
 

Instructions for use

Title 「利益吐き出し」原状回復救済に関する理論的考察（４） : ヒト由来物質の無断利用問題を機縁として

Author(s) 橋本, 伸

Citation 北大法学論集, 71(3), 167-221

Issue Date 2020-09-30

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/79346

Type bulletin (article)

File Information lawreview_71_3_05_Hashimoto.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


北法71（3・167）561

目　　次　　　
序章──問題の所在および分析方法・検討の順序
　第１節　問題の所在──わが国の議論状況とその問題点
　第２節　分析素材──ヒト由来物質の無断利用問題
　第３節　分析方法および叙述の構成� （以上、69巻５号）
第１章　ヒト由来物質の無断利用と利益の帰属問題
　第１節　Moore 事件前史
　第２節　Moore 事件の概要
　第３節　学説の動向──Moore 事件以後の議論状況
　第４節　本章の小括� （以上、69巻６号）
第２章　英米法における伝統的な利益吐き出しの根拠論
　第１節　利益吐き出しの理論的根拠の析出
　　第１款　はじめに──検討対象の限定
　　第２款　イギリス法� （以上、70巻６号）
　　第３款　アメリカ法
　　　第１項　有体物侵害──不動産・動産の侵害
　　　第２項　無体物侵害①──知的所有権の侵害
　　　第３項　無体物侵害②──プライバシー侵害および名誉毀損
　　　第４項　関係侵害①──信認義務違反
　　　第５項　関係侵害②──契約違反
　　　第６項　小括
　　第４款　本節の小括� （以上、本号）

論　　　説

「利益吐き出し」原状回復救済に
関する理論的考察（４）

──�ヒト由来物質の無断利用問題を機縁として�──

橋　本　　　伸



「利益吐き出し」原状回復救済に関する理論的考察（４）

北法71（3・168）562

第３款　アメリカ法
　次に、アメリカ法（特に判例法）における利益吐き出しの状況を概観
することにしよう。具体的には、イギリス法の考察と同様に、（ⅰ）有
体物侵害として、①不動産・動産の侵害（第１項）、（ⅱ）無体物侵害と
して、②知的所有権の侵害（第２項）と③プライバシー侵害および名誉
毀損（第３項）、（ⅲ）関係侵害として、④信認義務違反（第４項）と⑤契
約違反（第５項）の場面を順に取り上げることとする。その際には、イ
ギリス法との相違に留意しつつ考察することとする。

第１項　有体物侵害──不動産・動産の侵害
　まず有体物侵害の場面における利益吐き出しの可否についてみていく
ことにしよう235。具体的には、①不動産侵害と②動産侵害を取り上げる。
これらにつき、アメリカ法は、基本的には、イギリス法の立場を踏襲し
つつも、例外的に利益吐き出しを認める立場を示した判例がいくつか散
見される。以下では、これらの例外的なケースを中心にみることとする。

（１）不動産侵害の場面
　不動産侵害のうち、注目すべき判断としては、無断使用の場面が挙げ
られる。判例は、原則として、不動産の無断使用を理由としては、コモ
ン・ロー上の準契約に基づく不当利得返還訴権により、不動産の客観的
な使用料の返還を認めるにとどまる236。
　これに対し、この場面において、エクイティ救済である利益の清算を

235 本項の考察は、以下の文献に負うところが大きい。
〔教科書・体系書等〕Palmer,� supra�note�1,�at�53 ～ ,�73 ～ ,157 ～；Dagan,�
supra�note�12,�at�73 ～；�Dobbs,�supra�note�1,�at�408 ～；laycock,�supra�note�1,�
at�569 ～；kull�&�Farnsworth�supra�note�1,�at�308 ～ .
〔論文〕Ernest� J.�Weinrib,�Restitutionary Damages as Corrective Justice,�
1�theoretical inq.�L�1,� 12� (2000)；James�Steven�Rogers,�Restitution for 
Wrongs and The Restatement (Third) of the Law of Restitution and Unjust 
Enrichment,� 42�wake Forest l. rev.� 55,� 70-76� (2007)；Nicholas�W.�Sage,�
Disgorgement: From Property to Contract,�66�(2)�U.�toronto�L.J.�244�(2016).
236 従来の立場については、Palmer,�supra�note�1,�at�73 ～ ,�157 ～を参照。



論　　　説

北法71（3・169）563

認めた判例も例外的に存在する。具体的には、〔米１〕Edwards�v.�Lee’s�
Administrators 事件が挙げられる237。本件事案の概要は以下のとおりで
ある。すなわち、Y（Edwards）の土地および X（Lee）の土地の地下に
洞窟があり、その洞窟の３分の２は Y の土地の下、３分の１は X の土
地の下にそれぞれある。しかし、当該洞窟への入り口は Y 所有地の側
にしかなく、X は自らアクセスすることはできなかった（ただし、ケン
タッキー州法によると、アクセスできなくても、X の土地の下の洞窟の
部分の所有権は X に帰属するとされていた）。このような状況の下で、
Y は地下の洞窟（X 所有部分も含む）を「Great�Onyx�Cave」と名付けて、
1923年から1930年までの間、観光客を誘致して、入場料を徴収すること
により約７万ドルの（正味の）利益を上げた（なお、Y がこれらの観光
客の宿泊のためのホテルも建設し、その営業からも多額の利益を上げ
た）。Y は X に知られないようにあらゆる手段を講じていたため、当初
は、X はこの事実を知らなかったが、数年後に知った。そこで X は、
その洞窟の一部が自己に帰属するとして、Y に対して、X の洞窟部分を
不法侵害することを禁止する差止命令および X の洞窟部分の無断使用
から得た利益の清算を求めて訴えを提起した。
　ケンタッキー州の控訴裁判所は、Y が故意の不法行為者であると認定
したうえで、差止命令および利益の清算を認めた。そして後者の根拠と
して「違法行為者は自分自身の違法行為から利益を得るべきではない」
という点を挙げた238。もっとも、吐き出しの対象となるのは Y が得たす
べての利益ではなく、Y が X の土地の部分を無断で使用することから
得た利益──具体的には、X の洞窟部分（３分の１）に相当する正味の
利益──にとどまると判示した（なお、Y がホテルの運営から得た利益
については原審で否定され、控訴裁判所も同様の判断を示した）。要す
るに、本件では、利益吐き出しを認めつつ、その利益の一部が Y の権
利に起因することを踏まえて、後述の利益の配分（apportionment）が行

237 96�S.W.�2d�1028�(1936�CA�Kent).　本件の洞窟をめぐる一連の事件について
は、Bruce�Ziff,�The Great Onyx Cave Cases: A Micro-History,�40�N.�ky.�L.�rev.�
1�(2013)�が詳しい。
238 96�S.W.�2d�1028,�1032.
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われたものと評価できる。
　このように、本判決は、不動産の無断使用の場面において、イギリス
の判例では認められていなかったエクイティ上の救済である利益の清算
により侵害者が得た利益の吐き出しを正面から認めたものであり239、ア
メリカのみならず、その他のコモン・ロー諸国においても注目を集めて
きた240。もちろん、本判決の結論に対しては、自ら洞窟にアクセスする
手段を持たない X に過大な保護を与えるものではないかという疑問が
提起されている241。また本判決をどこまで一般化することができるかに
ついては留保が必要である。というのも、本判決の判断の基礎には以下
のような事情が作用していると考えられるからである。
　第１に、Y は X に知られないようにあらゆる手段を講じていること
を踏まえると、本件は故意による不法侵害の事案であったという点であ
る242。そのため、本判決は、善意の侵害の場面において、利益の吐き出

239 もっとも、本判決は、コモン・ロー上の不法侵害を理由にエクイティ上の
救済手段である利益の清算が利用可能な理由については何ら言及していない

（See,�Palmer,�supra�note�1,�at�79）。この点は、コモン・ローとエクイティの峻
別に対する英米のスタンスの相違（アメリカ法では、イギリス法のように、別
建てのエクイティ裁判所まで設置しておらず、イギリス法ほど両者の峻別する
立場が採用されなかったこと）に求められようか（See,�Rotherham,�supra�note�
73,�at�539. また、伊藤正己＝木下毅『アメリカ法入門（第４版）』（日本評論社、
2008）104頁以下も参照）。そのため、問題の本質は、利益吐き出しを認めるべ
きか否かの実質論にあると解される（See,�Palmer,�supra�note�1,�at�165）。
240 本判決をめぐる学説の議論状況については、Ziff,�supra�note�237,�at�44 ～が
詳しい。
241 E.g.�william l. Prosser, hanDbook oF the law oF torts� (4th�ed.)� (West�
Publishing,�1971)�73.�See also,�Palmer,�supra�note�1,�at�163（意図的な違法行為
者からすべての利益を剥奪することは公平であるけれども、本件では利益を生
むことに対する Y の貢献が考慮されていないと指摘する）．
242 ただし、単に Y が X の権利を侵害していることを知っていただけではなく、
Y の行為の不法性が問題となっていると説かれている。具体的には、本件にお
いては、唯一の「公正な市場価格」は、X と Y の交渉により合意される価格と
なるものの、Y はその交渉を迂回して、その使用の価値を算定する唯一の公
平な方法を奪ったことが、その結果に影響を及ぼしたとされる（Rogers,�supra�
note�235,�at�71-2）。
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しを肯定するものではないと解される。
　第２に、本件は判決でも指摘されているように、不動産侵害とはいっ
ても、通常のそれと異なり、地下の洞窟の無断使用が問題となったとい
うかなり特殊な事案であった243。このような事案の特殊性は、本件にお
いて Y の正味の利益の吐き出しの判断の可否に影響を及ぼした可能性
がある。具体的には、①地下の洞窟であるため、X の洞窟部分の使用料
について客観的な市場価値を算定することが困難であり、侵害者の利益
以外に認識可能な算定基準が存在しなかったことが挙げられる244。また
②①の損害額の算定が仮に可能であるとしても、通常の不法侵害とは異
なり発見が困難であるため、客観的な使用料では侵害行為の抑止として
は不十分であったことも挙げられる245。このような特殊性が利益吐き出
しの可否の判断に影響を及ぼしている可能性がある。
　このような本件事案の事情を踏まえると、本判決は、あくまで事例判
断であり、一般化には慎重になるべきであろう246。

（２）動産侵害の場面
　次に、動産侵害の場面についてみると、無断使用の場面において247、
動産の使用料を算定する際に、他人の動産を使用することで節約された
利益を考慮して判断した判例が注目される。具体的には、〔米２〕Olwell�
v.�Nye�&�Nissen�Co. 事件248が挙げられる。本件事案の概要は以下の通

243 96�S.W.�2d�1028.
244 Palmer,�supra�note�1,�at�162-3.　もっとも、X の洞窟部分の公正な市場価格
の賃料を肯定する見解もある（laycock,�supra�note�1,�at�575）。
245 See,�Rotherham,�supra�note�73,�at�549.�
246 barnett & harDer,�supra�note�1,�at�442.�
247 動産の売却を伴わない場面においては、準契約に基づく不当利得返還訴権
が利用できるか否かについては、アメリカの判例において理解が分かれている

（See,�Palmer,�supra�note�1,�at�54 ～）。
248 173�P.2d�652�(Wash.�1946).　本件については、Rogers,�supra�note�235,�at�
72 ～のほか、Hanoch�Dagan,�Encroachments: between private and public,� in:�
DaviD Johnson anD reinharD Zimmermam eDs., unJustFieD enrichment: key 
issues in comParative PersPective�(Cambridge�U.�P.,�2002)�348；laycock,�supra�
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りである。すなわち、X と Y は卵事業の共同事業主であったが、X は
その事業に対する権利を Y に売却した。しかし、当該契約には卵洗い
機（egg-washing�machine）については含まれていなかった。そのため、
X は、その機械の所有権を保持し、そして Y の占有する土地に隣接す
るスペースに保管した。しかし、その後、戦争の勃発により人手不足と
なったため、Y は、X の同意を得ることなく、上記機械を持ち出し、
1941年５月31日から約３年間にわたって無断で使用した（使用頻度は、
Y の事業の通常業務において、１週間につき１日程度であった）。1945
年１月頃に、X はこの事実を知った。X は、Y に対して、600ドル（原
価の約２分の１の価格）でその機械の買取りを提案したものの、Y は50
ドルで逆提案したため、価格で折り合わず、成立しなかった。そこで、
X は Y に対して、X の機械の合理的な使用料（具体的には、不当な使用
の開始から事実審審理のときまでの期間につき一月25ドルの金額。総額
900ドル）を回復することを求めて、訴えを提起した（なお、Y の使用に
より機械に損害は生じていなかった）。
　事実審裁判所は、X が不法行為に基づく訴権を放棄して、準契約に基
づく引受訴訟を選択することができるとしたうえで、その機械の使用が
その使用者に利益（手洗いと比較して、卵洗い機を使用することにより
節約された人件費相当分であり、利用された１日につき10ドルの費用）
をもたらしたと認定した。そして裁判所は、1560ドル（156週×10ドル）
を X に認めた。
　ワシントン州最高裁判所は、以下のように判示し、事実審裁判所の認
容した額の減額を命じた。すなわち、Y がその機械を使用することによ
り労働費用を節約した点で利益を得ており、そして X がそれを使用し
ていなかったことはこのことと関係しない。その使用が不法であり、そ
して Y が財産の使用により不当に利得を得ている。X は填補賠償を求
めることができたが、「不法行為訴権を放棄し」そして「黙示の契約」に
基づき訴える資格を有した。Y は当該利益を取得する際に意図的に不法
であったために、その機械の使用から得られたすべての利益が剥奪され
る。そのため、事実審裁判所の判断が維持されうる。しかし、本件では、

note�1,�at�569 ～も参照。
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X は900ドルを請求したにとどまることから、それ以上の額を認めるこ
とができない。そのため、本件では、その利益は X が事実審で主張し
た額（一月につき25ドル）に従って算定される（すなわち、900ドル）と
判示された。
　最高裁の判決は、結論としては、機械の使用料を認定したにとどまり、
直接的には本稿の対象とする利益吐き出しを認めたものではない。もっ
とも、最高裁は、侵害者の非難性の程度が高い場合には、侵害行為に起
因するすべての利益が剥奪されると判示しており（ただし、その根拠は
明確ではないが、行為態様を重視している点を踏まえると、処罰と解さ
れようか）、利益吐き出しに積極的な立場が示されているともいえる。
では、本件では、何ゆえ一般論と結論との間に齟齬が生じたであろうか。
その原因としては、本件事案の特殊性があるように思われる。すなわち、
① Y が X の機械を使用することで直接得た利益については何ら明らか
にされていなかったこと、② Y が節約した人件費（1560ドル）について
は証明されていたこと、③ X が主張した損害額は900ドルであったこと、
④本件機械の客観的な使用料も明らかにされていないこと、⑤ X は訴
訟前に Y に対して600ドルで買取りを申し出ていることなどが挙げられ
る。このような中で、事実審は、暗黙裡に最高裁のような一般論を前提
として、可能な範囲内で上限の②を認めたものといえる（最高裁のよう
な考え方を前提としなければ、従来の理解に従って、④の客観的使用、
または⑤の申込額を上限とした③の X が主張した額により判断したで
あろう）。もっとも、事実審は、X が②を主張していなかった点を見過
ごしていたため、最高裁は、③の900ドルを全額認容するにとどめた。
このような事案の特性が、最高裁の一般論と結論との齟齬をもたらした
といえる。
　そのため、最高裁は、X の訴答（pleading）における誤りがなければ、
──600ドルの売却価格の提案があったとしても──、②を認める意思
を有していたであろうと解されている249。この点は、最高裁が、③の価
格を全額認容したものの、④の客観的な使用料として妥当であったか否

249 Rogers,�supte�note�235,�at�73.
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かについては何ら判断していない250（その意味で、従来のように客観的
な使用料の返還とは全く異なり、その金額に何らの必然性はない）こと
からも伺える。そして、このような論理を推し進めれば、X が、②では
なく、①を主張・立証していれば、──②が必然性なく認められたのと
同様に──本件のような故意による動産侵害の事案においては、最高裁
の一般論を前提とする限り、利益の吐き出しが認められることになろ
う251。

