
第４回 
「特殊鋼製造業の競争力強化と将来展望に関する研究会」 

議事概要 
 
 

日 時：平成１６年２月２０日（金）１３：００～１５：００ 
場 所：経済産業省本館第２特別会議室（１７Ｆ西５） 
議 題：特殊鋼製造技術の知的財産管理について 

シャープ株式会社東京支社長谷川洋二次長が「液晶産業におけるブラックボック

ス化の必要性」と題し、液晶におけるブラックボックス化はなぜ必要であったかに

ついて講演。 

その後、経済産業省経済産業政策局知的財産政策室から、知的財産管理等につい

て、特に「技術流出の防止」の観点から説明。それらを踏まえ、我が国特殊鋼製造

技術の知的財産管理について議論を行った。 

 

主な発言は、以下のとおり。 

 
○ 技術者が海外メーカーのオペーレーターと接する際に、技術者のプライドからか、契約

以上のことを教える場合がある。予め指導範囲を明確に限定するか、社内でルールを作

るか等で対処する必要がある。 
 
○ 設備の面から技術流出の防御策を取ろうとしても、鉄鋼生産設備は海外も日本もほぼ同

じ。ノウハウや技術者の能力の差や時間的ファクターはあるものの、いずれ追いつかれ

るのではないかと危惧される。そのため、各国に追いつかれないよう技術力を向上させ

るべき。 
 
○ 技術力を向上させるための設備投資は必要。コストをかけて技術開発した製品が価格的

に評価されないと次の設備開発や設備投資に結びつかない。 
 
○ 海外に技術移転する際には、知的財産戦略を万全にすることが不可欠。 
 
○ 海外メーカーに追随されないために、自分たちがどれだけ進歩できるのか。顧客と一体

となってカスタマイズされた商品を供給するという優位性をどのように維持するかが

大事。また、その技術優性をどのように収益に結びつけるかが課題。 
 
○ 特殊鋼製造技術は、操業技術や人によるノウハウ的な暗黙値の要素が多く、技術契約を

結ぶことで、とたんに追いつかれるものではないが、我々の競争力を維持するためには

積極的に技術を出すべきではない。１日でも長く技術優位性を保ち、新たな進展を図り

たい。 
 
○ 特殊鋼業界の国内技術レベルは、ほぼ同じ。一人が技術を教えると、全ての人の技術を

教えたことになるのではないか。中国等への技術移転は個社の利益なり不利益というこ

とでなく、業界全体、ひいては製造業全体の利益不利益にどのように影響するか議論す

る必要がある。 
 



○ 業界各社は技術交流や技術協力を行っていたが、これは各社が技術流出をしないという

ことが暗黙の前提としてあった。今後、そのルールが変化するとしたら、技術交流の仕

方が変わってくるのではないか。素材系産業はＩＴ系のデジタル技術と異なり、技術は

人につく部分が大きいので人の管理が重要。 
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第４回特殊鋼製造業の競争力強化と将来展望に関する研究会 

 
 

日 時：平成１６年２月２０日（金）１３：００～１５：００ 
 
場 所：経済産業省第２特別会議室（本館１７Ｆ西５） 
 
議事次第： 

１． 開会 
２． 議題 
 特殊鋼製造技術の知的財産管理について 

（１）液晶における取り組み 
        シャープ株式会社東京支社次長 長谷川 洋二 氏 

（２）知的財産管理について 
経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 

（３）フリーディスカッション 
３． 閉会 

 
 
 
 
 
〔今後の予定〕 
第５回      ４月初旬 
第６回（最終回） ５月中旬 
 
 
※第５回～第６回の日程については、後日追って事務局よりご連絡し、調整さ

せていただきます。 
 
 

 



「第４回特殊鋼製造業の競争力強化と将来展望に関する研究会」   

出席者名簿 
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資料２

液晶産業における
ブラックボックス化の必要性

２００４年２月２０日

シャープ株式会社

東京支社 次長 長谷川 洋二



半導体はウェハー上の

不良発生品のみ取り除く

ことが可能

液晶パネルはパネル上での
欠陥発生が許されない

＜画素トランジスタの拡大写真＞

液晶は“ジャイアントマイクロエレクトロニクス”



参考資料 日本、韓国、台湾メーカの液晶に関する工業所有権の現状

日本（上位12社のみ）
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117件 2件

台湾（6社） 韓国（3社）

1,053件

台湾（6社）

31件

日本（上位12社のみ）

13,922件

日本での登録
（‘01年10月26日発行分迄）

日本での登録
（‘01年10月26日発行分迄）

米国での登録
（‘01年11月19日発行分迄）
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マザーガラスサイズの拡大

φ2"

φ3"

φ4"

φ5"
φ6"

φ200

φ300
Gen.-1 

Gen.-2 

Gen.-3 

Gen.-4 

Gen.-5 

Gen.-6 
Gen.-7 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

ライン稼働年

10

100

1000

10000

100000

S
i
ウ

エ
ハ
面
積
、

Ｔ
Ｆ
Ｔ
液
晶

マ
ザ
ー
ガ
ラ

ス
基
板
面

積
 
[
c
㎡
]
 

1900年代は、３年で1.8倍の拡大
スピードだったが、2000年代に
入って２年で1.8倍のスピードに
加速。

Ｓｉウエハ面積の拡大速度は、
３年で1.3倍



マザーガラスサイズの飛躍的な拡大

1台の37V型には104.9万の画素があり、これを駆動するため、
1画素につき3個のトランジスタを持っている。

→1,500×1,800のガラス上に、1,888万個のトランジスタを
不良なく均一に作る技術が要求される。

第４世代

880

37V型1面取り 680
1,500

1,800 単位：mm
第６世代

37V型6面取り



参考資料 日本、韓国、台湾のTFT液晶生産能力

但し、基板の投入能力
その他
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装置の
BB化

(装置メーカへの

依存脱却）

プロセスの
BB化

（関係者以外
非公開）

工場全体の
BB化

（工場内部の
レイアウト非公開）

トータルのトータルの
BBBB化化

技術流出の技術流出の
徹底防止徹底防止

・出願特許の選択

・退職者に対する守秘義務強化
労働環境のBB化

（文書の管理、モラール向上）



資料３－１

技術流出を防止するための

「参考となるべき指針」について

平 成 １ ６ 年 ２ 月

知 的 財 産 政 策 室



1

企業の知的財産戦略の促進企業の知的財産戦略の促進

我が国企業の知的財産管理の実態

ア）知的財産の取得・管理での戦略性の欠如

－知的財産戦略と一体化された戦略的技術開発、

企業収益・価値を最大化する特許ポートフォ

リオ等の対応は、我が国企業では少数。

イ）営業秘密の不十分な管理

－企業の約２０％は、営業秘密の漏えいが原因の

トラブルを経験。

ウ）海外への「意図せざる」技術流出

－ノウハウの塊である金型図面をユーザー企業に

無断流用され、全く同様の金型がアジア企業

から流通（金型メーカー）。

－アジアの取引先企業に製品開発協議の過程で製

造方法を見せたところ、その技術を特許出願

された（半導体装置メーカー）。

我が国企業の知的財産管理の実態

ア）知的財産の取得・管理での戦略性の欠如

－知的財産戦略と一体化された戦略的技術開発、

企業収益・価値を最大化する特許ポートフォ

リオ等の対応は、我が国企業では少数。

イ）営業秘密の不十分な管理

－企業の約２０％は、営業秘密の漏えいが原因の

トラブルを経験。

ウ）海外への「意図せざる」技術流出

－ノウハウの塊である金型図面をユーザー企業に

無断流用され、全く同様の金型がアジア企業

から流通（金型メーカー）。

－アジアの取引先企業に製品開発協議の過程で製

造方法を見せたところ、その技術を特許出願

された（半導体装置メーカー）。

知的財産戦略大綱（要旨）

ア）知的財産取得・管理指針 2003.3
企業が知的財産を経営戦略の中に位置付

け、戦略的取得・管理を行うための参考と

なるべき指針

（社長等の経営トップを対象）

イ）営業秘密管理指針 2003.1
企業の営業秘密に関する管理強化を図る

ための参考となるべき指針

（法務・知財部等を主対象）

ウ）技術流出防止指針 2003.3
企業のノウハウをはじめとした技術の海

外への「意図せざる」移転の防止を図るた

めの参考となるべき指針

（知財部・海外事業部等を主対象）

知的財産戦略大綱（要旨）

ア）知的財産取得・管理指針 2003.3
企業が知的財産を経営戦略の中に位置付

け、戦略的取得・管理を行うための参考と

なるべき指針

（社長等の経営トップを対象）

イ）営業秘密管理指針 2003.1
企業の営業秘密に関する管理強化を図る

ための参考となるべき指針

（法務・知財部等を主対象）

ウ）技術流出防止指針 2003.3
企業のノウハウをはじめとした技術の海

外への「意図せざる」移転の防止を図るた

めの参考となるべき指針

（知財部・海外事業部等を主対象）

知的財産を核とした企業戦略のため、社内において①知的財産の戦略的な取得・管理、
②営業秘密の管理強化、③意図せざる技術流出防止、のための戦略的なプログラムを
策定できるよう、経済産業省はその「参考となるべき指針」を２００３年に策定・公
表。
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３指針の関係３指針の関係

