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ヒューマントラスト事件 

 

平成２７年２月１７日 

 

報告者：西岡志貴 

 

第１ 判決の表示 

 

第１審：東京地裁平成２１年（ワ）第２５３２４号 

平成２４年４月１８日判決言渡 

控訴審：知財高裁平成２４年（ネ）第１００４４号 

平成２５年９月１０日判決言渡 

 

第２ 事案 

 

１ 当事者 

原告・控訴人： 株式会社ヒューマントラスト（以下「原告」という。） 

被告・被控訴人： 株式会社マーキュリー（以下「被告会社」という。） 

Ｙ１～Ｙ６ 

 

２ 事案の概要 

原告が、被告ら（被告会社、Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、Ｙ４、Ｙ５及びＹ６）に対し、被告

らが共謀の上、原告から顧客を奪い取るために、原告の取引先６社等に対して原告の営

業上の信用を害する虚偽の事実を告知したとし、この行為が不正競争防止法２条１項１

４号の不正競争に当たると主張して、同法４条に基づき、連帯して損害賠償の支払を求

めた事件。 

第１審：請求を棄却。 

控訴審：原判決を変更し、原告の請求を一部認容。 

 

３ 事実関係 

 (1) 原告について 

原告は、全国７主要都市に本支店を持つ、労働者派遣事業を営む株式会社である。 

原告は、大阪府内で、下記の「原告の顧客一覧」に示す 6 社の顧客との間で労働者派

遣基本契約又は業務委託基本契約及びそれらの個別契約等を締結し、顧客に労働者を派

遣する等の取引を行っていた。 
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（原告の顧客一覧） 

番号 会社名 

① 兼松コミュニケーションズ株式会社（以下「兼松」という。） 

② 株式会社新通エスピー（以下「新通エスピー」という。） 

③ 日本エイサー株式会社（以下「エイサー」という。） 

④ 株式会社第一エージェンシー（以下「第一エージェンシー」という。） 

⑤ 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド（以下「NTTアド」という。） 

⑥ ＫＤＤＩ株式会社（以下「ＫＤＤＩ」という。） 

 

原告と顧客６社との取引の状況は、下記の「原告と顧客の取引状況」に示すとおりで

あった。なお、原告と各顧客との取引が終了した後は、被告会社がこれら取引先と契約

を締結して労働者の派遣等を開始した。 

 

（原告と顧客の取引状況） 

番

号 
取引先 

労働者派遣又は業務委託契約

の内容 

取引 

開始日 
取引終了日 (A) 

① 兼松 

ヨドバシカメラ梅田店におけ

る携帯電話販売業に労働者を

派遣 

H15/12/1 H21/5/31 

（H21/6/30 に期間満了予

定のものが早期に終了） 

4名 

② 
新通エ

スピー 

ヤマダ電機テックランド堺本

店等における店頭販売支援業

務等に労働者を派遣 

H17/2/1 H21/5/31 

（個別契約の期間満了） 16名 

③ 
日本エ

イサー 

ヨドバシカメラ梅田店におけ

る日本エイサー製のパソコン

販売業務 

H17/2/1 H21/5/31 

（個別契約の期間満了） 24名 

④ 

第一エ

ージェ

ンシー 

ヤマダ電機なんば店における

「フレッツ光」の販売業務等に

労働者を派遣 

H21/1/1 H21/5/31 

（H21/6/30 に期間満了予

定のものが早期に終了） 

4名 

⑤ 
NTT 

アド 

ヨドバシカメラ梅田店の「フレ

ッツ」の販売ブース運営及び販

売促進業務 

H21/3/31 H21/6/30 

（個別契約の期間満了） 18名 

⑥ 
ＫＤ 

ＤＩ 

ヨドバシカメラ梅田店等にお

ける販売支援業務に労働者を

H14/2/1 H21/6/30 

（個別契約の期間満了） 
10名 
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派遣 

(A)印の欄は、当該取引における取引終了時の派遣労働者の数を表す。 

 

なお、原告においては、平成２１年６月又は７月の段階で、ＳＳ事業を縮小する予定

や被告会社に業務を引き継ぐ予定はなかった、と認定されている。 

 

 (2) 被告について 

ア 被告会社について 

被告会社も、原告と同じく、労働者派遣業を営む株式会社である。被告会社は、

原告と顧客６社との取引において、原告からこれら取引にかかる労働者派遣等を再

受託していた。被告会社の年間売上はおよそ２億８０００万円であり、そのうち約

２億円は原告との取引によるものであった。 

 

イ 被告Ｙ１～Ｙ６について 

Ｙ１ないしＹ６（以下「Ｙ１ら」という。）は、いずれも原告の従業員であったが、

平成２１年６月から７月にかけて、原告を退職し又は被告に入社している。 

Ｙ１らの原告からの退職状況、被告への入社状況は次のとおりである。 

被告 
自ら原告を退職した日 

（退職時の地位） 

被告への入社日 

（入社時の地位） 

懲戒解雇 

（H21/7） 

Ｙ１ 

H21/6/27 

ＮＴＴ事業推進部シニアスー

パーアドバイザー 

H21/7/1 ○ 

Ｙ２ H21/6/30 H21/7/1 ○ 

Ｙ３ 
H21/5/31 

大阪支店 SS部マネージャー 

H21/6/1 

大阪支店支店長 
 

Ｙ４ 

H21/6/28 

西日本統轄支店 SSグループ

マネージャー 

H21/7/1 ○ 

Ｙ５ H21/6/15 H21/6/16  
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Ｙ６ 

（自ら退職はせず） 

西日本支店統括部大阪支店支

店長代理 

入社せず ○ 

 

Ｙ１らがこのように原告を退職して被告に移った背景には、次のような労働争議

があった。 

・原告の大阪支店では、平成２１年１月ころから、時間外手当のカット、昇給の

凍結等を巡り、従業員の中で不満が生じていた。 

・そのような状況の中、Ｙ３に名古屋への転勤命令が出た。Ｙ３は、これが不服

であったため、原告を退職して被告会社に就職した。 

・Ｙ３退職後、大阪支店の従業員ら１４名（Ｙ１らを含む）は、ストライキ決行

を示唆して原告に対し待遇改善を求める等した。 

・このような状況の中、先に被告会社に入社していたＹ３は、Ｙ１らを含む原告

大阪支店の従業員１１名を被告会社に紹介し入社させた。 

・原告は、Ｙ１らが被告会社に入社した後、Ｙ１、Ｙ２、Ｙ４、Ｙ６を懲戒解雇

した。 

 

 (3) 事実関係の時系列まとめ 

 

 

４ 本件における原告の主張 

① 被告Ｙ１ら６名は、原告の従業員でありながら，平成２１年４月２７日から同年

６月２２日にかけて，原告と競業関係にあった被告会社と共謀の上，その指図のま

まに…原告の取引先である…兼松ら６社…や派遣労働者らに対し原告の営業上の信
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用を害する虚偽の事実を告知して（本件不正競争），取引関係を原告から被告会社に

切り替えさせた。 

② 本件不正競争は，被告会社が，被告Ｙ１ら６名を動員して敢行した高度に組織化

され計画的に企てられた行為であり，被告会社と被告Ｙ１ら６名との間には共謀関

係が認められる。  

③ （被告会社の代表取締役である）Ｔは，率先して本件告知…（の一部）…を行い，

マニュアル化した虚偽事実をＹ１ら６名に示して本件不正競争を指揮したものであ

り，被告Ｙ３は，平成２１年６月１日にいち早く被告会社に入社して，同社の大阪

支店長という立場で本件不正競争を指揮し，自身も実際に行っていたものである。

したがって，両名は被告会社の機関として不正競争行為を行ったものといえ，被告

会社は，民法７１５条，会社法３５０条の類推適用により，不競法４条に定める損

害賠償責任を負う。 

 

原告が、被告が行った不正競争に該当する告知だと主張するものの内容は、次の通り

である。 

（本件告知） 

番

号 

顧

客 

告知の

相手方 
日付 告知の内容 

1-1 兼

松 

東京本

社 

営業担

当Ａ 

5 月

19日 

「原告…は…経営者の放漫な経営や昨今の景気低迷により経営状

況が良くないようです。特にセールスプロモーションをやっている

部門においては，旧アックスの従業員がやっており，原告の経営者

からは虐げられているようです。」，「原告としては，このような状

況であることからセールスプロモーション部門を切り離し，事務派

遣等に専念し経営を行っていくこととなっているようです。」，「そ

こで，セールスプロモーション部門においては，現在勤務中のスタ

ッフを被告会社へ転籍させ，同被告が営業活動していくことで原告

と調整が済んでいる。」，「したがって，取り急ぎ大阪の兼松にご挨

拶に伺いたい。」 

1-2 大阪支

社 

Ｂ主任 

5 月

29日 

「原告の大阪支店では，今後，セールスプロモーション業務に関す

る派遣業務及び請負業務は縮小していく傾向にある。」，「しかしな

がら，現在いるスタッフについては，兼松，店舗へご迷惑をお掛け

することができないので，被告会社に勤務中のスタッフを移籍させ

たい。」 

2-1 新
通
エ
ス

ピ
ー 

契約担

当者Ｃ 

6月 1

日 

「原告から派遣しているスタッフが被告会社に転籍する。新通エス

ピーの営業担当者には話をしたので，被告会社との間で労働者派遣

契約を締結してもらいたい。」 
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2-2 契約担

当者Ｃ 

6月 2

日 

「原告の大阪支店では，今後，セールスプロモーション業務に関す

る派遣業務及び請負業務は縮小していく傾向にある。被告Ｙ３自身

はそのため退職した。」，「しかしながら，現在いるスタッフについ

ては，店舗へご迷惑をお掛けすることができないので，原告は被告

会社へ勤務中のスタッフを移籍させたいと考えている。」 

3-1 日
本
エ
イ
サ
ー 

福岡支

店 

担当者

Ｄ 

5 月

13日 

「原告は，今後，日本エイサーの業務ボリュームに応じられず，対

応しきれない。」，「原告は業務撤退し，この業務を被告会社にスラ

イドする。」，「原告と被告会社とは円満な関係である。」，「このこと

は，被告Ｙ４の上司である被告Ｙ３も了解済みの事案である。」 

3-2 マネー

ジャー

Ｅ 

6 月

18日 

日本エイサーと原告との間の契約を，原告から被告会社に移行する

手続を取る旨 

4-1 第
一
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー 

派遣窓

口担当

者Ｆ 

4 月

27日 

「原告は事業撤退するため，被告会社との間で，原告のスタッフが

被告会社へ円満な転籍をすることで話がついている。」，「この転籍

については，（ヤマダ電機なんば店における販売業務を第一エージ

ェンシーに発注している）ＮＴＴアドも了解している。」 

4-2 原告か

ら第一

エージ

ェンシ

ーに派

遣され

ていた

派遣労

働者５

名 

5 月

25日 

「同年６月以降，現在の第一エージェンシーの仕事は，被告会社が

やるので，そのまま同じ仕事を続けたいのであれば，被告会社と雇

用契約を締結するように。」という旨の事実 

5-1 Ｎ 

Ｔ 

Ｔ 

ア 

ド 

担当課

長Ｇ 

6 月

19日 

「自分は原告を退職するつもりである。」，「現在原告からファース

トプロモーションに派遣しているスタッフも，自分に同調して原告

を退職する。」 

5-2 担当課

長Ｇ 

6 月

22日 

「７月１日からの原告のスタッフが勤務するヨドバシ運営につい

て，現状の主要メンバーであるスタッフが６月末日で退社するに当

たり，代要員が今現在いない状態である。」，「代要員を手配しても

今までどおりのクオリティを担保することは難しく，ファーストプ

ロモーションで今までどおりの運営を行うことは難しい。」 

6-1 Ｋ 

Ｄ 

KDDI

担当者

6月 2

日 

「原告から派遣していたスタッフについて，できれば被告会社に移

籍させて，ＫＤＤＩに派遣する。」旨の事実を告知した。これに対
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Ｄ 

