的に使用者の保護を認める見解として、沼田/前掲注11・136頁。 
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実施した業務の範囲にとどまるということができるから、被告の上記行為

が本件競業禁止合意により禁止される行為ということはできないとした

東京地判平成19.12.26判タ1282号326頁 [ブランゼー・エス・イー]）。 

 同様に、一般的な知識や技能の保護を目的とする秘密保持義務も無効と

される（デントリペア技術及びインテリアリペア技術は、被控訴人以外の

者からも容易に得られるような知識又は情報にすぎないといえるから、秘

密保持契約の対象となる上記機密事項に該当しないとした東京高判平成

21.5.27平成21(ネ)356 [トータルサービス控訴審]、原告の眉のトリート

メント技術のうち 3 点決め作業（眉山の位置決めの仕方を除く。）、描く作

業及び仕上げ作業に関する部分を個々に又はその全部の不使用を誓約さ

せる部分については、眉のワックス脱毛に関する技術は眉に関する美容施

術者であれば容易に取得ないし習得することができたとして、公序良俗に

違反し無効としたうえで、眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を

含む全体としての原告技術の不使用を誓約させる部分については、公序良

俗に違反するものではなく有効とした大阪地判平成21.4.14平成18(ワ) 
7097･平成19(ワ)9122 [眉のトリートメント方法一審]68）。 

 

(2) 不正競争防止法による保護 

 従業員が、使用者の有用な情報を持ち出した場合、それが不正競争防止

法上の営業秘密、すなわち「秘密として管理されている生産方法、販売方

法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知

られていないもの」（ 2 条 6 号）に該当する場合には、同法による保護を

受ける。 

 まず、どのような企業に在職する場合でも入手できる一般的なノウハウ

や技術については、不正競争防止法上の保護を受けない（原告の顧客の商

品の購入傾向について、前掲大阪地判 [昆布販売顧客情報]）。 

 また、多くの裁判例では、秘密管理性が否定され、不正競争防止法に基

づく請求が棄却されている（大阪高決平成5.4.15平成4(ラ)451 [コンベヤ

                                 
68 ただし、大阪高判平成22.2.24平成21(ネ)1456 [同控訴審] は、秘密保持契約の対

象となる技術を限定して解釈し、控訴人が禁止の対象となる技術を用いていないと

して請求を退けた。 
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ベルトカバーの設計図抗告審]、 東京地判平成14.4.23平成12(ワ)15215 

[通信販売業顧客データ]、前掲大阪地判 [デジタルフィールド]、東京地

判平成15.7.11平成14(ワ)12640 [便せん絵がら]、東京地判平成16.8.30平

成15(ワ)27899 [ガラス管製造方法]、大阪地判平成17.5.24平成15(ワ)7411 

[石橋製鋼]、前掲東京地判 [中屋]、前掲東京地判 [トマト]、大阪地判平

成19.2.1平成17(ワ)4418 [スタンドオフ一審]、大阪高判平成19.12.20平

成19(ネ)733 [同控訴審]、東京地判平成19.12.26判タ1282号326頁 [プラ

ンゼーエスイー]）。 

 これに対し、秘密管理性が肯定された事案としては、東京地判平成17･6･

27平成16(ワ)24950 [野菜の仕入先情報及び顧客関連情報]（原告従業員が

本件営業秘密を使用する場合には、原告代表者のみが保有する書庫の鍵を

使用するか、原告代表者が管理するパスワードを用いて原告代表者用のコ

ンピュータを使用しなければならず、また、本件営業秘密が第三者に知ら

れないよう、原告従業員に誓約書を提出させたり、就業規則を作成するな

どしていた）がある。 

不正競争防止法における秘密管理性の要件については、一時期厳格に解

する傾向が表れた（就業規則で守秘義務が課せられていた事案について京

都地判平成13.11.1判不競1250ノ174ノ22頁 [人工歯]、「持ち出し厳禁」「社

外秘」の表示のある引出しに収納されていた情報や、背表紙に赤文字で「社

外秘」と記載されていた履歴書及び登録表がつづられたファイルについて

秘密管理性を否定した東京地判平成16.4.13判時1862号168頁 [ノックス

エンタテインメント]、「関係者以外立入禁止」の掲示がされた設計室に保

管されていた図面について大阪高判平成17.2.17平成16(ネ)2672 [高周波

電源装置控訴審])69。 

しかし、近時は、より緩やかに秘密管理性を認める傾向も表れている（社

外秘という表示がなく無施錠の棚に保管され誰でも閲覧複写できた情報

についても秘密管理性を認めた大阪地判平成19.5.24判時1999号129頁 

[水門開閉装置]、同じく社外秘の表示がなく電子データのパスワードの管

                                 
69 小嶋崇弘 [判批] 知的財産法政策学研究第14号 (2007) 215頁、津幡笑「営業秘密に

おける秘密管理要件」知的財産法政策学研究第14号 (2007) 191頁、田村善之＝津幡

笑 [判批] 中山＝大渕＝茶園＝田村編/前掲注42・193頁 
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理が不徹底であり、施錠された場所に管理されていなかったプライスリス

トの秘密管理性を認めた名古屋地判平成20.3.13判時2030号107頁 [産業

用ロボット])70。 

 

(3) 不法行為該当性についての裁判例 

 それでは、不正競争防止法上の営業秘密に該当しない限り、退職した企

業の情報やノウハウを利用することは自由なのであろうか。これは、前掲

判 [三佳テック上告審] の「被上告人の営業秘密に係る情報を用いた

り」の「営業秘密」が、不正競争防止法上の「営業秘密」に限定されるの

かという問題でもある71。 

 まず、不正競争防止法の営業秘密保護規定が適用される以前には、企業

秘密の使用について、不法行為該当性を肯定するものが散見された。例え

ば、大阪高判平成6.12.26判時1553号133頁 [発砲ポリエチレン] は、退職

直前まで、契約交渉を担当していた従業員が、退職直後、本件技術に関す

る情報をそのまま使用し、退職した会社の提示した金額より低額で本件技

術及び生産設備を売却した事案について不法行為の成立を肯定した。 

 他方で、営業秘密保護規定の制定以降は、不正競争防止法違反が争われ、

不法行為該当性を肯定するものは少なくなった。 

 一般論のレベルでは、東京地判平成5.8.25判時1497号86頁 [TAP] が、

「在任又は在職中に知り得た知識や人間関係等をその後自らの営業活動の

ために利用することも、それが旧使用者の財産権の目的であるような場合

又は法令の定め若しくは当事者間の格別の合意があるような場合を除い

ては、原則として自由なのであつて、退任ないし退職した者が、旧使用者

に雇用されていた地位を利用して、その保有していた顧客、業務ノウハウ

等を違法又は不当な方法で奪取したものと評価すべきようなときでない

                                 
70 裁判例の変遷について、近藤岳「秘密管理性要件に関する総合的な判例研究 －裁

判例の『揺り戻し』について－」知的財産法政策学研究第25号 (2009) 159頁。 

71 同判決の「営業秘密」が不正競争防止法の要件を充足するものを想定しているの

か不透明であることを指摘するものとして、石橋・判批 (前掲注 2 ) 105頁。他方で、

不正競争防止法上の営業秘密に限られないことを示唆するものとして、加藤/前掲

注 2・21頁。 
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限り、退任ないし退職した者が旧使用者と競業的な事業を開始し営業した

としても、直ちにそれが不法行為を構成することにはならないものと解す

るのが相当である」と判示し、学習塾について在職した会社の授業方法や

教材に類似するものがあったにもかかわらず、不法行為の成立を否定した。 

 また、大阪地判平成10.9.10判時1656号137頁 [フジワラ産業] も、不法

行為の主張について「現に原告において秘密として管理されている情報で

なければ法によって保護すべき情報とはいえず、右のとおり現に原告にお

いて秘密として管理されている情報を被告Ｙ1 らが原告退職後に使用した

との事実は認められないのであるから、被告Ｙ1 らの行為が不法行為を構

成するとまでいうことはできない」として、秘密管理性のない情報は不法

行為によっても保護されないとした。 

 他方で、一般論として不法行為の成立の余地を認めたものとして、前掲

大阪地判 [水門開閉装置] がある72。 

同判決は、「市場における競争行為は、営業活動の自由の下、本来自由

に行われるべきものであるが、ある事業者が保有する技術上・営業上の情

報を他の事業者が競争上利用する場合には、その情報の内容・性質や利用

行為の態様如何によっては、当該情報の保有者との関係で、公正な自由競

争の範囲を逸脱すると評価すべき場合がある。不正競争防止法は、このよ

うな観点から、どのような技術上・営業上の情報が『営業秘密』として保

護されるべきものか、またそれをどのように利用する行為が『不正競争行

為』として規制されるべきものかを定めたものであって、同法のこのよう

な趣旨に照らせば、たとえ他の事業者の保有する技術上・営業上の情報を

利用して競争行為を行う場合であっても、当該情報が不正競争防止法によ

る保護を受けず、又はその利用行為が同法が規制する対象とならない場合

には、当該行為がことさら情報の保有者に損害を与えることのみを目的と

してなされた一種の営業妨害行為としての性質のみを有し、市場における

競争行為の一環として見ることができないといった特段の事情の存しな

い限り、民法709条の一般不法行為を構成するものではないと解するのが

相当である」（下線筆者）として、原則として不法行為が成立しないもの

の、営業妨害の性質が強い場合には別論が成り立つとしている（結論とし

                                 
72 石橋・判批 (前掲注 2 ) 104頁。 
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て否定)73。 