（３）学説の議論状況
　上記の二つの判決は、事案の特殊性があり、学説では批判的な評価も
みられるが252、不動産や動産の侵害を理由とする利益吐き出しについて

250 Rogers によれば、そもそも本件においては客観的な使用料を算定すること
は困難であったとされる。その理由は以下の通りである。すなわち、X は1929
年当時には無益とも思われた卵洗機に投資を行った。しかし、その後第一次世
界大戦が勃発したことにより、人手不足・人件費の高騰により、本件機械への
投資が実った。そして Y は、そのような段階になって、X の機械を無断で利
用した。そのため、それ以前の客観的な使用料についての市場価格が存在せ
ず、Y が受けた利益を評価することは困難であり、1941年のワシントン州にお
ける本件の卵機械の合理的な使用料を証明することはできなかったからである

（See,�id.�at�76）．
251 本件の最高裁の立場が利益吐き出しと好意的であると評価するものとし
て、barnett & harDer,� supra�note�1,�at�443.�なお、この点で、事実審裁判所
が裁定した節約された利益の返還をより積極的な動産の無断使用から得た直
接的な利益の吐き出しとして構成する見解もある。すなわち、Y が X と契約
して本件機械を賃借した可能性を想定し、（本件では、市場価格は不明であっ
たが）仮に賃料の市場価格が月10ドルであったとすると、３年間の使用により
360ドル（10ドル×36か月）が機械の価値（X の損害）となる。そのため、節約
された利益から X の損害を差し引いた1200ドル（1560ドル－360ドル）がその
機械の侵害行為により生じた余剰価値であり、節約された利益の返還も直接的
な利益の吐き出しと構成することが可能となる（このような理解については、
laycock,�supra�note�1,�at�574を参照）。
252 たとえば、〔米２〕Olwells 判決に対しては、「市場基準からこのはるかに逸
脱する回復は少なくとも疑わしい」との指摘（Palmer,�supra note�1,�at�161）や
X が本件機械を販売することから欲した最高価格である600ドルを50％も超え
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一般的にみれば、肯定する見解も存在している。その根拠としては、①
侵害行為の抑止に求める見解（Huber253）、②所有権侵害（所有権の排他
性）に求める見解（Weinrib254）、③権利の論理的な範囲という点から説
明する見解（Sage255）などが挙げられる。

（４）小括
　以上の考察からは、以下の点が明らかとなったといえる。
　第１に、アメリカ法は、イギリス法と比較すると、不動産侵害および
動産侵害の場面において、利益吐き出しに対して柔軟な立場を示してい
るという点である256。具体的には、エクイティ上の救済である利益の清
算を肯定した〔米１〕Edwards 判決と侵害者の不法性が高い場合に一般
論ではあるものの、利益の吐き出しに肯定的立場を示した〔米２〕
Olwell 判決が挙げられる。もっとも、いずれも、一般化には留保が必
要であろう（たとえば、前者は、不動産侵害といっても地下空間の無断
使用というかなり特殊な事案である。また後者も結論として認められた
わけではない）。
　第２に、利益吐き出しの根拠としては、「違法行為者は自分自身の違
法行為から利益を得るべきではない」という一般原理（Edwards 判決）
や処罰論（Olwells 判決）に求められているということである。もっとも、

る金額を認容しており、当該機械の使用価値に基づき算定すべきとの指摘もあ
る（Weinrib,�supra�note�235,�at�19）。なお、〔米１〕Edwards 判決に対する批判
としては、注（241）を参照。
253 Huber,�supra�note�26,�at�100 ～ .
254 Weinrib,�supra�note�235,�at�12.
255 Sage,�supra�note�235,�at�247 ～（②の見解のように「物に対する権利」か否か
では不十分であるとして、より一般化し権利の論理的な範囲から利益吐き出し
を導くことを志向する。その実益としては、契約違反による利益吐き出しにつ
いても応用することができる点にある）。
256 なお、第三次原状回復・不当利得リステイトメントは、利益吐き出しが
認められる違法行為の一種として、「不法侵害、動産侵害、または類似する
侵害行為」を挙げている（restatement (thirD) oF restitution anD unJust 
enrichment�§40�(2011)）。もっとも、リステイトメントの内容自体には本稿で
は立ち入らない。
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Edwards 判決は、事案の特殊性を踏まえると、損害額の算定代手段と
して、あるいは侵害行為の抑止の手段として利益吐き出しが用いられた
可能性もあり、検討を要する。

第２項　無体物侵害①──知的所有権の侵害　
　次に、無体物侵害による利益吐き出しについて取り上げる。ここでは、
無体物の代表例である知的所有権侵害の場面、より具体的には、①著作
権侵害、②特許権侵害、③営業秘密侵害257、④商標権侵害の場面につい
て順にアメリカ法の立場を概観する258。結論を予告的に述べれば、アメ
リカ法は、イギリス法とは一部の場面（特許権侵害の場面）で異なる立
場を採用しており、また結論として同じでも、多様な根拠付けを行って
いる259。以下ではこれらの点を中心に、言及することとする。

（１）著作権侵害の場面
　まず著作権侵害による利益吐き出しについて取り上げる260。アメリカ

257 アメリカ法では、営業秘密の保護は、特許権と併せて論じられることが多
いこと、またイギリス法のようにエクイティ上の守秘義務違反法理が用いられ
ていないことから、知的所有権侵害に含めて考察することとする。
258 アメリカの知的所有権法一般については、アーサー・R. ミラー＝マイケル・
H. デービス著（藤野仁三訳）『アメリカ知的財産権法』（八朔社、2008）を参照。
259 なお、第三次原状回復・不当利得リステイトメントも、利益吐き出しが認
められる違法行為の一種として、「知的所有権侵害および類似する権利の侵害」
を挙げている（restatement (thirD) oF restitution anD unJust enrichment�§42�
(2011)）。もっとも、リステイトメントの内容自体には本稿では立ち入らない。
260 ここでの考察については、以下の文献に負うところが大きい。
　〔教科書・モノグラフ〕Dagan,� supra�note�12,�at�82 ～；Farnsworth,� supra�
note�1,�at�117 ～ .　
　〔 論 文 〕Paul�H.�Hubbard,�Monetary Recovery Under the Copyright, Patent 
and Trademark Acts,� 45�tex. l. rev.� 953� (1967)；Andrew�W.�Coleman,�
Copyright Damages and the Value of the Infringing Use: Restitutionary 
Recovery in Copyright Infringemet Actions,�21�AIPLA.�Q.J.�91� (1993)；Dane�
S.�Ciolino,�Reconsidering Restitution in Copyright,� 48�emory�L.J.�32� (1999)；
Stephen�E.�Margolis,�Law and Economics of Copyright Remedies,�in:�richarD 
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法における著作権の保護は、判例法と制定法である連邦著作権法によっ
て行われている。
　アメリカ法は、19世紀以降、著作権侵害を理由とするエクイティ訴訟
において、侵害者が侵害行為により取得した利益の吐き出しを（差止命
令に付随する）エクイティ上の救済手段として著作権者に認めてき
た261。しかも、イギリス法と同様に、侵害者の主観的要件を問うことな
く──侵害者が善意で侵害したとしても──利益の吐き出しを認めてい
る。そして、こうした取扱いは、その後の連邦著作権法にも基本的に継
承されているといってよいであろう（1909年著作権法、1976年著作権法）。
すなわち、1976年連邦著作権法は、著作権侵害による救済手段として、

（ⅰ）非金銭救済として、①差止命令（502条）と②破壊命令（503条）を
規定し、また（ⅱ）金銭救済として③現実損害賠償（504条（a））および④
侵害者の利益（504条（b）262）、⑤法定損害賠償（statutory�damages）（504

watt eD., hanDbook on the economics oF coPyright: a guiDe For stuDents 
anD teachers�(Edward�Elgar,�2014)�241.
　アメリカの著作権法一般については、白鳥綱重『アメリカ著作権法入門』（信
山社、2004）、山本隆司『アメリカ著作権法上の基礎知識』（太田出版、2004）
を参照。
261 1909年著作権法以前には、制定法において利益の清算を認める規定はな
く、判例において認められていたにとどまる（Palmer,� supra�note�1,�at�87-8；
Ciolino,� id.�at�14）。なお、著作権侵害による利益の清算の歴史的な展開につい
ては、David�McGowan,�The Apportionment Problem in Copyright Law,�(2017)�
legal stuDies research PaPer series research PaPer�No.�17-307,�availabl at 
SSRN:�http://ssrn.com/abstract�=�3059053�(last�visited�August�18,�2020) が詳
しい。
262 17�U.S.C.�§504�（b）.�504条（b）は以下のように規定する（なお、以下の訳は、

（社）著作権情報センター〔山本隆司＝増田雅子共訳；available�at�https://
www.cric.or.jp/db/world/america.html［last�visited�March�19,�2020］〕に負う）。
　（b）現実損害賠償および利益
　�　著作権者は、侵害の結果被った現実損害の額、および侵害に起因して侵害

者が受けた利益で現実損害の額の算出にあたり考慮されなかった額の支払を
受けることができる。（後略）。
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条（c））、⑥費用および弁護士料（505条）を規定しており263、④は（侵害
行為に起因する）侵害者の利益の吐き出しを認める救済手段である。
　もっとも、利益の吐き出しの根拠付けは、イギリス法と異なり、一様
ではない。すなわち、────
　第１に、侵害者の不当利得の防止に求めるものが挙げられる。たとえ
ば、〔 米 ３〕Sheldon�v.�Metro-Goldwyn�Pictures�Corp. 事 件264は、Y が

「Letty�Lynton」と い う 映 画 で X の「Dishonored�Lady」と い う 脚 本
（playing）を無断で使用したのに対し、X が Y の侵害行為の差止命令お
よび利益の清算を求めて訴えを提起した事案である。結論としては、連
邦地方裁判所から連邦最高裁判所に至るまで、利益の清算が一貫して認
められた（ただし、利益の配分が認められるか否かについては、理解が
分かれ、この点が本件の主たる争点となった265）。連邦最高裁判所は、
利益の清算の根拠を「不当利得を防止すること」に求めた266。このような
理解は、1976年法の立法制定時の議会の理解とも一致している267。
　第２に、侵害行為の抑止に求めるものが挙げられる。たとえば、〔米４〕
Taylor�v.�Meirick 事件268は、Y が X の著作物（釣り用のイリノイ州の３
つの湖の地図）を許可なしにコピーして販売したのに対し、X が Y に対
して損害賠償を請求した事案である。本件では、損害賠償が X の損失
と Y の利益のいずれを基準に算定されるかが争点となった。本件にお
いて、第７巡回区控訴裁判所は、「侵害者が著作権者よりも効率的な生

263 これらにつき白鳥・前掲書注（260）238頁以下を参照。See also, Ciolino,�
supra�note�260,�at�6 ～ .
264 106�F.2d�45(2d�Cir.�1939),�aff’d,�309�U.S.�390�(1940).　なお、本件は、1909年
法の下で生じた事件である。
265 この点は第４章に譲る。
266 309�U.S.�390,�399（「罰（punishment）を課すこと」ではないとも言及する）．
267 H.R.�Rep.�No.�1476,�94th�Cong（「504条（b）は、損害賠償の裁定および利益の
裁定により担われる異なる目的を承認する。損害賠償は、当該侵害行為からの
損失を理由に著作権者に賠償するために裁定される。そして利益は、侵害者が
不法行為から不当な利益を得ることを防止するために裁定される。」と指摘す
る）．この点については、山本・前掲書注（260）216頁を参照。
268 712�F.�2d�1112�(7th�Cir.�1983).
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産者であるか、異なる市場で売却したために、著作権者が失ったもの以
上に侵害者がより大きな利益を得るならば、たとえ追加の利得が著作権
者にとっての損失を示さないとしても、著作権者はその利得を入手する
ことができる。侵害者の優位な効率性を理由に侵害者を罰し、そして著
作権者に棚ぼたを与えることは誤っているようにみえるかもしれない。
しかし、それは侵害行為をやめさせる。侵害者があらゆる正味の利益を
取得することを防止することにより、あらゆる潜在的な侵害者（would-be�
infringer）が著作権を盗み、そして著作権者に損失を理由に裁判所から
補償を求めることを強制することにより市場を迂回するのではなく、侵
害者が使用したい著作物の著作権者と直接交渉させるであろう。」と判
示した269。ここでは、利益吐き出しの根拠は、著作権の侵害行為を抑止し、
そして侵害者と著作権者との直接交渉を誘導することであるとの理解が
示されている。また利益吐き出しに伴う棚ぼたの問題については、その
一部が「侵害者がライセンスを求めたならば、著作権者が侵害者に著作
権をライセンスすることから取得したであろう利益になり得る」として
その正当化も試みられている270。最後に、本判決において注目すべきな
のは、──後述の効率的契約違反の提唱者として有名な──Posner 裁
判官が判決を書いている点である。
　以上の考察からは、アメリカ法は、著作権侵害を理由に利益吐き出し
を認めているものの、その際の根拠としては、①不当利得の防止や②侵
害行為の抑止に求めていることが明らかといえよう。

（２）特許権侵害の場面
　次に、特許権侵害による利益吐き出しについてみる271。アメリカ法に

269 Id.�at�1120�(per�Posner,�J).
270 Ibid.　もっとも、棚ぼたを完全に正当化するものとはいえないであろう。
271 ここでの考察については、以下の文献に負うところが大きい。
　〔教科書・ケースブック・モノグラフ〕Palmer,�supra�note�1,�at�87 ～；Dagan,�
supra�note�12,�at�87 ～；rogerD D. blair & thomas F. cotter, intellectual 
ProPerty:Economic anD legal Dimensions oF rights anD remeDies（Cambridge�U.�
P.,�2005）；kull & Farnsworth,�supra�note�1,�at�329 ～ .
　〔論文〕Hubbard,� supra�note�260,�at�968 ～；Mark�A.�Lemley,�Property, 
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おける特許の保護は、判例法と制定法である連邦特許権法によって行わ
れてきたが、特許権侵害による利益吐き出しをめぐっては議論が変遷し
ていることから、以下では1946年特許法制定以前の伝統的立場と1946年
法特許法制定以後の立場に分けて考察することとしたい272。

（ⅰ）1946年特許法前史
　特許法は、伝統的に、特許権侵害による救済として、（α）差止命令
と（β）損害賠償を規定し、そして後者として、①逸失利益（lost�
profits）、 ② 確 定 実 施 料（established�royalty）、 ③ 合 理 的 実 施 料

（reasonable�royalty）、 ④ 侵 害 者 利 益 の 清 算（an�accounting�for�the�
infringer’s�illicit�profits）の４つの方法を用意していた。④から利益吐き
出しが認められていたことは明らかといえよう。このような救済は、
1819年特許法によってエクイティに差止命令を発効する権限が付与さ
れ、それに付随するものとして「侵害者利益のエクイティ上の清算を命
令する権限」が与えられたことに起源を有する。
　判例においてもそのような利益の清算を認めたものが散見された。た
とえば、〔米７〕Tilghman�v.�Proctor 事件273は、X が Y ほかに対して、
1854年に１月９日から20年間 X に認められた、脂肪酸を製造する方法

（process）等についての特許権の侵害を理由に、差止命令、侵害者利益
の清算、損害賠償を求めて、訴えを提起した事案である。連邦最高裁判
所は、侵害者利益の清算の根拠として、第１に、侵害者利益の清算が当

Intellectual Property, and Free Riding,�83�tex. l. rev.�1031�(2005)；Caprice�L.�
Roberts,�The Case for Restitution and Unjust Enrichment Remedies in Patent 
Law,�14� (2)�lewis & clark l. rev.�653� (2010)；Amanda�Frye,�“Inextricably 
Commingled”: A Restitution Perspective in Patent Remedies,�26(2)�harv. J. l. 
& tech�669�(2013).�
　アメリカの特許法一般については、ヘンリー幸田『米国特許法研究──特許
法の歴史、原理、そして実務を考える』（ILS 出版、2008）、木村耕太郎『判例
で読む米国特許法（新版）』（商事法務研究会、2008）を参照。
272 以下の考察は、田村善之『知的財産権と損害賠償〔新版〕』（弘文堂、2004）
149頁以下；Roberts,�id.�at�656 ～；Frye,�id.�at�673 ～を参照。
273 125�U.S.�136�(1888).�
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事者間の完全な正義を実現すること、第２に、違法行為者が彼自身の違
法行為により利益を得ることは認められないこと、第３に、侵害者の利
益を単一の手続きにおいて完全な救済を付与するための「コモン・ロー
上の損害賠償の等価物または代替物」とみなされること274などを挙げた275。
　以上の考察からは、アメリカ法は、伝統的に特許権侵害による利益吐
き出しを肯定してきたものの、その際の根拠としては、①当事者間の正
義の実現、②不当利得の防止、③損害額算定の代替手段に求めてきたこ
とが明らかといえよう。