Ｉ 

Ｈ及び

Ｉ 

し，Ｈが，「スタッフは原告との契約に基づいて派遣されている。」，

「原告と被告会社との間で合意されればともかく，当方からは何と

も言えない。」と返答すると，被告Ｙ３は，「現在，スタッフの移籍

について原告と調整が進んでおり，後日，原告における元上司であ

る被告Ｙ６からご連絡する。」と話した 

6-2 KDDI

担当者

Ｈ及び

Ｉ 

6月 8

日 

「先日，被告会社の被告Ｙ３から話のあったスタッフの移管につい

て，原告，被告会社の両社で合意した。」，「両社合意の上での業務

移管と理解していただいて構わない。」，「派遣スタッフへの周知に

ついては，原告にて責任をもって行う。」 

※なお、原告の主張する本件告知の行為者は、各告知についてＹ１ないしＹ６のうちの１

名又は２名である。 

 

第３ 本件の争点 

争点は次のとおりである。 

１．不正競争の成否 

①本件告知があったと認定できるか。 

②本件告知があったと認められる場合、本件告知は不正競争防止法２条１項１４

号の不正競争に当たるか。 

③被告会社とＹ１～Ｙ６との共謀の有無原告と主張して、同法４条に基づき、連

帯して損害賠償の支払を求めた事件。 

２．損害の発生及び額 

①因果関係 

②損害額の算定 

３．被告会社とＹ１らの間の共謀の成否 

 

本件では、第１審は、上記１の①の事実認定において、本件告知１－１ないし６－２

があった事実は認められないとして、請求を棄却した。 

一方、控訴審は、上記①の事実認定において本件告知１－１ないし６－２があったこ

とが認められるとした上で、不正競争の成立、損害の発生及び共謀を認めて請求を一部

認容した。 

今回は、上記１の①の事実認定に（特に本件告知１－１及び１－２）焦点を当て、第

１審の認定と控訴審の認定を確認することとする。 

 

第４ 本件告知の事実認定に関する裁判所の判断 

１ はじめに－本件告知１－１及び１－２に関する事実認定－ 

本件では、原告は、本件告知が口頭で行われたことものとして主張をしており、本件
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告知があったことについて有形の証拠が残っていない。 

第 1 審の裁判所は、本件告知のすべてについて、これらがあったものとは認定しなか

った。一方、控訴審においては、一転してすべての本件告知があったものと認定されて

いる。 

本稿では、本件告知１－１及び１－２に着目して、原審と控訴審とで事実認定の結論

が異なった理由を述べる。 

 （本件告知１－１及び１－２（再掲）） 

番

号 

顧

客 

告知の

相手方 
日付 告知の内容 

1-1 兼

松 

東京本

社 

営業担

当Ａ 

5 月

19日 

「原告…は経営者の放漫な経営や昨今の景気低迷により経営状況

が良くないようです。特にセールスプロモーションをやっている部

門においては，旧アックスの従業員がやっており，原告の経営者か

らは虐げられているようです。」，「原告としては，このような状況

であることからセールスプロモーション部門を切り離し，事務派遣

等に専念し経営を行っていくこととなっているようです。」，「そこ

で，セールスプロモーション部門においては，現在勤務中のスタッ

フを被告会社へ転籍させ，同被告が営業活動していくことで原告と

調整が済んでいる。」，「したがって，取り急ぎ大阪の兼松にご挨拶

に伺いたい。」 

1-2 大阪支

社 

Ｂ主任 

5 月

29日 

「原告の大阪支店では，今後，セールスプロモーション業務に関す

る派遣業務及び請負業務は縮小していく傾向にある。」，「しかしな

がら，現在いるスタッフについては，兼松，店舗へご迷惑をお掛け

することができないので，被告会社に勤務中のスタッフを移籍させ

たい。」 

 

 

２ 第１審における認定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１審判決文（抜粋） 

（ア）兼松に対する告知 

ａ 原告は，平成２１年５月１９日にＴが本件告知１－１を，同月２９日に被告Ｙ３及び同Ｙ５が本

件告知１－２をそれぞれ行ったと主張する。 

ｂ 原告の主張に沿う証拠として，元原告従業員（ＮＴＴ事業推進部マネージャー）兼ファーストプ

ロモーション通信事業部部長Ｎ（以下「Ｎ」という。）作成の平成２１年９月２９日付け陳述書（甲

１８）があり，同陳述書には，平成２１年６月３０日に兼松の営業担当であるＡから電話で聴取した

内容，及び同年７月２日に兼松を訪問してＡから聴取した内容として，それぞれ，本件告知１－１，
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 ア 原告が提出した証拠 

原審において、原告が本件告知１－１及び１－２について提出した証拠は、元原告

従業員（マネージャー）Ｎの平成２１年９月２９日付陳述書（甲１８）のみ。 

その甲１８の内容は、 

①本件告知１－１については、Ｎが兼松の担当者Ａ（本件告知１－１を直接受けた

者）と会って直接聴取したもの（＝伝聞）として、 

②本件告知１－２については、Ｎが、兼松の担当者Ａから、Ａが伝聞した内容を電

話で聴取した（＝再伝聞）本件告知を受けたのは兼松大阪支社のＢ主任である）

ものとして、 

それぞれ記載されていた。 

→甲１８の信用性については慎重に吟味する必要あり 

 

 イ 被告が提出したＮの陳述書 

Ｎについては、原告を退職した後の平成２２年２月１０日付けにて、被告側からも

陳述書（乙１０）が提出されている。この陳述書では、甲１８はＮが原告に在職して

いる間に原告に逆らえば解雇されるというおそれの中で半ば強要されて作成したもの

であり、その内容は真実でないと述べられている。 

 

１－２があった旨記載されている（なお，Ｎ作成とされる平成２１年７月３日付け報告書〔甲６５〕

にも，ＮＴＴアドに関する記載がない点を除き，甲１８とほぼ同一の記載がある。以下，併せて「甲

１８陳述書等」という。）。 

 しかし，甲１８陳述書等における本件告知１－１についての記載は，ＮがＡから聴取したというも

のであり，本件告知１－２についての記載は，Ａが伝聞した内容を更にＮが電話で聴取したというも

のであって，いずれもＮ自身の体験ではない上，Ｎが原告の従業員であること，Ｔ，被告Ｙ３及び同

Ｙ５が，いずれも当該日時に兼松を訪問した事実自体が存在しないと主張して事実関係を争っている

ことを踏まえると，上記各記載の信用性については慎重に吟味する必要がある。他方，Ｎ作成の平成

２２年２月１０日付け陳述書（乙１０）には，自分が在職中に原告に提出した甲１８は，原告の要求

を拒否すれば，自分自身が解雇されるおそれと他のアックス出身者が差別的扱いを受けるおそれがあ

るという社内状況の下，半ば強要されて作成したものであり，内容は全く真実でないとする記載があ

る。加えて，同人については，原告及び被告双方からの証人申請を採用し，平成２３年１１月１６日

午後２時の本件口頭弁論期日において尋問する旨の呼出状が送達されたにもかかわらず（顕著な事

実），同人は上記口頭弁論期日に出頭せず，証人尋問が実施できなかったことをも考慮すると，同人

作成の甲１８陳述書等の信用性には疑念をいれざるを得ない。そして，甲１８陳述書等以外に，本件

告知１－１，１－２が行われた事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 
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 ウ Ｎが証人尋問期日に出頭せず 

Ｎについては、原告及び被告の双方から証人申請があり、裁判所もこれを採用した。

裁判所は、Ｎに対し、平成２３年１１月１６日の口頭弁論期日に出頭するよう呼出状

が発送したが、Ｎはこれに欠席し、結局、Ｎの証人尋問は行われなかった。 

 

 エ 裁判所の判断 

裁判所は、甲１８の信用性には疑念をいれざるを得ない、本件告知１－１及び１－

２があったとは認定しなかった。 

 

３ 控訴審における認定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 原告が控訴審において提出した（と思われる）証拠（甲１８意外は控訴審にて新規

に提出したものと思われる。） 

 ・甲１８ 

控訴審判決文（抜粋） 

ア 控訴人は，当年５月１９日に被控訴会社の代表取締役であるＡが本件告知１－１を，同月２９日

に被控訴人Ｙ３及び同Ｙ５が本件告知１－２をそれぞれ行ったと主張する。 

イ Ｎ作成の平成２１年９月２９日付け陳述書（甲１８）…については，弁護士会照会の結果，兼松

から内容の正確性についての回答を取得しているところであり（甲８７の３），兼松の認識とＮの聞き

取りの内容が一致している。また，兼松からの確認の際に同席していた控訴人従業員…も同内容の陳

述書を提出しているところである（甲２１９）。また，弁護士とのやりとりの中で陳述書等の作成経過

が明らかにされており（甲２６ないし２８，１４２ないし１４９〔枝番のあるものは各枝番含む。〕），

Ｅが自ら聞き取った内容を真しに陳述書に反映している様子もうかがわれ，作成経過にも問題はうか

がわれない。本件告知１もないのに，当年６月３０日までという契約期間前である同年５月末日に突

然契約が解消されるとは考えにくいことからも，かかる発言があったというＥの陳述書（甲１８）の

内容と整合的である。 

 以上によれば，上記Ｅの陳述書及び報告書は信用できるというべきである。 

 …証人ｃの証言（証人ｃ尋問調書４頁）によれば，甲１８の陳述書はＥが控訴人を退職する直前に

署名，押印をしたということであり，Ｅが署名，押印を拒否する意図があれば拒否できたとも考えら

れるのであって，それでも甲１８の陳述書に署名していることからしても，乙１０の陳述書の信用性

には疑義が残り，上記推認を覆すに足りない。 

…原審は，双方申請の証人尋問手続に出頭せず，反対尋問による検証を経られなかった点も甲１８

の陳述書の内容の信ぴょう性を疑わせる事情と評価していたようであるが，双方にとって自ら提出し

た陳述書の信ぴょう性に疑義を生じせしめる事情とはなっても，上記のとおり弁護士会照会の回答書

が出ている（甲８７の３）事情の下においては，上記推認を覆すものではない。 
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・兼松に対する弁護士会照会。兼松から甲１８の内容の正確性に関する回答を得た

もの。 

・Ｎが兼松に対して聴取を行った際に同席していた従業員の陳述書。甲１８の陳述

内容と一致するもの。 

・甲１８の陳述書の作成経過が明らかとなる弁護士とのやりとり（メール？） 

 

イ 甲１８の信用性 

・弁護士会照会の結果、兼松から甲１８の内容の正確性について回答を取得してお

り、兼松の認識と、Ｎの聞き取りの内容が一致している。 

・Ｎが兼松に対して聴取を行った際に同席していた従業員の陳述書の内容が、甲１

８と一致している。 

・弁護士とのやりとりの中で、陳述書の作成経過が明らかになっているが、それに

よれば、Ｎは聞き取った内容を真摯に陳述書に反映している様子がうかがわれ、

作成経過にも問題はうかがわれない。 

・原告と兼松との個別契約の契約期間が平成２１年６月３０日までであったから、

本件告知もないのに、５月３０日に突然契約が解消されるとは考え難い。事実は、

陳述書の内容に整合的である。 

→したがって、甲１８は信用できる。 

 

ウ 乙１０の信用性 

甲１８の陳述書はＥが控訴人を退職する直前に署名，押印をしたということであり，

Ｅが署名，押印を拒否する意図があれば拒否できたとも考えられるのであって，それ

でも甲１８の陳述書に署名していることからしても，乙１０の陳述書の信用性には疑

義が残り，上記推認を覆すに足りない。 

 

 エ 原審においてＮが証人尋問期日に出頭せず証人尋問をできなかったことについて 

原審は，双方申請の証人尋問手続に出頭せず，反対尋問による検証を経られなかっ

た点も甲１８の陳述書の内容の信ぴょう性を疑わせる事情と評価していたようである

が，双方にとって自ら提出した陳述書の信ぴょう性に疑義を生じせしめる事情とはな

っても，上記のとおり弁護士会照会の回答書が出ている（甲８７の３）事情の下にお

いては，上記推認を覆すものではない。 

 