知的財産戦略

事業戦略、研究開発戦略と三
位一体のものとして取得・管理

営業秘密管理 意図せざる技術流出防止

知的財産保護の弱い地域等にお
ける意図せざる技術流出を防止

技術情報や経営情報等の権利化さ
れない有用な秘密情報の管理

→ 営業秘密管理指針 → 技術流出防止指針

→ 知的財産の取得・管理指針

国内戦略 海外戦略

事 業 戦 略 研究開発戦略

管理強化
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意図せざる技術流出の実態意図せざる技術流出の実態
１．技術流出防止指針

実態①

アジア諸国等への製造業の海外展開に伴い、知的財産権保護が弱い地域を中心とし

て、ノウハウ等の「意図せざる技術流出」が増加。我が国では、欧米に比べて対応が

遅れており、戦略的に技術・ノウハウの管理を行っていくことが必要。

●意図せざる技術流出の７つのパターン

１．技術ライセンスや技術援助にまつわる技術の流出

（例）ライセンス先の説明する法制度や慣行を鵜呑みにしたため、講じることのできた対応

策をライセンス契約内容に盛り込むことができず、意図した範囲を超えて技術が活用さ

れてしまった。

２．海外生産の開始・拡大にまつわる技術流出

（例）合弁会社の工場の夜間や休日の管理が不十分であったために、こうした時間に契約外の

製品などを製造・横流しする等の被害を引き起こしている。

３．製造に必要な部品や材料に化体された技術流出

（例）材料管理が不十分であったため、技術指導先企業からの研修生が生産現場を見学した

際、使用材料の情報が漏えいした。
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１．技術流出防止指針

実態②

４．製造に必要な機械や設備に化体された技術流出

（例）製造装置のパラメーター情報を同装置を製作する装置メーカーに渡していたところ、

同メーカーが類似の装置を販売する際、信義則に反し、同パラメーター情報が流出した。

５．製造に必要な図面やノウハウの流出を通じた技術流出

（例）現地従業員が毎早朝出社してコピーにより文書を持ち出した。

６．ヒトを通じた技術流出

（例）日本企業の技術者が週末に知的財産保護の弱い国の（潜在的な）ライバル企業に技

術支援した。

７．その他の要因による技術流出
１）製品のリバースエンジニアリング防止策などをはじめとする全社的な統一方針や対策

が不足していたことに伴う技術流出

（例）同一社内のキーパーツ部門と最終製品事業部門との連携が不十分であったために、キー

パーツを知的財産保護の弱い国に多数輸出した結果、最終製品の模倣品製造・販売を助

長した。

２）工場レイアウト、生産プロセス、研究施設等の第三者への開示に伴う技術流出

３）大学・公的研究機関等との共同研究等（産学共同研究等）に伴って生じる技術流出
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１．技術流出防止指針

実態③

中国の知的財産に関する法制度自体は、ＷＴＯルールに沿ってほぼ整備済。しかし、

運用（エンフォースメント）が十分機能しておらず、知的財産保護が不十分。

１．技術を保護するための知的財産制度

○特許権：専利法に基づき、出願から２０年間保護。本来、出願公開と引き換えに安定した

権利行使が可能。しかし、審査遅延により早期の権利取得ができない現状有。

○営業秘密：反不正当競争法及び刑法により営業秘密を民事的、刑事的に保護可能。

しかし、実態上の保護の状況については不明。

＊営業秘密とは、「公知でなく、権利者に経済利益をもたらすことができ、実用性を有し、かつ権利者

が秘密保持措置を講じる技術情報（設計・工程・製造方法等）及び経営情報（顧客名簿、生産販売戦

略等）を指す。

２．その他関連する制度

○技術輸出入管理条例：技術やノウハウに関するライセンス契約等の規制。

ライセンサーへの責任が過度であるといった制度上の問題、政府による審査過程で追加

的な技術供与などを求められる運用上の問題も有。

○労働関連ルール（労働部通知1996、上海市労働条例2001）：

一定の経済的補償を与えることを前提に、営業秘密を有する退職者に対し、雇用契約終

了後３年以内の競業避止義務を課すことが可能というのが中国の一般的なルール。

【参考】中国の知的財産関連制度等の特徴【参考】中国の知的財産関連制度等の特徴
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３．技術流出防止指針

対策①

欧米企業を含む先進的な企業の取組みを参考に、以下の７項目を柱とする対策を提

示。各企業においては、相手国の知的財産保護レベルを勘案した技術移転戦略の構築

及び技術流出防止対策が必要。なお、今後、組織的管理に関連する事項を標準規格

（ＪＩＳ）化し、普及を図ることも検討中。

技術流出防止指針の概要

～意図せざる技術流出の防止のために～

技術流出防止指針の概要

～意図せざる技術流出の防止のために～

１．技術流出防止基本方針の策定

企業トップが関与して技術流出防止基本方針（「意図せざる技術流出防止に関する基本的考え

方」、製品（技術）毎の「技術移転の考え方及び技術流出防止計画」等）を策定すること。

２．技術流出防止管理マニュアルの策定

基本方針に沿った意図せざる技術流出の防止を実現するため、下記３．～７．に関する事項を

カバーした社内の管理マニュアルを策定すること。

３．社内技術流出防止ための組織体制の整備

技術流出防止基本方針を円滑に実施するための社内組織体制（技術移転等の意思決定体制、実

際にノウハウ等を管理するための体制等）を整備し、責任を明確化すること。
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３．技術流出防止指針

対策②

４．事業活動を行う上での具体的対策の強化
７つのパターンを踏まえ、それぞれに対応して企業が取り得る具体的対策について、先進的企

業の取り組み事例、米国における考え方等を参考としつつ、提示。

① 投資等社内意思決定時、契約締結時から事業活動全般にわたり、国内において最大限可能な対

策を講じること。（技術供与先に関する十分な事前調査、重要事項の契約書への明記、契約の事後管

理の徹底等）

② 加えて、海外で事業活動を行う際、技術情報の適切な管理等を通じ、事業所外への技術流出を防

止するための対策を講じること。（コア部品・材料の適切な管理、従業員との秘密保持契約の締結、ブ

ラックボックス的手法の積極的活用等）

５．関連情報の収集・提供及び社内教育の実施

技術流出防止管理を有効かつ円滑に実施するため、技術流出防止基本方針及び管理マニュアル

等について必要な情報を社内関係者に適切に提供するとともに、従業員に対する社内教育を実施

すること。また、従業員や取引相手等からの情報・要望を随時受け付けるような手当をすること｡

６．フォローアップの徹底

①技術移転後の管理状況の確認、②管理状況等の社内監査等を通じ、技術流出の有無や管理体制

の機能状況について定期的に点検すること。

７．組織の最高責任者による見直し

組織の最高責任者が関与して、上記５．の情報収集の結果や６．の監査の結果などをベースにして、

点検結果を基本方針・マニュアル等に反映すること。
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１．技術流出防止指針

対策③

●７つの柱を整理すると以下の３点に集約。

ポイント１：技術移転前の十分な準備

［→中国の場合には、市場が近接し、市場規模が大きいことから、特に留意が必要。］

①技術移転戦略の構築（どの技術やノウハウを移転するか否かの整理。）

②移転する技術の流出防止策の検討（ブラックボックス的手法の検討。）

③知的財産戦略の再考（相手国の知的財産制度や保護レベルに応じて検討。技術やノウハウ

を権利化するか、営業秘密として管理するかの見直し。）

ポイント２：契約上の十分な手当

［→契約の正文となる言語、紛争が生じた場合の仲裁規定や訴訟管轄にも注意。］

①合弁相手企業との契約

②従業員との契約（企業のみならず社員との守秘義務契約も重要。）

③取引関連企業との契約（重要な製造装置、原材料等を製造する企業との守秘義務契約）

対策のポイント対策のポイント

ポイント３：技術移転後の事後管理の強化

①現地での営業秘密等重要情報へのアクセス者を限定

②合弁相手や従業員との良好な関係を構築 等

→以下の「営業秘密管理指針」も参考に、国内外における管理強化が重要。



9

２．営業秘密管理指針

実態

403

102
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②ない

Ｑ．貴社において、貴社の保有する企業情報に関
して、貴社従業員その他との間でトラブルとなっ
たケースはあるか 。

（日本知的財産協会及び経営法友会所属企業へのアンケ
ート調査。数字は延べ回答数。経済産業省集計。
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トラブルが増加。
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営業秘密管理指針の概要営業秘密管理指針の概要
２．営業秘密管理指針