さて、多くの裁判例の具体的な結論においては、不正競争防止法上の営

業秘密に該当しない情報を利用した行為について、不法行為該当性も否定

している（前掲大阪地判 [石橋製鋼]、前掲東京地判 [ペットサロン顧客

名簿一審]、前掲東京高判 [同控訴審]、前掲大阪地判 [フジワラ産業]、

東京地判平成17.3.30平成15(ワ)26571 [データファイル不正取得]）。 

 もっとも、裁判例の中には、不正競争防止法上の営業秘密に該当しない

情報の利用について、不法行為の成立を肯定したものがある。以下におい

て詳しく検討する74。 

 

① 東京地判平成10.8.26判タ1039号199頁 [玉樹] 

 同事案は、エステ用化粧品の販売業において、原告の元従業員が顧客名

簿のデータベースを無断でコピーし、顧客名簿3600名に対しダイレクトメ

ールを送信し、原告商品を値引きして販売し、22名が購入に応じたという

事案である。 

同判決は、「本件顧客名簿ないしそのデータベースは、継続的に原告の

商品を購入している、いわば原告の固定客、得意先の氏名、住所を記録し

たそれ自体として貴重な財産的価値を有するものと認められるところ、被

告らは、これを原告の承諾なく入手したうえ、これを利用して本件販売行

為に及んだものであるから、原告の営業上の利益を違法に侵害したものと

いうべきである」として不法行為の成立を肯定した。 

同事案では、被告が原告商品そのものを廉価で販売していたという事情

があった。 

また、被告らは原告を平成 8 年12月に退職しているところ、ダイレクト

メールの送信は、平成 8 年12月ころから平成 9 年 1 月、2 月ころにかけて

行われたことが認定されており、在職中から競業を開始していた可能性の

                                 
73 同判決の不法行為に関する説示部分を前提にして、不正競争防止法の秘密管理性

を厳密に判断することについて疑問を呈するものとして、近藤岳/前掲注70・196頁。 

74 裁判例につき、加藤幸江「営業秘密 (不競法による保護と不法行為)」『村林隆一

先生傘寿記念 知的財産権侵害訴訟の今日的課題』(2011、青林書院) 310頁。 
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ある事案であった75。 

 

② 大阪地判平成17.8.25判時1931号92頁 [キングピンキット] 

同事案は、自動車のハンドルのかじ取り部分と車輪の軸受部分をつなぐ

キングピンキットについて、原告がこのキングピンキットの販売を主要な

業務としていたところ、原告の元従業員であるＹ2 が、本件原価表、本件

製作図を持ち出したうえ、競業会社においてキングピンキットの生産・販

売に用いたものである76。 

判決は、以下のように判示して損害賠償を命じる判決を言い渡した。 

「本件各製作図及び本件各原価表に記載された情報並びに本件各番号は、

原告において、営業秘密として管理されていたとまではいえない。しかし、

上記認定事実によれば、原告は、独自に作成した本件各製作図を用いて、

キングピンを製作しており、その品質は市場において一定の評価を受けて

いる上、本件各原価表は、キングピンキットの販売価格を決定するために

必要な資料であり、また、本件各番号も、より円滑な販売活動に貢献する

ものであるから、原告は、本件各製作図及び本件各原価表に記載された情

                                 
75 同事案について、自ら培った人脈を利用したのではないことに注目すべきであり、

当該顧客情報が管理され、有用性・秘密性を有するもののようであったことを指摘

するものとして、山口成樹/前掲注 2・91頁。また、同事案について、財産的価値を

根拠に利用行為を違法と解すると全ての情報に保護を認めることになり、競争を抑

制する危険性があると指摘するものとして、蘆立順美『データベース保護制度論―

著作権法による創作投資保護および新規立法論の展開』(2004、信山社) 162頁。 

76 ここで、本件原価表とは、キングピンキットを構成する部品の仕入価格を調べて

作成されたものである。他方で、本件製作図とは、専門家の指導により、純正のキ

ングピンを計測し、材質を解析するなどして作成されたものであったが、原告の工

場の事務室にある机の上の本立て及び原告の工場の倉庫の一角に置かれた机の上

の本立てに保管され、秘密である旨の表示はなく、原告の従業員は、閲覧者や閲覧

枚数等の記録をすることなく、本件各製作図を閲覧することができた。また、商社

から、原告が製造するキングピンキットの通関手続に必要であるから製作図を送っ

てもらいたいと要請された際には、同図を複写してファクシミリで送信することも

あった。また、本件各番号は、同キングピンキットと各自動車メーカーの製造にか

かる純正キングピンキットの部品番号との対応関係を明らかにする機能を有して

いるものであった。 
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報並びに本件各番号を用いることによって、営業上の利益を得ていたもの

と認められる。 

したがって、同情報等には財産的価値があり、同情報等を不正な手段に

より入手し、これを利用してキングピンキットを製造販売する行為は、原

告の営業上の利益に対する違法な侵害になるというべきである」。 

 もっとも、同判決の結論を正当化することができないわけではない。同

事案において、Ｙ2 が退職願を出したのは平成14年 3 月であるが、4 月30

日に再び原告代表者に退職の理由を説明しているほか、同年 5 月 7 日にも

退職する旨意思表示をして、同月20日には退職の扱いとなった。他方で、

被告Ｙ1 がキングピンの製作図を持ち出したのは平成14年 5 月までであり、

正式に退職の扱いになる以前において、持ち出しを行っていた事案なので

ある。 

このことからすれば、原告とＹ2 との労働契約に基づく在職中の秘密保

持義務違反（誠実義務違反）を認めることができると思われる。 

 この点について、東京地判平成19.1.26判タ1274号193頁 [リンクスタッ

フ] は、医師向け有料職業紹介業において、退職した際、医師の氏名、卒

業大学、卒業年、担当科、勤務先、連絡先に関するデータの全部又は一部

が記載されていたものを持ち出して、電子メールで挨拶状を送付した行為

が、信義則上の秘密保持義務に違反し、不法行為が成立するとしている。 

 

③ 大阪高判平成19.12.20平成19(ネ)733 [スタンドオフ控訴審] 

この事案は、被控訴人ら数名が、平成16年11月控訴人である派遣会社を

一斉に退職し、同12月分の派遣依頼先におけるシフト配置を十分に行わず、

他方で、派遣スタッフの大部分を被控訴人会社に勧誘して入社させ、今ま

でどおりの控訴人のスタッフを派遣できることをセールスポイントとし

て派遣会社の変更を働きかけ、派遣会社の変更を実現させた事案である。 

判決は、控訴人の顧客に関する情報及び派遣スタッフに関する情報は秘

密管理性を欠くとして不正競争防止法に基づく請求は棄却した。 

他方で、不法行為については「被控訴人ら 4 名が派遣会社の変更を実現

したことについては、自ら故意又は重過失により作り出した平成16年12月

のシフト漏れ、一斉に退職したことによる平成17年 1 月のシフト配置の混

乱に乗じたものであり、信義則に反する態様であって、その際、被控訴人
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ら 4 名が本件情報から適宜の態様で顧客情報、スタッフ情報の少なくとも