第５ その他の争点に関する控訴審の判断 

１ 本件告知の不正競争該当性 

 

 

不正競争防止法２条１項１４号 

第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 
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本件告知１－１及び１－２は、不正競争防止法２条１項１４号に該当するか。 

（本件告知１－１及び１－２の内容（再掲）） 

番

号 
告知の内容 

1-1 「原告…は…経営者の放漫な経営や昨今の景気低迷により経営状況が良くないよ

うです。特にセールスプロモーションをやっている部門においては，旧アックスの

従業員がやっており，原告の経営者からは虐げられているようです。」，「原告とし

ては，このような状況であることからセールスプロモーション部門を切り離し，事

務派遣等に専念し経営を行っていくこととなっているようです。」，「そこで，セー

ルスプロモーション部門においては，現在勤務中のスタッフを被告会社へ転籍さ

せ，同被告が営業活動していくことで原告と調整が済んでいる。」，「したがって，

取り急ぎ大阪の兼松にご挨拶に伺いたい。」 

1-2 「原告の大阪支店では，今後，セールスプロモーション業務に関する派遣業務及び

請負業務は縮小していく傾向にある。」，「しかしながら，現在いるスタッフについ

ては，兼松，店舗へご迷惑をお掛けすることができないので，被告会社に勤務中の

スタッフを移籍させたい。」 

 

（控訴審判決の抜粋） 

上記で認定された本件各告知を見ると，まず，本件告知１－１，１－２は「控訴人の

大阪支店でセールスプロモーション部門を切り離し，ないし縮小し，・・・現在勤務中の

スタッフを被控訴会社に転籍させ，被控訴会社が営業活動していくことで控訴人と調整

が済んでいる」という趣旨の発言であって，いずれも事業の切離し，縮小という点にお

いて虚偽の事実を含むものであり，かつ，人材派遣という業務内容の性質上，事業規模

の縮小自体から，会社資産の散逸を余儀なくされるような良好でない事業運営状況に陥

っている可能性を示唆するものというべきで，控訴人の信用をおとしめるものというべ

きである。 

 

 

２ 共謀の有無について 

共謀は認められる。（詳細は省略） 

十四  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 

■「営業上の信用」とは、非との経済的方面における価値、すなわち人の財産上の義務履行について

受ける社会的信頼をいう（注解不正競争防止法第 3版上巻（小野昌延編著・青林書院）751ページ）。 

■「害する」とは、他人の信用を失わせ又は低下させる恐れのある行為をすること。現に信用が低下

したことは必要でない（注解不正競争防止法第 3版上巻（小野昌延編著・青林書院）751ページ）。 
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３ 不正競争行為と損害との因果関係の有無について 

因果関係は認められる。 

（控訴審判決の抜粋） 

上記１（４）の認定事実によれば，被控訴会社と本件取引先の関係は当年５月，６

月当時は希薄であったと認められ，控訴人との取引を打ち切って被控訴会社との契約

に移行したのは事実の告知のためであると認めるのが相当である。そして，控訴人が

取引を打ち切られた後に契約が再度締結されたものはないが（証人 C 尋問調書３０頁

以下），控訴人の取り扱っていた業務内容やこれまでの契約の継続状況に照らせば，本

件各事実の告知がなければ契約が継続していたものと推認される。 

 

４ 損害について 

  各取引先との契約について、取引が中止されなかったならば継続していたであろう期

間を認定し、各契約における１か月あたりの利益額を算定し、これらを乗じた額を損害

と認定。 

 

第６ 雑感 

弁護士会照会が陳述書の信用性に与える影響について 

以上 
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東京地判平成 26年 5月 16日について 

文責 壬生 

1. 信用棄損1
 

（1） 信用棄損とは 

不正競争防止法 2 条 1 項 14 号は、「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」を不正競争の一つとして定め、差し止め請求（同法 3条）、

損害賠償請求（同法 4条）をすることを認めている。 

（2） 要件 

ア 競争関係―営業上の競争であることが必要である 

イ 他人―他人とは、信用棄損の相手方のことである 

ウ 営業上の信用を害する事実 

エ 虚偽の事実 

オ 告知又は流布 

2. 東京地判平成 26年 5月 16日 

（1） 事案の概要 

ア 本訴事件 

「本件は，各種脱臭装置の販売等を業とする原告が，被告カルモアの販売する…被告

商品…のカタログ，資料又は被告カルモアのウェブサイトに掲載されている…本件表

示…は，被告商品の品質及び性能に関しそれらを誤認させる説明をしたものであるか

ら，被告商品の広告等に本件表示をし，又は本件表示を付した被告商品を譲渡等する

行為は，不正競争防止法…２条１項１３号所定の不正競争に該当するものであり，被

告らの上記不正競争により，原告はその営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそ

れがあると主張し，被告らに対し，〔１〕同法３条１項に基づき，本件表示を被告製

品の広告宣伝物等に表示すること及び本件表示をした被告商品を販売等することの差

止めを求めるとともに，〔２〕同法３条２項に基づき，主位的には本件表示をした商

品等の廃棄を，予備的には被告商品等からの本件表示の抹消を求め，さらに，〔３〕

被告らに対し，同法４条，民法７１９条１項（被告Ａ《１》及び被告Ａ《２》につい

ては，選択的請求として，会社法４２９条１項及び同法４３０条に基づく取締役とし

ての損害賠償責任）に基づき，１億８０００万円（不競法５条２項）及び弁護士費用

２１０万円の合計額である１億８２１０万円（附帯請求として，被告らに対する各訴

状送達日の翌日〔被告カルモアにつき平成２４年１月１１日，被告Ａ《１》及び被告

Ａ《２》につき同月８日〕から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損

害金）の支払を求める事案である。」 

 

 

                                                   
1 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』（有斐閣、第 2版、2008年）207～247頁 
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イ 反訴事件 

「本件は，被告カルモアが，同被告と原告は脱臭装置の販売に関し競争関係にあると

ころ，原告が，…本件報告書…を被告カルモアの取引先等に配布するとともに，上記

取引先等に，「被告商品の脱臭方法の説明が虚偽であり，脱臭性能がない」などと口

頭で告知した行為は，被告カルモアの営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流

布するものであって，不競法２条１項１４号所定の不正競争に該当すると主張し，原

告に対し，〔１〕同法３条１項に基づき，被告の取引先等の第三者に対する上記事実

の告知・流布及び本件報告書の配布・閲覧等の差止めを求めるとともに，〔２〕同法

３条２項に基づき，本件報告書の廃棄を求め，さらに，〔３〕同法４条に基づき，前

記不正競争により被告カルモアが被った信用毀損の無形損害１０００万円及び弁護士

費用５００万円の合計額である１５００万円（附帯請求として平成２３年１月１日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金）の支払を求める事案であ

る。」 

（2） 本件表示の内容 

「被告商品に用いられている含水珪酸マグネシウム粘土鉱物が触媒作用を有し，

その脱臭方法又は脱臭原理が本件表示１ないし６において表示されているとおり

のものであって，自己再生するものであることにより，吸着作用のみの脱臭剤と

の比較においてロングライフ・低ランニングコストである旨を表示したものであ

る。」 

（3） 原告の行為の内容 

ア 「原告は，…大丸東京店の物件所有者である株式会社鉄道会館及び同店運営者で

あるＪ．フロントリテイリング株式会社（以下，両社を併せて「鉄道会館等」と

いう。）に対し，原告の費用負担による臭気測定を申入れ，同月２３日，同店１６

階の鰻蒲焼店「伊勢定」の厨房排気系統に設置された被告装置について，臭気濃

度の測定等の臭気調査を行った…。 

 上記臭気調査結果をまとめた平成２２年１月２９日付け本件報告書１には，「な

お，この調査は平成２１年１２月１日に株式会社鉄道会館・経営企画部，平成２

１年１２月１１日にＪ．フロントリテイルング株式会社・業務本部（大丸，松坂

屋持株会社）の依頼により，平成２１年１２月２３日に株式会社環境管理センタ

ーと東洋興商株式会社が実施した」との記載…及び「現段階（設置後２年程度）

でマグセライド脱臭装置には脱臭効果が認められず。」…との記載…がある。」 

イ 原告は、大丸東京店に設置されている油汚れの特に大きい被告装置内の被告フィ

ルター１個を採取して持ち帰り、そのフィルターの中央部及び端部の２か所から

切片を採取し、脱臭材の分析を行い「セピオライト系試料を用いてアセトアルデ

ヒドガスに対する除去試験を行った結果、用いた試料にはアセトアルデヒド分解

活性がないことがわかった」との記載を本件報告書に記載し、 
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ウ 原告は、被告取引先等に本件報告書を交付し、 

エ 原告は、被告取引先等に対し、本件報告書に基づき、「被告脱臭装置の脱臭方法の

説明が虚偽であり、脱臭性能がない」と告知した 

（4） 本件における争点 

ア 本件表示が品質誤認表示にあたるか 

イ 原告の行為が営業誹謗（信用毀損）にあたるか 

（5） 裁判所の判断 

ア 本件表示が品質誤認表示にあたるか 

本件表示は，「被告商品が技術開発により新技術を導入して販売されるに至った旨

の表示…や，東京工業大学大学院理工学研究科教授等の指導の下，被告カルモア

ほか１社によって開発された旨の表示…等とともに，被告装置に装着される脱臭

用フィルターである被告商品の化学的性質を示し，被告商品における脱臭方法等

を化学的に説明するものとして表示されているものであると認められる…。した

がって，本件表示１ないし６に接した被告商品の取引者又は需要者は，これらの

表示において示されている被告商品の性質や，被告商品における脱臭方法等の説

明が，一般的知見若しくは被告カルモアにおける実験結果等により化学的に裏付

けられており，又は化学的に裏付け若しくは説明が可能なものであると認識する

蓋然性が高いものと解される。そうすると，本件表示１ないし６において示され

ている被告商品の性質や，被告商品における脱臭方法等の説明が，このような裏

付け又は説明可能性を欠くものであれば，本件表示１ないし６は，被告商品の取

引者又は需要者につき、被告商品の品質等についての誤認を生じさせるものとい

うべきことになる」 

「本件表示…のうち，マグセライド又はその主成分である含水珪酸マグネシウム

粘土鉱物が「触媒」である旨を表示した部分及び被告商品において「触媒作用」

による分解が行われる旨を表示した部分…は，いずれも化学的にみて正確さを欠

くものであって，被告商品の需要者に，被告商品の品質等につき誤認を生じさせ

るものに当たると認められる。 

 また，本件表示…には，「触媒作用によるＯ２→Ｏ＋→攻撃（酸化分解）」，「触

媒作用によるＨ２Ｏ→Ｈ＋，ＯＨ－→攻撃（加水分解）」の表示から，炭化水素の

化学式に向けて矢印を延ばし，炭素又は水素の結合に「×」印を付した表示がみら

れるが，…被告商品において上記のような反応が起こっていることが化学的に裏

付け又は説明可能なものとは認められない。これは，「Ｏ＋」の表示がマーケティ

ング用語として一般に用いられているものであるか否かによって左右されるもの

ではない。 

 したがって，本件表示６のうち上記部分…も，品質等誤認表示に該当するもの

と認められる。」 
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「本件表示…のうち，「吸着＋分解」，「数時間かけて吸着した臭気を分解して放出」，