概要①

企業が営業秘密の管理強化を行う上で参考になるよう、①営業秘密が法律上の保護を受
けるために必要な「ミニマムの管理水準」と、②紛争の未然防止等のための「望ましい管理水
準」を提示。その際、自らの営業秘密の管理強化のみならず、他者から提示された営業秘密
の取扱いについても留意点を提示。

営業秘密の「ミニマムの管理水準」（判例より）営業秘密の「ミニマムの管理水準」（判例より）

過去の判例においては、「秘密管理性」を否定されて営業秘密として保護されない事案が
多い。判例から読みとれる「ミニマムの管理水準」を充足する管理を行うことが適当。

①秘密管理性（秘密として管理されていること）

当該情報にアクセスできる者を制限するとともに、同情報

にアクセスした者にそれが秘密であることが認識できること。

②有用性（事業活動に有用な情報であること）
例えば、保有することにより経済活動の中で優位な地位を

占めることができるような情報であること。

③非公知性（公然と知られていないこと）
既存の書物・学会発表等から容易に引き出せない情報で

あること。

保護される情報の要件

上記３つの要件を満たす営業秘密を侵害する不正競争
行為に対して、差止請求や損害賠償請求等が認められる。

保護されない事案の特徴

アクセス制限の欠如
・他の一般情報との区別がない。

・保管場所を特定していない。

・保管場所を施錠していない。

・ネットワークにパスワードを設定していない。

・アクセスについて人的・時間的制限がない。

・秘密保持契約を結んでいない。

・社内において営業秘密の管理者が存在しない。

・社内において営業秘密の管理教育がない。
等

客観的認識可能性の欠如
・「マル秘」「部外秘」等、機密事項である旨の表
示がない。 等
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１．物的・技術的管理

(1)秘密管理情報の区分

・秘密情報をその他の情報から区別。

・秘密性のレベルを区別（「極秘」「厳秘」「秘」等）。

(2)アクセス制限
①アクセス権者の限定
・情報毎の秘密レベルに応じてアクセス権者

を限定。
②アクセス権者の使用・開示の範囲の限定
・特定の場所からの持出禁止等。

③アクセスの履歴の記録
・電磁的記録へのアクセス記録のモニター等。

(4)情報の形態毎の管理

①記録媒体の管理

【保管時】特定の管理者が施錠等をして保管。

【廃棄時】焼却、シュレッダーによる処理、溶解、破壊。

②情報自体（無体物）の管理

【保管時】パスワード管理の徹底等。

【廃棄時】コンピュータ廃棄時に電磁的記録を消去。

(3)客観的認識可能性

①営業秘密の表示

・秘密であることを示す平易な記号等を記載。

②秘密区分の表示

・秘密性のレベル表示の電子情報への組み込み等。

(5)施設等の管理

①建物・事務所・研究所のセキュリティ

・警備員の配置、ＩＣカードや指紋による本人確認等

②部門の設置等

・社内に独立した営業秘密管理専門部署を設置等

営業秘密の「望ましい管理水準」は、１．物的・技術的管理、２．人的・法的管理、３．組織的
管理に分類することができる。指針策定後、組織的管理に関連する部分を、標準規格（ＪＩＳ）
化にすることも検討中。

営業秘密の「望ましい管理水準」①営業秘密の「望ましい管理水準」①
２．営業秘密管理指針

概要②
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２．営業秘密管理指針

概要③営業秘密の「望ましい管理水準」②営業秘密の「望ましい管理水準」②

２．人的・法的管理

(1)自己情報の管理

①従業員・役員： 就業規則や誓約書等の契約及び社内の営業秘密管理規則によって管理。

②派遣社員等： 派遣契約の中で、 秘密保持義務を遵守する旨規定。

③退職者： 退職後の秘密保持契約の締結、個人所有の情報の返還・破棄。

④取引先： 取引開始時に、対象範囲を明確にした秘密保持契約書を締結。

(2)他者情報の管理

①一般的問題

・情報取得時には、営業秘密として管理すべき範囲を特定。

・情報使用時には、信義則に反する目的で使用・開示しないよう、使用目的や開示先を管理。

②個別ケース

・転入者については

【採用時】元の企業との間の守秘義務等を確認。

【採用後】転入者の業務内容を定期的に確認。

・取引先については

【情報取得時】秘密の使用目的や開示の範囲を明確に契約を締結。

【情報使用時】信義則 に反する目的で使用・開示しないよう、使用目的や開示先を管理。
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営業秘密の「望ましい管理水準」③営業秘密の「望ましい管理水準」③
２．営業秘密管理指針

概要④

３．組織的管理

組織全体のマネジメントとして、（１）管理策を策定（plan）→（２）管理策を実施（do）→

（３） 管理状況を監査（check）→（４）管理策の見直し（act）、という一連の流れが求められ

る。

（１）管理策の策定（plan）

・秘密管理基本方針を社内で策定・周知。

・明確な管理目標を定め、その実施計画を策定。

（２）管理策の実施（do）

管理責任の体系を明確化し、最高責任者を定め、情報セキュリティ委員会を設置するとともに、社

内教育を実施。

（３）管理状況の監査（check）

定期的な監査を行い、問題がある部署等に対しては是正措置や予防措置を実施。

（４）管理策の見直し（act）
監査結果等に基づき、管理策そのものの見直しを実施。
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 Ⅰ．前 文 

 
１． 技術流出防止の必要性 

 世界経済の発展において、技術移転が果たしてきた役割は大きい。我が国は、従

来より、技術協力をはじめとする経済協力を外交の柱として位置づけ、積極的に取

り組んできたところである。特に、歴史的、地理的、経済的にも深い関係を有する

東アジア地域には、重点的な支援を行ってきており、今後とも、引き続き、技術協

力を推進していくこととしている。また、日本企業も、投資や貿易を通じて、アジ

ア地域をはじめとする各地で産業技術の移転を行い、現地の技術力向上に寄与して

きているところである。 

 近年、経済のグローバル化の進展、特に急成長するアジア地域におけるビジネス

チャンスの拡大によって、我が国製造業の海外展開は更に増加している。 

 具体的には、多くの我が国製造業について、国際競争力を確保するために、労働集

約的な工程・製品等を人件費の安い国・地域に移管する動きが見られる。また、アジ

ア市場の急速な拡大に伴って、当該市場の取り込みを目的とした現地生産も加速化し

ている。更に、電気電子や自動車等のユーザー企業の海外展開の加速に伴って、これ

らのユーザー産業向けに部品や材料を供給するメーカーの多くも、ユーザーに追随す

る形での海外展開を図っている。 

 製造業の海外展開は、現地提携先企業へのライセンシングや現地工場における従業

員への教育等を通じて、進出先国への技術移転を必然的に伴うものである。こうした

中、我が国に立地する製造業が国際競争力を確保するためには、各企業が、新たな技

術開発等を通じて、日本で製造することが経済合理性を有する新製品等の開発など付

加価値の向上に努めることが必要である。また、日本政府としても、このような企業

努力を促進・支援するための国内ビジネス環境の整備、技術開発支援等の環境整備に

引き続き取り組むことが必要である。 

 一方で、進出先地域においては、知的財産権の保護が弱い地域を中心として、海外

展開に際して意図あるいは想定した技術移転の範囲を超えて、「意図せざる技術流

出」が多く生じており、その結果模倣品等の被害の拡大、技術の適正な対価の受け取

り機会の喪失による収益の低下、海外企業の急速な技術のキャッチアップの加速化を

通じた競争力の喪失等が懸念されている。（国内においても同様の問題は想定され、

それについては、別途、営業秘密指針を定めている。このため、本指針は、国・地域

によって異なる法制度及びその運用、商慣行等の存在も前提とした上で、国境を越え

るものについて焦点をあてている。（２．参照））こうした問題は、一企業や一業種の

問題にとどまらず、他社や他業種に対する悪影響も懸念されるところであるが、現在

のところ、欧米企業に比べて、対応が遅れていることは否定できない。各企業におけ

る中長期的な競争力の確保・強化、ひいては我が国全体の産業競争力の確保・強化の

観点からは、我が国に立地する企業の技術的優位性を確保出来るように、国内拠点を
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最先端の技術の開発と利用が可能な拠点とするとともに、海外への技術移転から適切