（ⅱ）1946年特許法以降
　ところが、こうした伝統的立場はその後、制定法（1946年特許法）に
より修正されることとなる。すなわち、同法は、特許権侵害による救済
手段として、従来と同様に（α）差止命令（283条）と（β）損害賠償（284
条）を規定しつつも、後者については①逸失利益、②確定実施料、③合
理的実施料の３つの方法のみを規定し276、侵害者利益の清算を規定から
削除した277。もっとも、侵害者利益の清算が、1946年法の下で完全に否
定されたといえるのか否かをめぐっては、同法制定後の下級審の裁判例

274 Id.�at�148.　エクイティにおける利益の清算は、差止命令に付随するものと
して認められた。
275 Id.�at�145-6.　上記のほかに、「エクイティ上、特許の侵害者によりあげられ
た利益は、特許権者に帰属し、そして侵害者に帰属しないこと」も挙げられる
が、これは何ゆえ侵害者に利益が帰属するかについて何ら言及しておらず、結
論先取といわざるをえない。
276 ①～③の損害賠償については、田村・前掲書注（272）151頁以下、ヘンリー
幸田『米国特許法逐条解説（第６版）』（発明協会、2013）416頁以下、宮脇正晴

「米国法における特許権侵害に基づく損害賠償」日本工業所有権法学会年報41
号（2018）95頁以下などに譲る。
277 35�U.S.C.�§284.　ただし、意匠特許については、利益の認定が容易であっ
たためか、残す措置となった（§289）（幸田・前掲書注（276）418頁参照）。な
お、意匠権侵害による利益吐き出しについては、本稿では立ち入らない（こ
の 点 は、Pamela�Samuelson�&�Mark�Gergen,�The Disgorgement Remedy of 
Design Patent Law,�108�caliF.�L.�rev.�__�(forthcoming,�2020),�available at�SSRN:�
https://ssrn.com/abstract=3353536�〔last�visited�August�18,�2020〕が詳しい）。
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においては理解が分かれていたものの、その後の連邦最高裁の判決278に
おいて、完全に排除されるとの立場が示された279。それゆえに、現在、
アメリカ法は、──たとえ侵害者が故意により利益を取得し、また当該
利益が侵害行為との間に因果関係があるとしても──特許権侵害による
利益の吐き出しを直截には認めない280。
　もっとも、侵害者利益の清算についての規定が削除された理由は明確
とは言えず、強いてあげれば、吐き出すべき利益の「範囲」の確定（と
くに、特許発明に配分されるべき額の立証）に付随する訴訟費用という
実務上の問題を考慮した結果に過ぎない281。つまり、このような変更は、
利益吐き出しの理論的な根拠が不十分であること282、あるいは利益吐き
出しが特許法の制度目的（産業の発展）と調和しないことなどの実質論
を踏まえたものではなく283、利益吐き出しを肯定する余地が全くなく

278 Aro�Manufacturing�Co.�v.�Convertible�Top�Replacement�Co.,�337�U.S.�476�
(1964)� (AroⅡ).　ただし、本件事案は、直接には侵害利益の清算が問題となっ
た事案ではなく（特許法271条（c）の間接侵害に関する事案である）、この点に
ついての判断が必要だったか否かなど、先例として疑問の余地も残されていた
が、その後の裁判実務は、このような理解を支持している（田村・前掲書注（272）
165頁参照）。
279 Brennan 判事は、特許権の損害賠償が、侵害者の利得ではなく、特許権者
の損失にのみ依存することを明白にした（Id.�at�507）。
280 もっとも、侵害者の利益額を逸失利益や合理的な実施料の算定する証拠と
して利用することは否定されない（Palmer,�supra�note�1,�at�92；木村・前掲書
注（271）280頁）。
281 Palmer,�id.�at�92.��また、幸田・前掲書注（271）213頁（「問題となったのは、
侵害者が侵害行為により得た利益の算定方法である。固定経費、変動経費、価
格の変動、返品、保険、税金、・・・利益の算定における要素は絶え間なく変動し、
かつ錯綜する。加えて侵害者の得た利益の中には、宣伝活動、企業努力、他の
特許、無関係の部品等、原告の有する特許とは全く関係のない要因も含まれる。
／従って、侵害者の得た利益のすべてを特許権者に返還させるのは合理的根拠
に欠ける。いったいどこで区切ればよいのだろうか。」と指摘する）も参照。
282 この点は、──特許権侵害については利益吐き出しが否定されたものの─
─先述したように、著作権侵害や商標権侵害では利益吐き出しが維持されてい
る状況からも明らかであろう（Palmer,�id.,�at�94）。
283 See,�Roberts,�supra�note�271,�at�661 ～ .
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なったわけではない（そのような可能性は、立法資料からも読み取れる
とされる284）285。近時の学説の中には、利益吐き出しを肯定する立場を示
す者が散見されるが、それはこのためであろう（後述）。

（３）営業秘密侵害
　ここでは営業秘密の侵害による利益吐き出しについて取り上げる286。
営業秘密は、特許権と比較すると、①主としてコモン・ローおよび州の
制定法に基づき287、そしてエンフォース可能性の前提条件として政府の

284 Roberts によると、議会の（上院）報告書は、利益の配分の困難性から利益
吐き出しを非難するものの、最後の箇所において、「本法案（bill）は、裁判所
主事（master）の前で手続をすることを不要とし、そしてエクイティ裁判所に
利益に関わらず一般的な損害賠償を評価する権限を与えることにより、一般
的な損害賠償の要素として利益の回復を排除しないであろうけれども、その
算定基準は、委員会の判断において、長く遅れた提案された立法を体現する。」

（S.�Rep.�No.�79-1503,�at�2�(1946)）と言及しており、特許権者のための利益吐き
出しを完全に否定する趣旨ではないとされる（Id.�at�662 ～ . 同趣旨として、
MYM�Mohamed,�Unjust Enrichment for Patent Infringement: A Novel Idea,�4�J.�
intell. ProP.�L.�123,�156 ～�(1996) も参照）。
285 もっとも、特許権侵害と著作権侵害における利益吐き出しの取扱いが異な
ることを正当化する余地が全くないわけではない。ある学説は、①権利の性格
の相違（著作権の場合には、過失による侵害行為は起きにくいのに対し、特許
の場合には、アイディアであるために、起こり得ること）、②効率的な侵害行
為を認めるか否かの相違（特許権の場合には、効率的違反を認める可能性があ
るのに対し、著作権の場合にはそれがないこと）を根拠として、その違いを説
明する（Margolis,�supra�note�260,�at�246-7）。
286 ここでの考察は、Palmer,�supra�note�1,�at�97 ～；Dagan,�supra�note�12,�at�
98 ～に負うところが大きい。
　アメリカの営業秘密法一般については、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』（成文堂、2007）45頁以下、小野・前掲書注（81）
236頁以下、Sharon�K.�Sandeen（足立勝訳）「米国営業秘密法──その発展と適
用」知的財産法政策学研究47号（2015）29頁以下を参照。
287 ただし、州ごとにルールが異なることによる不都合を踏まえ、統一法を作
る動きが強い。たとえば、①第一次不法行為法リステイトメント（Restatement�
of�Torts）における営業秘密に関する規定の制定（757条～ 759条）、②統一営業
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部門の承認行為を要求しないこと、②非自明性要件は要求されないこと
（秘密である限り、人に競争利益を提供するあらゆる情報は、潜在的に
営業秘密として保護され得る）、③公衆への開示は要求されないこと、
④保護期間が不確実であり、また保護が失われやすいことを特徴とす
る288。保護期間中は、営業秘密の所有者は、とりわけ、窃盗やスパイ行
為などの「不適切な手段」によりその情報を取得する者を排除し得るも
のの、その秘密の対象を独立で発明し又は発見した者がそれを使用する
ことを排除することはできないし、また他者が、リバース・エンジニア
イングを通じてその秘密を発見し、そしてその後に開発することを試み
ることを阻止することができないという点で、特許と比較すると保護が
弱いとされる289。
　では、具体的に、営業秘密が不適切な手段により取得された場合にど
のような救済手段が認められるであろうか。この点につき、統一営業秘
密法は、（ⅰ）差止命令と（ⅱ）金銭救済を認めており、また後者として、
①逸失利益、②合理的な実施料、③利益の清算、④懲罰的損害賠償など
を認めている290。ここから、他の場面と同様に、利益吐き出しが認めら

秘密法（Uniform�Trade�Secret�Act）の制定（全12条）、③第三次不正競争法リ
ステイトメント（Restatement� (Third)�of�Unfair�Competition）における規定の
制定（39条から45条）などが挙げられる。また2016年には、連邦法として④連
邦営業秘密防衛法（Defend�Trade�Secret�Act�of�2016、通称「DTSA」）も制定
された。①～③につき、金・前掲書注（286）51頁以下を参照、④につき、山
根崇邦「アメリカにおける営業秘密の保護（１）（２）──連邦営業秘密防衛法

（DTSA）の運用実態と日本の営業秘密訴訟との比較」知的財産法政策学研究53
号（2019）１頁、54号（2020）１頁以下を参照。
288  以 上 に つ い て は、Roger�D.�Blair�&�Thomas�F.�Cotter,�An Economic 
Analysis of Damages Rules in Intellectual Property Law,�39�wm. & mary l. 
rev.�1585,�1598-99�(1998) を参照。
289 Id.�at�1599.　そのため、営業秘密法は、社会的には有益であるが、特許法
により要求される20年間の排他的所有に値するには十分には価値がないかもし
れない情報に対する限定的な所有権を付与することにより、特許制度を補完す
る機能を果たすとされる（Id.�at�1600）。
290 uniForm traDe secret act §§2-3.�この点につき、Sandeen・前掲書注（286）
33頁以下も参照。
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れていることが明らかといえよう。
　判例においても利益の清算は認められている。たとえば、〔米８〕
Adolph�Gottscho�v.�American�Marking�Co. 事件291は、Y（American�
Marking�Corporation）が、X（Adolph�Gottscho）の元従業員 A から営
業秘密の情報を入手し、その情報を含む機械を販売することにより利益
を上げたのに対して、X が Y に対して差止命令および利益の清算を求
めた事案である。本件において、ニュージャージー州の最高裁判所は、
営業秘密の利用から現実化された利益の清算を認めた。このような立場
は、第三次不正競争リステイトメント（45条292）などにおいても追認さ
れている293。もっとも、判例においてはその根拠は明確ではないが、リ
ステイトメントのコメントでは、営業秘密の性格から生じる逸失利益の
算定の困難性が挙げられており294、損害額の算定の代替手段として根拠
付けられることになろうか。
　以上から、アメリカ法は、営業秘密の不正利用を理由に、利益吐き出
しを肯定しているものの、その根拠は明確とはいえないものの、損害額
の算定の代替手段となっているといえよう295。

291 26�N.J.229�(1958).
292 restatement (thirD) oF unFair comPetition�§45�(1995).�なお、連邦法であ
る DTSA でも認められている（18�U.S.C.�§1836（b）（3）（B）（ⅰ）（Ⅱ））。
293 ただし、すべての州で利益の吐き出しが採用されているわけではない。た
とえば、ニューヨーク州は、（懲罰的損害賠償を認めるものの）利益吐き出しを
認めていない（以上については、Pamela�Samuelson,�John�M.�Golden�&�Mark�P.�
Gergen,�Recalibrating the Disgorgement Remedy in Intellectual Property Cases,�
(2020)�1�at�32,�available at�SSRN:�https://ssrn.com/abstract=3529750�〔last�
visited�August�18,�2020〕）。
294 restatement (thirD) oF unFair comPetition�§45�cmt.�c は、「競争市場の性
質によっては、原告が営業秘密の不当利用に帰すべき売上その他の損失を証明
することがしばしば困難である。同様に、公の開示によって滅失した営業秘密
の価値も通常の確実性をもって証明できない（speculative）ことが多い。」と指
摘する。同条およびコメントの翻訳については、茶園成樹＝小泉直樹「アメリ
カ不正競争法リステイトメント試訳（５）」民商112巻２号（1995）135頁、174頁
以下を参照。
295 もっとも、このような立場を前提とすると、次のような疑問が生じる。す
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（４）商標権侵害の場面
　ここでは、商標権侵害による利益吐き出しについて取り上げる296。商
標の保護は、判例法と制定法である連邦商標法により行われている。商
標も、著作権や特許権と同様に、投下資本の回収（商標を認知してもら
うまでに商標権者はかなりの時間および費用を投下しており、模倣者か
らその投資を保護する必要があること）のために認められている点は異
ならないものの、それとは異なる独自の意味、すなわち、公衆の利益の
保護（消費者の誤認混同を防止すること）の役割を持っている297。もっと
も、このような目的の相違は、利益吐き出しの可否の判断には影響して
いないようである。
　アメリカの判例は、──一部では棚ぼたの問題を指摘して、利益吐き

なわち、特許権よりも保護が弱いはずの営業秘密が、利益吐き出しの場面では、
より手厚い保護が与えられているになり、逆転現象が生じているのではないか
という問題である。この点をどのように解するかは、管見の限り、アメリカ法
学の文献において十分な議論を発見することはできなかった。可能性としては、
①救済手段の違いはそれほど本質的なものではないこと、あるいは②先述のよ
うに特許権侵害において利益吐き出しが否定されたのは、実務における運用上
の問題によるものであることを踏まえると、理論的に矛盾するものではないこ
とが挙げられようか。
296 ここでの考察については、以下の文献に負うところが大きい。
　〔教科書・体系書〕Palmer,�supra�note�1,�at�87；Dagan,�supra�note�12,�at�85 ～ .
　〔論文〕Hubbard,�supra�note�260,�at�974；James�M.�Koelemay,�Jr.,�Monetary 
Relief for Trademark Infringement under the Lenham Act,�72�traDemark reP.�
458�(1982)：William�G.�Barber,�Recovery of Profits Under the Lanham Act: Are 
the District Courts Doing Their Job,�82�traDemark reP.�141� (1992)；Dennis�
S.�Corgill,�Measuring the Gains of Trademark Infringement,�65�ForDham l. 
rev.�1909(1997)；Bryan�M.�Otake,�The Continuing Viability of the Deterrence 
Rationale in Trademark Infringement Accountings,�5�UCLA�ent.�L.�rev.�221�
(1997)；Danielle�Conway-Jones,�Remedying Trademark Infringement: The 
Role of Bad Faith in Awarding an Accounting of Defendant’s Profits,�42�santa 
clara l. rev.�863�(2002).
297 Otake,� id.�at�226.　ただし、①の側面の方が強いとされる（白鳥・前掲書注

（260）20頁参照）。
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出しに警鐘を鳴らすものもあるが298──市場において購入する消費者の
間で混乱を生む状況において、他人の商標を不当に使用することにより
商標権を侵害した場合には、著作権侵害と同様に、エクイティ訴訟にお
いて、侵害者に利益の吐き出しを求める救済手段を商標権者に認めてきた。
そしてこうした取扱いは、その後の制定法（1905年商標法、1946年商標法〔通
称、ランハム法〕299）にも継承されている。すなわち、1946年法は、商標権
侵害による救済として、（ⅰ）非金銭救済として差止命令と（ⅱ）金銭救済
を規定し、そして後者について（α）損害賠償、（β）利益の清算、（γ）三
倍賠償を用意している（商標法1117条〔ランハム法35条〕300）。
　もっとも、その根拠付けは、他の場面と同様に一様ではない。具体的
にみると、次の通りである。すなわち、────
　第１に、損害額の算定の代替手段に求めるものが挙げられる301。たと
え ば、〔 米 ５〕Mishawaka�Rubber�&�Woolen�Mfg.�Co.�v.�S.S.�Kresge�
Co. 事件302は、Y は X の高性能の靴およびゴム製のヒールについての商
標を自分の品質の劣るヒールに付けて販売することにより、X の商標を
侵害した事案である（X と Y との間に直接競争関係あり）。本件におい
て、地方裁判所は、①購入者の中に、自己が X の製品を取得している
との信頼により誘導された者がいる「合理的な可能性」があること、②
X の商標をよく知っている通常の購入者は、Y により売られたヒールが