「酸化，加水分解によって徐々に分解して排出」，「加水分解により生成された低

級アルコールの作用により，脱臭後臭気の拡散・希釈効果を大幅にＵＰすること

が可能」，「酸化分解・加水分解でＨ２Ｏ，ＣＯ２，低級アルコールなどの低分子

ガスまで分解されて排出」等の表示…は，…化学的裏付けを有するものであるか

ら，上記表示部分が品質等誤認表示に当たるものとは認められない。」 

「（ア）本件表示１ないし６において，「自己再生」の表示は，吸着した臭気・油

脂成分を分解して放出する旨の表示と併せて表示されているものであるから…，

上記表示は，被告商品において，吸着した成分を分解して放出することにより，

新たに成分の吸着及び分解が可能になることを表示したものと認められる。 

（イ）被告商品において，その比表面積の広さ及び平均細孔直径の大きさから，

油脂成分等を広く吸着することができ，かつ，これをアセトアルデヒド等に分解

して排出することができることは，前記オでみたとおりである。そうすると，被

告商品が，吸着した成分を分解して排出することにより，被告商品において新た

に成分の吸着及び分解が可能になることについては，化学的に裏付け又は説明が

可能なものということができる。」 

→触媒である等の表示は、品質等誤認表示にあたるが、その他の表示は品質等誤

認表示に当たらない。 

イ 原告の行為が営業誹謗（信用毀損）にあたるか 

本件報告書記載の数値等はいずれも事実に反するものではないものの「異常状

態下にあった脱臭装置に係る脱臭効率を，被告装置一般に敷えんすることは相当

ではないものというべきである。 

 にもかかわらず，本件記載１は，上記（ア）のとおり，上記脱臭装置に係る調

査結果を被告装置一般に敷えんし，設置後２年程度の被告装置に脱臭性能がない

旨を表示したものである。」 

「本件報告書１には，同報告書記載の調査が，鉄道会館等の依頼により実施され

たものである旨の記載（本件記載２）があるところ，上記調査が，原告から，原

告の費用負担により行うことを申入れることにより実施されたものであることは

前記（１）アのとおりであるから，本件記載２は，虚偽の記載であると認められ

る。」 

「被告カルモアと原告が競争関係にあることは，前記前提事実（２）のとおりで

あるところ，前記前提事実（１）イのとおり，被告カルモアは，脱臭・消臭機器

等の販売等を業とする会社であるから，その製造販売する脱臭装置である被告装

置に設置後２年程度で脱臭性能がなくなる旨の本件記載１が，被告カルモアの営

業上の信用を害する事実に当たることは明らかである。また，本件記載２は，被

告カルモアの脱臭装置の納入を受けた鉄道会館等が，被告カルモアの競合企業で



 

5 

 

ある原告に被告装置の調査を依頼した旨のものであるところ，上記記載は，被告

カルモアの取引先が被告装置の性能に疑問をもっており，かつ，上記取引先にお

いて被告カルモアが信用されていないとの印象を与えるものであり，本件記載１

と相俟って，被告カルモアの営業上の信用を害する事実に当たるものと認められ

る。」 

「したがって，本件報告書１の本件記載１及び２は，いずれも「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」の記載に当たるものであり，このよう

な記載を含む本件報告書１を，被告カルモアの取引先である鉄道会館等や鹿島建

設株式会社に交付する行為は，不競法２条１項１４号所定の不正競争に該当する。」 

「本件文書のうち、触媒以外の部分について述べた部分は、虚偽といえるから、

当該部分については、信用毀損にあたる。」 

「イ 本件報告書２について 

（ア）本件報告書２の本件記載３は，アセトアルデヒド除去試験の結果，上記試

験に用いた試料（前記伊勢定系統の被告装置から採取されたマグセライド）には

アセトアルデヒド分解活性がないことがわかった旨を記載したものである。 

（イ）本件報告書２において実施されたアセトアルデヒド除去試験の内容は前記

（１）ウでみたとおりであるところ，アセトアルデヒドが酸化分解された場合，

理論的には二酸化炭素が発生するものであると認められるのであるから（甲１１

の５頁），上記試験が中間生成物の有無を考慮していないことを考慮しても，実験

開始から５０時間経過後に二酸化炭素が有意に増加しなかったことをもって，用

いた試料にアセトアルデヒド分解活性がない旨を結論付けることが，化学的にみ

て誤りであるとまでは認められない。 

（ウ）したがって，本件報告書２の本件記載３が，「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」に当たるものとは認められないから，本件報告書２

を，被告カルモアの取引先である鉄道会館等に提出する行為は，不競法２条１項

１４号所定の不正競争に該当するものとは認められない。」 

（6） 認容額 

ア 原告の被告に対する請求について 

被告会社が受注した被告装置の納入のうち、原告が入札に参加したが失注した

３件について原告に損害が発生している。 

被告会社は、被告会社による被告装置の納入の受注と原告の損害との間の相当

因果関係の存在を争うことにより、不競法５条２項に基づく損害額の推定の覆滅

を主張したところ、 

（ア） 上記３件のうち１件は、「被告装置が採用されなかった場合において，原

告装置が採用された可能性は相当低いものであったと認められ」 

（イ） ３件中全件において「本件において，被告商品につき品質等誤認表示該
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当性が認められる部分が，マグセライドが「触媒」に当たり，又は「触媒作

用」を有すると表示した部分にとどまり，被告装置において，臭気成分等の

分解が行われていることや，被告商品が「自己再生」するものであること，

ロングライフ・低ランニングコストであること，被告装置の脱臭効率が高い

ものであること等について品質等誤認表示に当たると認められないことは前

記１でみたとおりである。また，品質等誤認表示該当性が認められた表示に

ついても，マグセライドにおける分解反応の促進をもって「触媒」と評価す

ることが，化学的にみて正確さを欠くことから品質等誤認表示該当性が認め

られたにとどまり，その作用効果自体が裏付けを欠くものと認められたもの

ではない。 

なお，上記案件における見積内容比較表（甲３６）においても，「考察」欄

において，被告商品が「触媒」である旨は特に記載されていない。 

したがって，本件不正競争が上記案件における受注に寄与した割合は，極

めて低いものとみるべきである。 

以上を総合考慮すると，上記案件において，被告カルモアの得た利益のう

ち，本件不正競争と相当因果関係があると認められる部分は，その３％にと

どまり，その余の部分については，損害額の推定を覆滅する事情があるもの

と認められる。」として、 

（ウ） 不正競争によって被った損害額３１８万１５００円、弁護士費用３０万

円が認容された 

イ 被告の原告に対する請求について 

「（１）前記６（１）エ及びオでみたとおり，原告の前記不正競争により，被告カ

ルモアの取引先各社に本件報告書１が出回るに至ったものであるところ，これら

の取引先の一部は，被告カルモアに対し，本件報告書１記載の内容についての確

認を求め，被告カルモアは，これに対し，事実経緯の確認，納入済みの被告装置

の全系統における点検・測定，上記伊勢定系統に設置されていた被告商品の劣化

分析（洗浄テスト）等の実施，取引先への説明・報告等を余儀なくされたもので

あり，被告カルモアは，原告の前記不正競争によって，その営業上の信用を害さ

れたものと認められる。前記不正競争の態様等も考慮すると、上記信用毀損に係

る損害は，３００万円とみるのが相当である。 

（２）被告カルモアの支出した弁護士費用のうち，原告の前記不正競争と相当因

果関係を有する部分は３０万円とみるのが相当である。」 

 

3. 東京地判平成 15年 2月 20日無洗米製造装置との比較 

東京地判平成 15年 2月 20日は、原告が、被告が原告製品を使用している顧客に対し、

同装置に使用されているタピオカに猛毒のシアンが含まれている、同装置で製造された
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無洗米には同装置から移転したシアンが含まれる旨の書簡を送付したのに対し、被告の

行為が不正競争防止法２条１項１４号に当たるとして、差し止めを請求したものである。 

本件では、 

ア 科学的実験結果等の情報を検討したうえで 

イ 「告知事実」の受け手の該事実に対する予備知識、分析能力等の事情を考慮して、 

ウ （ア）「無洗米製造装置に使用されているタピオカに猛毒のシアンが含まれている」、

（イ）「本件無洗米には熱付着材から移転したシアンが含まれている」との記載をした点

を虚偽の事実といえるか否かを判断している。 

当該裁判例は、（イ）については根拠のない被告の推論であるが、（ア）それ自体につ

いては事実に反するとはいえないものの、 

「「タピオカに『猛毒の』シアンが含まれている」旨の記載に続けて「原告の製造販売す

る無洗米製造装置ＮＴＷＰに熱付着材として使用されているタピオカにも猛毒のシアンが

含まれている」との趣旨を記載した被告書簡の内容は，それが我が国において主食として

日常食されている米に関するものであり，その表現の激烈さとも相まって，これを読む者

に必要以上の不安をいだかせるものである。」 

「上記に続いて「原告の製造販売する無洗米製造装置ＮＴＷＰで製造された無洗米ＴＷＲ

には，熱付着材から移転したシアンが含まれている」との趣旨の記載がされていることに

照らせば，被告からの書簡の送付を受けた上記の各精米業者においては，原告のＮＴＷＰ

装置に熱付着材として使用されているタピオカには人体に危険な量のシアンが含まれてお

り，その一部が無洗米ＴＷＲに移転するだけでも人の健康に深刻な影響が出るとの誤解を

生ずるものであって，被告の書簡のうち上記内容は，「虚偽の事実」に該当するというべ

きである。」と判断している。 

東京地判平成 26年 5月 16日は、実験結果自体は虚偽ではないとしても、そもそもサン

プリングや実験方法等に問題があり、結論を導き出す論理過程が不合理であったため、東

京地判平成 15年 2月 20日のような判断構造をとるまでもなく虚偽であるとの認定がされ

たものであると考えられる。 

以上 

 



ゼネシス事件 
 

平成２５年３月２８日判決（平成２１年（ワ）第３４４９７号） 
損害賠償等請求事件 

東京地裁民事第４６部（大鷹裁判長） 



事案の概要 

 健康食品の製造、販売及び輸出入等を業とする原告が、原告の元従
業員であり、原告を退職後に原告と競争関係にある会社の取締役を務
めていた被告に対し、 

被告が原告の顧客等に対し 

① 原告が保健所から商品の回収命令があった事実を隠蔽したこと 

② 原告が通関書類において商品の原料の産地を偽装したこと 

③ ユナイテッドミネラルズ社が保有する鉱山は無価値であること 

④ ユナイテッドミネラルズ社が保有する鉱山は十数メートルしか採掘さ
れていないこと 

⑤ ユナイテッドミネラルズ社は冷水処理をしていないこと 

の各事実を記載した文書を配布し、又は口頭でその記載内容を告げた
行為が、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布（不
正競争防止法２条１項１４号）に当たる旨主張 

 

→①～④についての差止、および２２０万円の損害賠償請求が認められ
た 

 



前提事実 

• 原告社長のＦは、平成１４年８月ころ、ＴＲＣ社から、同社が採掘及
び抽出した植物ミネラルを含有する清涼飲料水、化粧品等の商
品を直接輸入し、これを原告の会員組織に登録した会員に販売
する連鎖販売取引を開始 

 

• Ｆは、商品の販売事業開業にあたり、かつて同じ企業で共に仕事
をしていた被告に原告の事業に参加するよう要請し、コンサルタ
ント契約を締結。被告は、原告の副社長に就任。 

 

• 平成１５年５月１６日、原告の販売する植物ミネラル水（ロット番号
２１８５Ｂ、同年４月３日ロックランド社から輸入）について、福岡市
城南区保健所に健康被害（下痢）の苦情 



前提事実 

• 新宿区保健所は、東京都健康安全研究センターが行った上記
ロット番号２１８５Ｃの植物ミネラル水の検査の結果、カドミウム
が０．２ｐｐｍ検出されたことから（基準は、「検出しない（検出限
界：０．１ｐｐｍ以下）」）、同年６月２０日、上記ロット番号２１８５Ｃ
の植物ミネラル水が平成１７年法律第４２号による改正前の食
品衛生法（以下「旧食品衛生法」という。）７条２項に違反すると
の認定をし、その旨を原告に連絡した。 

 



前提事実 

• 原告は、平成１５年７月３１日付けで、新宿区保健所長に対し、 

①旧食品衛生法７条２項違反の指摘のあったロット番号２１８５Ｃの  
植物ミネラル水の在庫について同保健所からの指示があるまで保
管することとし、販売済みの商品については自主回収することとした
こと 