一部を得、これを利用して派遣スタッフの勧誘を行い、派遣先に関する営

業活動を行ったということができ、これにより、控訴人に登録する派遣ス

タッフの被控訴人会社への登録がなければ取得し得なかった派遣先を被

控訴人会社のものとし得たのであり、控訴人はこれに伴い、同派遣先を失

うという損害が生じたということができ、被控訴人 3 名につき不法行為が

成立する」とした。 

同判決では、顧客情報やスタッフ情報の取得や利用にも言及しているが、

むしろ顧客奪取のためのシフト漏れ、一斉退職、引き抜きを含めた一連の

行為を不法行為としたものである。特に、派遣社員の大多数を引き抜き、

それをセールスポイントとして顧客に切り替えを働きかけている点は、労

働力の獲得に向けられた勧誘というよりも、控訴人の競争力を減殺させ、

その顧客を奪取することに向けられた勧誘であるといえる。本判決は、こ

のような意味において不法行為が肯定された事案とみるべきであろう77。 

 

④ 横浜地判平成20.3.27労判1000号17頁 [ことぶき一審]、東京高判平成

20.11.11労判1000号10頁 [同控訴審] 

 同事案は、美容室を経営する原告の元総店長で、後に同業他社に転職し

た被告が、退社の際、原告の顧客カードを無断で持ち出し、近隣に構えた

別店舗で短時間使用したことにつき、原告が、営業秘密を無断で持ち出さ

れ、売上が減少したとして、損害賠償を求めた事案である。 

同一審判決は、「ａ店において、顧客カードは、ａ店の顧客が自由にこ

れを見ることができるような状態に置かれてはいなかったものの、単に輸

ゴムで束ねられ、カウンターの下の三段ボックスや顧客の荷物置場に保管

されていたにすぎず、これに秘密とする旨の格別の表記等もされず、被告

が顧客カードを持ち出した当時、これが施錠できる場所に保管されていた

わけではなく、また、パソコンに入力されていた顧客情報についても、パ

スワードの設定がされておらず、従業員が自由に顧客情報にアクセスする

ことができる状態に置かれていたものと認められるのである」として顧客

カードの秘密管理性を否定した。他方で、一審判決は「顧客カードは『営

                                 
77 同事案の特殊性を指摘するものとして、近藤岳/前掲注70・196頁 (脚注63)。 



論  説 

312 新世代法政策学研究 Vol.19(2013) 

業秘密』に当たらないから、被告が顧客カードを持ち出した行為を不正競

争防止法 2 条 1 項 4 号の『不正競争』と認めることはできないが、その有

用性及び非公知性は肯認されるのであって、たとえ従業員であってもこれ

を原告の承諾なく持ち出して、ａ店の営業活動以外の目的で使用するのは、

不法行為に当たるというべきである」としている。 

もっとも、同事案は、退職時に有体物である顧客カードを持ち出してお

り、在職した会社の所有権を侵害するものであり、その意味で不法行為が

成立することに問題のない事案であったと考えられる。 

過去の裁判例においても、設計図について秘密管理性及び非公知性の要

件を否定する一方、在職中所持したマスターやサンプルを返還せず、自ら

の事業に流用した事案について不法行為を肯定するものがあった（大阪地

判平成10.3.26平成5(ワ)4983 [コンベヤベルトカバー]）。また、有体物の

持ち出しは不法行為として考えられている（東京地判平成13.8.27判不競

1250ノ186ノ50頁 [業務用各種書式])78。この点からすれば、本件で不法行

為を認めることに支障はなかったと考えられる。 

また、不正競争防止法の秘密管理性を相対的に把握するならば、同事案

においても秘密管理性を肯定できるとの指摘もある79。 

 

⑤ 東京地判平成24.6.11平成22(ワ)23557 [ニッシングラフィック社] 

 同事案は原告を退職した被告らが被告競業会社に入社し、原告の所有物

であったフィルムを用いて下請先で刷版を作成させたものである。判決は

「前勤務先を退職後、前勤務先の所有物を利用して、現勤務先に、自由競

争の範囲を超えて、前勤務先と競合する業務を行わせることは、前勤務先

との雇用契約上の義務に反するものとみるのが相当であるから、被告Ｃの

上記行為は、原告に対する雇用契約上の債務不履行に当たり、不法行為に

も該当するものというべきである」とて、8 万0401円及び遅延損害金の賠

償を認めた。 

                                 
78 不正競争防止法上の営業秘密に該当しないとしても、所有権を侵害する行為につ

いて不法行為が成立することについて、田村・知的財産権と不法行為 (前掲注46) 17

頁、田村・概説 (前掲注37) 332頁。 

79 田村・ライブ講義 (前掲注43) 524頁。 
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 同事案も、前掲東京地判 [ことぶき一審] と同様に有体物の持ち出しを

行っており、その意味において不法行為を肯定できる事案であったと評価

できる。加えて、原告のフィルムを用いることで自らが支出すべき費用を

節約したという点では一定の成果冒用行為があった事案であると評価で

きよう。 

 

(4) 考察 

 不正競争防止法と不法行為の関係について、不正競争防止法に限定的に

列挙されている不正競争以外の競業は、民法の不法行為により補完的に禁

止されているとして、不正競争防止法を超える範囲について不法行為の成

立を柔軟に認めることが適切であるとするものがある80。そして、営業秘

密該当性が否定される情報であっても財産的価値を有する情報であれば、

それが侵害された場合には不法行為が成立することは当然である旨説く

ものもある81。 

他方で、既に指摘したように、不正競争防止法は「不正競争」に該当し

ない行為については法的に積極的に許容し、これにより他者の権利・自由

を保障し、かつ社会的・公共的価値を実現するとの態度決定がされており、

民法の不法行為法による補充を排除するとの考え方が原則に据えられる

べきであると論じるものもある82。 

 中間的な立場として、インセンティブが過度に不足し、研究開発の投資

が過小になる場合であって、必要となる成果の供給が過度に不足すること

が裁判所にとって明らかな場合には不法行為の成立の余地を認めるもの

もある83。 

 営業秘密に関しても、基本的には、不正競争防止法上違法である場合に

のみ差止や損害賠償に服するものであり、それ以外の情報の利用について

直ちに不法行為を認めることは不正競争防止法上の各要件の趣旨を没却

しかねないとの問題がある。とりわけ、秘密管理性の要件は、保護を受け

                                 
80 石田・判批 (前掲注 2 ) 665頁。 

81 加藤/前掲注 2・324頁。 

82 潮見/前掲注41・103頁、宮坂/前掲注45・225頁。 

83 田村・知的財産権と不法行為 (前掲注46) 43頁。 



論  説 

314 新世代法政策学研究 Vol.19(2013) 

るべき情報とそうではないものを区別し、労働者に禁止される情報を識別

させ、もって自由な情報の利用が妨げられないようにするとの趣旨があ

る84。不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報について不法行

為による保護を肯定すれば、何が保護されるべき情報かが認識できなくな

ってしまうおそれがある。学説においても、不正競争防止法上の秘密管理

性が認められない場合には、企業側の保護されるべき利益が大きくないと

して、侵害者側の情報入手手段の違法性が強いとか、他に自由競争社会の

取引秩序を逸脱するような事情が認められる場合に限って一般不法行為

が認められるとするものがある85。 

 もっとも、企業の顧客情報については別異に解する余地もあると思われ

る。 

 もちろん、企業の営業担当者等が取引先と個人的な関係を有していた場

合に、退職後に接触が禁じられるというのは不当であろう。このような取

引先との個人的な関係や情報も、一種の人的資本と考えられ、そのような

信頼関係を持ち、当該取引先についての多くの情報を有する労働者が継続

して取引を認めることは、顧客に有意な選択肢を増やすことになり、競争

を活性化させると考えられる。加えて、前述したように、企業の営業担当

者が、築いた個人的な関係を退職後に全く利用できないとすれば、そのよ

うな人的な関係を築くインセンティブを失いかねない。その意味において、

前掲 判 [三佳テック上告審] が「人的関係等を利用することを超えて」

と説示し、労働者の人的関係を利用することまでは許容していることは正

当であると考えられる。 

他方で、労働者が、個人的な関係を超えて、持ち出した元の企業の顧客

名簿等を使って営業活動を行うことができるとすれば、顧客探索費用を大

                                 
84 横田俊之＝熊谷健一＝広実郁郎＝中村稔「改正不正競争防止法における営業秘密

の法的救済制度について」ジュリスト962号 (1990) 26頁、鎌田薫「『財産的情報』の

保護と差止請求権(4)」Law & Technology 10号 (1990) 24頁、田村・概説 (前掲注37) 

328頁、小野＝松村/前掲注47・297頁、近藤岳/前掲注70・199頁。 

85 古河謙一「営業秘密の各要件の認定・判断について」牧野利秋＝飯村敏明＝三村

量一＝末吉亙＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務 第 3 巻〔商標法・不正競争

防止法〕』(2007、新日本法規出版) 345頁。 
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幅に削減し、所属していた企業の活動にフリーライドできることになって