な収益を上げる仕組みを構築していくことが必要であり、不用意な「意図せざる技術

流出」を防止するための対策の強化が個々の企業に求められている。 

  また、その前提として、各企業において、自社が有する技術や生産ノウハウの海外

への移転について、その是非や範囲を対象国の知的財産権の保護の強さも勘案して戦

略的に判断することが極めて重要となる。国内海外に限らず自社の技術を他社に移転

することは、一定の技術流出リスクを伴うものであり、このリスクを確実にゼロにす

ることは不可能である。この点を念頭において、真に戦略的に重要な技術は移転しな

いという選択を含めて、各社の有する技術の移転戦略を構築することが重要である。

また、実際に技術移転を行うにあたっては、意図あるいは想定した技術移転を超える

もの、すなわち、「意図せざる技術流出」が何であるのかを明確にして対策を講じる

ことが技術を保有する企業にとって必要である。 

 知的財産戦略大綱（2002 年７月知的財産戦略会議）や「産業競争力と知的財産を

考える研究会報告書」（2002 年６月経済産業省）を踏まえ、本指針は、このような企

業における戦略的対応を可能とするような「参考となるべき指針」として策定するも

のである1。本指針の策定にあたっては、産業構造審議会知的財産政策部会経営・市

場環境小委員会において検討を進めてきたものである。このような取り組みについて

は、例えば、米国においても、知的財産権保護の弱い地域において米国企業がとるべ

き防衛策を公表している。本指針においては、技術・ノウハウや知的財産権の保護の

ための戦略的対応について蓄積が進んでいる欧米等の取り組みも参考にしている。各

企業において、本指針を積極的に活用し、「意図せざる技術流出」を防止するための

対策を強化することが期待される。 

 なお、我が国企業がこのような対策に戦略的に取り組むに当たり、それを阻害しか

ねない諸外国のライセンス規制、知的財産法制度及びその運用、商慣行等の問題があ

る場合には、官民が協力して、各国政府に対し改善要請を行うこと等も併せて必要で

ある。他の先進国では、企業が自国の政府に問題解決のための相手国政府への働きか

けを求めることが我が国より一般的に行われているとの指摘もある。 

 我が国企業において「意図せざる技術流出」を防止する対策を強化することは、当

該企業の研究開発の収益を高めるとともに、技術移転への誘因を高める効果もある等、

その効果は技術が移転された現地企業自身の発展に資するものである。また、技術移

転先国において知的財産権の法制度強化や執行能力強化などの適切な対策が講じられ、

現地企業等がその知的財産権を有効に保護・活用することができる環境が確立される

ことが、我が国企業からの技術移転を促進し技術移転先国の産業の高度化にも資する

ものであると考える。 

                                           
1  知的財産戦略大綱（2002 年 7 月 3 日決定）においては、以下のような指摘がなされている。 
（ノウハウの流出防止） 

 企業のノウハウを始めとした技術の海外への「意図せざる」移転の防止を図るため、企業の技

術管理・活用戦略の在り方について、企業自らが各企業内の組織整備等を含む戦略的なプログラ

ムを策定できるよう、参考となるべき指針を 2002 年度中に公表する。（経済産業省） 
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２．指針の対象及び範囲 

 本指針の対象及び範囲は、下記のとおりである。 

 （１） 対象企業 

   技術や生産ノウハウを有する製造業を主たる対象とする。 
 但し、各企業は、業種や企業規模等の特性に応じた対応を検討する必要があり、

本指針中、重点的に参考とすべき箇所は、各企業によって異なるものであることに

留意が必要である。 

 

 （２） 「意図せざる技術流出」2 

 日本国内におけるノウハウ等の流出防止は営業秘密管理指針においてカバーされ

るため、本指針では、国境を超える技術流出防止に焦点をあてる3。 

 企業の海外事業展開等は、技術や生産ノウハウ等の諸外国への移転を必然的に伴

うものであり、本指針では、企業が海外展開等に伴い意図した又は想定していた技

術移転の範囲を超える「意図せざる技術流出」の防止を目指す。具体的には、「意

図せざる技術流出」とは、先端的技術が化体された最終製品・部品、設計図情報・

製法等の生産技術・ノウハウ、先端製造設備等に含まれる技術・ノウハウであって、

文書化されたデータ・情報の取得又は人を媒介としたノウハウの伝達等に伴い、我

が国企業の意図に反して又は想定していた範囲を超えて、海外において流出したも

の等を指す。 

                                           
2 補足 
① 先端的技術が化体された部品・装置及び関連ノウハウ等を海外企業に提供することは、販売戦

略、営業戦略上の問題であり、そのこと自体は当該部品等メーカーにとって意図せざる技術流

出にあたるものではない。一方で、他社にとっては「意図せざる技術流出」に該当し得るケー

スもある。これを防止するために他社が何をできるかとの視点からの対策についても本指針で

は一部言及している。 

② 特許権等により権利付与を受けている場合、当該権利に係る技術内容は既公開のものであり、

これが許諾を受けずに利用され意図を超えた技術流出が生じたとしても、権利保護の行使、ラ

イセンス契約等の実効性の問題であり、本指針では権利救済に関する対策には触れていない。

しかし、知的財産権の保護が弱い地域においては、権利行使が十分に行えないことがあること

を事前に十分認識した上で、リバース・エンジニアリングの予防策の導入などを含めて技術移

転の考え方や契約内容を整理しておくことは重要であるとの観点から、これらについては本指

針においても一部言及している。 
③ 技術移転そのものについては、各国の輸出入管理法により法的な規制等を受けることもあるが、

本指針で取り扱う技術移転はあくまでも合法的な技術移転であうことを前提としたものであり、

輸出管理法規を遵守すべきといったコンプライアンスの問題等については本指針の対象外であ

る。 
 
3 技術の移転や意図せざる技術流出は、国内企業との関係においても生じるものであるが、日本法

に照らした国内での対策については、主として営業秘密管理指針の対象として重点的に言及してい

る。しかし、我が国に比して知的財産保護が弱い国や知的財産制度等が我が国と大きく異なる国に

おいては、日本国内で想定し得ない形態での技術流出の事態が生じており、この点について我が国

企業の認識が必ずしも十分でないことから、本指針では国境を超える技術移転に特化して記述して

いる。 
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 なお、「意図せざる技術流出」を防止するためには、技術移転について企業とし

ての組織的・体系的な意思決定ができているかなど意思決定段階等に遡って、意図

する技術移転の内容・範囲についても予め明らかにする必要がある。このため、本

指針においても、技術移転に対する基本的考え方等についても一部言及する。 
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 Ⅱ．意図せざる技術流出が発生する主なパターンについて 

   
 「意図せざる技術流出」を防止するための対策を検討するに先立ち、現実に、如何な

る場合に「意図せざる技術流出」が発生するのかを整理しておくことは、本指針を活用

する各企業の参考に資するものと考えられる。 
 企業や有識者のヒアリング等を通じて顕在化した事例等をもとに、「意図せざる技術

流出」の主なパターンを類型化すると、例えば以下のように整理できる4。 
 

１．技術ライセンスや技術援助にまつわる技術の流出 

 （１）事前の調査や契約内容が不十分であることなどに起因する技術流出の事例 

○ ライセンス先の説明する法制度や慣行を鵜呑みにしたため、ライセンス契約に

おいて本来講じることのできた対応策を契約内容に盛り込むことができず、自社

が意図した範囲を超えて技術が活用されてしまった。 

 （２）契約自体は適切であっても、事後的な管理が不十分であることに起因する技術

流出の事例 

○ ライセンス契約では、第三国に輸出する場合は事前に協議すると定めたにもか

かわらず、ライセンシーが事前協議もなく第三国市場に輸出し低価格販売を行っ

たため、当該市場での販売について自社の総代理店契約をしている会社から損害

賠償を請求された。 

○ サブライセンスを契約で禁止していたが、合弁相手の監督を怠ったところ、合

弁相手の企業から別の当該国企業にサブライセンスされて被害を受けた。 
 

２．海外生産の開始・拡大にともなう技術流出 
 （１）契約交渉において当初の意図を超えた技術提供を余儀なくされた事例 

○ 当該製品に関する技術移転の方針を事前に社内で明確にしていなかったため、

交渉相手から競合する欧米企業との比較を持ち出され、短期間で当該技術を供与

することを判断してしまった。 

                                           
4 １．の技術ライセンス・技術援助、２．の海外生産の開始・拡大は、一定の技術移転を前提とし

たものではあるが、本指針では、技術供与等自体に焦点をあてているのではなく、当該技術供与等

において、当初意図していた範囲又は技術管理の観点を適切に反映して判断した場合に意図するで

あろう範囲を超えて技術流出が起きていると考えられるケースを例示している。 
 また、技術流出が生じた事例には、日本企業の判断ミス等専ら日本企業の活動に起因する事例、