298 Bandag,�Inc.�v.�Al�Bolser's�Tire�Stores,�Inc.,�750�F.2d�903,�918�(1984)（「原告
は、棚ぼたに対する権利を有しない」と指摘する）．See,�restatement (thirD) 
oF unFair comPetition§37�cmt.�e�(1995).�
299 なお、Trademark�Act という場合と Lanham�Act という場合とでは、同一
の条文であっても条文番号が異なることがある（白鳥・前掲書注（260）17頁参
照）。そのため、以下では両方の条文を併記する。
300 15�U.S.C.§1117（codifing�section�35�of�the�Lanham�Act）。なお、他の知的所
有権侵害の場面と異なり、ラムハム法は、損害賠償と利益の清算を累積的に用
いることを認めており、商標権者により厚い保護を与えている（ミラーほか・
前掲書（258）184頁参照）。なお、restatement (thirD) oF unFair comPetition�§37�
(1995)�も肯定する。
301 See,�Conway-Jones,�supra�note�296,�at�884-885.
302 316�U.S.�203�(1942).
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X の会社の製品であると当然に信じることから、X の標章が侵害された
と結論付けたうえで、③将来の侵害行為を禁止し、かつ購入することを
誘導された購入者への販売から Y が上げた利益を X に清算することを
命じた。その根拠として、購入者はそのヒールが X のヒールであると
信じており、そして X がさもなければその売上げを得ていたであろう
ことを挙げる303。また、連邦最高裁判所も、「利益の裁定は、侵害者が自
己に帰属しなかったものを奪うことによりもたらした損失を理由に X
を完全にするために設計されている」と述べた304。ここでは、判例は、
商標権者の損害（逸失利益）と侵害者の利益との間に一定の関係性があ
り、前者の損害の「近似値（approximation）」ないし「代用基準（surrogate�
measure）」として後者の利益を用いていると解される305。
　第２に、所有権の排他性ないし侵害者の不当利得の防止に求めるもの
が挙げられる306。たとえば、〔米６〕Hamilton-Brown�Shoe�Co.�v.�Wolf�
Bros.�&�Co.�事件307は、「AMERICAN�GIRL」という商標を付けて女性用
の靴を作る X が、自己の商標と類似する「AMERICAN�LADY」という
商標を付けて女性用の靴を販売する Y に対して、商標権侵害を理由に
利益の清算を求めた事案である。連邦最高裁判所は、「商標を使用する
権利は、一種の所有（property）として承認される。商標の所有者は、
それが現実に使用される範囲で、排他的な享受を求める権利を有する。
侵害者は、信託受益者の財産の不法な使用により取得された利益を受託
者に負担させる原理と類似する原理に基づき、真の所有者のためにエク
イティ上清算し、そして彼の利得を真の所有者に引き渡すことを要求さ
れる。」と判示した。ここからは、利益の吐き出しの根拠は、所有

（property）の本質である排他性、あるいはそのような排他的な権利の

303 Id.�at�204.
304 Id.�at�206.�ただし、吐き出すべき利益の範囲については、最高裁は地方裁判
所の立場を支持していない。
305 See,�Corgill,�supra�note�296,�at�1918；Conway-Jones,�supra�note�296,�at�879-
80,�884-85.
306 See,�Barber,� supra�note�296,�at�158-62；Conway-Jones,� supra�note�296,�at�
880-883.
307 240�U.S.�251�(1916).�
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侵害により得た利得が不当利得になることに求められていると解される308。
　第３に、侵害行為の抑止に求めるものが挙げられる309。たとえば、〔英
７〕W.E.�Bassett�Co.�v.�Revlon,�Inc.�事件310は、Y が、X の製造および販
売するマニュキュア道具の商標（「TRIM」）を無断で使用して、Y の角
質切りの製品に付けて販売した事案である。本件では、X と Y は、美
容ケア製品の市場において競争していたものの、X は角質切り製品を販
売していなかったため、X のビジネスや評判に対する現実の損害や推定
的な損害が全くなく、また Y の利益が X の商標権の侵害行為に起因し
ないことが明らかな商標権侵害の事案であった。そのため、第２巡回区
控訴裁判所は、「完全な清算は抑止として適切である」として、抑止理
論を根拠に利益の清算を肯定した311。
　以上の考察からは、アメリカ法は商標権侵害による利益吐き出しを認
めており312、そしてその根拠としては、①損害額の算定の代替手段、②
所有権の排他性（ないし不当利得の防止）、③侵害行為の抑止のいずれ
か（またはその複数）に求めていることが明らかといえよう313。

（５）学説の議論状況
　最後に、知的所有権侵害を理由とする利益吐き出しをめぐるアメリカ
の学説の議論状況について一瞥を与えておくこととする。
　多数説は、判例・制定法において利益吐き出しが肯定されている場面

（著作権侵害、商標権侵害、営業秘密侵害）のみならず、否定されてい
る場面（特許権侵害）においても、肯定的見解を支持している（特に後
者の場面における議論が多い）。もっとも、その根拠は一様ではない（な

308 Id.�at�259.
309 See,�Barber,�supra�note�296,�at�158-9.
310 435�F.2.d�656�(CA�2�1970).
311 Id.�at�664.
312 もっとも、連邦地方裁判所はランハム法35条に基づく利益の清算を与える
のに消極的であるとされる（各連邦巡回区の立場については、Barber,�supra�
note�296が詳しい）。
313 とりわけ、多くの裁判所は、抑止論に利益の清算の根拠を求めているとさ
れる（Otake,�supra�note�296,�at�242）。
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お、以下の一つのみならず、複数の根拠を挙げる見解も多い）。具体的
には、以下が挙げられる。すなわち、①不当利得の防止に求める見解

（Hubbard314、Keenon315、Conway-Jones316など）、②知的所有権の目的（発
明者および創造者の情報創造に対するインセンティヴを維持し、過小生
産を回避すること317）を実現するためには、正の外部性を完全に内部化
することが必要であり、そのためには侵害行為を抑止することが必要で
あるとする見解（Blair�&�Cotter318� 319、Otake320、Margolis321など）、③

314 Hubbard,�supra�note�260,�at�955（侵害者が他の人の所有権の盗用および使
用から利益を得ることが非良心的であるという理論に基づき、利益吐き出しは、
侵害者の不当利得を防止するために裁定されると指摘する）．
315 Wade�R.�Keenon,�Monetary Recovery Under the Copyright Act: Calucation 
of Damages,�65�oregon l. rev.�809,�824�(1986).
316 Conway-Jones,�supra�note�296,�at�882（公正な競争市場を維持するために、
不当利得による利益吐き出しが正当化されると説く。ただし、抑止理論にも肯定的）．
317 なお、インセンティヴ論を含む知的所有権の正当化については、さしあたり、
田村善之「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究20号（2008）１頁以
下、吉田邦彦「『知的所有法・サイバー法』原論の試み──ディジタル化時代・
多文化的国際化時代における情報学の新たな展開（アメリカ法学からの示唆）」
田村善之編『新世代知的財産法政策学の創成』（有斐閣、2008）121頁以下を参照。
318 blair & cotter,�supra�note�271,�at�42 ～（同書の第２章および第３章は、
Blair�&�Cotter,�supra�note�288を加筆修正したものである。以下は、前者によ
る）．Blair�&�Cotter によれば、企業がある発明に投資するインセンティヴを
持つのは、将来の発明による期待利益（の現在フロー）が研究費用および開発
費用の総額を上回る場合（投資をすることの正味の現在価値が正である場合）
であるが、第三者が企業の発明にフリーライドし得る確率は、前者の期待利益
を減らし、企業の投資へのインセンティヴを減らす。そのため、発明投資への
インセンティヴ構造を維持するためには、法的救済手段が必要となり、その手
段としては、差止命令が重要となる（知的所有権の救済手段としてプロパティ
ルールによる保護が望ましいとする〔at�41〕）が、それのみでは不十分であり、
金銭救済による補完が必要であるとして、侵害行為を利益の出ないものにする
利益吐き出しの必要性を説く（at�42 ～）。もっとも、利益吐き出しが適法な行
為の過剰抑止をもたらす可能性があることに留意し、侵害者と特許権者のいず
れが効率的な生産者か否かにより、利益吐き出しが認められる場面を決定する。
そしてこのような枠組みは、営業秘密侵害や著作権侵害、さらに（若干検討を
要するものの）商標権侵害にも妥当すると指摘する（at�66 ～）。
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損害額算定の代替手段として利益を捉える見解（Gordon322）、④応報や矯

　なお、Cotter は、近時、この問題について単著で多数の論稿を発表してい
るものの（e.g.�Thomas�F.�Cotter,�A Comparative Law and Economics Analysis 
of Damages for Patent Infringement,� in:�theoDore eisenberg & giovanni b. 
ramello eD., comParative law anD economics (Edward�Elgar�Publishing,�2016)�
262）、本稿では立ち入ることができなかった。
319 特許権の場面において、抑止論を挙げるその他の見解として、Niva�
Elkin-Koren�&�Eli�M.�Salzberger,�Toward an Economic Theory of Unjust 
Enrichment Law,�20�int’sl rev.�L.�&�econ.�551,�566 ～�(2000)（侵害行為に起因
する正味の利益の吐き出しは、発明者への補償を確保しつつ、プロパティルー
ルに伴う拒否権の行使を否定するため、両当事者間の交渉を促進すると指摘す
る）；Allison�Pruitt,�Keeping Patent Applications Honest: A Proposal to Apply 
Disgorgement Remedies to Findings of Inequitable Conduct During Patent 
Prosecution,�13� (2)�Journal oF intellectual ProPerty law�465,�487� (2006)

（抑止論に加えて、不当利得の防止も挙げる）；David�W.�Opderbeck,�Patent 
Damages Reform and the Shape of Patent Law,�89�B.U.L.rev.�127,�132�(2009)（利
益吐き出しが「経済的に効率的であり、そして社会的に望ましい結果を促進す
るであろう」と述べる）；Roberts,�supra�note�271.�at�671 ～（一方で、利益吐き
出しの目的を侵害行為の抑止および市場における取引の促進と解しつつ、他方
で、特許法の目的を一定の保護期間、完全な排他性を認めるために強い保護
を提供することであるとし、利益吐き出しは潜在的な侵害者と特許権者の間
の取引を促進することにより、特許法の目的を促進すると説く）；Edward�V.�
Filardi,�The Adequacy of Compensation for Patent Infringement－An Analysis 
of Monetary Relief Under 35 U.S.C. § 284,�3�ForDham intell. ProP. meDia & 
ent.�L.J.�57,�87� (1992)�などが挙げられる。また営業侵害の場面については、
Michael�Risch,�Why Do We Have Trade Mark?,�6�marq. intell. ProP. l. rev�1,�
58-59�(2007)�が挙げられる。
320 Otake,�supra�note�296,�at�242（商標権侵害の場面を念頭に、抑止に基づく利
益の清算は、①より大きな、洗練化された企業の侵害者による、洗練化されて
いない、小規模の商標権者の抑圧を防止するため、②社会的な非難を常習犯人
やプロの偽造者に焦点を置くため、③原告の商標権の損害や損失の発見を証明
困難にする被告による秘密の活動の為の負のインセンティヴを提供するため
に、正当化されると説く）．その他に、商標権侵害の場面において抑止説を挙
げる見解として、Corgill,�supra�note�296,�at�1914など。
321 Margolis,�supra�note�260,�at�247（著作権侵害の場面を念頭に置く）．なお、
Margolis は、懲罰的要素として、著作権侵害による利益吐き出しを説明するが、
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正的正義を挙げる見解（Keele323）、⑤特許権者および侵害者双方にとっ
て公正であることに求める見解（Frye324）などに分かれている。
　これに対し、否定する見解も少数ながら存在する（Ciolino、Lemley、
Koelemay325など）。その根拠としては、以下の点が挙げられる。すなわ
ち、①公共財としての性格（非競合性および非排除性）を持つ情報は有
体物と同様に扱うことができないこと（たとえば、有体物と異なり、境
界が不明確であり、境界を越えた侵害者への制裁は、有体物ほど厳格に
すべきではないとされる）326、②肯定説は知的所有権法の目的実現のため
に、利益吐き出しの必要性を説く（肯定説②）が、必ずしも必要ではな
いこと（たとえば、正の外部性の内部化が完全になされていなくても、
生産者が合理的な利益を含む費用をカバーするのに十分な見返りを得る
ことができれば、生産活動が行われることがあり、このことは情報創造
に対するインセンティヴを生むためには、自己が生んだ社会的価値を完

そこでの「懲罰」の意味は、潜在的な侵害者に侵害するよりもライセンスを取
得する（取引をする）ことを推奨することにあり、抑止の手段として用いられ
ているに過ぎないと思われる。
322 Wendy�J.�Gordon,�An Inquiry into the Merits of Copyright: The Challenges 
of Consistency, Consent and Encouragement Theory,�41�stan. l. rev.�1343,�
1384�(1989).
323 Layne�S.�Keele,�Copyright Infringement’s Blurred Lines: Allocating 
Overhead in the Disgorgement of Profits,�2017�B.Y.U.L.rev.�1059,�1091 ～�(2018).
324 Frye,�supra�note�271,�at�689 ～（特許権者にとっては、侵害者の違法に得ら
れた利益の原状回復は、特許の取引を実現する。また侵害者にとっても、不公
正に上げられた利益に原状回復の上限を制限することは、公正である）．
325 Koelemay,�supra�note�296,�at�547（商標の事案における侵害者の利益の清算
は、効用よりも伝統により生き残っているコモン・ローの化石である、として
消極的な立場を述べる）．
326 Ciolino,�supra�note�260,�at�42 ～.�See�also,�Lemley,�supra�note�271,�at�1050 ～

（①有体物と異なり無体物である情報は、過剰使用により枯渇される恐れはな
いこと、また②情報の模倣は、そのアイディアを拡散し、そしてそれゆえに他
者がそれを使用し、かつ享受することを認めることにより、利用可能な資源を
増やすと指摘する）．
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全に内部化する必要はないことを示唆するとされる）327、③知的所有権法
の目的実現するために正の外部性を内部化する必要があるとしても、そ
の目的を実現するための救済手段は、すでに現行法の中に存在しており、
それに加えて利益吐き出しを認める必要性はないこと328、④知的所有権
を過剰に保護することは、様々な費用をもたらし、却って非効率を導く
こと329などが挙げられる。

327 Lemley,�supra�note�271,�at�1046.
328 Ciolino,�supra�note�260,�at�26 ～ .　Ciolino は、著作権侵害の場面を念頭に置
いたうえで、利益吐き出しを認めることが不必要であるのみならず、逆効果で
あると指摘する。その理由としては、前者については、①著作物の創造のイン
センティヴを生む際に、利益吐き出しがその役割を担うと考えられていたが、
差止命令および損害賠償によりその役割は既に担われており、利益吐き出しが
認められるか否かは不確実であり、現在の創造のインセンティヴとならないこ
と、また、②利益吐き出しが市場促進機能を有すると一般に説かれるが、その
ような役割は他の手段（たとえば、刑事制裁、懲罰的損害賠償など）によって
も担われており、利益吐き出しの代替に十分なり得ることが挙げられる。また、
後者（逆効果であること）については、③著作権侵害の場面では、善意の侵害
者も吐き出さなければいけないために、著作物の適法かつ有益な使用が過剰に
抑止し、また潜在的な使用者は注意深く交渉相手の権原を調査しなければなら
ず、取引費用の増加を導き、著作物のための市場需要を減らすこと、そして④
利益吐き出しが権利者に棚ぼたという魅力を与える見込みがあり、権利者は交
渉するよりも侵害されることを優先するインセティブを持つことになり、モラ
ル・ハザードの問題が生じ、利益吐き出しがかえって使用者および所有者がそ
のような作品のための市場を迂回することを推奨することが挙げられる。
329 Lemley,�supra�note�271,�at�1058 ～ .　Lemley は、知的所有権を保護するこ
とに付随する費用として以下を具体例として挙げる。すなわち、①知的所有権
は、競争規範からの逸脱をもたらし、消費者にとっての価格を上げることで、
死荷重を生み、（静的な）非効率をもたらす。②知的所有権により完全な支配
を認めると、その後の二次利用を阻害し、（動的な）非効率をもたらす（いわゆ
るアンチ・コモンズの悲劇）。さらに、③知的所有権の見込みは、社会的には
無駄なレントシーキング（とりわけ、議会によるヨリ厚い保護を求めて、ロビー
イング活動を行う）の行動を推奨し、戦略的費用をもたらす。そして④知的所
有権のエンフォースメントには費用が伴うこと（通常は、知的所有権制度によ
る利益のほうがこれらの費用を上回るが、費用の方が上回る場合もある）、⑤
知的所有権による正の外部性の完全な内部化は、その他の形式の生産と比較し、
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　これらの見解の当否はここでは立ち入らないが、いずれにせよ、イギ
リス法とは異なり、アメリカ法では、──否定されている領域もあって
か──知的所有権侵害を理由とする利益吐き出しの理論的根拠をめぐっ
て多様な議論の展開がされていることが注目される。