しまう86。そのため、これを自由に許すと、顧客探索活動に対するインセ

ンティブが失われる可能性がある。しかも、顧客名簿の利用を禁止しても、

労働者にとって直ちに保護されるべき情報とそうでない情報の区別が付

かなくなるとも言い難いと思われる。しかも、このような顧客名簿につい

ては、特許法や著作権法による保護も享受できないため、これらの法が定

めた企業と労働者に適切なインセンティブを与えるためのメカニズムも

存在していない。学説においても、顧客や従業員の個人情報やプライバシ

ー情報について、信義則上の秘密保持義務違反を肯定すべきとの見解があ

る87。 

そうすると、退職した労働者が顧客名簿を用いて大規模な顧客獲得活動

を行い、それにより元の企業に損害が生じたことが立証された場合には、

その顧客名簿の秘密管理性を問うことなく不法行為を成立させてよいの

ではないかと思われる88。ただし、情報の持ち出し自体で不法行為該当性

                                 
86 訪問販売に対するクーリングオフの誘致行為について、フリーライドによる違法

性を肯定する可能性を示唆するものとして、田村善之「コメント」吉田克己編『競

争秩序と公私協働』(2011、北海道大学出版会) 38頁 (森平明彦「経済法と私法 －契

約違反誘致の競争法上の評価をめぐって」同書 5 頁に対するもの)。 

87 石橋・判批 (注 2 ) 107頁。石橋・理論的課題 (前掲注10) 153頁も参照。退職後の

秘密保持義務を肯定するものとして、盛岡・営業制限 (前掲注67) 43頁。 

 他方で、否定説として、和田肇「労働市場の流動化と労働者の守秘義務」ジュリ

スト962号 (1990) 55頁、水町/前掲注40・131頁。小畑史子「営業秘密の保護と雇用

関係 －改正不正競争防止法の意義と特徴」日本労働研究雑誌384号 (1991) 48頁も、

退職後の雇用契約上の秘密保持義務は、不正競争防止法上の営業秘密保護規定の創

設によりその使命を終えたと論じる。 

88 会社の従業員として獲得に寄与した顧客と退職後に取引する場合は、顧客情報が

従業員個人の人格と一体化しているがゆえに、不法行為性を弱めることになるが、

逆に直接の人間関係のない顧客に関する管理された有用性・秘密性のある情報を利

用することは不法行為性を強めることを論じるものとして、山口成樹/前掲注 2・95

頁。 

 また、使用者が開拓した顧客リストのようなコストを投下して開拓した顧客確保

のための競業避止義務が競業規制として有効になりうることについて、土田・競業

避止義務 (前掲注 3 ) 214頁。なお、データベース保護のための立法の文脈であるが、
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を肯定することは不正競争防止法の趣旨を没却しかねないため、あくまで

情報を用いた顧客奪取活動を不法行為と捉えるべきと考えられる。また、

電話帳等から容易に再現できる顧客名簿のように、不正競争防止法の非公

知性の要件を満たさない情報の場合には、不法行為の成立の余地もないと

考えるべきであろう89。 

 その意味において、結論を肯定できる裁判例として、東京地判平成

5.1.28判時1469号93頁 [チェスコム秘書センター] を挙げることができ

るだろう。 

 同事案は、退職後別会社で同種の営業を行うことを秘して入社し、退社

後、競業会社独自での営業活動での顧客獲得がままならない状態であった

ところ、原告の顧客で既に転送機を購入済みの者に対し、より低廉な価格

を提示して顧客奪取を行った事案につき不法行為責任を肯定している。 

同判決では、原告の電話代行業務は、代行業務を必要とする顧客を発見

し、その顧客にチェスコム製の転送機を購入してもらうことがもっとも重

要であり、原告は都バスやタクシー広告等に相当の経費をかけて代行業務

を必要とする顧客の発見に努めていたことが認定されている一方、ダイレ

クトメールやテレコール等による宣伝ではほとんど顧客を獲得すること

はできなかったことも認定されている。 

そうすると、原告の業種では顧客となる者を探すことについて多くの費

用を要するものであったにもかかわらず、被告は原告の顧客獲得の活動に

フリーライドしており、かかる行為を放置していた場合には、このような

経費をかけて顧客の発見に努めるインセンティブが失われかねないであ

ろう。その意味において、本件は、顧客探索活動についての著しいフリー

ライドゆえに不法行為が肯定された事案と考えるべきであろう90。 

                                                                   

データの再利用行為が不公正であると判断されるためには、先行者の投資に対する

フリーライドの存在が必要であると論じるものとして、蘆立/前掲注75・251頁。 

89 電話帳から再現できる顧客名簿が非公知性を満たさないことにつき、鎌田/前掲

注94・22頁。個々の電話番号の利用につき秘密保持契約違反にはならないとした福

岡地小倉支判平成6.4.19労旬1360号48頁 [西部商事]。 

90 永野周志＝砂田太士＝播磨洋平『営業秘密と競業避止義務の法務』(2008、ぎょ

うせい) 204頁は、同判決を、顧客情報を詐欺的な方法で入手したという情報入手手
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このように、退職した労働者が所属していた企業の成果を著しく冒用す

る行為は、不正競争防止法等の個別の法律の趣旨を没却しない限りで、不

法行為に該当すると解することができる91。退職した労働者以外の事案に

ついての過去の裁判例でも、著しい成果冒用行為について不法行為の成立

が肯定されている（データベースの複製販売につき東京地中間判平成

13.5.25判時1774号132頁 [スーパーフロントマン中間判決]、傍論ながら

書体につき大阪地判平成元.3.8無体集21巻 1 号93頁 [写植機用文字書体]、

インターネットのニュース記事見出しについて知財高判平成17.10.6平成

17(ネ)10049 [ライントピックス控訴審]）、著作物の成果冒用行為である

が著作権侵害の成立が困難な事案（結論に疑問がないわけではないが、知

財高判平成18.3.15平成17(ネ)10095等 [通勤大学法律コース控訴審]92）。

その意味では、退職した労働者と純粋な企業外の第三者で異なるところは

ないと思われる。 

 

３ 在職した企業よりも低い価格を提示して行われる顧客奪取 

裁判例で問題になっているのが、在職していた企業よりも低廉な価格を

                                                                   

段の違法性に着目したとものとする。しかし、情報の利用態様を問うことなく、単

に入手方法に注目して不法行為該当性を判断するとすれば、不法行為の成立範囲を

過度に広げてしまい、秘密管理性のある情報に限って保護を認めた不正競争防止法

の趣旨を没却しかねないと思われる。同書は、他に入手手段の不正性により不法行

為該当性を肯定している例として、東京地判平成13.8.27平成11(ワ)25395 [消防試

験協会] を挙げるが、同判決は、在職中の持ち出しにより誠実義務違反を認めたも

のであり、それ以上に入手手段の不正性に着目する必要はないと考えられる。単に

財産的価値があることを理由に保護を肯定すると競争を抑制する危険性があるこ

とにつき、蘆立/前掲注75・162頁、データベース保護の弊害について、中山信弘「デ

ジタル時代における財産的情報の保護」曹時49巻 8 号 (1997) 1856頁、データベー

ス保護につき行為規制形態での保護が望ましいとする松本恒雄「情報の保護」ジュ

リスト1126号 (1998) 196頁も参照。 
91 成果の冒用行為が自由競争の範囲を逸脱する場合に不法行為の成立を肯定する

ものとして、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』(第 2 版、2008、有斐閣) 17頁。 

92 裁判例について、山根崇邦 [判批] 知的財産法政策学研究18号 (2007、以下「山根・

判批」と略記する｡) 248頁、田村・知的財産権と不法行為 (前掲注46) 3 頁。今西頼

太「著作権非侵害行為と一般不法行為」同志社法学60巻 7 号 (2009) 1177頁。 
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提示して顧客を奪取することが不法行為になるのかという点である。 

 まず、大阪地判平成11.10.8判タ1069号210頁 [ノムラクリーニング一

審] は、クリーニング店である原告に在籍していた被告が新たにクリーニ

ング店を開始し、原告の取次店500あまりのうち、原告が支払っていた25％

の手数料を30％にすると勧誘し、 6 店の取次店を引き抜いた事案について、

「手数料を30パーセントとするといった条件を提示したところ、Ａが、原

告に対して少なからず不満を抱いていたことも相まって、被告への移籍を

決断したものであり、在職中の上下関係や情報等を悪用したと認めるに足

りる証拠はない」などとして不法行為の成立を否定した（大阪高判平成

12.10.3判時1756号88頁 [同控訴審] で控訴棄却）。 

次に、東京地判平成12.9.28判時1764号104頁 [医療用器具治験データ]