②今後ロット番号２１８５Ｃ以外の国内在庫品を販売する場合、ロッ
ト番号ごとに成分が完全に均一化されているものでなく、成分に誤
差があることを考慮して、原液を「１０倍程度希釈」という飲み方につ
いての注意書きを記載した訂正シールを商品に貼付してから販売
すること 

③今後輸入するものについては、飲み方と関係法令に抵触した部
分を訂正した原版を新たに作成し、貼付してから販売することしたこ
と 

などを記載した答申書（甲１７の１）を提出 



前提事実 

• 平成１６年６月２２日、Ｆが死亡し、同月２８日、Ｆの子の原告代表者Ａが、
原告社長に就任  

 

• 被告は、平成１９年８月、原告代表者Ａに対する不信等を理由に、原告
の副社長を退任し、原告と被告間のコサルタント契約は解除された。 

 

• 原告は、２００８年（平成２０年）に、原告の１００％子会社として、米国ユ
タ州で米国法人のユナイテッドミネラルズ社（Ｕｎｉｔｅｄ Ｍｉｎｅｒａｌｓ）を設立
した。そのころ、ユナイテッドミネラルズ社は、ＴＲＣ社の資産を全て買収
して、原告の販売する商品の植物ミネラルの採掘及び抽出を開始するよ
うになった。  

 

• 被告は、平成２０年夏ころ、植物ミネラルについての調査をするために渡
米して、ＭＲ社のＤと面会し、ＭＲ社の製造する植物ミネラルとＴＲＣ社が
製造する植物ミネラルに関する説明を受けた。 

 

 



前提事実 

• その後、被告は、Ｇ（知人から紹介された、食料品、清涼飲料水の製造及び
販売等を目的とするＬＥＪの代表取締役）に対し、ＬＥＪがＭＲ社から植物ミネ
ラルを含有する商品を輸入し、これを日本国内で販売をする取引を持ちか
け、平成２１年１月１０日、ＬＥＪとの間でコンサルタント契約を締結。被告は、
同日、ＬＥＪの取締役に就任 

 

• コンサルタント契約の解除後も、原告から、被告の下位会員の購入実績等
に応じてボーナスの支給を受けていたが、平成２１年１月２２日、原告代表
者Ａから、上記ボーナスの支給を停止する旨の書簡の送付を受けた。 

 

• 被告は、同月２５日、甲２文書を作成し、原告代表者Ａに送付し、また、その
ころ、甲２文書を数名の原告の会員組織の上位ランクの会員に配布した。 

 

• さらに、被告は、同じ時期に、甲５文書及び甲６文書を作成し、数名の原告
の上位ランクの会員に配布し、その記載内容について説明した。 

 



前提事実 

• 原告代理人弁護士は、被告の行為によって、原告に損害の発生
が確認された場合には、不正競争防止法あるいは不法行為規定
その他関係法令に基づき、被告に対して損害賠償請求を行う考
えがある旨を通知 

 

• 原告は、平成２１年９月２９日、被告及びＬＥＪに対し、本件訴訟を
提起した。 

 

• ＬＥＪは、平成２３年４月に、被告とのコンサルタント契約を解除し、
その後、被告は、同年７月ころ、ＬＥＪの取締役を退任した 

 

• この間の同年５月１２日、原告は、本件訴訟のうちＬＥＪに係る部
分の訴えを取り下げ、ＬＥＪはこれに同意した 



争点 

１ 各文書の記載事項の「営業上の信用を害する虚偽の事
実」該当性 

 

２ 被告の損害賠償責任の有無 

 

３ 損害額 

 



 
「原告が保健所からの回収命令の事実を隠蔽したこ

と」に係る記載について 

 

• 甲６文書 

「黒かびをはじめバクテリア（バクテリア名ロードテリウム）が原
因と思われる原告の汚染商品が日本国内に出回ったことから、
福岡の保健所から新宿区保健所に連絡があり、原告は、それ
を理由に販売停止処分を受けたが、販売停止処分の対象と
なったロット商品を回収せずに、顧客に対し、事実を告知せず
隠蔽したという事実が記載されており、かかる事実は原告の
営業上の信用を害するものである。」 



「原告が保健所からの回収命令の事実を隠蔽した
こと」に係る記載について 

 
• 甲５文書 

「甲６文書の前記・・・記載と併せて読めば、原告は、黒かび
をはじめバクテリア（バクテリア名ロードテリウム）が原因と思
われる汚染商品が出回ったことを理由に販売停止処分を受
けたが、その販売停止処分の対象となった汚染商品のロット
商品番号を顧客に告知せず、隠蔽したという事実を述べたも
のであって、かかる事実は、原告の営業上の信用を害する
ものである。なお、甲５文書の前記・・・記載には「（隠ぺ
い？）」というように「隠ぺい」の後に疑問符の「？」が付され
ているが、甲６文書の前記・・・記載と併せて読めば、単に疑
問を呈したというにとどまらず、隠蔽したという事実を断定的
に述べたものといえる」 

 



「原告が保健所からの回収命令の事実を隠蔽したこと」
に係る記載について 
 

• 認定事実によれば、「甲５文書及び甲６文書に記載された、
原告が黒かびをはじめバクテリアが原因と思われる汚染
商品が出回ったことを理由に販売停止処分を受けたが、
販売停止処分の対象となった汚染商品のロット商品番号
を顧客に告知せず、隠蔽したという事実は、真実に反する
ものであり、「虚偽の事実」（不正競争防止法２条１項１４
号）に該当することが認められる。」 



「原告が通関書類を偽装したこと」に係る記載につい
て 
 

 「原告がＴＲＣ社から植物ミネラルを含有する商品の輸入を開始し
た平成 １４年からＴＲＣ社がＭＲ社との上記和解により「ＴＨＥ ＲＯ
ＣＫＬＡＮＤ ＭＩＮＥ」と同一又は類似する標章を使用しないこととした
平成１８年４月１日の前日までの間において、上記商品の原料を採
掘する鉱山の名称は、「ＴＨＥ ＲＯＣＫＬＡＮＤ ＭＩＮＥ」（ロックランド
鉱山）であったといえるから、原告の商品の原料を採掘した鉱山の
名称は「ロックランド鉱山」ではなく、「ＴＲＣ鉱山」であるという事実は
真実に反するものであり、また、原告が、原告商品を輸入する際に
通関書類（「製造工程表」）に商品の原料をロックランド鉱山から供
給と表記することによって産地偽装の違法行為を行ったとの点は、
その前提となる事実が真実に反するものであって、乙７における
「我々はアメリカ合衆国ユタ州エマリーにあるＲｏｃｋｌａｎｄ鉱山より
ヒューミックシェール…を採鉱する。」との記載は、誤りとはいえず、産
地偽装の違法行為を構成するものではないというべきである。」 



「ユナイテッドミネラルズ社が保有する鉱山は無価
値であること」に係る記載について 

「甲５文書及び甲６文書の上記記載は、米国の「採掘特許
権」が設定されていることが有用な鉱物が存在することの証
ではないにもかかわらず、原告が販売する商品の原料を採
掘する鉱山（ユナイテッドミネラルズ社が保有する鉱山）につ
き、米国の「採掘特許権」が設定されていないがゆえに有用
な鉱物を含んでいないため、価値がない旨を述べる点で、真
実に反するものであり、「虚偽の事実」（不正競争防止法２条
１項１４号）に該当することが認められる」 



「ユナイテッドミネラルズ社が保有する鉱山は十数
メートルしか採掘されていないこと」に係る記載につ
いて 
 

「ＴＲＣ社は、原告の商品の原料を採掘するＴＲＣ鉱山（旧名
称・ロックランド鉱山）では、平成１４年５月１日から平成１９
年１２月３１日までの５年８か月の間に合計３万３２４０トンが
採掘されており、その坑内堀の状況は、「高さ２ｍ×幅３ｍ×
深さ１０数ｍ」よりもはるかに大規模であったというべきであ
るから、甲５文書の前記・・・記載及び甲６文書の前記・・・記
載は、真実に反するものであり、「虚偽の事実」（不正競争防
止法２条１項１４号）に該当することが認められる。」 



「ユナイテッドミネラルズ社は冷水処理をしていない
こと」に係る記載について 

「各記載は、これらを併せて読んでも、具体的な根拠又は事
実を指摘するなどしてユナイテッドミネラルズ社がＴＲＣ鉱山
で植物ミネラルの抽出に当たり冷水処理を行っていないとの
事実を述べたものとまではいえず、一般的な疑問を呈したに
とどまるものといえる」 

 



JYJ事件 
 
 

信用毀損行為差止等請求事件（第１事件）、損害賠償請求
事件（第２事件）、損害賠償請求事件（第３事件）、損害賠

償請求事件（第４事件） 

東京地裁民事第２９部（大須賀滋裁判長） 

平成２５年１月１８日判決（平成２３年（ワ）第１７６１２号、平
成２３年（ワ）第２０３９０号、平成２３年（ワ）第２５４４７号、

平成２４年（ワ）第８３０１号） 

 



当事者等 
株式会社シージェスエンターテイメント（第１・第３事件原告、第２・第４事件被
告） 

• 韓国において、アーティストのマネジメント等を業とする株式会社 

 

甲（第３事件原告） 

• 原告シージェスの代表者 

 
エイベックス・マネジメント株式会社（第1・第３事件被告、第２・第４事件原告） 

• エイベックスＧＨＤの１００％子会社であり、アーティスト、芸能タレント等
のマネジメント等を業とする株式会社 

 

財団法人日本相撲協会（第２事件被告） 

 

株式会社ザックコーポレーション 

• コンサート、イベントの企画、制作や情報の提供販売、チケット販売に関
する事業等を業とする株式会社（平成２４年７月、破産手続開始決定） 

 

 



ＪＹＪ 

シージェス 

エイベックス 

ザック 

横浜アリーナ 

さいたまアリーナ 

相撲協会 

ひたちなか
コンサート 

国技館コンサート 

 

専属的マネジ
メント契約 

専属契約 

当事者等関係図 



事案の概要 
 

第１事件 

 韓国人アーティストであるＪＹＪとの間で、専属的マネジメント契約を締結した
原告シージェスが、被告エイベックスとの間でＪＹＪの日本におけるアーティスト
活動に関して締結した専属契約について、被告エイベックスの義務違反により
解除したとして、被告エイベックスに対し、 

① 被告エイベックスが、原告シージェスの取引先に告知し、ホームページで
公表している「本件専属契約は現在も有効に成立しており、原告シージェスが
被告エイベックスの承諾を得ることなくＪＹＪにアーティスト活動を行わせること
は、日本におけるＪＹＪの独占的なマネジメント業務を遂行する被告エイベック
スの権利を侵害する」旨の事実は虚偽であるなどとして、 

不正競争防止法２条１項１４号に該当する旨主張し、同法３条１項に基づく差
止請求として、被告エイベックスが同旨の事実を文書又は口頭で第三者に告
知・流布することの禁止を求めるとともに、 



事案の概要 

② 被告エイベックスは、本件解除を争い、原告シージェスに対し、被告
エイベックスを介することなく日本においてＪＹＪのアーティスト活動を行う
ことが判明した場合、原告シージェスの業務活動を阻止する行為を行う
旨を通知したなどとして、 

原告シージェスの業務遂行権が妨害されている旨主張し、業務遂行権
に基づく差止請求として、被告エイベックスが原告シージェスの業務を妨
害することの禁止を求めた事案 

 



事案の概要 

第２事件 

被告エイベックスが、原告シージェス及びＪＹＪのコンサート会場として両
国国技館の利用を許可した被告相撲協会に対し、被告エイベックスの承
諾なくＪＹＪのコンサートを両国国技館で開催したことが本件専属契約に
違反し、被告相撲協会については債権侵害の共同不法行為に当たるな
どと主張して、 

不法行為に基づく損害賠償請求（原告シージェスについては債務不履行
に基づく損害賠償請求との選択的併合）として１億４３４０万円の連帯支
払を求めた事案 

 

第４事件 

被告エイベックスが、原告シージェスに対し、被告エイベックスの承諾なく
ＪＹＪのコンサートを国営ひたち海浜公園で開催したことが本件専属契約
に違反するなどと主張して、 