（６）小括
　以上の考察からは、以下の点が明らかとなった。
　第１に、現在のアメリカ法は、著作権侵害、商標権侵害、そして営業
秘密侵害を理由に、利益の吐き出しを認めているが、特許権侵害を理由
としては──かつては認めていたものの──利益吐き出しを認めていな
いという点である。もっとも、特許権侵害による利益吐き出しを否定す
るのは利益の算定の困難性という実際的な問題によるものであり、理論
的根拠（実質論）の観点から詰められたものではなく、検討の余地は残
されている（学説でも肯定する見解が多数みられる）。
　第２に、アメリカ法は、知的所有権侵害を理由とする利益の吐き出し
の根拠として、大まかに言えば、①損害額算定の代替手段、②不当利得
の防止、③侵害行為の抑止、④所有権の排他性、⑤当事者間の正義の実
現のうちのいずれか（またはそれらのいくつか）を挙げているという点
である。

第３項　無体物侵害②──プライバシー侵害および名誉毀損
　次に、無体物のうち、より人格的な性格の強いプライバシーの侵害お
よび関連して名誉侵害（名誉毀損）による利益吐き出しの問題について
順にみていくことにしよう330。

イノベーションへの過剰投資を推奨し、経済的な均衡を歪めることになること
である。
330 本項の考察は、以下の文献に負うところが大きい。
　〔教科書・体系書・モノグラフ〕Palmer,� supra�note�1,�at�120 ～；Dagan,�
supra�note�12,�at�89 ～ .
　〔論文〕Friedmann,�supra�note�10,�at�511 ～；Harder,�supra�note�113,�at�69 ～；
Lauren�Henry�Scholz,�Privacy Remedies,�93�inD.�L.J.�94�(2019).
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（１）プライバシー権侵害による利益吐き出し
（ⅰ）判例の立場
　プライバシー権侵害331についてみると、アメリカではプライバシー侵
害が独立の不法行為を構成することに異論はない332。もっとも、その救
済手段として利益吐き出しを認めることには従来消極的に解されてき
た。たとえば、利益吐き出しの問題が最も顕在化する有名人などの名前
や肖像が金銭的利益を目的として無断で利用された場面ではそのような
取扱いがなされている333。以下では、この点についての従前の判例の立
場を確認しておくこととする。
　まず〔米９〕O’Brien�v.�Pabst�Sales�Co. 事件334は、Y がビール広告の

331 周知のとおり、プライバシーをめぐっては①私生活を公開されない権利と
いう消極的な意味で解する見解と②より積極的な自己の個人情報をコントロー
ルする権利という積極的な意味で解する見解に分けることができるが、本稿で
は立ち入らない。この点については、伊藤正己『プライバシーの権利』（岩波書店、
1963）24頁以下、石井夏生利「プライバシー・個人情報の『財産権論』──ライ
フログを巡る問題状況を踏まえて」情報通信政策レビュー２号（2011）66頁以下、
村上康二郎『現代情報社会におけるプライバシー・個人情報の保護』（日本評論
社、2017）59頁以下などの先行研究に譲る。
332 この点は、Warren�&�Brandeis の論文（supra�note�120）の影響力が強かっ
たことに起因するであろう。なお、同論文については、石井夏生利『個人情報
保護法の理念と現代的課題──プライバシー権の歴史と国際的視点』（勁草書
房、2008）25頁以下の詳細な紹介も参照。
333 Prosser のプライバシーの４つの分類論──①私生活への侵入、②私的事
実の公表、③公衆への誤解、④肖像の盗用（appropriation）──のうち、④と
して論じられていた類型である（William�L.�Prosser,�Privacy,�48�caliF. l. rev. 
383,�422-23� (1960).�同論文については、石井・前掲書150頁以下の詳細な紹介も
参照）。①～③と異なり、④は財産的利益の側面が強いため、プライバシーの
一側面と解するか、パブリシティ権として独立の権利と解するかについては、
州により異なる（Palmer,�supra�note�1,�at�126 ～）。パブリシティ権については、
さしあたり、田倉保「アメリカ合衆国におけるパブリシティ権に関する議論の
動向」『パブリシティの権利をめぐる問題』（著作権情報センター附属著作研究
所、2009）21頁以下、佐々木秀智「パブリシティ権とアメリカ合衆国憲法修正
第一条」法律論叢84巻２＝３号（2012）331頁以下を参照。
334 124�F.2d�167� (5th�Cir.�1941),�cert. denied,�315U.S.�823� (1941).�See,�kull & 
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カレンダーで X（有名な大学フットボール選手）の写真を無断で使用し
たのに対し、X がプライバシー権侵害・・・・・・・・・を理由に損害賠償を請求した事案
である（なお、X は若者のアルコール飲酒に反対する団体の構成員の一
人であった）。
　本件においては、控訴裁判所の多数意見は、原審の判断を支持して、
X がすでに有名人であり、大学の広報雑誌に名前や肖像を用いることを
認めており、本件のポスターに掲載したからといって、プライバシー権
侵害にはならないとして、X の請求を棄却した335。これに対し、反対意
見は、傍論において、X が「そのような使用が被上訴人〔Y〕により盗用
された範囲で、広告目的のために彼の写真の取引および商業における使
用の合理的な価値を回復する」権利を有すると判示した336。その根拠は、

「プライバシー権は、商業広告のために人の名前や写真を使用する権利
とは異なる。後者は、すべての人に帰属する財産上の権利（property�
right）である。」という点に求められた。要するに、X がパブリシティ
権侵害と主張していれば、損害賠償は認めらるという趣旨であろう。
　もっとも、本件において X は、プライバシー権侵害による損害賠償
請求を主張したに過ぎない（使用料の返還を求めたものではない）。お
そらく、X は、若者の飲酒に反対するという自己の従前の社会的立場と
矛盾する印象を公衆に与えるポスターに掲載されたことを問題視したも
のと推察される。その限りでは、反対意見のような結論は X の望むも
のではなく、X が拘ったプライバシー権侵害の法律構成の枠内で肯定す
ることを目指すべきであったといえる。
　では、パブリシティ権侵害による、利益吐き出しは、認められるか。
この点につき、フロリダ州の〔米10〕Cason�v.�Baskin 事件は否定的な立
場を示した。本件は、Y が友人 X のことについて書いた本を出版した（そ
の本の中で X は「怒りやすく、かつ有能なカナリヤに似た年を感じさせ
ない未婚女性」として描写されていた）のに対し、X がプライバシー権
侵害を理由とする損害賠償およびパブリシティ権侵害を理由として Y

Farnsworth,�supla�note�1,�at�337 ～ .�
335 Id.�at�170.
336 Ibid.
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が本の売上により受け取った利益の一部の吐き出し（分配）を求めて訴
えを提起した。フロリダ州最高裁判所は、前者については肯定したもの
の、後者について否定した337。その理由は、① X の身の上話がその本の
売上を生む際に価値を有するような性質のものではないこと、②人の伝
記的スケッチを含む本の公刊は、法的にその人にそのような本の販売か
ら現実化された利益の分配を受ける資格を与えないこと、③これを肯定
する先例がないことなどに求められた。これらの理由のうちのいずれを
重視するかにより理解が分かれるかもしれないが、②の点を重視するの
であれば、人のプライベートな情報が商業的に利用されたとしても、そ
の利益に対して本人は権利を有しないということになろう。
　このように従来のアメリカ法においては、人の肖像や名前などが金銭
利益のために無断で使用された場面では、パブリラティ権侵害を理由に、
損害賠償は認められるものの利益吐き出しまでは認められていない337b。

（ⅱ）学説および近時の動向
　もっとも、こうした判例の消極的立場に対して、学説では、肯定的立
場を採る見解が多い。その根拠としては、①不当利得の防止に求める見
解（York338）が多いが、その他に②被害者の自律的な意思決定権の侵害
に求める見解（McCarthy339）や③プライバシー権侵害の抑止に求める見

337 155�Fla.�198,�220,�20�So.�2d�243,�254�(1944).　
337b ここでの記述は Palmer の著書に依拠している（Palmer,� supra�note�1,�at�
128 ～）。もっとも、アメリカでは、パブリシティ権は州法により規律されて
おり、同書においてすべての立場が確認されているわけではないため、留保が
必要であろう。なお、不正競争法リステイトメント49条は、肯定的立場を探る（た
だし、善意の侵害者を除く）。See,�restatement (thirD) oF unFair comPetition�
§46�and�cmt.�c～d�(1995).�
338 Kenneth�H.�York,�Extension of Restitutional Remedies in the Tort Field,�4�
U.C.L.A.L.�Rev.�499,�537(1957).　その他については、Palmer,� supra�note�1,�at�
128�n.24掲載の文献を参照されたい。
339 J. thomas mccarthy, the rights oF Publicity anD Privacy�(1st�ed.)�(clark 
boarDman callaghan,�1987)�§11.8�[B]（利益吐き出しを認めないことが「本質的
に不公正」であると説く。その理由としては、「もし被告が原告のアイデンティ
ティの不当な使用を理由に支払わなければならないものすべてが任意の交渉に
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解（Scholz340）などが挙げられる。
　これらの根拠のうち③の抑止論の理解は、マスメディアの過剰な取材
活動から個人の私生活を保護するために、取材活動を規制する手段の一
つとして利益吐き出しを導入するカリフォルニア州法（具体的には、カ
リフォルニア州の1998年プライバシー保護法）において採用されている
といえよう341。すなわち、同法は、侵害者がプライバシー権侵害を営利
目的で行ったならば、侵害者が得た利益の吐き出しを求める権利を被害
者が有すると定めており（カリフォルニア州民法典1708.8条（d）342）、─
─被害者のプライバシーに金銭的・商業的価値が有るか否かではなく─
─侵害者の目的（動機）を考慮して、利益吐き出しを正面から認めている。
ここには明確にプライバシーの公表されない利益を重視し、パパラッチ
の取材活動を抑止することが意図されている343。

おいて支払われたであろう合理的な実施料であるならば、・・・被告は不当な
収用を理由により不利にならない。・・・〔それゆえに、原告は〕誰が自己のア
イデンティティを使用するか、そしていつ、そしてどこで使用するかを任意に
決定する権利を〔失う〕」と説く）．このような理解は、後述する Dagan の見解
との類似性をみることができるように思われる。
340 Scholz,�supra�note�330,�at�685 ～（ただし、個人情報の不正取引の場面）．個
人情報の不正取引の場面においては、被害者が不法行為に基づいて損害賠償請
求するためには「損害」要件を立証しなければならないが、これがハードルと
なっており、それを回避するための手段として、利益吐き出しが注目されてい
る。もっとも、この点については本稿では立ち入らない（さしあたり、Daniel�
J.�Solove�&�Danielle�Keats�Citron,�Risk and Anxiety: A Theory of Data-Breach 
Harms,�96�tex. l. rev.�737�(2018)�を参照されたい）。
341 この問題については、佐々木秀智「アメリカにおける過度な取材活動とプ
ライバシー侵害」法律論叢73巻４＝５合併号（2001）343頁、谷上健次「パパラッ
チと有名人のプライバシー──カリフォルニア州法と近時の裁判例から」日本
大学大学院法学研究年報38号（2008）143頁、特に167頁以下（利益吐き出しに
ついて）が詳しい。
342 Cal.�Civ.�Code�§1708.8�(1999).
343 もっとも、本条に対しては、言論の自由を定める合衆国憲法修正１条との
関係で違憲の疑いも指摘されている（アメリカでは、プライバシー権と表現
の自由を対等に置き、衝突するときには比較衡量するイギリスとは異なり、
表現の自由が優先される点に留意）が、ここでは立ち入らない（See,�David�A�
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　このような州法にみられるように、プライバシーの価値を重視して、
侵害行為の抑止という観点から、プライバシー権侵害による利益吐き出
しをより一般的に認める可能性はあり得る。しかし、従来の議論では、
──他の領域におけるのと異なり──このような見解は一部にとどまっ
ていた。その原因としては、プライバシーをめぐってはその定義をめぐ
る議論や法的性質をめぐる議論などが主たる関心となり、具体的に侵害
された後の救済手段への関心が弱かったことが挙げられる344。その意味
で、プライバシーの領域は特殊な取扱いとなっていたといえ、根拠論を
含めて、再検討の余地があろう。

（２）名誉毀損による利益吐き出し
　次に名誉毀損についてみていくことにする345。まず、他人の社会的評
価を低下させる名誉毀損346による救済は、（ⅰ）金銭救済が主たるもの

Browde,�Warning: Wearing Eyeglasses May Subject You to Additional Liability 
and Other Foibles of Post-Diana Newsgathering- An Analysis of California’s 
Civil Code Section 1708.8,�10�ForDham intell. ProP. meDia & ent.�L.�J.�697�
(2000)）。
344 See,�Scholz,�supra�note�330,�at�661.　プライバシーの保護は、同時に他の対
抗する価値を否定する側面があるため、どのような形で両者のバランスを図る
かが問題となる。一つの方法は、プライバシーの定義づけにおいてその範囲を
限定する方法であり、もう一つの方法は、救済手段の場面で対応する方法であ
る。従前は前者の方法が中心を占めていたのに対し、Scholz は、後者の方法
の可能性を示唆する。本研究は、こうした Scholz の指摘を踏まえ、こうした
方向性を模索する。
345 名誉毀損を理由とする利益吐き出しのアメリカ法の状況についてまとまっ
て紹介する文献は少ない。ここでは、Dagan,� supra�note�12,�at�89 ～に負うと
ころが大きい（ただし、Dagan 自身の見解については後述に譲る）。
　また、アメリカ法における名誉毀損による救済一般については、藤倉浩一郎

「アメリカにおける名誉毀損に対する懲罰的損害賠償」田中英夫先生還暦記念
『英米法論集』（東大出版会、1987）479頁、特に481頁以下、塚本重頼「アメリ
カ法における名誉毀損」同『英米法における名誉毀損の研究』（中央大学出版会、
1988）131頁、吉村顕真「アメリカ名誉毀損法における損害賠償の現代的な動向
──損害推定の機能に着目して」青森法政論叢17号（2016）67頁を参照。
346 名誉毀損の不法行為が成立するためには、原則として、①表現者がある事
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となっている。具体的には、①名目的損害賠償、②填補賠償、③懲罰的
損害賠償（マスメディア等の表現者に悪意がある場合などに限定）が挙
げられる。これに対し、（ⅱ）非金銭救済としての差止命令は、表現者
に対する抑圧的効果が極めて高く、言論および出版の自由に制約をもた
らすことから従来消極的に解されてきた347。
　それでは、利益の吐き出しはどのように扱われてきたか。従来、この
救済手段は取り上げられることは少なかったものの348、アメリカの判例
は、名誉毀損による利益吐き出しに対しても、消極的な立場を採ってき
た。具体的には、〔米11〕Hart�v.�E.�P.�Dutton�&�Co. 事件349はその例と
して挙げられる。本件は、第二次世界大戦中の敵の枢軸国（Axis�

実についての表現を第三者に公表したこと、②公表された表現は名誉毀損にあ
たること、③表現は原告に関わるものであること、④表現が虚偽であること、
⑤損害を被ったことが必要である（ただし、後述のように⑤は法により推定さ
れ、反証は許されない）と解されてきた（藤倉・前掲注（346）484頁参照）。もっ
とも、例外的に、言辞の対象が公務員または公人であり、あるいは公的関心事
である場合には、表現・報道の自由を保障した合衆国憲法修正第１条の要請が
働き、発表者が虚偽であることを知っているか、または虚偽であることを無謀
に無視した場合にしか、名誉毀損は成立しない（いわゆる「現実的悪意」の法
理である）。なお、この法理は、当初、公務員のみを念頭においていたが、そ
の後、有名人などの公人にまで拡張されている（この点については、藤倉・前
掲注（345）491頁以下、山田隆司『名誉毀損──表現の自由をめぐる攻防』（岩
波書店、2009）216頁以下を参照）。そのため、この法理は、本稿が名誉毀損に
よる利益吐き出しの場面として念頭に置く、マスメディアが有名人のスキャン
ダルな記事を書いて利益を得た場面にも妥当することになり、利益吐き出しの
前提問題として、名誉毀損の成立を拒むハードルとなっているといえる。
347 藤倉・前掲注（345）481頁以下、塚本・前掲書注（345）286頁以下参照。もっ
とも、近時は肯定する動きもみられるようであるが、この点については、付彦
淇「名誉毀損の救済方法としての差止めについての一考察（１）（２・完）──
アメリカにおける現代的なルールについて」阪大法学69巻２号（2019）285頁、
５号（2020）901頁が詳しく、それに譲る。
348 たとえば、塚本・前掲書注（345）249頁以下は、本文で挙げた救済などには
言及するもの、利益吐き出しについては何ら言及していない。
349 197�Misc.�274,�93�N.Y.S.�2d�871�(1949),�aff’d,�277�App.�Div.�939,�98�N.Y.S.�2d�
773,�reargument denied,�277�App.�Div.�962,�99�N.Y.S.2d�1014�(1949).
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power）のエージェントであった X を誹謗中傷する本を公表した Y に
対し、（損害賠償請求が時効により制限されたため）X が準契約に基づ
き Y が名誉毀損の表現を含む書物から得た利益（売上金）の吐き出しを
請求した事案である。本件において、裁判所は、利益の吐き出しを否定
した。その理由としては、① Y に当該本の出版から生じた利益を清算
することを要求することは、「不衡平な」状況──「X の不当な利得」─
─になること（いわゆる「棚ぼた」論）、②当該利益は、Y により何年も
の間被られた費用および努力に起因するという事実、③利益を配分する
ことは困難であることなどが挙げられた350。もっとも、これらの理由は、
他の利益吐き出しの場面においても問題となるものであり、これらを理
由に否定されるのであれば、他の場面でも否定されることになり、本質
的理由とはいえないであろう。
　そのため、このような消極的立場の根拠は、他の事情に求められなけ
ればならない。具体的には、以下の点が考えられる。すなわち、④コモ
ン・ローにおける従前の利益吐き出しへの消極的態度、⑤名誉毀損がい
わゆるそれ自体訴えることができる不法行為（tort�actionable�per�se）
と解されており351、被害者側の損害発生が推定されること（その結果、
被害者は損害の立証を回避するために利益に訴える必要性がないこと）、
⑥コモン・ローにおいては懲罰的損害賠償が存在しており、利益取得型
の名誉毀損において用いられていたこと352、⑦従来の判例において用い

350 利益吐き出しに対し、被告が不法に使用した原告の名誉権の客観的価値の
回復の可能性についても、否定的に解される。というのも、一般にプライバシー
権は安く手放されることがあるが、名誉は安く手放されることはなく、市場に
より評価され得るものではないからであるとされる（Palmer,� supra�note�1,�at�
130）。
351 英米法では、名誉毀損による不法行為は、口頭による名誉毀損（slander）
と文書による名誉毀損（libel）の二つに大別されるが、従来、後者については
損害要件の立証が一律に不要であると解されてきた。もっとも、前者について
も、一定の場合には不要と解されている（塚本・前掲注（345）148頁以下、吉村・
前掲注（345）68頁および注（15）参照）。
352 桑原壮一「アメリカ名誉毀損法における懲罰的損害賠償」現代社会文化研究
６号（1996）135頁、特に138頁。もっとも、名誉毀損を理由とする懲罰的損害
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られる根拠によっては名誉毀損を理由とする利益吐き出しの根拠付けが
困難であることなどである。もっとも、④～⑥については、現代におい
ては説得力を持つとはいえない。すなわち、④の点に対しては、これま
での考察からも明らかなように、コモン・ローの領域においても利益の
吐き出しを肯定する先例が近年登場しており（たとえば、〔米１〕
Edwards 判決や〔英16〕Blake 判決など）、名誉毀損がコモン・ロー上の
訴訟原因であるという理由だけで否定する理由にはならないであろう。
また⑤の点に対しては、被害者の損害の立証を回避することという本来
の目的を超えて、加害者に対する事実上の制裁として機能しているとし
て、1960年代以降、連邦最高裁の判決を通じて、修正が加えられてお
り353、損害の立証が困難な場面では、利益吐き出しが必要となり得るで
あろう。さらに⑥の懲罰的損害賠償を用いることに対しては、賠償額の
決定を事実認定者（陪審または事実審裁判官）の裁量に委ねことになり、
利益吐き出しと比較して、望ましくない結果をもたらすとの批判がなさ
れており354、利益吐き出しの独自性が説かれている355。それゆえに、⑦の
点こそが本質的な理由といえようか356。

賠償はその適用範囲が限定されている点に留意されたい。というのも、これは、
先述の「現実的悪意」の法理による表現者の免責とのバランスの下で採用され
たものであり、実際に適用されるのは、被害者が公的存在に当たらないと認定
された場合か、または名誉毀損されたとする公務員や公的存在の側が被告側の

「現実の悪意」を立証できたという例外的なケースにとどまるからである（この
点につき、右崎正博「名誉毀損訴訟における損害賠償高額化と表現の自由」法
時74巻９号（2002）106頁、特に109頁を参照）。
353 詳細については、桑原・前掲注（352）140頁以下、吉村・前掲注（345）68頁
以下に譲る。
354 Dagan,�supra�note�12,�at�92.　より一般的な名誉毀損による懲罰的損害賠償
に対する批判としては、藤倉・前掲注（345）506頁以下も参照。
355 桑原・前掲注（352）151頁参照。
356 なお、名誉毀損による利益吐き出しを肯定する見解も少数ながら存在する。
たとえば、Friedmann,�supra�note�10,�at�511（所有権の排他性に利益吐き出し
の根拠を認める立場を前提としたうえで、通常は名誉は財貨ではないものの、
商品のように扱われた場合には利益吐き出しが認められるべきであると説く）
が挙げられるが、実質的根拠は不明である。
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（３）小括
　以上の考察からは、アメリカ法は、伝統的には、プライバシー権侵害
や名誉毀損を理由とする利益吐き出しに消極的な立場を採ってきたもの
の、前者の場面では、一部の領域（パパラッチ等による取材活動）であ
るものの、利益吐き出しが認められていること（ただし、州法による）、
そしてその根拠としては、侵害行為の抑止に求められていることが明ら
かとなった。

第４項　関係侵害①──信認義務違反
　最後に、関係侵害についてみることとする。ここでは、信認義務違反
を取り上げる357。以下では、判例における取扱いについて確認した後に、
学説の議論状況に一瞥を与える358。

357 アメリカ法における信認義務違反による利益吐き出しについては、以下の
文献に負う。
　〔教科書・体系書〕Palmer,�supra�note�1,�at�141 ～ .
　〔論文〕Robert�Cooter�&�Bradley�J.�Freedman,�The Fiduciary Relationship: 
Its Economic Character and Legal Consequences,�66�N.Y.U.L.rev.�1045�(1991)；
Frank�H.�Easterbrook�&�Daniel�R�Fischel,�Contract and Fiduciary Duty,�36�J.L.�
&�econ.�425� (1993)；Robert�H.�Sitkoff,�The Economic Structure of Fiduciary 
Law,�91�B.U.L.rev.� 1039� (2011)� (Sitkoff①)；Deborah�A.�Demott,�Causation 
in The Fiduciary Realm,�91�B.U.L.rev.� 851� (2011)；Robert�H.�Sitkoff,�An 
Economic Theory of Fiduciary Law,� in:�anDrew golD & Paul miller eDs., 
PhilosoPhical FounDations oF FiDuciary law� (Oxford�U.P.,�2014)�197� (Sitkoff
② )�；Daniel�B.�Kelly,�Double Deterrence,�(2020)�available at�SSRN:�https://ssrn.
com/abstract=2952755�(last�visited�June�27,�2020)；Bray,�supra�note�11に負う
ところが大きい。
　またわが国の先行研究としては、藤田友敬「忠実義務の機能」法協117巻２号

（2000）283頁以下、樋口範雄「信託と契約」信託法研究（1997）57頁以下、樋口・
前掲書注（207）224頁以下、タマール・フランケル著（溜箭将之監訳）『フィデュー
シャリー「託される人」の法理論』（弘文堂、2014）249頁以下も参照。
358 なお、信認義務（忠実義務）が生じる場面の典型である信託と契約の関係に
ついては、従来、英米法では信託は契約に還元できない独自なものとして位置
付けられてきた。しかし、近年は、法と経済学の側から株式会社の取締役の忠
実義務の任意規定化が有力に説かれ、その影響から、信託も契約と解する見解
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（１）判例の立場
　アメリカ法の状況は、基本的にイギリス法のそれと同様である359。す
なわち、信認義務違反による救済手段としては、（ⅰ）非金銭救済とし
て①特定履行、②差止命令、③解任があり、（ⅱ）金銭救済として、④
損害賠償、⑤利益吐き出し（擬制信託や利益の清算）、⑥懲罰的損害賠
償が挙げられる360。本人は、④と⑤を選択的に行使することができる361。
利益吐き出しは、具体的には、（ア）受認者が本人の財産を不当に処分
した場合、（イ）受認者の地位を利用して第三者と取引した場合（賄賂の
取得等）、（ウ）受認者の地位から得た情報を利用した場合（未公開情報
の利用等）などで問題となっている。
　これらの場面において、判例は、信認義務違反により受認者が利益を
得たときは、その利益が本人の損失によるか否かを問わず、利益吐き出
しを認めてきた。たとえば、（イ）のうち、受託者が賄賂を取得した場

がみられる（この点は、フランケル＝樋口・前掲注（207）を参照）。もっとも、
契約と性質決定したとしても、従来の契約違反と同様に、忠実義務違反によ
る救済として利益吐き出しを否定することを必ずしも意味せず（後述の Cooter�
&�Freedmann や Easter�Brook�&�Fischel などの見解がその例である。この点
につき、藤田・前掲注（357）288頁も参照）、その違いは本稿の文脈では現れな
い。そのため、本稿はこの問題には立ち入らない。
359 restatement (seconD) oF trusts §205 (1959) ;restatement (thirD) oF 
trusts�§205�(1992)（両者の規定については、樋口・前掲書注（167）224頁以下を参
照）．See�also,�restatement (thirD) oF restitution anD unJust enrichment�§43�
(2011).
360 アメリカ法における信認義務違反による救済手段一般については、Bray,�
supra�note�11,�at�452 ～；Kelly,�supra�note�357,�at�21 ～を参照。なお、④の
懲罰的損害賠償は従来否定されてきたが、近時の判例の中には違反が目に
余る場合には、例外的に肯定されることもあるが、この点には立ち入らない

（See,�Kelly,�supra�note�357,�at�4；Samuel�L.�Bray,�Punitive Damages against 
Trustees?,�in:�D.�gorDon smith & anDrew s. golD eDs., research hanDbook on 
FiDuciary law�(Edward�Elgar�Publishing,�2018)�201 ～〔信託受託者の信認義務
違反による懲罰的損害賠償の可否について理論的な検討を加える〕）。
361 信託の受託者の場面について、両者の選択を認めるものとして、
restatement (thirD) oF trusts�§100�(1992)�が挙げられる。
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面についてみると、〔米12〕United�States�v.�Drumm 事件362は、合衆国
政府の被用者（養豚検査官）である Y が検査の対象である加工業者から
報酬（compensation）（約35,000ドル）を受け取ったのに対し、X が受け
取ったものの清算を求めて訴訟を提起した事案において、裁判所は、そ
の被用者が「自分自身を利益相反および忠実義務に反する立場に置いた」
ことを根拠に363、この報酬を清算する義務があると判示した。しかも、
このような清算義務は、報酬の受領が現実に X の決定に影響を及ぼし
たか、あるいは、Y の行為により X に損害が生じたか否かを問わない
とされた364�365。
　このように判例は、信認義務違反による利益吐き出しの根拠を受認者
の忠実義務に求めており、そのような義務の目的が忠実義務違反の抑止
であることを踏まえると、利益吐き出しの実質的根拠を抑止に求めてい
ると解される。

（２）学説の議論状況
　学説においても、信認義務違反による利益吐き出しを肯定する見解が
多い。その根拠として、①不当利得の防止に求める見解（Palmer366）、
②信認義務違反の完全な抑止に求める見解（Cooter�&�Freedman367）、

362 329�F.2d�109�(1st�Cir.�1964).
363 Id.�at�112.
364 Id.�at�113.�Palmer,�supra�note�1,�at�148.
365 その他の場面についても同様に認められている。E.g.,�Marcus�v.�Otis,�168�
F.2d.�649�(2d.�Cir.�1948),�aff’d�on�rehearing,�169�F.2d.�148�(2d.�Cir.�1948)（（ア）の
場面）、Diamond�v.�Oreamouno,�24�N.Y.2d�494,�248�N.E.2d�910�(1969)（（ウ）の
場面）．See,�Palmer,�id.�at�143 ～ ,�150.
366 Palmer,�id.�at�141.
367 Cooter�&�Friedman,�supra�note�357,�at�1049 ～（受認者の信認義務違反を理
由とする利益吐き出しは、取引費用のない世界において、当事者が契約により
定めたものである。利益吐き出しは、受認者の行動を〔自己〕監視する効率的
な方法を提供し、そして受認者が信託財産を不正に利用することを〔完全に〕
抑止する、と指摘する。なお、発見することが困難な場合には、利益吐き出し
では不十分となり、発見されない確率を乗数として加重する必要があるものの、
信認法は、義務を厳格に解することにより、義務違反に見えるものをすべて違
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③信認義務違反を抑止したうえで、受認者と本人の再交渉を推奨するこ
とに求める見解（Easterbrook�&�Fischel368、Stikoff369、Kelly370）、④本人

法行為として扱うことにより、発見される確率を増やし、調整しているとされ
る）。なお、Cooter�&�Freedman の見解については、藤田・前掲注（357）290
頁も参照。
368 Easterbrook�&�Fischel,�supra�note�357,�at�444 ～（利益吐き出しを信認関係
において「現実の交渉を促進する手段」であると説く。とくに、最適なアプロー
チを知ることが困難なとき、司法府の評価がでたらめであるとき、事後の取引
費用が小さいときに、契約を強制させることが望ましいとする）．
369 Sitkoff ②,�supra�note�357,�at�207.�Sitkoff によれば、信認義務違反による利
益吐き出しは、当事者間に情報の非対称性がある場面において、情報を持つ
受認者が、義務違反からの利益を保持することを抑止しつつ、本人に情報を
開示することで利益分配についての交渉を誘導するペナルティ・デフォルト

（罰則的任意規定）（その嚆矢は、Ian�Ayres�&�Robert�Gertner,�Filling Gaps in 
Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules,�99�(1)�yale�L.J.�
87�(1989)�である。同論文については、吉田邦彦「契約の解釈・補充と任意規定
の意義──日米を中心とする比較法理論的考察」同『契約法・維持法の関係的
展開』（有斐閣、2003）116頁以下（初出、広中俊雄＝星野英一編『民法典の百年
Ⅰ　全般的考察』（有斐閣、1998））を参照）として機能すると解される。もっとも、
このような理解は、本人が受認者の秘密の利益を常に発見することができると
の理解を前提としており、本人がそれを発見できないと受認者が判断したとき
は、利益吐き出しではこのような交渉を誘導することは難しく、より強い救済

（具体的には、懲罰的損害賠償）が必要になるとされる。
　なお、Sitkoff の信認法一般の理解については、山中利晃「信託法の経済分析
──Sitkoff�教授とその示唆」金融商事法ワーキングペーパー・シリーズ（2015）
１頁以下、同「Robert�H.�Sitkoff 教授による信託法研究──経済・実証分析の
展開」信託法研究40号（2015）259頁以下も参照。
370 Kelly,�supra�note�357,�at�30 ～（懲罰的損害賠償と利益吐き出しの役割を区
別したうえで、信託の受託者の忠実義務違反を理由とする最適な救済手段は、
損害賠償〔損害が利益より大きい場合〕と利益吐き出し〔利益が損害よりも大
きい場合〕の選択を受益者に認めることであると説く。その根拠は、救済手段
の選択を認めることが、忠実義務に違反するインセンティヴを排除するという
点に求められる。ただし、受託者が責任を回避し得る場合には、懲罰的損害賠
償と懲罰的吐き出しの選択を認める必要があるとされる。利益吐き出しは、受
託者と受益者の「市場取引」を推奨するために必要であると説く）．
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の正当な地位の回復と解する見解（Bray371）などがある。もっとも、（②
や③の理解に対しては）信認義務違反による利益吐き出しは、受認者が
義務違反について善意の場合にまで認められることから、過剰抑止をも
たらし、結果的に本人の利益に反するのではないかという批判も提起さ
れている372。