は、原告が17万円で販売していたプロスタカス（前立腺肥大症患者のため

の医療用器具）を、元従業員である被告が15万5000円（税抜）で販売した

という事案について、「原告両会社とＸ社との間のプロスタカス供給契約

が独占的販売契約ではなかったこと、被告のプロスタカスの割引率が著し

く不公正とまではいえないことからすれば、右の価格設定は自由競争の範

囲内のものと認められ、意図的な価格設定を理由に不法行為の成立を認め

るのは困難である」として不法行為の成立を否定した。 

東京地判平成20.12.10平成20(ワ)2725 [サビンサ・ジャパン・コーポレ

ーション] は、「原告と被告会社が扱っている製品は、独占的排他的な性

質を持つ製品とはいえず、同一又は類似の製品であっても、その製造元の

会社の違い等によって、差別化され、価格も差異が生じ得る商品であると

ころ、他社製品に比べて低い価格を取引先に提示して取引すること自体は、

正当な自由競争の一環として当然許容される性質のものである」とし、「被

告会社は、原告の取引先に対してだけに営業をしていたわけではないこと

からすれば、被告Ｙ1 が原告在職時に得た取引先の情報を利用して、殊更

原告の取引先だけを対象に、低廉な価格を提示して原告の取引先を奪うこ

とを企図して被告会社を設立し、実際にそれを実行したような高度の背信

性までは認め難い」（下線筆者）として、不法行為の成立を否定している。

もっとも、下線部の判示からは、原告の取引先のみを対象として低廉な価

格を提示する場合に不法行為の成立の余地を認めているものと読むこと

ができる。 
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他方で、東京地判平成13.9.18金商 1153号50頁 [ビューメンテ管理] は、

ビル内外の清掃を業務とするＸ会社の従業員Ｙらが、時期を同じくして退

社し、同業種の会社を設立して、業務上知っていた清掃請負契約の取引先

のみに対し営業活動を行い、Ｘ社よりも安い契約代金額を提示して取引先

を奪取した事案について、「ビル清掃業は、業種の特徴として人件費以外

の経費がほとんどかからないこと……をも合わせて考慮すれば、本件は、

原告に雇用されていた被告Ａ及び同Ｃが、原告の取引先と原告より少し安

価な料金であっても直接契約を締結すればより多くの利益を挙げること

ができるとの意図の下、当面は原告の取引先とのみ契約するために新会社

を設立し、より安価な料金を提示して取引先のみを勧誘して、契約を締結

したというべきものであって、元従業員が雇用主である原告と対等な競業

行為を行ったというよりも、むしろ従業員であった被告らが雇用主の原告

の取引先のみを奪うことを企図して取引先を勧誘したというものである

から、その背信的な事情をも考慮すれば、もはや自由競争の範囲を逸脱し

たといわざるをえず、違法の評価を免れないというべきである」として、

不法行為の成立を肯定している。 

この他、東京地判平成21.2.24平成19(ワ)29435 [ルネッサンス・アイ]

も、退職後の競業避止義務が課せられていた事案であるが、被告が出版社

の取締役であった当時、自ら営業担当者として、契約締結に向けて顧客と

なりうる著作者に対して、具体的な金額を示して勧誘を行っていた状況で

ありながら、出版社を退任後、直ちに、敢えてこれよりも低い金額を提示

し、出版契約締結に至ったとして、不法行為の成立を肯定している。 

これらの判決を総合すると、より安い価格で財やサービスを提供するこ

とによる顧客奪取を不法行為と認めたものは数少ないが、前掲東京地判

[ビューメンテ管理] や前掲東京地判 [サビンサ・ジャパン・コーポレー

ション] の説示のように、退職した従業員が、在職した企業の顧客に対し

てのみ営業活動を行い、より安価な価格を提示して取引先を奪取した場合

には不法行為の成立の余地を認めているようである。 

しかし、これらの点を不法行為の判断の基準にすることには疑問を禁じ

得ない。 

まず、低廉な価格の提示という点については、競争者がより効率的な方

法で財やサービスを提供することで、取引先がそちらを選択することは競



論  説 

320 新世代法政策学研究 Vol.19(2013) 

争上当然の過程に過ぎない。とりわけ、新規参入の場合には、低価格で財

やサービスを経験させることが重要であり、その意味で低価格の販売が競

争促進的な効果を持つ可能性すらある93。 

もちろん、一時的に低価格を提示して、競争者を駆逐し、その後に価格

を引き上げるということも考えられ、その場合には淘汰されるべきではな

い事業者が淘汰されてしまう事態を招来しかねない。しかし、これは、独

占禁止法 2 条 9 項 3 号の不当廉売の一般的な問題である。同条は「正当な

理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対

価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせ

るおそれがあるもの」と定めているが、この「供給に要する費用を著しく

下回る対価」とは平均可変費用もしくは平均回避可能費用を下回る場合で

あると考えられている94。このような費用基準を採用することが、行為者

                                 
93 品質情報宣伝手段として原価割れ販売が合理的になる可能性を指摘するものと

して、小田切宏之『競争政策論―独占禁止事例とともに学ぶ産業組織論』(2008、

日本評論社、以下「小田切・競争政策論」と略記する｡) 125頁、企業が新規参入を

行う際の顧客獲得戦略として費用を下回る価格を設定する場合が多く、その場合に

不当廉売として規制することは活発な価格競争を抑制する危険性があることを指

摘するものとして、若杉隆平「不公正な取引方法に関する規制(1)：不当廉売及び

優越的地位の濫用・下請取引」後藤晃＝鈴村興太郎編『日本の競争政策』(1999、

東京大学出版会) 104頁。 

94 金井貴嗣＝川濵昇＝泉水文雄編著『独占禁止法』(第3版、2010、弘文堂) 289頁 (川

濵昇執筆部分)。同書によれば、費用には、工場設備費、本社の維持管理など生産

の有無にかかわらず被る固定費用と、原材料費や仕入価格のように生産すればする

だけ余計にかかる可変費用があり、可変費用を生産量で割った費用が平均可変費用

とされる。そして、可変費用より低く価格を設定する場合には操業自体が損失をも

たらすものであり、同等に効率的な事業者の事業活動を困難にするとされる (同書

291頁)。単なる総販売原価を下回る販売としないのは、多額の研究開発や設備投資

を行ってから市場に進出したがその費用を回収できない場合など、過去の支出が報

われないことがままあるからである (同書289頁)。 

「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」(平成21年12月18日公正取引委員会)

も「３」「(1)」「ア」「(エ)」において、「供給に要する費用には、廉売対象商品を

供給しなければ発生しない費用(以下「可変的性質を持つ費用」という｡) とそれ以

外の費用とがある。可変的性質を持つ費用でさえ回収できないような低い価格を設
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らの予測可能性を高め、望ましい価格競争に資すると考えられている95。 

そして、一時的にではなく、継続的に安い価格で財やサービスを提供で

きるのであれば、従業員が退職して新たな事業を興したことによって効率

性の改善がもたらされたものと考えるほかない。前掲東京地判 [ビューメ

ンテ管理] の「ビル清掃業は、業種の特徴として人件費以外の経費がほと

んどかからない」という説示は、判決文では違法性を肯定する要素として

捉えられているが、むしろ従前従業員らが所属していた企業組織自体の存

在意義が薄いことを示しているのではなかろうか96。そうすると、同事件

の被告らが独立して事業を営むことは、市場における効率化の一過程とし

て把握することができるように思われる。 

また、従来在籍していた企業を駆逐するため、当該企業の顧客のみを対

象として値引きを行う場合には、独占禁止法 2 条 9 項 2 号の差別対価の問

題も生じる。もっとも、同号の公正競争阻害性は、①自己の競争者の事業

活動を困難にさせることを通じて生じる行為者の属する市場での不当廉

売型の自由競争減殺、②排他条件付取引や再販売価格拘束など独占禁止法

上違法とされている行為の実効性確保手段として用いられる場合や独占

禁止法上不当な目的を達成するための実行手段とされる場合、③取引の相

                                                                   