主として我が国と異なる海外の知的財産保護制度や契約慣行等に起因する事例等を含んでいる。 
 加えて、例示した事例の中には、ノウハウ等流出後に法的対策を講じ被害を最小限に抑えた、一

定の損害を補填したようなケースも含まれる点に留意が必要である。 
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 （２）事後的な管理が不十分だったことに伴う技術流出の事例 

○ 合弁会社の工場の夜間や休日の管理が不十分であったために、こうした時間に

契約外の製品などを製造・横流しする等の被害を引き起こしている疑いがある。 

 （３）技術指導に伴う技術流出の事例 

○ 現地法人を立ち上げるに際し、従業員を日本で研修させたところ、現地の同業

他社に転職してしまった。 

 （４）ユーザー企業の海外展開を後追いした現地生産に伴う技術流出の事例 

○ 部品の製造プロセス自体に様々な技術・ノウハウがあるにもかかわらず、納入

先からの強い進出要請により、現地生産の是非の判断や現地生産を行う場合の製

造ノウハウを管理するための対策が不十分なまま、現地生産に踏み切り、技術流

出が生じてしまった。 

３．製造に必要な部品や材料に化体された技術流出 

○ 材料管理が不十分であったため、技術指導先の企業から受け入れた研修生が生

産現場における使用材料のメーカー、品番をメモし、後で、当該メーカーに同じ

材料を発注した。 

○ 同一社内のキーパーツの事業部門と最終製品事業部門との連携が不十分であっ

たために、キーパーツを知的財産保護の弱い国に多数輸出した結果、最終製品の

模倣品製造・販売を助長した。 

４．製造に必要な機械や設備に化体された技術流出 

（１）自社が直接関与して製造設備等を供与して生じた技術流出の事例 

○ 相手企業の求めに応じて技術指導する際、相手は機械メーカーではないため油

断し、自社と同じ機械を導入させたところ、当該企業に出入りする現地の機械

メーカーが模倣品を製造し、極めて低価格で他国で販売しているという予想を超

えた流出が起きていることが判明した。 

○ 近年では機械に技術ノウハウが埋め込まれていることも多く、機械を販売した

相手先から技術ノウハウが流出したり、相手国において製造機械の模倣品が多数

製造されている。 

（２）他社の関与により製造設備等に化体された技術が流出した事例 

○ 製造装置のパラメータ情報を同装置を製作する装置メーカーに渡していたとこ

ろ、同メーカーが類似の装置を販売する際に、信義則に反して、同パラメーター

情報が流出した。 

○ 他社が最先端製品の海外生産を率先して行ったところ、製造装置等に含まれる

重要な情報やノウハウ等の管理が不十分であること等により当該製品の製造技術

が流出した。 
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５．製造に必要な図面やノウハウの流出を通じた技術流出 

 （１）自社の管理下にある図面・ノウハウなどを通じた技術流出の事例 

○ 従業員が毎早朝出社してコピーにより文書を持ち出した。 

○ ３次元ＣＡＤ等の電子媒体の形態により図面に関する情報が管理されているこ

とから、情報管理の徹底していない企業・従業員への安易な送信や、現地の従業

員が勝手にコピーしたり、他へ転送してしまったりすることにより、技術流出を

招いた例がある。 

 （２）自社の取引相手等の管理下にある図面・ノウハウなどを通じた技術流出の事例 

○ 金型製作を依頼した知的財産保護の意識が十分でない国の中小金型企業経由で

情報が漏洩した。 

○ 金型メーカーのノウハウが含まれた図面を、メンテナンスのためという理由で

守秘義務契約を結ぶことなくユーザー企業に提出させられた後、当該ユーザー企

業から海外の金型メーカーに流出した。 
○ コスト削減のため、コンピューター・シミュレーション等の開発工程の一部を

知的財産保護の弱い国の企業に委託したところ、委託契約においてソフトウェア

の取り扱いについて不明確であったこともあり、そこからソフトウェアの流出が

起きた。 

６．ヒトを通じた技術流出 

 （１）日本国内の技術者などを通じた技術流出の事例 

○ 企業の技術者が週末に知的財産保護の弱い国の（潜在的）ライバル企業に技術

支援した。 

 （２）進出先国の自社従業員などを通じた技術流出の事例 

○ 従業員が毎早朝出社してコピーにより文書を持ち出した。（再掲） 

○ 金型の模倣品被害を受け、原因を追跡すると必ず元従業員や元代理店が関与し

ている。 

 （３）進出先国の自社の取引相手等の従業員などを通じた技術流出の事例 

○ 自社のコア技術の１つを複数企業にライセンスし、ライセンス先単独での製作

が不可能な製造装置を供与し製造ノウハウも開示したところ、ライセンス契約時

の想定を大幅に超える技術レベルに達したライセンス先の管理職が自らの会社を

作り、製造装置を自作して低価格で模倣品の販売を開始したが、有効な法的対抗

措置はとれなかった。 
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７．その他の要因による技術流出 

 （１）製品のリバースエンジニアリング防止策などをはじめとする全社的な統一方針

や対策が不足していたことに伴う技術流出の事例5 

○ 同一社内のキーパーツの事業部門と最終製品事業部門との連携が不十分であっ

たために、キーパーツを知的財産保護の弱い国に多数輸出した結果、最終製品の

模倣品製造・販売を助長した。（再掲） 

○ 知的財産保護の弱い国における技術管理の観点を十分考慮せずに作成した展示

会におけるカタログなどに記載された詳細な製品情報を通じて技術の流出が生じ

ている。 

 （２）工場レイアウト、生産プロセス、研究施設などの第三者への開示に伴う技術流

出事例 

○ 外からの調達を推進している取引先から工場見学等を求められ、営業上の観点

から余儀なく見学を認めたところ、その際に製造ノウハウのメモをとられ、当該

情報が競合企業に流出し、その後受注減を招いた。 

（３）大学・公的研究機関等との共同研究等（産学共同研究等）に伴って生じる技術   
 流出事例 

○ 産学共同研究において、共同研究の相手方（大学・公的研究機関等）と事前に

具体的な秘密保持について契約を締結していなかったため、同相手方の不注意か

ら技術情報が漏洩し、海外の競合企業に流出した。 

 

                                           
5 リバースエンジニア行為自体は、合法的な活動であるが、特に重要な技術については、このよう

な行為を通じての意図せざる技術流出についての認識を高めるために特記しているものである。 
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 Ⅲ．各社が参考とすべき対策について 

 
 欧米企業を含む先進的な企業の取組みを参考にすると、以下のような「意図せざる技

術流出」防止のための対策が整理できる。適切な管理を実施するためには、「方針等の

策定（plan）」、「具体的な対策の実施 (do)」、「対策の実施状況や管理状況の監査

(check)」、「監査を踏まえた方針等の見直し(act)」の一連の流れに沿って行うことが重

要であるが、以下に述べる７つの柱 1)技術流出防止基本方針の策定、2)技術流出防止管理マ

ニュアルの策定、3)社内技術流出防止のための組織体制の整備、4)事業活動を行う上での具体的対

策の強化、5)関連情報の収集・提供及び社内教育の実施、6)フォローアップの徹底、7)組織の最高

責任者による見直し）はこの考え方に沿ったものである。 
 以下７つの柱に沿って、その「ポイント」、「目的」、対策の実施のために「必要な作

業例」及び対策の具体的内容として想定される「事項例」といった内容を記載している。

これらの記述に例示としてあげられている内容は、国内外の企業ヒアリング等を通じて

明らかになった具体的事例を基に作成したものである。各企業においては、業種や企業

規模等の特性や、自社における既存の取り組みを考慮して、自社にとって参考となり得

る部分を抽出して活用していくことが期待される。 
 
 
 

１．技術流出防止基本方針の策定 

 
 
【ポイント】 
 ●組織の最高責任者が関与して技術流出防止基本方針を策定すること 
 

 
【基本方針策定の目的】 

 意図せざる技術流出を防止するための基本的な考え方を明らかにし、不用意な流出

防止に向けた決意を社内関係者に徹底する。 

 また、基本的考え方に沿って、技術移転対象国、製品（技術）毎にノウハウ等の有

用性を評価・分類するなど企業として意図せざる流出を防止するべき技術等を明確に

することを通じ、具体的対策を検討するための基礎とする。 
 
【基本方針策定のために必要な作業例】 

 基本方針策定にあたっては、例えば、自社の有する技術ノウハウ等について以下の

ような整理・分析等を行った上で、検討を進めることが重要である。 
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  ①自社の有する技術・ノウハウ領域の特定 
 ②技術（製品）毎の競争力分析［諸外国企業との技術力比較］ 
 ③国別状況分析［市場環境、知財保護状況（法制度整備状況、権利侵害状況及び取締等運用  