（３）小括
　以上の考察からは、アメリカ法は、信認義務違反による利益吐き出し
を認めていること、そしてその形式的根拠としては忠実義務に、そして
実質的根拠としては義務違反の抑止に求めていることが明らかとなった。

第５項　関係侵害②──契約違反
　次に、契約関係の侵害、特に契約違反による利益吐き出しの問題につ
いてみてみよう373� 374。以下では、まず従来の消極的伝統的な判例の立

371 Bray,�supra�note�11,�at�3 ～（信認義務違反の救済手段の目的は、原告の正
当な地位を回復することであるとして、最適な抑止を説く見解を批判する）．
　See also,�Cooter�&�Freedman,�supra�note�357,�at�1074 ～（低いエンフォース
メントなどから抑止論では不十分であるとし、利益吐き出しは、盗用がなけれ
ば受認者が享受したであろう状況と類似するそれにエージェントを戻すことを
目的とすると指摘する）．
372 John�H.�Langbein,�Questioning the Trust Law Duty of Loyalty: Sole Interest 
or Best Interest?,�114�yale law Journal�929,�951 ～�(2005)（本論文は、信託の
受託者の忠実義務の厳格性に対して批判的な検討を加えるものであり、その一
環として、忠実義務違反による利益吐き出しの問題点を指摘する）．なお、本
論文の紹介として、佐藤智晶「英米信託法における忠実義務の目的とその実現
手段」アメリカ法2006-1号（2007）94頁がある。
373 本項の考察は、以下の文献に負うところが大きい。
　〔教科書〕Palmer,�supra�note�1,�at�80 ～ .
　〔論文〕Elkin-Koren�&�Salzberger,�supra�note�319,�at�530～：Melvin�A.�Eisenberg,�
The Disgorgement Interest in Contract Law,�105�mich.�L.�rev.� 559� (2006)；
Caprice�L.�Roberts,�Restitutionary Disgorgement for Opportunistic Breach of 
Contract and Mitigation of Damages,�42�loy.�A.�L.�rev.� 131� (2008)(Roberts
①)；do.,�A Commonwealth of Perspective on Restitutionary Disgorgement 
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場を確認したうえで、近時における利益吐き出しを肯定する動向（とり
わけ、第三次原状回復・不当利得リステイトメント39条の制定）をみる。
そして最後に、学説の議論状況に一瞥を与えることとする。

（１）伝統的な判例の立場
（ⅰ）原則：利益吐き出しの否定
　アメリカ法は、従来、イギリスの伝統的立場を踏襲し、契約違反によ
る利益吐き出しに消極的な立場を示してきた375。たとえば、〔米13〕
Acme�Mills�&�Elevator�Co.�v.�Johnson 事件は、XY 間での小麦の売買
契約（１ブッシェル当り1.03ドル）を締結した後、売主Ｙは、その履行
期前に当該小麦を１ブッシェルあたり1.16ドルで第三者に売却したの対
し、ＸがＹが当該契約違反により第三者に売却して得た利益の吐き出し
を求めた事案である。裁判所は、Ｙが第三者への売却により得た利益の
吐き出しを否定した376。こうした消極的な立場は、基本的にイギリス法

for Breach of Contract,�65�wash. & lee l. rev.�945� (2008)(Roberts ②)；do.,�
Restitutionary Disgorgement as a Moral Compass of Breach of Contract,�77�U.�
cinn. l. rev.� 991� (2009)(Roberts ③)；do.,�Supreme Disgorgement,�68�Fla. l. 
rev.�1443�(2016)(Roberts ④)；Steven�Thel�&�Peter�Siegelman,�You Do Have to 
Keep Your Promises: A Disgorgement Theory of Contract Remedies,�52�wm. 
& mary l. rev.�1181�(2011)；Kelsey�A.�Hayward,�Disgorgement of Defendant's 
Gains from Opportunistic Breach of Contract: Its Fit in Rhode Island,�22�roger 
williams u. l. rev.�614�(2017).
　わが国の先行研究として、山田八千子「売主の契約違反と買主の損害──
アメリカ法における利得吐き出し法理の適用をめぐって」東洋法学34巻２号

（1991）87頁以下がある。また、第三次原状回復・不当利得リステイトメント
39条に関しては、志馬康紀「意図的な契約違反に対する『利益吐き出し』法理
について──米国第３次原状回復・不当利得リステイトメント第39条」国際商
事法務47巻６号（2019）728頁がある。
374 アメリカ法における契約関係の侵害による利益吐き出しの問題群としては、
上記の債務者の契約違反の問題のほかに、第三者による契約侵害の問題がある
が、後者については本稿では立ち入らない。
375 restatement (seconD) oF contracts §370�(1981).
376 141�Ky.�718,�133�S.W.�784�(1911).　本件については、木下・前掲書注（193）
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におけるのと同様に、①履行利益の賠償により受約者の損害は十分に填
補されること377や②契約違反による利益吐き出しは「効率的な契約違反

（efficient�breach�of�contract）」を阻害するとの考え方に根拠付けられて
いる378。とりわけ、従来は後者の考え方が強かった。そこで後者につい
て若干敷衍して説明を加えておくことにしよう。
　効率的契約違反の理論によれば、売買契約締結後に、契約目的物をよ
り高く評価する者（第三者）が登場した場合には、売主は契約を違反し
て第三者と契約を締結することが望ましいとされる。というのも、契約
違反により買主に生じる損害を売主が填補したうえで、売主の手許に利
益が残るのであれば、その契約を違反することは、結果的に社会的厚生
を増やすため、経済的に効率的であるからである379。そのため、効率的
契約違反理論は、利益吐き出しに対して消極的な立場を従来示してきた。
その理由としては、第１に、この理論は資源の効率的な配分を実現する
──契約の目的物である財を最も高く評価する者（第三者）に帰属させ
る──が、利益の吐き出しは契約を違反する売主のインセンティヴを排
除することになること、また第２に、取引費用が掛からない理想的状況
の下では、利益吐き出しは、契約当事者間の再交渉を導くが、取引費用
が掛かる現実の世界では、契約当事者間の再交渉は、「双方独占（bilateral�
monopoly）」となるため、うまくいかず、結果的に損失（死荷重）をも
たらすこと380が挙げられる。

411頁を参照。
377 Sidney�W.�De�Long,�The Efficiency of a Disgorgement as a Remedy for the 
Breach of Contract,�inD. l. rev.�737,�756 ～ (1989)（期待利益賠償が完全な履行
の等価物を受約者に与えることができると説く）．
378 その他に、契約違反による利益吐き出しが、損害軽減義務の考え方と相容
れないことも指摘されているが、本稿ではこの点は立ち入らない（この点は、
Roberts ①,�supra�note�373,�at�148 ～が詳しい）。
379 richarD Posner, economic analysis oF law�(2nd�ed.)�(Little�Brown,�1977)�89
～ .　効率的契約違反理論については、樋口・前掲注（203）222-3頁も参照。
380 De�Long,�supra�note�377,�at�756 ～ ;�richarD Posner, economic analysis oF 
law�(7th�ed,)�(Wolters�Kluwer�Law�&�Business,�2007)�119 ～ .
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（ⅱ）例外：一部の領域につき利益吐き出しを肯定
　もっとも、こうした原則的な立場に対して、例外的に一部の領域にお
いて契約違反による利益吐き出しに肯定的立場を示したものもみられる。
　第１に、不作為特約に関する義務違反を理由とする利益吐き出しを肯
定した判例が挙げられる。具体的には、〔米14〕Snepp�v.�United�States
事件381が挙げられる。本件事案の概要は以下の通りである。すなわち、
Y（Frank�Snepp）は、CIA の被用者（諜報部員）であった。雇用契約を
締結する際に、Y は、X（合衆国政府）の事前の許可なく雇用期間中に
取得した情報等を公に出さないことを約する契約に署名した。Y は
CIA を辞めた後、雇用期間中の CIA 活動についてまとめた本（ただし、
機密情報は含まれていなかった）を CIA の事前の許可を得ることなく
公刊した。これに対し、X は、Y に対して契約違反に基づきその本の出
版から得た利益の吐き出しを求めて訴えを提起した。最高裁の多数意見
は、Y の取得した利益の吐き出しを命じた382。その根拠として、裁判所は、
政府が Y の本により損害を被ったけれども、その損害の立証は非常に
困難であることを挙げた383。
　第２に、不動産の二重譲渡による契約違反の場面において、擬制信託
の成立を認め、利益吐き出しを肯定する判例が挙げられる。〔米15〕
Laurin�v.�DeCarolis�Constr.�Co.,�Inc. 事件384がその例として挙げられる。

381 444�U.S.�507(1980).　本件については、フランケル＝樋口・注（207）27頁注（34）
も参照。
382 ただし、本件は、Y を X の受認者として性格づけることにより利益吐き出
しを肯定している。こうした手法は、〔英16〕Blake 判決以前において用いられ
ていた常套手段である。もっとも、こうした手法に対しては、受認者概念を拡
張しすぎるきらいがあり、フィクションとしての性格が強く、利益吐き出し
の本質的な理由を不明瞭にするという批判が提起されている（barnett,� supra�
note�1,�at�127）。
383 See,�laycock,�supra�note�1,�at�592（本件におけるレビュープロセスは、市場
価値を有しないと指摘する）．
384 363�N.E.2d�675�(Mass.�1977)（ただし、最高裁は、これを否定した）.　その他に、
Coppola�Enterprises,�Inc.�v.�Alfone,�531�So.�2d�334�(Fla.�1988)（不動産の二重売
買。最高裁は期待利益の賠償の形で実質的に利益吐き出しを肯定）もある（See,�
Eisenberg,�supra�note�373,�at�582）。
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本件事案の概要は以下の通りである。すなわち、X（買主）が Y（売主）
の建設する不動産を購入する契約（売買価格269,000ドル）を締結した。
本件不動産は、樹木がよく茂っている地区に建設されることになってい
た。しかし、Y は、当該契約成立後に、自分自身の使用のために、その
土地の樹木の多くをブルドーザーで整地し、そして砂利（gravel）およ
び壌土（loam）（6480ドルの価値に相当する）を取り去った。X は Y に
対し、取り去った樹木等の価値の返還を求めて訴えを提起した。事実審
裁判所は、X が契約締結時以降、（擬制信託による）不動産の「エクイティ
上の所有者」であり、X が所有理論に基づき利益吐き出しを求める権利
を有するとして、6480ドルの返還を認めた。その理由として、Y が違反
しなかったならば、これらの利益を X が取得することができたことが
挙げられた。もっとも、ここで用いられる利益吐き出しは、Y の契約違
反を抑止するためではなく、X の損害額、とりわけ期待利益賠償を算定
する代替手段として用いられているに過ぎない。
　以上から、アメリカの伝統的な判例は、効率的契約違反の考え方の影
響を受け、原則として、利益吐き出しに否定的な立場を示してきたもの
の、例外として、一定の場面においては、利益吐き出しを肯定している
こと、そして後者においては、利益吐き出しは、損害の立証、あるいは
損害額の算定の代替手段として捉えられていたといえる。

（２�）近時の動向──第三次原状回復・不当利得リステイトメント39条
の制定

（ⅰ）39条制定の背景
　このような伝統的な立場に対し、2011年に制定された第三次原状回復・
不当利得リステイトメントは、機会主義的な契約違反による利益吐き出
しを正面から認める立場を打ち出した（39条385）386。このような立場の転

385 restatement (thirD) oF restitution anD unJust enrichment�§39�(2011).�同
条は、以下のように規定する（訳は、志馬・前掲書注（373）731頁注（７）に依
拠しつつ、若干変更を加えた）。
　39条　機会主義的違反から生じた利益
　（１�）計画的な契約違反によって、契約に違反した約束者に利益がもたらさ
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換の背景には、第１に、効率的契約違反の理論に対する内在的批判──
すなわち、この理論は、①第三者が受約者（買主）から契約の目的物を
取得することができるという事実を見過ごしていること387、②取引費用
を考慮していないこと388、③不正確な事実を前提としていること389、

れ、かつ、受約者の契約上の権原が、利用可能な損害賠償が受約者の契
約上の権原に十分な保護を与えない場合には、受約者は契約違反の結果
として約束者により現実化された利益の原状回復を求める請求権を有す
る。本条の規律による原状回復は、損害賠償による救済の代替手段とする。

（２�）損害賠償が受約者の契約上の権原に十分な保護を与えない一つの場合
は、通常、受約者が、損害賠償によっては、約束された給付と完全な等価
物を代替取引で得られない場合である。

（３�）契約違反が利益をもたらす場合とは、契約違反により、被告が得た利益
（損害の潜在的な法的責任における正味の額）が、被告が契約を履行して
いれば得た利益を上回る場合をいう。契約違反から得られる利益は、節約
された出費および契約違反がなければ被告が実現しなかった結果的な利益
を含み、これらは、吐き出しの他の事案に適用する規則（51条５項）を用
いて、算定される。

386 第三次原状回復・不当利得リステイトメントにおける契約違反による利益
吐き出しに関しては、Roberts の一連の業績（注（373）参照）が詳細に紹介・
検討を加えている。なお、この問題は、契約違反による救済の問題でもあり、
そのような観点からは、契約法リステイトメントの領分であったともいえそう
である。しかし、新契約法リステイトメントの制定がいつになるか見込みが不
明であったため、原状回復リステイトメントに挿入したとされる（Roberts ①,�
supra�note�373,�at�139-140）。
387 Daniel�Friedmann,�The efficient breach fallacy,�18�(1)�J.�legal stuD.�1,�6 ～
(1998).�See also,�Elkin-Koren�&�Salz�berger,�supra�note�319,�at�565 ～（効率的契
約違反理論は、より高い代金を支払う用意のある第三者を探すことができるの
は売主であると考えるが、買主の方が第三者を探すことができる場合もあると
される）。
388 効率的契約理論は、取引費用がかからないというコースの定理を前提とし
ている（Ronald�H.�Coase,�The Problem of Social Cost,�3�J.�oF law & econ.�1�
(1960)）。しかし、現実の世界では、①消極的な取引費用（契約違反後の話し合
う費用）や②外部性（社会に影響を及ぼすが、商品の価格に反映されていない
費用や利益）を伴うが、この理論は考慮していない。そして、契約違反を推奨
する理論は、個人の非協調的な行動を誘発することになる（以上につき、Ian�R.�
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そして④むしろ非効率をもたらすこと390などの批判──が提起されてい
ること391、また第２に、先述のイギリスにおいて契約違反による利益吐

Macneil,�Efficient Breach of Contract: Circles in the Sky,�68�va. l. rev.�947,�954
～ (1982) を参照）。その結果、社会の契約に対する信頼を喪失することになり、
信頼費用という損失をもたらすことになる。なお、以上の指摘に加えて、効率
的契約違反理論に対して、Macneil は、そこで前提とされている人間像（孤立的、
合理的な〔個人主義的な〕利益最大化を図る機会主義的な人）を批判をするが、
ここでは立ち入らない。文献も含め詳細は、吉田・前掲注（207）255頁、特に
279頁以下、同「（論文紹介）Ian�Macneil,�Economics�Analysis�of�Contractual�
Relations」アメリカ法1989-1号（1990）80頁、特に83頁以下、同『都市居住・災
害復興・戦後補償と批判的「法の支配」』（有斐閣、2011）345頁以下（初出、
2010）に譲る。
389 Eisenberg,�supra�note�373,�at�571 ～（効率的違反理論は、①受約者が主観的
に履行と損害賠償との間で無関心であること、および②約束者が履行または違
反の決定をするときに、約束者は受約者が契約した商品に置く価値を知ってい
ることを前提とする。しかし、①に対しては、期待利益賠償は、様々な理由に
より〔損害賠償の範囲に関するルールや弁護士料の除外などのため〕、完全な
賠償を提供しないため、受約者は、両者のいずれでもよいということにはなら
ない。また②に対しては、受約者はその情報を約束者に伝えると価格を吊り上
げられる可能性があるため、通常教えないため、約束者は受約者にとっての商
品の価値を知らないとされる）．
390 Eisenberg,�supra�note�373,�at�573 ～（効率的契約違反の理論の効率性は、