定すれば、廉売対象商品の供給が増大するにつれ損失が拡大する。したがって、可

変的性質を持つ費用を下回る価格は、「供給に要する費用を著しく下回る対価」で

あると推定される」として同様の考え方を採用している。 

 さらに、近時は、平均可変費用を平均回避可能費用として計算する方法も示され

ている。平均回避可能費用とは、問題の商品等の供給を停止した場合に埋没するこ

とを免れる費用のことを言う (根岸哲編/前掲注64・396頁 (中川寛子執筆部分))。こ

の基準は、平均可変費用と対立するものではなく、廉売行為の決定段階の事情が詳

細に分かる場合に可変的費用を精密にしたものと位置付けられている (金井＝川濵

＝泉水/前掲注94・292頁 (川濵昇執筆部分))。 

95 白石/前掲注41・179頁。 

96 組織を、価格メカニズム利用の費用等の市場利用の費用を節約するものと捉え、

市場と組織を並列的に捉える見解として、ロナルド・H・コース著 (宮沢＝後藤＝藤

垣訳)「企業の境界」同『企業・市場・法』(1992、東洋経済新報社) 所収39頁。同

様の視点に立つものとして、島田陽一「企業組織の変容と労働法学の課題」鶴光太

郎＝樋口美雄＝水野勇一郎編『労働市場制度改革』(2009、日本評論社) 264頁。 
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手方を競争上著しく有利または不利にさせることを通じて取引の相手方

市場で生じる自由競争減殺があるとされ、①は不当廉売、②と③は不当な

取引拒絶の公正競争阻害性と同様に考えることができるとされる97。 

裁判例においても、東京高判平成17.4.27審決集52巻789頁 [LP ガス・

ニチガス事件控訴審]は、「不当な差別対価であるかどうかは、当該売り手

が自らと同等あるいはそれ以上に効率的な業者（競争事業者）が市場にお

いて立ち行かなくなるような価格政策をとっているか否かを基準に判断

するのが相当である」としたうえで「不当な差別対価に当たるかどうかの

判断においては、原価割れの有無がその要素となるというべきである」と

したものがあり、差別的な価格設定が原価を上回っている場合に、原則と

して独占禁止法に違反しないことを明らかにしている98。 

このように、差別対価規制の場合でも、排他条件付取引や再販売価格拘

束の実効性確保手段として用いられる場合でない不当廉売型の差別対価

の場合には、やはり不当廉売の場合と同様に考えざるを得ないため、平均

可変費用もしくは平均回避可能費用を下回る必要があると考えられてい

る99。これは、価格差別自体が一般的に生産者余剰を増大させることに加

                                 
97 金井＝川濵＝泉水/前掲注94・277頁 (川濵昇執筆部分)、岡田羊祐＝林秀弥「価格

差別の公正競争阻害性」岡田羊祐＝林秀弥編『独占禁止法の経済学 審判決の事例

分析』(2009、東京大学出版会) 118頁、根岸編/前掲注64・373頁 (中川寛子執筆部分)、

柳川＝川濵編/前掲注13・168頁 (中野桂＝川濵昇執筆部分)。 

 白石/前掲注41は、「準取引拒絶型差別対価規制」と「略奪廉売型差別対価規制」

に分類し (171頁)、前者については、高価で購入せざるを得ない者が安価で購入で

きる者よりも競争上不利になることを問題視している (172頁)。 

98 村上政博 [判批] 舟田正之＝金井貴嗣＝泉水文雄編『経済法判例・審決百選』(2010、

有斐閣) 115頁。 

99 根岸編/前掲注64・374頁 (中川寛子執筆部分)。 

川濵・私的独占 (前掲注64) 31頁は、独占的企業が競争者のいる市場でのみ競争

者を狙い撃ちにする形で低価格販売を行った場合、狙い撃ちにあったのが効率性に

おいて劣っている企業であったとしても、自己の利潤 大化活動とはならない人為

的な低価格で事後の独占的利潤を獲得することは不当であり、外部から規制できる

のかという問題提起をしたうえで、差別対価の例でも、一部の市場とはいえ価格競

争の価値を重視すべきと考えるなら費用基準は必要条件であると論じる。 

反対するものとして、舟田正之『不公正な取引方法』(2009、有斐閣) 239頁。 
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えて、単一価格では購入しない消費者が非線形価格では購入する点におい

て経済厚生上望ましいと議論されていることも根拠となり得る100。 

差別対価による顧客奪取が問題となった事例として、東京地判平成

20.12.10判時2035号70頁 [USEN 対キャンシステム]、公取委勧告審決平成

16.10.13審決集51巻518頁 [有線ブロードネットワークス] がある。同事

案は、競争者の顧客に対してのみ割安な価格設定を行ったことが、独占禁

止法の「排除」に該当するとした。もっとも、同判断に対して、差別的な

価格設定自体は反競争的手段ではなく、正常な競争プロセスの発露である

との批判がある101。さらに、同事案のようなネットワークのある事業では

転換費用がかかることから、一定期間には費用割れすら正当化される事情

があったとの指摘もある102。そもそも、相手方を淘汰することに向けられ

た労働者の引き抜きとも連動していた事案であって、全体として自己の効

率性の増大よりも競争者の排除に向けられた行為であったと評価できる

事案であったといえる。 

これらの点からすれば、退職した労働者が低価格での商品やサービスの

提供を行うことは一定の合理性があり、何らかの意味での原価割れがない

場合にこれを違法とすることは価格競争を抑止することになりかねない。

そのことは、退職した企業の顧客に対してのみ低価格で提供する場合も同

様であり、差別的な価格設定を行うことが反競争的効果を直ちに持つわけ

ではない。そうすると、退職した労働者が低価格による提供を行うことが

不法行為に該当するためには、原価割れという不当廉売の基準を満たすこ

                                 
100 岡田羊祐「不当廉売・差別対価規制の経済的根拠について」日本経済法学会編

『不公正な取引方法規制の再検討』(2009、有斐閣) 90頁。 

101 岡田＝林/前掲注97・120頁。同論文は、同事件を、市場支配力を有する有線ブ

ロードネットワークスが競争者を市場から排除しようとする意図が強く窺われた

点に不当性があったとみるべきとする。 

102 川濵・私的独占 (前掲注64) 32頁、同 [判批] 舟田＝金井＝泉水編/前掲注94・25

頁。小田切・競争政策論 (前掲注93) 131頁も、ネットワーク効果がある場合に原価

割れ販売が合理的である可能性があるとの一般論を示しつつ、同事案においても再

参入への障壁であるサンク投資の必要性及び転換費用によって結論が分かれ得る

とする。 
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とが必要条件であると解するべきであろう103。 

このように、廉売型の顧客奪取については、正当な価格競争を抑制しな

いよう、法的な介入のラインとしては、独占禁止法の不当廉売に該当する

か否かを基準にすればよいと考えられ、その場合においてのみ不法行為責

任を肯定してよいと考えられる。 

なお、低価格で顧客を奪取した事案について不法行為を認めた裁判例と

して前掲東京地判 [チェスコム秘書センター] があるが、これは前述した

ように顧客獲得活動についての著しいフリーライドゆえに法的な介入が

正当化される事案であったのであるから、廉売のみによって不法行為該当

性が認められた判決と理解すべきではないと考えられる。 

 また、所属していた企業の販売原価を知っていた場合、これを利用して

営業活動を行う場合に有利になると考えられるが、これについては個別の

秘密保持契約で保護するか、秘密管理性が肯定される限度で不正競争防止

法上の保護を与えれば足りると考えられる。 

 

４ 不当需要喚起型の顧客奪取行為 

(1) 総論 

ここまで論じてきたほかに、労働者の退職後における競業活動が、虚偽

の情報が伝達されるなど、不当に取引先等の需要を喚起する場合には、需

要者による正常な選択が行われなくなるため、もはや能率競争

（competition on the merits）の範囲を超えるものとして、法が介入する余地

があると考えられる104。 

前掲 判 [三佳テック上告審] も、元の企業と取引先との自由な取引が

                                 
103 競業行為につき不法行為を肯定した大阪地判平成14.7.25平成12(ワ)2452 [オー

トくん] について、不当廉売に該当する事案であったことを論じるものとして、山

根・判批 (前掲注92) 260頁、田村・知的財産権と不法行為 (前掲注46) 14頁。 

104 不正競争として禁止すべき行為類型として、①競争減殺行為、②不当需要喚起

行為、③成果冒用行為、④外部不経済惹起行為に分類するものとして、田村・概説 

(前掲注37) 19頁。差止請求との関連において、根本尚徳「競争秩序と差止課題の整

理と展望」藤岡康宏編『民法理論と企業法制』(2009、日本評論社)。なお、日本に

おける不当顧客勧誘行為に対する不正競争防止法等の規制が限定的であることを

指摘するものとして、松本恒雄「不当顧客誘引行為」判タ793号 (1992) 53頁。 
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阻害された場合には不法行為が成立しうることを示唆している。 