不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求として、９億６６０５万６
０００円の一部である１億円の支払を求めた事案 

 



事案の概要 

第３事件 

原告シージェスが、被告エイベックスに対し、本件専属契約の契約金等が未払であるなど
と主張して、 

①  本件専属契約に基づく未払契約金の支払請求又は債務不履行に基づく損害賠償請
求として１億５０００万円、 

② （ア）本件専属契約に基づく未払分配金等の支払請求として４５１１万７１０８円 

       （イ）債務不履行に基づく損害賠償請求（逸失利益）として１１億３１１９万７４１６円、 

       （ウ）コンサート活動の妨害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として５５０８
万３５００円、 

       （エ）著作隣接権（実演家の権利）の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請
求として３億１８８９万２１５０円の 

合計１５億５０２９万０１７４円の一部である１２億４３０６万９９０８円の支払を求めるとと
もに、 

原告甲が、被告エイベックスに対し、被告エイベックスの親会社であるエイベックス・グ
ループ・ホールディングス株式会社（以下「エイベックスＧＨＤ」という。）のホームページに
おいて名誉を毀損された旨主張して、 

③  不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料５００万円の支払、 

④  民法７２３条に基づく名誉回復等の措置請求として謝罪広告 

を求めた事案 



結果 

１ 被告エイベックスは、原告シージェスが、日本において、被告エイベッ
クスの承諾なく、ＪＹＪことＡ、Ｂ及びＣにコンサート活動を行わせること
が、日本におけるＪＹＪの独占的なマネジメント業務を遂行する被告エ
イベックスの権利を侵害する旨を、文書又は口頭で第三者に告知・
流布してはならない。 

２ 被告エイベックスは、原告シージェスに対し、金６億６５９５万７１０８円
及び内金６億１４１１万７１０８円に対する平成２３年８月１０日から支
払済みまで年６分の割合による金員、内金５１８４万円に対する同日
から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 被告エイベックスは、原告甲に対し、金１００万円及びこれに対する平
成２３年８月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。 
 



前提事実 

• 平成22年2月26日、被告エイベックスは、日本におけるＪＹＪの
マネジメント業務の遂行のため、原告シージェスと専属契約を
締結 

• 被告エイベックスは、平成２２年９月１６日、エイベックスＧＨＤ
のホームページにおいて、「Ｂ／Ａ’／Ｃ’（JYJメンバー名） 日
本における活動休止のお知らせ」と題する発表 

 

「日本において現在Ｂ／Ａ’／Ｃ’のマネジメント業務を行っている韓国法人Ｃ－Ｊｅ
Ｓ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＣＯ.,ＬＴＤの代表者が、暴力団幹部の経歴をもつ父親
の威力を背景に担当アーティストを恐喝し、強要罪で実刑判決を受け服役してい
た、との報道につき、当社は事実関係を調査しておりました。 

その結果、現時点での暴力団との関係こそ明らかではないものの、その他につき
ましては上記報道がすべて事実であることが判明いたしました。」 

 

 



前提事実 

• 原告シージェスから被告エイベックスに対し、専属契約違反を理由
に３０日以内に当該違反事項を治癒するよう催告するとともに、当該
期間内に治癒されなかった場合には、本件専属契約を解除する旨
を通知し、当該通知書は平成23年1月24日被告エイベックスに到達 

 

• 被告エイベックスから、原告シージェスに対し、平成２３年２月１日付
け回答書（解除事由なし） 

 

• 原告シージェスは、被告エイベックスに対し、平成２３年２月２２日付
け通知書をもって、原告シージェスが指摘する違反事項について３０
日を経過するも治癒がなかったとして、本件専属契約は解除された
旨を通知し、当該通知書は同月２３日被告エイベックスに到達 

 



前提事実 

• 原告シージェスは、平成２３年３月１７日、ザックとの間で、横浜アリー
ナにおいて、ＪＹＪのコンサートを共同主催する旨の契約を締結し、ザッ
クは、同月２２日、関係者に対し、同年６月７日横浜アリーナにおいて、
ＪＹＪのコンサートを開催する旨通知 

 

• 被告エイベックス、原告シージェス、ザック、横浜アリーナに対し、警告 

 

• 横浜アリーナ、ザックに対し、興行権等の帰属を巡って係争中であるこ
とを理由に、横浜アリーナの利用申込みを承認できない旨通知 

 

• ザックは、さいたまアリーナに会場を変更し、平成２３年４月５日、その
ホームページにおいて、ＪＹＪのコンサートのチケット販売を開始 



前提事実 

• 被告エイベックス、ザック、さいたまアリーナに対し、警告 

 

• さいたまアリーナ、ザックに対し、会場の利用を許可しない旨を
通知 

 

• ザックは、再び会場を変更し、平成２３年４月２１日、被告相撲協
会に対し、コンサートを目的として、国技館の利用を申し込み 

 

• 被告エイベックス、被告相撲協会に対し、同年５月１０日付け文
書をもって、警告 

 

• 原告シージェスとザックは、平成２３年６月７日、国技館において、
ＪＹＪのコンサートを開催 

 



前提事実 

• 原告シージェスとザックは、「頑張ろう日本・頑張れ茨城・復興支
援コンサートｉｎひたち海浜公園実行委員会」を主催者として、国
営ひたち海浜公園において、平成２３年１０月１５日及び１６日、
ＪＹＪの参加するコンサートを開催（ひたちなかコンサート） 

 

• ひたちなかコンサートに先立ち、被告エイベックスは、国土交通
省関東地方整備局、実行委員会のメンバーであった株式会社Ｊ
ＴＢコミュニケーションズに警告 



前提事実 

• ひたちなかコンサートの直前に、被告エイベックスは、後援者で
ある茨城県庁（広報室）、水戸市役所、ひたちなか商工会議所、
水戸商工会議所を訪問し、警告 

 

• 原告甲は、平成１９年５月１６日、ソウル中央地方法院において、
強要罪に当たる犯罪事実を行ったと認定され、懲役８か月の実
刑判決を言い渡されたため、同判決に対して控訴した。そして、
原告甲は、控訴審において、一部の犯罪事実がなかったとして
同判決が破棄されたものの、別紙認定犯罪事実記載のとおり
犯罪事実が認定され、懲役８か月の実刑判決が言い渡された
ため、その後刑務所に服役した 

 



争点 

全事件共通 

被告エイベックスの本件専属契約違反の有無(争点１－１） 

 

第１事件 

（１）不正競争防止法３条１項に基づく差止請求の成否（争点１－
２） 

（２）業務遂行権に基づく差止請求の成否（争点１－３） 

 

第２事件 

（１）原告シージェスの本件専属契約違反の有無（争点２－１） 

（２）共同不法行為（債権侵害）の成否（争点２－２） 

（３）損害額（争点２－３） 
 
 



争点 

第３事件 

（１）本件専属契約に基づく未払契約金の額（又は債務不履行に基づく
損害賠償としての未払契約金相当額）（争点３－１） 

（２）債務不履行に基づく損害賠償としての逸失利益の額（争点３－２） 

（３）コンサート活動の妨害を理由とする不法行為の成否及び損害額（争
点３－３） 

（４）著作隣接権侵害を理由とする不法行為の成否及び損害額（争点３
－４） 

（５）名誉毀損の成否、損害額及び名誉回復措置の必要性（争点３－５） 

 

第４事件 

（１）原告シージェスの本件専属契約違反の有無（争点４－１） 

（２）共同不法行為（債権侵害）の成否（争点４－２） 

（３）損害額（争点４－３） 



被告エイベックスの本件専属契約違反の有無(争点１－１） 

• 被告エイベックスは、平成２２年９月１日以降、ＪＹＪの日本における
アーティスト活動について、マネジメント業務を行うことはなかったの
であるから、個別にＪＹＪのアーティスト活動を企画・計画することを
怠ったほか、少なくともＪＹＪに対するアーティスト活動に必要なレッ
スンその他の機会の提供及び出演業務の提供を怠り、ＪＹＪのため
の広告宣伝活動を怠ったことが明らかである。 

 

• 被告エイベックスは、平成２２年９月１日以降、ＪＹＪのアーティスト活
動について、マネジメント業務を行うことはなく、同月１６日、本件公
表を行ってＪＹＪの日本におけるアーティスト活動の休止を発表して
おり、当該行為が本件専属契約に影響を及ぼすおそれのある行為
であることは明らかである。しかし、被告エイベックスは、原告シー
ジェスの書面による承諾を得ていないのであるから、本件専属契約
１５条（５）（契約期間中、本件専属契約に影響を及ぼすおそれのあ
る行為を行う場合には、事前に相手方と協議の上、相手方の書面
による承諾を得るものとする旨規定）に違反したといえる。 

 

 



被告エイベックスの本件専属契約違反の有無(争点１－１） 

• 「本件専属契約１６条違反について検討するに、同条（１）は、被
告エイベックス及び原告シージェスは、自己及び相手方の名誉・
声望の毀損、並びに社会的信用の失墜を招くような言動をして
はならない旨規定する。 

  そして、本件公表は、後記４（６）のとおり、原告シージェスの代
表者である原告甲の名誉を毀損する摘示を含むものであるから
、被告エイベックスは、本件専属契約１６条（１）に違反したとい
える。」 

 



第１事件について 
（１）不正競争防止法３条１項に基づく差止請求の成否
（争点１－２）について 
 

• 被告エイベックスは、本件解除の効力が発生した平成２３
年２月２４日以降においても、ザック、横浜アリーナ及び被
告相撲協会に対し、原告シージェスとの間で本件専属契
約を締結しており、日本においてＪＹＪのマネジメント業務
を独占的に行う権利があるので、ＪＹＪは被告エイベックス
を介することなく日本でアーティスト活動を行うことはでき
ないなどとの通知・警告は、原告シージェスについて虚偽
の事実を告知したというべきであるし、原告シージェスの
マネジメント業務について信用を害するものである。 

 

 



第１事件について 
（２）業務遂行権に基づく差止請求の成否（争点１－３）
について 

「法人の営業又は業務に係る利益も法人の財産権の行使又
は法人の人格的利益と評価できる場合には、差止請求の根
拠となる場合があり得る。これは、刑法２３３条、２３４条にお
いて、業務が保護法益とされ、その妨害が刑罰の対象とされ
ていることからも根拠付けられる。もっとも、このような差止請
求については、相手方の権利行使との衝突が予想されるも
のであるから、相手方の権利行使の相当性、業務に支障を
及ぼす程度、相手方の行為の継続性等を考慮して、差止請
求の必要性と相当性を判断するのが相当」 

 



第１事件について 
（２）業務遂行権に基づく差止請求の成否（争点１－３）
について 

• 「その態様は、自らの見解を表明した上で、それに従った要求又
は事後的措置として訴訟提起の可能性を通知するなどしたもの
であって、実力行使をもって原告シージェスの業務を妨害するな
どというものではない。また、原告シージェスは、横浜アリーナ及
びさいたまアリーナでのコンサートを開催できなかったものの、
国技館コンサート及びひたちなかコンサートを開催できているこ
とをも併せ考慮するならば、原告シージェスの日本におけるＪＹＪ
のマネジメント業務について、被告エイベックスの行為を差し止
める必要性があるとは直ちにいい難いし、その差止請求の内容
も広汎であって相当性に欠けるというべきである」 

 



第２事件及び第４事件について 

「本件解除は有効であり、本件解除をもって本件専属契約は
終了したと認められるから、被告エイベックスの主張は理由
がない」 



第３事件について 
（１）本件専属契約に基づく未払契約金の額（又は債務不履行に基
づく損害賠償としての未払契約金相当額）(争点３-１） 

• 「本件専属契約１０条（１）によれば、契約金は、「権利譲渡の対
価及び本件アーティスト活動の遂行の対価を含む本契約上に
定める行為等一切の対価として」支払うものとされているから、
契約金が契約時点において既に発生しており、契約書にいう支
払期日は単にその支払日を定めたものとみるのは相当でない。 