（ア）法的救済、（イ）評判的効果および（ウ）社会規範の内部化〔特に「約束は
守るもの」という道徳規範〕という３つの制度に依存するが、その理論は、（ウ）
の力を弱め、結果的に契約制度に内在する道徳的規範〔費用が掛からない〕を
喪失させ、訴訟に訴える必要性〔費用が非常に掛かる〕を非効率に増大させる
として、効率的契約違反の非効率性を指摘する）；barnett,� supra�note�1,�at�
30,�109 ～（効率的契約違反を認めることは、短期的には違反者に利益をもたら
すかもしれないが、長期的に見た場合には、契約制度一般に対する信頼損害を
もたらす）．See also,�Thomas�S.�Ulen,�The Efficienty of Specific Performance : 
Toward a Unified Theory of Contract Remedies,�83�(2)�mich, l. rev.�341,�369-
70� (1984)（事前の再交渉費用と事後の管理費用を比較すると前者の方が低くな
るとし、効率的契約違反の前提理解を批判する）．
391 効率的契約違反に対する批判については、上記の文献のほかに、藤田友敬「契
約法の経済学：契約関係への最適投資のためのインセンティブ・メカニズム」
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き出しを認めた〔英16〕Blake 事件の貴族院判決が登場したこと392など
の事情がある。
　もっとも、Blake 判決は、非商事的な場面において問題となった事案
であり、商事的な場面にまで射程が及ぶものではなかった。これに対し、
39条の規定は、後者の場面にまで拡張したものであり、リステイトメン
トの役割（これまでの判例を再述すること）を超えて、「本質的に新しい」
ルールを提案するものであると評されている393。

（ⅱ）39条の概要
　39条は、機会主義的な契約違反の特定抑止と一般抑止の双方に根拠づ
けられると解されている。また応報的な視角からは、道徳的に批判すべ
き行為を理由に違反した当事者を罰することを目的とすると解されてい
る394。
　このような考え方は、従来の契約違反に対する伝統的な立場を否定す
ることとなることから、利益吐き出しが認められる場面を限定すること
で（具体的には、①被告の違反が「計画的である（deliberate）」こと、②
違反によって「利益が出る（profitable）」こと、③原告の契約上の権原が
損害賠償により十分に保護され得ないことの３つの要件を要求する）、
反対派との妥協を図ったといえる（もっとも、要件論の詳細はここでは
立ち入らない）。そして本リステイトメント制定後に、契約違反による
利益吐き出しを肯定する判例も登場している395。

（３）学説の議論状況
　最後に、契約違反による利益吐き出しをめぐる学説の議論状況に一瞥
を与えることにしよう。

ソフトロー研究第11号（2008）141頁、特に145頁以下、小林秀文「不動産の二
重譲渡と『法と経済学』」中京法学48巻3=4号（2014）１頁、特に48頁以下も参照。
392 Roberts ②,�supra�note�373,�at�954 ～ .
393 Id.�at�950（もっとも、Roberts 自身は、アメリカにおいて先例がなかったわ
けではないとも指摘する）．
394 Id.�at�1004.
395 E.g.�Kansas�v.�Nebraska,�135�S.�Ct.�1042�(2015).
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　先述のように、かつては効率的契約違反理論の影響力が強かった時代
に は 利 益 吐 き 出 し に つ い て も 否 定 す る 見 解 が 見 ら れ た も の の

（Farnsworth396）、近時は肯定する見解が有力になりつつある。その根
拠は、究極的には、契約違反を抑止することがむしろ経済的に効率的な
結果を実現するという点に求められている。より具体的には、①受約者
の損害を正確に司法府が決定することができない場合には、事後の管理
費用が事前の取引費用（再交渉費用）を上回ることになるとして、利益
吐き出しは裁判所の管理費用を節約することになると説く見解（De�
Long397）、②契約法における吐き出し利益の保護は、約束者に効率的な
インセンティヴを提供し、かつ契約を実行すると説く見解（Eisenberg398）、
③利益吐き出しが約束者の拘束装置（bounding�device）（約束者が契約
を確実に履行するか否かは不確実であるため、その部分が契約価格から
値引きされるが、利益吐き出しを認めることで、受約者に対する契約を
履行する旨のシグナリングとなる）として機能し、約束者にも利益をも
たらす点で効率的であると指摘する見解（Thel�&�Siegelman399）などに

396 Farnsworth,�supra note�201.
397 De�Long,�supra�note�377,�at�756 ～（原則として、利益吐き出しを否定しつ
つも、例外的に、上記の場面でのみ肯定する）．�See also,�Thel�&�Siegelman,�
supra�note�373,�at�1224 ～（契約違反による期待利益の賠償額の算定は、契約
が履行されていたならば享受したであろう状況を想定することが必要となる
が、それは裁判所にとって困難であることを指摘する）．
398 Eisenberg,�supra�note�373,�at�580 ～ .�具体的な場面としては、（ⅰ）受約者
が約束者の違反からの利得を交渉していたケース、（ⅱ）特定履行の代わりの
ケース、（ⅲ）期待利益賠償の代わりとしての吐き出しのケース、（ⅳ）契約の
目的が収益目的以外の利益を担う場合（国家機密などのセンシティブ情報の管
理目的）、（ⅴ）契約の目的が外部性を生むことである場合を挙げる。
399 Thel�&�Siegelman,�supra�note�373,�at�1227 ～（より具体的には、期待利益賠
償はシステマティクに過小賠償となる〔受約者は弁護士費用を負担しなければ
ならないこと、損害賠償の範囲についてのルールの存在、契約違反が常に発見
されるわけではないことなどを原因とする〕という事実を前提とすると、受約
者が契約価格の減額を主張する結果として、約束者に損害をもたらすのに対し、
約束者は利益吐き出しを保証することにより、契約価格を引き上げることがで
きる。約束者は、自ら契約違反しない限り、何ら損失を被らない、と指摘する）．
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分かれている。

（４）小括
　以上の考察からは、アメリカ法は、伝統的には契約違反に対して消極
的な立場を示していたものの（ただし、一部の領域では、損害の立証、
あるいは損害額の算定の代替手段として利益吐き出しが認められてい
た）、近時の第三次原状回復・不当利得リステイトメントを変更し、肯
定する立場を明確に示したこと、そしてその根拠としては、契約違反の
抑止や応報（処罰）に求められていることが明らかとなったといえよう。

第６項　小括
　最後に本款のまとめをしておこう。本款では、アメリカ法における利
益吐き出しの実相を明らかにするために、利益吐き出しが問題となる場
面として（ⅰ）有体物侵害として、①不動産・動産侵害、（ⅱ）無体物侵
害として、②知的所有権侵害（著作権、商標権、特許権、営業秘密）お
よび③プライバシー侵害および名誉毀損、（ⅲ）関係侵害として、④信
認義務違反および⑤契約違反を取り上げた。これらの考察からは以下の
点が明らかとなったといえよう（【別表２】も参照されたい）。
　第１に、アメリカ法は──その要件や範囲などは一様ではないものの
──①不動産・動産侵害、②知的所有権侵害、③プライバシー侵害（た
だし、州法によるものであり、またパパラッチ等による有名人の取材活
動によるものに限る）、④信認義務違反、⑤契約違反の場面において利
益吐き出しを認めているということである。ここでは、イギリス法との
違いだけ指摘しておくことにしよう。まず、コモン・ロー上の訴訟原因
である①においても早い段階で肯定する立場が採用されていた点が注目
される（もっとも、不動産侵害の判例は、特殊事例であり、動産侵害の
判例も一般論である点に留保が必要であるが）。ここには、イギリス法
とは異なり、コモン・ローとエクイティの相違に対する両国の違いがあっ
たと考えられようか。また②の場面において、アメリカ法は、特許権侵
害の場面において利益吐き出しを否定する立場を採用している点でイギ
リス法と異なる。もっとも、これは、特許権侵害による利益吐き出しが
実質論の観点から望ましくないという価値判断を踏まえたものではな
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く、訴訟における利益算定の困難性という実際上の問題からのもので
あった（なお、このような利益の算定の困難性は、後述するように、イ
ギリス法でも指摘されることであるが、イギリス法では否定されていな
い点も留意されたい）。
　第２に、アメリカ法は、文脈に応じて、利益吐き出しを認める際の根
拠を使い分けているということである。具体的には、（ⅰ）不当利得の
防止（②）、（ⅱ）損害額算定の代替手段（②⑤）、（ⅲ）違法行為から利益
を得るべきではないとの一般原理（①）、（ⅳ）抑止論（②③④⑤）、（ⅴ）
処罰（応報）論（①⑤）、（ⅵ）所有権の排他性（②）、（ⅶ）当事者間の正
義の実現（②）などが挙げられる。これらの検討は次節で行うこととする。
ここからは、アメリカ法もイギリス法と同様に、一つの根拠によってす
べての利益吐き出しを説明しようとする立場をとっておらず、むしろ、
その困難性を自覚し、文脈に応じて根拠付けの仕方を変えているといえ
よう。

【別表２】

アメリカ法 判例の挙げる根拠
有体物侵害 不動産侵害 〇（特殊事例） （ⅲ）違法行為から利益を得る

べきではないとの一般原理
動産侵害 〇（一般論） （ⅴ）処罰論

無体物侵害 特許権侵害 〇
→×（1946年法
特許法以降）

（ⅶ）当事者間の正義の実現
（ⅰ）不当利得の防止
（ⅱ）損害額算定の代替

著作権侵害 〇 （ⅰ）不当利得の防止
（ⅳ）抑止論

商標侵害 〇 （ⅳ）所有権の排他性
（ⅱ）損害額算定の代替
（ⅳ）抑止論

営業秘密侵害 〇 （ⅱ）損害額算定の代替（？）
プライバシー侵害 ×

※一部につき、
カリフォルニア
州法〇

（ⅳ）抑止論

名誉毀損 × ─
関係侵害 信認義務違反 〇　 （ⅳ）抑止論

契約違反 ×（例外あり）
→〇

（ⅱ）損害額算定の代替
（ⅳ）抑止論、（ⅴ）処罰論
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第４款　本節の小括
　最後に本節におけるこれまでの考察をまとめておこう。本節では、利
益吐き出しがいかなる権利・利益・関係の侵害の場面において認められ
るか、また認められる場合にはいかなる根拠に基づき正当化がなされて
いるかを明らかにするために、英米の判例法を中心に考察を加えた。そ
こでの考察結果を踏まえ、以下では、まず英米の判例400における利益吐
き出しの可否についての分布状況を確認し（→（１））、次に、利益吐き
出しが認められる場面で挙げられている理論的根拠を整理する（→

（２））。最後に、これらの判例法を中心とした考察から示唆される利益
吐き出しの方向性を示すことにしよう（→（３））。

（１）利益吐き出しの分布状況　
　まず本稿は、利益吐き出しが問題となる場面として、①有体物侵害（不
動産と動産）、②知的所有権侵害（特許権、著作権、商標権・詐称通用、
営業秘密などの機密情報）、③プライバシー侵害および名誉毀損、④信
認義務違反、⑤契約違反の場面を取り上げ、英米の状況を確認した401。
その結果、両国における状況は概ね一致していることが明らかとなった。
相違が生じるのは、①不動産・動産侵害（イギリスでは否定、アメリカ
では肯定）と②知的所有権侵害の中の特許権侵害の場面（イギリスでは
肯定、アメリカでは否定）のみである。もっとも、前者については、ア

400 本稿において取り上げた判例は、英米の文献で重要なものとして取り上げ
られているものにとどまっており、まったく包括的なものではない（また、第
三次原状回復・不当利得リステイトメントを十分に検討することができていな
いという欠点もある）。そのため、以下の考察は、これまで析出した利益吐き
出しの根拠が判例において用いられている根拠のすべてであると提唱するもの
では全くない（いまだ零れ落ちた根拠が存在しうるであろう）。もっとも、後
述のように、利益吐き出しの根拠が判例において多元的に用いられていること
を示すという本稿の目的にとっては、こうした不十分な考察でも、さしあたり
足りると考えている。取り上げることができなかった判例において用いられて
いる根拠については、他日を期したい。
401 ただし、イギリスでは名誉毀損による利益吐き出しついて直接判断する判
例が確認できなかったので、取り上げていない。
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メリカの判例を一般化できるかは留保が必要であり、また後者について
も、アメリカ法において、特許権侵害による利益吐き出しを否定するの
は、利益吐き出しを理論的に否定する実質的根拠を踏まえたものではな
く、利益の算定の困難性という実務上の運用の観点からのものである点
に留意されたい。
　一致している点について確認すると、とりわけ目に付くのが②知的所
有権侵害と④信認義務違反の場面である。これらの場面は、利益吐き出
しの中心領域を従来形成してきたこともあり、広く利益吐き出しが認め
られている（ただし、アメリカの特許権を除く）。もっとも、近時は、
より拡張する傾向がみられる。具体的には、⑤契約違反（イギリスでは、
不作為特約違反、およびアメリカでは、機会主義的契約違反）の場面に
おける承認が顕著であり、また③プライバシー侵害の場面（イギリスで
は、肖像の商業利用、アメリカでは私生活への介入）の場面においても
一部ながら承認されつつある（ただし、前者は一般論。また後者は一部
州法に限られる）。とりわけ、⑤の契約違反の場面については、利益吐
き出しを認めてきた英米法においても従来消極的な立場を示されていた
ために、彼地においても注目されている。

（２）利益吐き出しの理論的根拠
　次に、利益吐き出しが認められる場面において用いられる理論的根拠
について確認する。ここでもイギリスとアメリカにおいて、用いられて
いる根拠論は、若干の違いがみられるものの、概ね一致していることが
明らかとなった。すなわち、共通して用いられているものとして、（ⅰ）
不当利得の防止、（ⅱ）損害額算定の代替手段、（ⅲ）違法行為から利益
を得るべきではないとの一般原理、（ⅳ）抑止論、（ⅴ）処罰論、（ⅵ）所
有権の排他性（ただし、イギリス法は、否定する文脈で用いられている
ため、所有権侵害の不存在となっている）であり、アメリカでは、これ
らに加えて、（ⅶ）当事者間の正義の実現が追加されるにとどまる。
　そして、これらの根拠論は、これまでの考察から明らかなように（先
述の【別表１】および【別表２】を併せて参照されたい）、利益吐き出し
が問題となる場面によって異なるものが用いられており、また同じ場面
でも、複数の根拠が併用されることもみられる。
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（３）利益吐き出しの方向性──多元的根拠付けの可能性？
　では以上の英米法の考察から、我々はいかなる示唆を得ることができ
るであろうか。それはおそらく、──英米法の議論をわが国の議論に直
ちに直結することには慎重になるべきではあるものの──このような英
米法における利益吐き出しの根拠付けの多様な状況からは、（わが国に
おける従来の議論にみられるように）利益吐き出しを一元的に捉えるの
ではなく、多元的に根拠付けるというという方向性があり得るというこ
とではなかろうか。この点につき以下で若干敷衍しておくことにしよう。
　判例において挙げられる根拠のうち、利益吐き出しが問題となる多様
な場面を一元的に正当化する根拠がないわけではない。たとえば、（ⅲ）
の「違法行為者は自分自身の違法行為によって利益を得てはいけない」
という一般原理は、広い射程を有するものである。それにもかかわらず、
判例は、（ⅲ）によりすべての場面を説明するとの立場を採っておらず、
それを用いずに他の根拠により正当化がなされており、一元的な根拠付
けに拘っていない。それはなぜか。おそらく、──後述の根拠論の検討
からも明らかなように──このような根拠付けは、説得力を有するかど
うかはともかく、広い射程を有するものの、それが諸刃の剣となって、
逆に判例で認められていない（ないし否定されている）領域の正当化を
困難にするからである（この点は、後述する学説において指摘されてい
る点でもある）。このような問題を認識してか、英米の判例は根拠論を
多元的に用いることにより、利益吐き出しの拡張を正当化する一方で、
利益吐き出しの無限定な拡張を回避することを志向しているといえない
であろうか。
　もちろん、こした理解が正鵠を射ているか否かは、判例で用いられて
いる個別の根拠論の意義および限界を明らかにした上で、判断すべきこ
とであり（というのも、（ⅲ）以外の根拠で、無限定な拡張を回避しつつ、
説得力を兼ね備えた根拠が存在する可能性も否定できないからである）、
現段階において早急に結論付けることはできない。ここでは利益吐き出
しの多元的根拠付けの可能性があることのみを指摘しておくに留める。
そこで次節において、これまでに挙げられた英米における利益吐き出し
の伝統的な理論的根拠を個別に取り上げ、学説の議論状況により立ち
入って検討することにより、上記の方向性を探ることにしよう。
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〔附記〕本研究は、令和元－３年度（2019-2021年度）科学研究費補助金（若
手研究）（研究課題番号19K13552）の成果の一部である。