以下において行為類型毎に整理してみよう。 

 

(2) 信用毀損行為型 

 前掲 判 [三佳テック上告審] は、不法行為に該当しないことの根拠と

して「被上告人の信用をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を

行ったことは認められない」ことを根拠の一つとしており、在職した会社

の信用を毀損する行為が不法行為になりうることを示唆している105。 

 もっとも、この場合は、競争関係が肯定される限りにおいて、不正競争

防止法 2 条 1 項14号の「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽

の事実を告知し、又は流布する行為」に該当する可能性が高いが、このよ

うな場合に民法709条の不法行為も成立する余地がある（民法709条の不法

行為に該当することを認めたものとして、福岡地判昭和62.1.23判不競

1250ノ154頁 [コンクリートブロックの型枠])106。 

 退職後の行為が不正競争防止法2条1項14号に該当するとした裁判例に

以下のものがある。 

 まず、東京高判平成15.11.26平成15(ネ)3257 [トータルエネルギー控訴

審] は、被控訴人に在籍した控訴人が、退職後、被控訴人の顧客に対し被

控訴人について「契約成立から数か月後に、必ず料金を値上げする」旨の

発言をした事案について、この事実が虚偽ではないということはできない

として、不正競争防止法 2 条 1 項14号の適用を肯定した。 

 次に、東京地判平成21.3.27平成20(ワ)652 [木屋ガス・エナジー] は、

                                 
105 山崎/前掲注 2・127頁、石橋・判批 (前掲注 2 ) 105頁。 

106 田村・概説 (前掲注37) 444頁は、競争関係にない場合も民法709条の適用はある

が、一般には民法709条に基づく差止めは請求できないため、不正競争防止法 2 条 1 
項14号の趣旨は、競争関係にある場合に相手方の信用を毀損させることは自己の営

業をより有利にすることに直結するため、誘惑がより強いことに求められるとする。 

小野編著/前掲注47・676頁 (木村修治執筆部分) も、営業誹謗行為が不法行為を構

成することが多いとしつつ、2 条 1 項14号の実益は、故意・過失を問わず差止請求

ができるところにあるとする。なお、営業誹謗行為について、不正競争防止法制定

後も民法709条が適用された裁判例が多いことにつき、渋谷達紀「不正競争防止法

―一般不法行為法による補完」民商法雑誌93巻臨時増刊号(2)371頁。 
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原告の従業員であった被告が原告退職後、原告の従業員として担当してい

た顧客に対して、「原告はもうつぶれた。」「原告は、もう営業していない。」

「原告は身売りしたので、もうすぐなくなる。」「被告が退職したので、原

告には、工事を担当する社員はもうだれもいない。」と述べて別会社の勧

誘行為を行った事案について「これらの告知内容は、顧客をして、原告と

の間の LP ガス供給契約を継続することに懸念を抱かせるもの」であると

して、不正競争防止法 2 条 1 項14号の適用を肯定した。 

さらに、東京地判平成23.11.8平成21(ワ)24860 [レントレックス] は、

原告Ａが総資産が約228億円、総負債が約64億円の約164億円の資産超過で

あり、原告Ｂも総資産が約37億円、総負債が約31億円の約 6 億円の資産超

過であったにもかかわらず、原告Ａを退職したＹ1 及びＹ2 が、原告の顧客

に対し、原告ネクストに倒産のおそれがあるという書面を送付したり、原

告Ａが、大量の在庫を抱えて中古の買取りもできなくなっている上、債務

超過で倒産のおそれがあり、原告Ｂも、敷金に手を着けたり家賃の送金も

遅れたりしており、原告Ｂが倒産すれば、連鎖倒産するなどと原告らの営

業上の信用を害する事実を電話で告知したりした事案について、不正競争

防止法 2 条 1 項14号の適用を肯定している。 

 また、大阪地判平成23.4.28平成21(ワ)7781 [エース神戸] も、被告Ｙ1 

及びＹ2 が退職後、競業する被告会社に入社した事案について、被告らが

退職慰労金を受領していないことは虚偽の事実ではないため、同号には該

当しないが、原告が粉飾決算をしていることを告げたことは虚偽の事実で

あるとして、不正競争防止法 2 条 1 項14号の適用を肯定した。 

 他方で、東京地判平成21.9.17平成20(ワ)6050 [太陽光発電システム] は、

原告の元従業員が被告会社に入社し、原告の販売方法が「モニター商法」

であり「そのようなモニター商法は違法である」旨述べたとは認められる

が、それが原告の主張するような詐欺的な商法としてのモニター商法を意

味するものではなく、被告が「原告の販売価格は高い（普通は340万円位）」

と述べたことも虚偽の事実ではないとして、請求を棄却している。 

 このように、退職した労働者が、所属していた企業について信用毀損を

行う場合は、不正競争防止法 2 条 1 項14項が適用されているが、前述の同

項の趣旨に鑑みれば民法709条の不法行為が成立も成立するものと考えて

よいと思われる。 
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(3) 類似商品名使用型 

 この他、所属していた企業の商品や役務と類似する商品名や役務名を用

いて混同を生じさせ、顧客を奪取する場合が考えられる。この場合は、不

正競争防止法 2 条 1 項 1 号により処理されるのが原則となる。 

 例えば、大阪高判平成17.6.21平成16(ネ)3846 [エニイワイヤ控訴審] は、

原告の元従業員である被告が被告会社に入社し、原告が「ユニワイヤ」

「UNI-WIRE」の名称の商品を販売していたところ、被告会社が、「エニイ

ワイヤ」「AnyWire」の名称の商品を販売した事案について、両表示は類似

性を欠くとして不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の適用を否定した。また、前

掲東京地裁 [仮住まい情報センター] は、退職後に類似する表示を用いて

いた事案において、原告の用いていた「仮住まい情報センター」の表示が

周知性を有しないとして請求を棄却している。 

 ただし、当該労働者が、当該表示の周知性の獲得に多大な貢献をしてい

た場合には、労働者に対する請求が棄却されることもあり得る。神戸地伊

丹支判平成7.1.23判不競1250ノ172ノ220ノ１頁 [三田屋] は、会社におい

て、ある店長の手造りハムの評判が高まっていたところ、その店長がレス

トランの独立を強行した場合に分裂元と分裂先の双方の請求を棄却して

いる107。 

                                 
107 グループ会社の発売部門と製造部門をそれぞれが分担し合ってグループ全体の

発展に貢献してきた事案において、両方がグループの名称を使うことは不正競争行

為にならないとした東京高判平成17.3.16平成16(ネ)2000 [アザレ化粧品Ⅱ控訴審] 

も参照。 

裁判例は、内部分裂の事案において、当該表示を自己の商品等表示として使用し

ていた分裂元の分裂先に対する請求を原則として認容する (名称が周知となった後

に発足した大阪支店が、次第に結びつきを弱めた事案において、本社の大阪支店に

対する請求を認容した大阪地判平成元.9.13無体集21巻 3 号677頁 [森田ゴルフ一

審]、大阪高判平成3.5.31判不競874ノ354ノ11頁 [同控訴審]、「自由軒」の協力で設

立された「本町自由軒」が、次第に単なる「自由軒」の名称を使うようになった事

案において、元の「自由軒」の請求を認容した大阪地判平成16.2.19平成15(ワ)7208 

[自由軒])。 

他方で、分裂先の分裂元に対する請求は原則として棄却される。この場合に、請

求を棄却する理由は、先使用 (不正競争防止法12条 1 項 3 号) に基づくもの (大阪高
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 また、不法行為を肯定した裁判例もある。東京地判昭和51.12.22判タ354

号290頁 [東日本自動車] は、従業員が一斉に退職後、原告の販売してい

た「カポリ・エンジン・フラツシヤー」及び「カポリ・ラジエータ・コン

デイシヨナー」に対し、被告会社では「ゴールデン・エンジン・フラツシ

ヤー」及び「ゴールデン・ラジエータ・コンデイシヨナー」を発売し顧客

奪取をした事案について不法行為責任を肯定している。もっとも、同事案

では従業員が一斉退職し、業務の引き継ぎを行わなかったことも認定され

ており、これらの行為とあわせて原告の顧客を奪取しようとした事案とみ

ることができよう。 

 過去の裁判例でも、製品のコード番号を混在させたり、原告製品の発注

の際に安価で粗悪な被告製品を混ぜて出荷させていた事案について、不正

競争防止法違反を否定しつつ不法行為に基づく損害賠償を認めたものと

して、大阪地判平成16.11.9判時1897号103頁 [ミーリングチャック]108が

ある。 

 