  状況）、ライセンス規制、労使関係等］ 

 ④上記を踏まえた技術・ノウハウ領域の重要性の分類 

 ⑤海外への技術等移転に関する考え方整理及び意図せず流出した場合のリスク分析 

 ⑥基本方針の経営方針への反映 
 
【基本方針に盛り込むべき事項例】 

 基本方針においては、「基本的な考え方」とこれに基づいた製品（技術）毎の「技

術移転の考え方や技術流出防止計画」を盛り込むことが想定される。なお、以下の例

示は、欧米企業を含めた先進的な企業の実例に基づき各社の参考のための例示であり、

企業ごとに相応しい戦略は当然異なるものである。 

 

 （１）「意図せざる技術流出防止に関する基本的考え方」の明確化 

 意図せざる技術流出を防止するためには、その前提として、海外進出等意図する

技術移転の内容・範囲についても、予め方針が明確になっていることが必要であり、

企業戦略と一体となった考え方を整理することが重要である。整理にあたっては、

技術移転先国の知的財産権保護の度合いも勘案した技術移転戦略を講じることが必

要である。 

 
［主な取り組み事例］ 

  ①海外進出等にあたっての技術移転戦略に関する事項 

○ 我が国に比して知的財産保護の弱い国等については、日本と同様の対策をとった場合

でも技術が流出されるリスクが高いことを前提に検討し、流出して困る技術は原則移

転しない。自社の技術を対他社比で分類し、「最先端」の技術を移転する場合には独

資形態をとり、合弁会社の場合には、「最先端」の技術は原則移転しない。[独資によ

り自社で技術をコントロールする戦略] 

○ 多数の企業が独資により技術をコントロールする戦略を好む一方で、現地政府やユー

ザー企業との良好な関係を通じた知財保護のためには、合弁形態の方が優れていると

する米国企業もある。[合弁により相手企業と共に自社技術を守る戦略] 

○ 労働集約的工程は海外で、製品競争力のコアとなる工程は国内あるいは知的財産権の

保護の強い国での実施を原則とする。 
○コアビジネスの技術開発・生産は国内あるいは知的財産権の保護の強い国に限定、ノ

ンコアビジネスは管理可能な限り収入拡大のために移転する。 

○開発機能は国内あるいは知的財産権保護の強い国に、生産機能は生産の優位性がある

現地にとの考え方の下、現地生産に必要なもののみを現地に供与する。 

○ クロスライセンスの場合を除き、知的財産権保護の弱い国では基本的に資本関係の無

い企業に一方的なライセンス供与は行わない。 

○ 技術移転は、相手先（事業内容、契約の履行能力、技術レベル）、技術移転による自

社への影響、相手国・地域の状況の３つを勘案し、役員会で決定する。 
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○個別企業のみならずグループ企業全体で総合的な戦略を策定する。 

○ 海外展開は行うが、特定の技術については流出を可能な限り防止するよう合弁・ライ

センス契約段階から積極的な防止策を講じる。 

 

  ②海外への技術移転を念頭においた知的財産戦略に関する事項 

○ 知的財産権保護の弱い国に技術移転すれば流出のリスクは不可避であるとの認識に立

ち、国内では営業秘密として保護していたノウハウを、そのノウハウの根幹部分まで

知的財産権として保護を受けるよう積極的な権利化を行う。[ノウハウを積極的に権

利化して保護する戦略] 

○ 知的財産権保護の弱い国にも海外進出することを念頭においた上で、モノについては

積極的に権利化を行う一方、ノウハウ（製造技術や方法）については守秘するとの戦

略を立てている。［ノウハウを徹底的に秘密管理する戦略］ 

○ ノウハウは、あくまでも社内で厳格に管理することを基本とし、各国法制度上で営業

秘密として保護することが可能な場合には、確実な法的保護を得られるような営業秘

密管理戦略を構築する。[ノウハウを徹底的に秘密管理することを基本としつつ、状

況に応じて権利化による保護も行う戦略] 

○ 特許権等の権利は、移転する前に移転先国における登録を完了させるとともに、登録

が有効であることを常時確認するシステムを構築する。 

○ 技術評価・販売戦略のレビューに基づき、進出先国で実施した事項は何か、進出先国

の法制度に照らして実現可能性があるか、自社製品のマーケットがあるかなどを検討

し、その上で権利化するかどうかの判断を行う。 

○ ライセンシングは、グループ全体で統一的な方針を形成し、一貫性をもって行う。 

○ 現地語での出願について翻訳の質が知的財産権の権利の行使を大きく左右することを

前提に、上質な翻訳がなされているかを常にチェックする。 

 

③技術移転にあたっての良好なビジネス環境の創出に関する事項 
  －従業員との良好な関係の構築 
  －ビジネスパートナーとの良好な関係の構築 
  －現地政府（中央・地方）との良好な関係の構築 

 

 （２）製品（技術）毎の「技術移転の考え方及び技術流出防止計画」の明確化 

 （１）の基本的考え方を的確に実施するため、製品（技術）毎に有するノウハウ

領域などを整理・分析する。そのための手続き、手法及び判断基準を可能な限り明

確化しておくことにより、新製品（新技術）についても同様の基準で整理・分析す

ることも可能である。 

 製品（技術）毎の分析結果に基づき、当該製品（技術）毎に技術移転に関する基

本的考え方を整理するとともに、技術流出防止のための計画を明確化する。その後

も技術等外部環境の変化に適切に対応できるよう、考え方や計画を定期的に見直す。 
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 ［主な取り組み事例］   

  ○製品毎に、国別・投資形態別戦略を策定しマトリックス化して整理する。 
○ 技術の重要度をコア技術、慎重に考慮すべき技術、オープン化可能技術などのように

３段階に分類する。 

○ 全世界共通の基準で、素材・技術レベル別（他社対比の自社技術レベル）に整理した

マトリックス表を作成する。 

○ 整理した結果に基づき、重要な技術（製品）等については、ブラックボックス化の可

否等も踏まえ、各々技術供与、現地生産等の考え方を整理し計画として明確にする。 

○ 技術移転を行う・行わないという判断基準を設け、要素技術に加え、個々の製品毎に

分類する。 

○ 技術供与先との契約形態（合弁、子会社、技術援助等）、現地での事業実施範囲（販

売、製造、開発等）、現地の知的財産権保護の強さに応じて、供与範囲の考え方をき

め細かく策定する。 

○ 「情報セキュリティ管理基本規定」を策定し、全社共通の基本方針及び基本ルールを

策定。この規定にしたがって、技術を含む全ての情報を５段階に区分して管理する。 
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２．技術流出防止管理マニュアルの策定 
 

 
【ポイント】 

 ●技術流出防止基本方針に沿った意図せざる技術流出の防止を実現するため、下記

３．～７．に関する事項を盛り込んだ社内の管理マニュアルを策定すること 
 

 
【マニュアル策定の目的】 

  基本方針に基づいて技術流出防止のための手続きや判断基準等をマニュアル化し、

社内関係者で共有することにより、下記３．～７．を含む対策を適切に実施する。 
 
【マニュアル策定にあたって必要な作業例】 

  以下のような整理・分析を行った上でマニュアルを策定することが重要である。 

 （１）意図せざる技術流出の有無についての実態の分析 
 （２）自社における意図せざる技術流出の可能性のある形態の整理・分析 

 (例) 

 ①技術ライセンスや技術援助にまつわる技術流出 

 ②海外生産の開始・拡大を通じた技術流出 

   ③製造に必要な部品や材料に化体された技術流出 

     ④製造に必要な機械や設備に化体された技術流出 

     ⑤製造に必要な図面やノウハウの流出を通じた技術流出 

     ⑥ヒトを通じた技術流出 

     ⑦その他の要因による技術流出 

 （３）上記（２）の項目毎に技術流出の防止対策の整理 

 （４）国内及び海外事業所の特性に応じた留意事項の整理 
 
【管理マニュアルに含まれる内容例】 

 管理マニュアルにおいては、多くの従業員の認識を深めることができるよう、手続

的事項、管理体制や意思決定体制、各種判断・意思決定にあたっての大まかな基準、

現場レベルで行うべき具体的対策といった内容を含むべきである。例えば、以下のよ

うな事項が含まれ得る。 

○基本方針に関する事項 

○社内体制（役割分担・体制を含む）に関する事項 

○具体的な技術流出防止策に関する事項 

 14



・投資等の意思決定に関する事項 
 ・投資等契約上の留意点に関する事項 
 ・情報管理及び人材管理に関する事項 等 
○ 関連情報の収集・提供及び社内教育の実施に関する事項 