  そして、・・・上記の未払契約金債務１億２８４０万円は解除の
効果により消滅したものというべきである。 

  もっとも、前記１のとおり、被告エイベックスの本件専属契約違
反により本件解除がされたのであり、被告エイベックスの違反行
為がなければ、本件専属契約は継続し、原告シージェスは未払
契約金を取得できたものと認められるから、原告シージェスは、
被告エイベックスに対し、同額を債務不履行に基づく損害賠償と
して請求することができるというべきである。」 

 



第３事件について 
（２）債務不履行に基づく損害賠償としての逸失利益の額(争
点３-２） 
 

• アーティスト印税はＪＹＪの実演活動の対価であり、利益分配金
はＪＹＪのコンサート等の出演に関する利益分配である・・・。そう
すると、アーティスト印税は、ＪＹＪのアーティスト活動にかかわら
ず、ＣＤ等の売上に応じて発生するものであり、上記の逸失利
益の算定期間において、ＣＤ等の発売が具体的に予定されてい
たにもかかわらず、被告エイベックスが行わなかったなどの事
情があればともかく、そのような事情が認められない本件にお
いては、算定数値とするのは相当ではないというべきである。 

 

  そして、平成２２年４月分以降の利益分配金が合計３億７８４３
万２５７３円であったことに当事者間に争いがない。そこで、ＪＹＪ
の活動期間を５か月（平成２２年４月～同年８月）として、上記の
利益分配金額を５で除した数値に、逸失利益の算定期間（５＋２
３／２８）を乗じて、逸失利益を算定すると、４億４０６０万円（１万
円未満切り捨て）となる。」 



第３事件について 
（３）コンサート活動の妨害を理由とする不法行為の成否及び損害額
（争点３－３）について 

• 「本件解除をもって本件専属契約は終了したと認められるから、
被告エイベックスは、虚偽の事実を告知するなどして、原告シー
ジェスのコンサート活動を妨害したものと認められる。 

  そうすると、被告エイベックスが原告シージェスのコンサート活
動を妨害したことについて、不法行為が成立するというべきであ
る。」 

 

• 「さいたまアリーナでコンサートを行った場合の想定利益は１億
７７５３万円であり、国技館コンサートに係る利益は７３８４万５５
１９円であるから、その差額である１億０３６８万４４８１円がコン
サート活動の妨害に係る損害であると認められる。 

  そして、弁論の全趣旨によれば、原告シージェス及びザックと
は、ＪＹＪのコンサートに係る利益について、その配分をそれぞ
れ２分の１とする合意があったと認められるから、原告シージェ
スの損害額は５１８４万円（１万円未満切り捨て）であると認めら
れる。」 

 



第３事件について 
（４）著作隣接権侵害を理由とする不法行為の成否及び損害
額（争点３－４）について 
 

• 「本件専属契約では、被告エイベックスが、契約終了後において
も、契約の期間中に行われたＪＹＪのアーティスト活動の遂行に
よる著作権、実演家の権利等の権利を保有するとされ、これを
前提とした規定を設けられている。 

  そうすると、原告シージェスは、別紙著作物目録１～８記載のＣ
Ｄ及びＤＶＤについて、実演家の権利を保有することはないから、
その余について判断するまでもなく、原告シージェスの著作隣
接権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求（第１請
求３（２）の一部）は理由がない。」 

 



第３事件について 
（６）名誉毀損の成否、損害額及び名誉回復措置の必要性
（争点３－５）について 
 

• 「被告エイベックスは、本件公表を行って、本件摘示事実を摘示し
たのであり、本件摘示事実には原告甲の前科に関する事実も記
載されていたから（前提事実（４））、本件摘示事実の摘示が名誉
毀損に当たることは明らかである。」 

 

• 「原告甲の前科に関する事実の報道は新聞の１件だけであったの
であるから、原告甲の前科に関する事実が社会に広く知れ渡って
いたということはできないのであり、本件摘示事実の摘示により、
原告甲の社会的評価が低下したと認めるのが相当である。」 

 

• 「名誉毀損に係る慰謝料としては１００万円を認めるのが相当であ
る。」 



第３事件について 
（６）名誉毀損の成否、損害額及び名誉回復措置の必要性（
争点３－５）について 

• 「本件公表（本件摘示事実の摘示）の内容は、一部事実と異な
る等の点があるものの全く事実の基礎を欠くものではないこと、
原告甲の実名が記載されているものではないこと、本判決が確
定すれば被告エイベックスの親会社であるエイベックスＧＨＤの
ホームページにおける本件公表（本件摘示事実の摘示）の記載
が削除されることが予想されることなどを考慮すると、名誉回復
等の措置として原告甲の求める謝罪広告までを認めるのは相
当でない。」 

 



序論 
本資料は私の私見を示したものであり、情報的なものに過ぎず、法律上の助言や意見を含んでいません。 
また、これらの見解は、いずれかの組織、法人、代理人又は依頼人の意見や意図を示すものではありません。 

さらに、私がいずれかの組織を代表し又は依頼人の代理人となる場合には、 
これらの見解と異なった見解を示すことがあり得ることを予め申し上げます。  

弁理士 津田幸宏 
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不競法2条1項14号 

第二条  この法律において「不正競争」とは、次
に掲げるものをいう。 

-------------中略------------- 

十四  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  

• 特許権侵害→警告状発信後に 

–特許が無効になった 

–非侵害であった 

  場合に問題となる 
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法上の論点 

• 「競争関係」 

• 「他人の営業上の信用を害する」 

• 「虚偽の」 

• 「事実」 

• 「過失」又は「違法性阻却事由」 
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要件事実論上の論点 
証明責任の配分が侵害訴訟と異なる 

• 特許権侵害訴訟(差止) 
– 原告（特許権者）が証明すべき要件事実 

• 訴権 

• 業としての実施 

• 技術的範囲に属すること 

• 過失→推定される(103条)・証明不要 

– 被告(侵害被疑者)が証明すべき要件事実 
• 無効理由又は実施権原・理由 

• 14号訴訟 
– 原告(侵害被疑者)の要件事実 

• 無効理由又は技術的範囲に属さないこと又は実施権原・理由 

– 被告(特許権者)の要件事実 
• 無過失(正当権利行使の抗弁)又は違法性阻却事由(権利行使論) 
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報告対象事件の論点 

• 平成23年(ワ)第38799号 
不正競争行為差止等請求事件 

→「非侵害」の証明 

• 平成22年(ワ)第5719号 
不正競争行為差止等請求事件 

→「過失」 の証明 

• 平成24年(ネ)第10059号 
本事件控訴審 

→原告の「営業上の信用を害する」行為だったか? 
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平成23年(ワ)第38799号 
不正競争行為差止等請求事件 

• 原告 億光電子工業(Everlight社・台湾) 
代理人 黒田LF 

• 被告 日亜化学工業(株) 
(特許権者(特許第4530094号)) 
代理人 長島大野+ビンガム・マカッチェン 

• 裁判所 
東京地裁民事第46部 長谷川・高橋・上田 

• 結論 
請求棄却 
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http://www.everlight.com/index.aspx
http://www.nichia.co.jp/jp/product/led.html
日亜白色特許分割ファミリー.xls


 取引関係・発明解説 
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Everlight社 
(素子メーカ) チップワンストップ社 

(輸入商社) 

日亜化学 
(特許権者) 

販売 
→中止 

販売? 
→立証失敗・棄却 

告知・ 
提訴(第2)・ 
HPリリース 

立花エレコム社 
(輸入商社) 

告知・ 
提訴(第1)・ 
HPリリース 

E社の主張 
両HPリリース及び第2提訴が14号に該当 

競合 

http://taiwaning.zening.info/taiwan_rail/index.htm


出願経緯 

↑ 
請求棄却 

(地裁) 
1/31 

H22 

↑ 
特許 
6/18 

H23 H24 

↑ 
EUPA：無効審判請求 

2/4 
∵分割違反・進歩性不備   

↑ 
棄却審決→提訴 

10/19 

H25 

↑ 
訂正審判請求 

12/27 

認容審決 
2/28 
↓ 
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↑ 
第1訴訟 

8/31 
HPリリース 

9/1 
→販売中止・訴え取下 

9/8 

↑ 
第2訴訟 

10/4 
HPリリース 

10/5 

↑ 
請求棄却 

(高裁) 
7/11 
→上告 

(受理申立) 
7/24 

↑ 
取消判決 

9/27 
 

口頭弁論終結 
11/12 

特許は有効に存続 

↑ 
E社：無効審判請求 

9/5 

↑ 
棄却審決 

6/12 
→提訴 

↑ 
取消判決 

6/27 
∵訂正認容 

EUPA：燦坤日本電器株式会社  

http://www.tsannkuen.com/


LEDとは 
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本事件における 
特許無効主張のスジの悪さ 

• 訂正前発明の無効主張 
→意味なし(訂正の遡求効) 

• 優先権主張の不備主張 
→意味なし(無効理由ではない・審査でも先ずは見ない) 

• 訂正後発明に係る特許は無効となるべきとの主張 
→現実に無効となっていない 

 訂正審判の審理では独立特許要件を判断してい
る→特許は有効とのお墨付きがある 
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「虚偽の事実」 

• 特許権侵害行為の告知行為での虚偽事実 
→特許が無効となる、又は 
→イ号が特許権侵害ではない 

• 無効主張は筋が悪い 
→「イ号が技術的範囲に属さない」ことで勝負
するしかない 
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「イ号が技術的範囲に属さない」 
→訂正後クレームを分説 

A 窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと， 
B 該ＬＥＤチップを直接覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップ
からの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１
の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍
光体が含有されたコーティング樹脂を有し， 

C 前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１
の光の発光スペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重な
り合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって， 

D 前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前
記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高く
なっており， 

E かつ，前記フォトルミネセンス蛍光体は互いに組成の異なる２種
以上である 

F ことを特徴とする発光ダイオード。 
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本件特許発明 
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白色光 

パワー密度 
I/(4πr**2) 
→チップ近くが大・ 
付近の蛍光体良く輝る 



「フォトルミネセンス蛍光体の濃度が，
コーティング樹脂の表面側から前記Ｌ
ＥＤチップに向かって高くなって」 

• 事実認定 
① 原告分析結果(非充足) 
② 被告分析結果(充足) 
③ 原告分析品と被告分析品は外観が異なる 
④チップワンストップは，そのウェブサイトにおい
て型番を「ＧＴ３５２８」とする原告製のＬＥＤパッ
ケージの販売の申出をしており，被告はチップワ
ンストップから被告分析品を購入した第三者を通
じてこれを入手 
⑤ チップワンストップは日本半導体商社協会に加
入する半導体商社であって，原告からの問い合わ
せに対し，原告の正規品を取り扱っていると回答 
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「フォトルミネセンス蛍光体の濃度が，
コーティング樹脂の表面側から前記Ｌ
ＥＤチップに向かって高くなって」 

• 判断 
  ①②③→これらの少なくとも一方は原告製品１ではないと
解すべき 
  ④⑤→被告分析品が半導体取引の専門業者によって原
告の正規品として取り扱われていたものである 
  原告分析品が原告製品１であること又は被告分析品が
原告製品１でないことを裏付ける設計図面，製造記録などの
客観的証拠を何ら提出していない。 
  →原告分析品が原告製品１であると認めることはできず，
ほかに原告製品１が構成要件Ｄを充足しないことをうかがわ
せる証拠は存在しない。  
 
→構成要件Dを充足していないとは認めるこ
とが出来ない 
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「波長の異なる第２の光」 「蛍光体は
互いに組成の異なる２種以上」 

• 原告主張 
 二種の蛍光体→スペクトルも二種のはず 
 クレームは一種の光としか読めない。 

• 被告主張 
「第1の光」はLEDの発光、「第2の光」は蛍光体か
らの発光の総称で蛍光体の種数に不拘。 

• 裁判所判断 
被告主張採用 
「原告製品１が構成要件Ｂ及びＤを充足しないと
は認められない」 
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平成22年(ワ)第5719号 
不正競争行為差止等請求事件 