(4) 引き継ぎ偽装型 

 退職した労働者が、在籍した企業を引き継いでいる旨の説明をして顧客

を奪取する場合にも不法行為が成立する余地がある。 

 横浜地判昭和59.10.29判タ545号178頁 [東輝工業] は、法人成りせず会

社を営んでいたＡ一族の一部が、内部対立により退職し、被告会社名及び

前記各役員の肩書を付した同被告ら名をもつてＡ製作所の取引先に対し、

「会社設立御案内」なる書面を送付し、A製作所社員一同によって被告会社

を設立したこと、業務内容は従来のA製作所と変りないこと、Ａ製作所時

                                                                   

判平成13.6.28平成9(ネ)3089 [はざま湖畔三田屋総本家控訴審])、信義則に基づく

もの (前掲神戸地伊丹支判 [三田屋])、権利濫用に基づくもの (宮崎地判昭和48.9.17

無体集 5 巻 2 号301頁 [村上屋]) がある。 

裁判例につき、才原慶道 [判批] 知的財産法政策学研究第18号 (2007) 181頁。 

108 同事案について、形態模倣という要素を有しつつそれにとどまらない非定型的

な事案の特殊性が反映した類型であると指摘するものとして、宮坂/前掲注45・225

頁、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号が本来予定している混同招来行為とは異なるルー

トでの混同惹起行為が問題となった事案に位置付けるものとして、山根・判批 (前

掲注92) 259頁。 
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代にも増して今後の引立を願いたいことなどを通知したというものであ

る。判決は、共同不法行為を肯定したうえで、原告がＡ製作所を経営して

得た所得（利益）334万4743円のうち、原告及びＢの作業で得られた利益

を除いた分を除き、ここから経費を除いた額を 1 年分として、中間利息控

除をした452万0338円及びこれに対する遅延損害金を損害として肯定した。 

 もっとも、引き継ぎをした旨の虚偽の事実を告知する場合には、不正競

争防止法 2 条 1 項14号の適用の可能性もある。東京地判昭和36.11.29判タ

125号77頁 [是はうまい] は、競争相手会社が既に解散し、自己が相手方

会社の事業を承継した等の虚偽の事実を述べたことが、不正競争防止法 2 
条 1 項14号に該当するとされた。 

 

(5) 小括 

 以上のように、不当需要喚起型の競業については、信用棄損について不

正競争防止法 2 条 1 項14号、主体混同行為について同法 2 条 1 項 1 号や商

標法の適用がある他、適用された事案が少ないが独占禁止法上の欺瞞的顧

客誘引の適用があり得る。 

 他方で、前掲東京地判 [東日本自動車] や前掲横浜地判 [東輝工業] の

ように、不法行為を肯定した裁判例も存在する。 

 このような不当な需要を喚起する競業行為は、提供する財やサービスの

質や価格による能率競争とは言い難く、これが効率性を害することについ

て司法限りにおいて判断することも可能であろう。他方で、競業関係にな

い者による信用毀損行為のように、不正競争防止法や独占禁止法でそのよ

うな行為を網羅的に規制しているとも言い難い。その意味で、不当需要喚

起型の行為については、柔軟に不法行為の成立を認めてもよいと思われる。 

 もちろん、何が不当な需要を喚起する規制すべき行為かも一義的である

わけではない。例えば、一般の広告宣伝にしても、それによって商品やサ

ービスの購入を決定するとすれば、財やサービスの質や価格による競争の

範囲内なのかという疑問もないわけではない。ただし、広告は、財やサー

ビスの情報を伝達する機能があることからすれば109、それを超える部分が

                                 
109 不完全競争下における広告の情報提供機能につき、ジョセフ・E・スティグリッ

ツ＝カール・E・ウォルシュ/前掲注56・477頁。ただし、同書は、他の企業も広告
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含まれている場合があっても（イメージ広告のような場合）、直ちに能率

競争の範囲外とは言い難い110。司法限りで違法と判断できるのは、提供す

る情報が虚偽の場合に限られるであろう。 

 また、パロディ的な商標の使用のようなブランドイメージの毀損は、こ

れを保護すべきか否か一義的に回答の得られる問題ではないため司法限

りでの判断にゆだねるべきではなく111、不正競争防止法2条1項2号のよう

な立法のない限りは保護を否定するべきであろう112。 

                                                                   

を行うと囚人のジレンマの問題が発生し、両者が協調して広告を行わないことに同

意すれば、両社の状態が改善する可能性も指摘している (480頁)。 

 また、多額の宣伝費をかけたという事実そのものが消費者に商品の品質に関する

情報を伝えるシグナルとなる可能性につき、長岡＝平尾/前掲注27・142頁。ただし、

広告がこのような信ずべきコミットメントのためになされているという実証的証

拠が乏しいことについて、川浜昇「再販売価格維持規制の再検討 (二)」法学論叢137

巻 1 号 (1994) 23頁。 

110 宣伝広告の内容と方法が真実で適切なものであるならば、成果競争の円滑な進

行を可能にすることを指摘するものとして、渋谷/前掲注91・15頁。 

111 著名表示へのフリーライドについて不正競争防止法が広く適用されており、民

法709条による補完は不要であるとするものとして、渋谷/前掲注106・366頁。ブラ

ンドイメージの保護の否定につき、田村善之「知的財産法総論」同/前掲注11 (初出

2000) 82頁。また、小嶋崇弘 [判批] 知的財産法政策学研究第21号 (2008) は、希少性

あるいは高級であるという価値 (プレステージ) の減少によって原告商品の顧客誘

引力が低下する可能性については、これは商標法が通常保護している商品情報の価

値とは異なるものであり、これを理由に排他権を付与すれば、商標法をして商品の

独占につながってしまう危険性があり、またブランドイメージは、製品の品質だけ

から考えればより安価な価格で購入できるはずの商品を宣伝広告費をかけること

で維持しているものであるから、このようなブランドイメージを破壊し価格を低下

させる方が消費者の利益になる可能性があるとする。 

112 ただし、パロディされる表示の主体について何らかの事実があるものと誤認さ

せ、それが表示の主体の名誉や信用を棄損するものである場合には、原則として不

法行為が成立するとして、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を

図ることにあり、かつその事実が真実であるか、表現主体が真実であると誤認した

ことについて相当である場合に限り、これを適法と考えるべきであろう。拙稿 [判

批] 知的財産法政策学研究25号。商標パロディが不法行為に該当する可能性を示唆

するものとして、上野達弘「商標パロディ －ドイツ法およびアメリカ法からの示
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第５ 結語 

 

 本稿では、前掲 判 [三佳テック上告審] を踏まえて、過去の裁判例を

概観しながら、退職後の競業行為が不法行為となる可能性を検討してきた。 

 その際には、特許法や著作権法、不正競争防止法、独占禁止法や労働契

約法上の誠実義務があることを前提に、なお不法行為法上の保護が必要か

否かを検討する必要がある。可能性があるのは、法律上に規定を欠く労働

者の引き抜きの場合や、不正競争防止法や独占禁止法上保護されない不当

需要喚起行為の場合、退職した企業の顧客名簿を使用した営業活動といっ

た著しいフリーライドの場合が考えられる。他方で、そのような場合に該

当せず、秘密管理性を欠く情報の利用行為については、転職活動の自由に

配慮した不正競争防止法の趣旨から不法行為該当性を否定すべきであろ

う。また、廉売による競業のように、独占禁止法が法の介入の限界線を画

している場合には、独占禁止法違反が認められる限りにおいてのみ不法行

為を肯定すべきである。このような形での司法と立法の役割分担を図るこ

とが、違法な行為を事前に明確にして、退職者の予測可能性に資すると考

えられる。 

 

 

【付記】本稿は、北海道大学労働判例研究会（平成22年10月 9 日）及び同知的財産

法研究会（平成22年12月10日）において報告し、三佳テック 高裁判決評釈として

法学セミナー増刊速報判例解説 9 号 (2011) 291頁に掲載したものに大幅に加筆を
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唆－」パテント62巻 4 号 (別冊 1 号、2009) 196頁。 