○ フォローアップに関する事項 
○ 組織の最高責任者による見直しに関する事項 
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３．技術流出防止のための社内組織体制の整備 
 

 
【ポイント】 
 ●技術出防止基本方針を円滑に実施するための社内組織体制を整備し、責任を明確

化すること。 
 

 
【社内組織体制整備の目的】 

 技術流出防止基本方針に沿った技術流出防止を実施するための社内の役割分担、権

限及び責任を明確化し、社内関係者各々の役割の自覚を促す。 
 
【社内組織体制整備のために必要な作業例】 

  例えば、以下のような作業を行った上で、社内体制整備を行うことが有効である。 
 ①現行体制の確認と問題点の抽出 
 ②技術移転の意思決定に至るまでの体制の検討 
 ③緊急事態（技術流出が発覚した場合等）に備えた体制の検討 
 ④事後的フォローアップ体制の検討 
 ⑤事後監査体制の検討 
 ⑥組織の最高責任者の関与方法を加えた社内全体を統合した体制の構築 
 
【社内組織体制整備の事例等】 

 社内組織体制の整備にあたっては、技術移転等技術流出の生ずるおそれのある行為

に関する意思決定のための体制整備と実際のノウハウ等管理のための体制整備につい

て、その特性に応じて各々検討することが必要である。 

 （１）組織体制整備にあたって確保すべき事項 

 以下は、体制整備にあたって、特に留意すべきと考えられる事項である。 

○組織の最高責任者の関与 

（会社の規模によって最高責任者の関与方法や役割は異なるが、少なくとも基本方針の決定

と見直しに関しては直接的関与が望まれる。） 
○責任者及び役割分担の明確化 

（責任者は、社内総括レベル・各部及び事業所レベルにおいて必要とされる。） 
○個別の技術移転等の審査に至る意思決定プロセスの明確化 
○十分なフォローアップ体制の徹底 

  ○技術流出が発覚した場合の緊急対応体制の整備（現地法人との連携を含む） 
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 （２）技術流出のおそれのある行為をとる場合（技術移転を含む）の意思決定のため

の組織体制の整備 

   各社において整備することが望まれる組織体制は、以下の２つの方式に大別でき

るが、各社においては、会社の規模、取り扱い製品の特性及び現行組織体制に応じ

て検討する必要がある。 

  ① 本社決裁方式（中央集中型意思決定方式） 
 最終決裁は組織の最高責任者又は最高責任者の意向を反映可能な合議体（社内

の技術移転委員会等）等で行う。統一的な意思決定を確保する上で優れている方

式と評価できる。 

  ［主な取り組み事例］ 

○ 知的財産保護の弱い国等については、個々のプロジェクト毎に、供与する技術・ノウ

ハウの範囲を事前に詳細に技術担当役員が決定し、そのライン以上は相手方からどの

ような要請があっても供与しない。 

○ 海外に供与する技術に係る基本方針は、技術担当役員の会議で決定することによ    

り、全社的に統一性のとれた判断を行う仕組みを採用している。 

○ 海外移転も含め難しい案件は、常務以上のコーポレートメンバーで構成される経    

営会議で、議論・決裁する。 

○ 知的財産戦略は、組織、活動形態、意思決定の命令形態に至るまで経営戦略と密    

着したものとなっており、知的財産を扱う部署は社長直轄となっている。 

○ 第三者の調査機関等を活用し、合弁相手や技術移転相手に関する調査を十分に行った

上で、本社で最終判断を行う。 

○ 技術移転については、相手国、相手先（相手委先の事業内容・契約履行能力・技術レ

ベル）及び技術移転に伴う自社への影響に関する資料を作成し、役員会で決裁する。

重要な技術は社長が決裁する。 

○ 全世界のライセンスは、各事業品部の知的財産担当者と連携しつつ、かつ子会社も含

めて、本社（知的財産部）がコントロールする。 

○ 知的財産保護の弱い国等に対しては、各事業部のみで勝手に判断してはいけないとい

う指令がトップから出ている。 

② 事業部（カンパニー）決裁方式（分権的意思決定方式） 
 各事業部や各カンパニーレベルで意思決定を行う。基本方針・基本計画が明確

化されており、責任者間で問題意識が共有されている場合に効率的な方式と評価

できる。 

  ［主な取り組み事例］ 

○ 技術移転のリスク評価には全社的な担当者を置いたが、最終決定権はカンパニーレベ

ルで有している。 

○ 投資判断や技術供与は基本的には各事業部の判断が優先されるが、複数の事業部の利

害が対立する場合には、知的財産部が事業部間の利害対立等を避けるため調整する。 
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 （３）上記（２）の意思決定に基づき実際にノウハウ等を管理するための組織体制整

備 

    ノウハウ等の実際の管理は、極めて技術的・専門的であるため、各事業部（カン

パニー）レベルでの管理を行っていることが一般的である。 

   しかし、特に重要なノウハウ等については、組織の最高責任者がその有用性を認

識し、実際の管理状況についてもこれを把握しておくことが望ましい。 
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４．事業活動を行う上での具体的対策の強化 
 

 
【ポイント】 
 
 ●国境を超えた意図せざる技術流出を防止するため、投資等社内意思決定時、契約締

結時から事業活動期間全般にわたり、国内において最大限可能な対策を講じること。 

 ●加えて、ライセンス契約や現地生産の実施等により海外で事業活動を行う場合にも、提

供された技術情報の適切な管理等を通じ、事業所外への技術流出を防止するための

対策を講じること。 
 

 
【具体的対策強化の目的】 

  技術流出防止基本方針等に基づいて講じる技術流出防止のための対策について、そ

の内容を具体的に実施・運用することを通じ、意図せざる技術流出が生じるリスクを

低減する。 
  
【具体的対策を検討する上で必要な作業例】 

 例えば、以下のような作業を行った上で、国内での対策と海外での対策を連携させ

つつ、両社連携した対策を検討することが必要である。 

①現在の対策の確認と評価 
②意思決定段階における投資など技術流出のおそれのある行為形態毎に留意事項の   

 整理 

③合弁契約やライセンス契約等技術供与に関する契約段階での留意事項の整理 

 ④海外に技術供与した以降の留意事項の整理 
 ⑤技術移転先国の知的財産関係法令等を分析した上での対策の検討 

 
【具体的対策の例】 

 日米欧の企業の先進的な取り組み事例を参考として、特に、対策についての蓄積が

進んでいる米国等における考え方も参照しつつ、具体的対策を例示するものである。

ここで例示する具体的対策は、契約段階など技術供与前に十分な事前対策を講じるこ

と、技術供与後に事前対策の実効性を事後的に確認することが柱となる。すなわち、

技術流出をいかに未然に防止するかという視点からの対策を盛り込んでいる。このた

め、技術流出発覚後には、これへの対処は極めて重要である6が、その対処方法は原

則対象としていない点に留意する必要がある。 

 
                                           
6 技術流出が発覚した場合、可能であれば法的手段に訴えることをはじめとして厳格に対応するこ

とが企業の知的財産管理に対する姿勢を対外的に明確にすることにつながり、将来の技術流出の抑

止効果につながることなどが指摘されている。 
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１． 良好なビジネス環境の創出を図るための留意事項  

 トラブルが発生する前に、従業員、ビジネス・パートナー、現地政府等との良好

な関係の構築を図ることが重要である。 

 

２．技術ライセンスや技術援助にまつわる技術流出を防止するための留意事項 

  （１）投資/ライセンス/技術供与等の意思決定時における対策 
 日本企業は、欧米企業に比して、現地の弁護士・会計士等の専門家を活用した

現地企業の事前調査が不十分との指摘もあり、技術供与先の資本関係・経営状

況・技術能力などの事前調査を強化することが有効である。 

 加えて、技術供与にあたっては、流出が生じても影響の小さい技術の提供から

開始し、段階を経て提携を行っている例がある。 

  （２）上記に係る契約を行う際の留意事項 

 契約内容は、様々な外的要因により、変更せざるを得ないものであるが、事前

にモデル契約書やチェックリストを策定しておくことで、重要なポイントについ

て見落とすことなく契約交渉を進めることが可能となる。なお、正文を一言語

（例えば英語）に限定しておくことも解釈の余地、翻訳の問題を小さくするため

に有効である。 

 加えて、技術流出が生じた場合に適切な法的な手段を講じることができるよう、

目的外利用の禁止、サブライセンスの禁止や営業秘密管理の徹底などの主要な事

項を契約書に明記しておくことが流出を未然に防止する視点からも重要である。

非公開で専門家の判断が得られる仲裁制度の活用に係る規定を予め契約に含める

ことも検討すべきである。一方で、相手方企業から提訴を受けた場合に備え、契

約面においてはグレーにしておき、個々の問題が生じた場合に事情に応じて弾力

的に対処する方が望ましいと考える企業もある。 

 また、事前に技術流出防止基本方針を策定しても、契約交渉において安易に妥

協を重ねた場合には、当初の意図を超えた技術流出につながりかねない。個々の

交渉に応じて柔軟な対応は必要ではあるが、妥協できない部分を社内において予

め明確にしておき組織の最高責任者や契約交渉者間の共通認識を醸成しておくこ

とも有益である。 

  （３）契約の事後管理の徹底 

  契約の遵守状況を確認することが、契約の実効性を確保するためには不可欠で

ある。設備のメンテナンスの機会などを活用し、契約に盛り込んだ技術流出防止

に関する条項の実施状況を確認することも重要である。 
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３．海外生産の開始・拡大に伴う技術流出防止のための留意事項 