• 原告 保土谷化学工業(株) 
代理人 増井・橋口・齋藤(LTE法律事務所) 

• 被告 出光興産(株) 
(特許権者(特許第3981331号)) 
代理人 阿部・井窪・片山法律事務所 

• 裁判所 
東京地裁民事第46部 大鷹・上田・石神 

• 結論 
請求棄却 
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取引関係・発明解説 
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保土ヶ谷化学工業 
(材料メーカ) 

SDI 
(ELDメーカ) 

出光興産 
(特許権者) 

告知行為 競合 

納入 携帯電話メーカ等 

透明電極 
(+極) 

金属電極 
(-極) 

電子供給 

発光 

電子吐出 
(正孔注入) 

熱? 

http://www.asem.kyushu-u.ac.jp/of/of03/en_old/el_device.htm 

電子漏れ障壁 



出願経緯 
H19 

↑ 
特許 
7/6 

H20 H21 H22 

↑ 
無効審判請求 

3/10 

6/3 
訂正請求(一次訂正) 

↓ 
↑ 

訂正認容・無効審決 
(進歩性・サポート不備) 

2/26 
→提訴 ↑ 

訂正審判請求 
(二次訂正) 

6/29 

↑ 
棄却審決 

2/24 
→提訴 

↑ 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 

11/18 
棄却判決 
→確定 

被告 
イ号分析 

原告とSDIは頻繁に連絡 

↑ 
SDIに告知①③

(P77) 
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特許査定時クレーム 

【請求項１】 一対の電極間に発光層または発光層
を含む複数層の有機媒体を形成してなり，該有
機媒体内に重金属を含有する有機金属錯体か
らなる燐光性の発光材料を含有する有機エレク
トロルミネッセンス素子において，該有機媒体内
に下記一般式（Ｉ）で表されるアミン誘導体を含有
することを特徴とする有機エレクトロルミネッセン
ス素子。一般式（略） 

 ↑デバイスクレームであって、有機材料クレーム
ではない 
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二次訂正クレーム 

【請求項１】 一対の電極間に発光層及び正孔輸送

層を含む複数層の有機媒体を形成してなり，該
発光層内に下記（Ａ）で表される基又はその置換
誘導体を配位子として有する有機Ｉｒ錯体からな
る燐光性の発光材料を含有する有機エレクトロ
ルミネッセンス素子において，該正孔輸送層内
に下記化合物３を含有することを特徴とする有
機エレクトロルミネッセンス素子。 

↑やはりデバイスクレーム 

2015/2/17 二弁知財研15年2月発表 21 



「告知行為」の有無 

• 原告→六回の告知行為(①～⑥) を主張 

• 裁判所→①・③・⑥の存在を認定 
②・④・⑤→「SDI従業員からの伝聞」 

• 告知行為の内容→黒塗りでわからず 
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「営業上の信用を害する」 
控訴審での論点となる 

• ，不正競争防止法２条１項１４号は，競争関係にある者が，客観的真実に反する
虚偽の事実を告知し，又は，流布して，競業者にとって重要な資産である営業上
の信用を害することにより，競業者を不利な立場に置き，自ら競争上有利な地位
に立とうとする行為が，不公正な競争行為の典型というべきものであることから，
これを不正競争行為と定めて禁止したものであるから，「営業上の信用」とは，
「他人」（競業者）が被告知者等の第三者から受ける営業上の信用であり，これ
が害されるか否かがここでの問題である。 

• そうすると，特許権を侵害しているとの告知がされた場合において，告知内容が，
直接的には被告知者の行為のみを対象とするものであり，「他人」について言及
されることがなかったとしても，被告知者が告知を受けた原因を「他人」に求める
ことが合理的といえる場合には，当該告知行為によって，「他人」は事実上の不
利益を受けるに止まらず，被告知者から受ける信用が害されたというべきである
から，当該告知行為は「他人の営業上の信用を害する」告知に当たるといえる。 

• これを本件についてみるに，原告，被告及びＳＤＩ社間の取引の経緯に照らし，被
告は，本件告知行為①をした際，ＳＤＩ社が正孔輸送材料を自社生産しておらず，
ＳＤＩ社製の有機ＥＬディスプレイの（燐光発光）有機ＥＬ素子に正孔輸送材料とし
て原告製品が使用されていることを十分認識し，ＳＤＩ社においても，特に被告か
ら正孔輸送材料の供給元を特定する告知がなくても，同様の認識をしていたこと
が認められる。 

• ↑「サプライヤ(他人)の認識」は要件か? 客観的に特許権者の許諾を受けてい
ない特許発明に係る部材が使われていれば具備か? 
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「虚偽の事実」 

• 特許権侵害行為の告知行為での虚偽事実 
→特許が無効となる、又は 
→イ号が特許権侵害ではない 

• 本事件では第二次訂正後の発明についても、
イ号はその技術的範囲に属している。 

• しかし特許は無効となっており、結果として虚
偽事実の告知となっている 
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「過失」 

• 特許権者には後に無効理由があるとしても訂正
での治癒を期待出来る(P64) 
→合法的訂正後クレーム発明の技術的範囲に
イ号が属する場合には、その訂正に係る独立特
許要件不備理由について過失の有無を判断す
べき。 

• 本件は第二次訂正後の発明の進歩性欠如の理
由を前提に判断すべき(p66) 

• 従って第一次の告知等には過失無し 

• ↑告知行為に対する過失の有無が問題では? 
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後の行為の過失の有無で 
過去の行為の過失の有無が決まる? 

↑ 
 

4/6 
審決取消訴訟 

H19 

↑ 
特許 
7/6 

H20 H21 H22 

↑ 
無効審判請求 

3/10 

6/3 
訂正請求(一次訂正) 

↓ 
↑ 

訂正認容・無効審決 
(進歩性・サポート不備) 

2/26 

↑ 
訂正審判請求 

(二次訂正) 
6/29 

↑ 
棄却審決 

2/24 

↑ 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 

11/18 
棄却判決 
→確定 

被告 
イ号分析 

4/9 
審決取消訴訟 

↓ 

原告とSDIは頻繁に連絡 

↑ 
SDIに告知① 
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進歩性の判断手法(p74) 

• 当該発明と引用発明とを対比して，当該発明の引用
発明との相違点に係る構成を確定した上で，当業者に
おいて，引用発明及び他の公知発明又は周知技術とを
組み合わせることによって，当該発明の引用発明との
相違点に係る構成に到達することが容易であったか否
かによって判断するのを原則とするが， 

• 他方で，相違点に係る構成の容易想到性が一応認
められるとしても，当該発明がその構成から当業者の予
測を超える顕著な作用効果を奏する場合には，そのよう
な作用効果が顕著である点において，当該発明が引用
発明から容易想到であったとはいえないから，当該発明
は進歩性を有するものと解するのが相当である。 
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クレーム発明の構成は容易想到 

• 先行文献記載の発明の構成要件について、
マーカッシュ的に置換可能性を示唆する他の
先行文献を組み合わせることで、構成自体は
想到容易と考えざるを得ない(化学・材料分野
に特有の議論)。 

2015/2/17 28 二弁知財研15年2月発表 



クレーム発明には顕著な効果を奏す
る部分が含まれる。 

• 明細書には従来技術に比べて電流効率が
2.5倍の発明が一例記載されている。 

• 従来の正孔輸送材→高輝度領域で三重項の

失活過程が支配的となって発光効率が低下
→正孔輸送層に本件化合物を使用する発明 

• 明細書記載の発明→特定の構造・材料等を
採用した素子では顕著な効果が奏される 
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クレーム発明には顕著な効果を奏さ
ない部分が含まれる。 

• 原告提出の実験報告書(甲15の1・甲15の2・甲15の
5)には、クレームに含まれる発明には発光効率に顕
著な差が生じなかった事例が記載されている(p79)。 

• 但し、甲15の1・甲15の2は洗浄方法等の条件に不適
切な点有り。甲15の5号証は告知⑥の後に特許庁に
提出された(p80) 

• 余談 これは特許法の大論点の一つ 
特許性：全部無効になるのか。有効部分の保護は? 
侵害論：作用効果不効奏部分があるのに全部差止? 
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本事件控訴審 
平成24年(ネ)第10059号 

• 裁判所 
知財高裁第3部 芝田・西・知野 

• 結論 
請求棄却 
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本事件控訴審判決(その1) 
主体論で切り捨てた 

• 本件特許発明は素子の発明であり、正孔輸送材料の発明ではな
い。従って、第一次被疑侵害者はSDI 

• 本件告知行為のように，特許権者が当該特許の第一次被疑侵害
者に対してする権利行使は，(中略)被疑侵害品の材料納入業者

の行為が特許権を侵害するということを内容とするものではない
から，特段の事情が認められない限り，材料納入業者の「営業上
の信用を害する」ものとはいえない。結果として，材料納入業者が
材料の納入中止を余儀なくされ，営業上の不利益を受けることは
あり得るが，特段の事情が認められない限り， １４号による保護
の対象外。 
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本事件控訴審判決(その2) 
原告の主張は正しいのでは? 

• 原告主張→電気・電子製品の製造業者は，正孔輸送材料を含む

有機ＥＬ素子用の化学材料については，材料の特性に基づいて採
否を決定しており，材料の化学組成については，材料メーカーにし
て開示を要求しない慣習有り。 

また，ＳＤＩ社等の電気・電子製品の製造業者は，化学材料の開発
供給については，化学会社に依存しており，化学会社が供給する
材料については，特許問題を生じないものと信頼して採用。 

• 裁判所判断→原告主張の事実を認めるに足りる証拠はない(津田
注：液晶はこの実状)。 

材料の化学組成は，他材料との相性・材料の特性を発揮させるた
めの重要な情報であるから，電気・電子製品の製造業者が材料
メーカーに対して材料の化学組成について一切開示を求めないと
は考えにくい(津田注：パラメータだけあればよい)。 
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本事件控訴審判決(その3) 
原告の主張は正しいのでは? 

• 裁判所判断→化学会社が供給する材料自体について，抵触のお

それのある特許が存在するという場合であれば，当該材料が特許
侵害品でないことにつき，電子・電気製品の製造業者が材料メー
カーを信頼するということはあり得るとも考えられる 

• 本件・当該材料を用いて製造した製品について，抵触のおそれの
ある特許が存在するという場合については，当該材料と別の材料
とを組み合わせて製造したデバイスが特許侵害品となる可能性が
ある以上，電子・電気製品の製造業者が材料メーカーを信頼して
何ら材料の化学組成を知らずに材料の供給を受けるとは考え難い 

• (津田注：液晶はこの実状・そもそも他社特許に対する抵触の有無
を電気・電子製品の製造業者は判断出来ない) 。 
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本事件控訴審判決(その4) 
間接侵害品に係る警告の論点か? 

• 原告主張→本件告知行為の対象が原告製品であることは，被告，原告，ＳＤＩ社の三者
間において自明 

• 裁判所判断→被告が，本件正孔輸送材料が原告製品であることを認識していたことを
認めるに足りる証拠はない。 

• 裁判所判断→仮に，被告とＳＤＩ社が，本件告知行為の時点において，本件正孔輸送材
料が原告製品であることを認識しており，その結果，●-----●「本件有機ＥＬ素子を構成

する正孔輸送材料は原告製品である」との事実の告知であると認められるとしても，そ
のことから直ちに，本件告知行為が原告の「営業上の信用を害する」事実の告知である
ということはできない。 
∵ＳＤＩ社の製造が本件特許権を侵害することが事実→本件有機ＥＬ素子を構成する正

孔輸送材料が本件発明の構成要件を充足していることは，その材料提供者が誰であれ，
当然。したがって，本件有機ＥＬ素子を構成する正孔輸送材料が原告製品である旨をＳ
ＤＩ社に対して告知したとしても，その告知は，結局のところ，材料を提供したにすぎない
原告の営業上の信用を害するものではない。 

• したがって，原告の上記主張は，原告の「営業上の信用を害する」と評価し得る特段の
事情には当たらない。 
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