（１）文書情報などの管理の徹底 

 現地工場等においても、国内での文書管理と同様の文書管理を行うことが重要

である。営業秘密管理指針や情報セキュリティーマメジメントの規格なども参考

にしつつ、ノウハウ等の厳格な管理を現地においても徹底することが重要である。 

  （２）技術指導（研修生受入れや指導者の派遣）における対策 

 技術指導にあたっては、研修生の受入れに際して一定期間の退職防止に関する

契約を締結するなどの契約を活用した防止策を講じるとともに、その実効性を高

めるためにも違反行為が発覚した場合には違反者を提訴する等の対策の例がある。

また、技術指導者に対し技術指導の内容を予め明確にしておき、それ以上の技術

指導を行わないなどの指導者教育を通じた対策などを講じることも検討されるべ

きである。 

     （３）部品メーカー・材料メーカーに関連する対策 

 部品や材料メーカーの場合には、納入先から海外での現地生産を要請されると

いったケースも少なくないため、この点にも配慮した上で、現地生産の是非の判

断や現地生産を行う場合の製造ノウハウの全体像を把握できないようなブラック

ボックス化の工夫等を考慮しておくことも重要である。 

 また、最終製品等のメーカーにおいても、部品メーカーや材料メーカーの現地

生産に伴い、最終製品等の製造に係るノウハウが流出する危険性もある。その可

能性を踏まえ、以下４．から８．の対策を検討することが重要である。 

 

４．製造に必要な部品や材料に化体された技術の流出を防止するための留意事項 
 

 コアとなる部品・材料に関する情報については、自社において営業秘密等として

管理し情報へのアクセスを制限すること等により管理を徹底することが必要である。   

 加えて、取引先や子会社など他社からの技術流出を防止するため、重要な材料等

については契約上の手当を講じることも検討すべきである。 

 

５．製造に必要な機械や設備に化体された技術の流出を防止するための留意事項 
  

 製造設備等が自社の管理下にあるか、取引先等の管理下にあるかによって、対策

は異なるが、製造設備等が自社の重要製品（技術）のコアとなるような場合には、

可能な限り事前対策を講じておくことが望ましい。例えば、資本関係等のある関係

会社で設備の生産を行うこと、製造設備等製造企業との契約等を活用し製造設備の

移転や輸出に関する自社の関与を増やすこと及び機密保持義務等一定の制約を課す
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こと等を実現するとの考え方も重要である。 

加えて、現地での製造設備のメンテナンス等の実施にあたっても、ノウハウが流

出しないよう事後的な対策も講じるべきである。 

 

６．製造に必要な図面やノウハウの流出を通じた技術流出を防止するための留意

事項 
  図面や文書化されたノウハウの流出防止については、重要なノウハウを安易に文

書に表示しないように配慮するとともに、図面や書類上ノウハウが記載されている

場合には営業秘密等として厳格に管理することが必要である。 

 取引先等他社が同様の書類等を保有している場合には、自社と同様の取り扱いを

行うよう契約等で明記することも重要である。 

 

７．ヒトを通じた技術流出を防止するための留意事項 

 ヒトに着目した対策については、多くの企業が、国内及び進出国における採用時

や退職時の契約において、重要なノウハウ等についての守秘義務を課し、違反した

場合にはペナルティー条件を課す等の手当てを行うとともに、契約違反があった場

合には厳格に追及することに抑止効果を見いだしている。しかし、このような対策

を講じるにあたっては、退職者等との契約において守秘義務の範囲を限定し明確化

する等して、退職者等の円滑な再就職や職業選択の自由に十分配慮することが必要

である。 

 また、ヒトの頭の中に入っている文書化されていないノウハウ等は企業にとって

実質的に管理不可能であることから、そもそも、重要なノウハウを有する従業員等

の転職を極力防止するために、従業員に対するインセンティブ付与的なアプローチ

を組み合わせる手法が、欧米企業のベスト・プラクティスとして指摘されている。 

 

８．その他の要因による技術流出を防止するための留意事項 

（１）製品のリバースエンジニアリングや形状模倣による技術流出を防止するため

の留意事項 

  欧米の先進的企業においては、技術流出を防止するためブラックボックス的手

法を講じることが通例であるとの指摘がある。ブラックボックス的手法には、a)

製造プロセスやノウハウの全体の把握を防止するためのブラックボックス化と

b)供与した製品･部品･製造設備のみで容易に最終製品を製造させないブラック

ボックス化（高度な技術を駆使し技術面でのリバースエンジニアを困難にするア

プローチ及びリバースエンジニアで製造するには分解･再製に膨大なコストがか

かるようにするアプローチを含む）の双方を含んでいるが、製品等の特性に応じ
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て、実施可能な方策を検討することが重要である。 

    
（２）工場レイアウト、生産プロセス、研究施設等を第三者に開示することによる 

  技術流出を防止するための留意事項 

 施設内への立入りの場面においても、技術が流出する可能性が指摘されており、

重要と思われる場所を中心として関係者以外の立ち入りを禁止・制限する等の適

切な対策を講じることが必要である。 

     
  （３）研究開発にともなって生じる技術流出を防止するための留意事項 

 生産段階の国際化のみならず、研究開発段階から海外研究者等と共同で行う

ケースも増加しており、今後、研究開発段階における技術流出の防止にも留意す

ることがますます重要になると考えられる。 

 海外における共同研究などにあたっては、共同研究相手との間で秘密保持契約

を徹底するとともに、共同研究の結果得られた知的財産権やノウハウの帰属を契

約上明確化することにも留意する必要がある。また、国内における大学・研究機

関等との共同研究にあたっては、大学・研究機関等において国内外の競合企業等

からの研究生等を多く受け入れている場合もあることにも留意しつつ、守秘義務

の内容・範囲を契約で明確化しておくことが求められる7。加えて、共同研究相

手機関のみならず、研究員や学生との間での守秘義務契約等を締結しておくこと

も重要である。 

                                           
7 日本の大学等との共同研究開発を契約するにあたっては、文部科学省通達で示された共同研究契

約書のひな形や総合科学技術会議の提言を受け検討が予定されている大学における秘密管理保護の

ための対策の強化策等の状況にも考慮する必要がある。 
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５．関連情報の収集・提供及び社内教育の実施 
 

 
【ポイント】 

●技術流出防止管理を有効かつ円滑に実施するため、技術流出防止基本方針及び管

理マニュアル等必要な情報を社内関係者に適切に提供するとともに、関係者に対

する社内教育を実施すること。加えて、関係者からの関連する情報及び要望を随

時受け付けるような手当を行うこと。 
 

 
【関連情報の収集・提供及び社内教育強化の目的】 

 管理を実際に行う者は、あくまで社内の人材であるため、これらの者に対し適切な

情報の提供及び社内教育を行うことは、幹部及び従業員の意識の向上を通じ管理メカ

ニズムを実質的に機能させるための前提となる。また、現場からの適切な情報及び要

望等を収集することは、従業員の積極的参画を実現するとともに管理者と現場とのコ

ミュニケーションを通じた管理の実効性向上に資するものである。 
 
【関連情報の収集・提供及び社内教育強化のために必要な作業例】 

 例えば、以下のような作業を行った上で、社内教育及び普及策を実施することが重

要である8。 

 ①社内教育のためのシステムの構築及び教育内容の検討 

 ②教育に関連する人材育成策の検討 
 ③関連情報について、その内容に応じた提供先及び普及策の検討 

 
【関連情報の収集・提供及び社内教育強化のための具体的な手法】 

（１）広報活動及び教育活動の実施 

 技術流出防止に関する事項の普及にあたっては、社内広報活動と教育活動の両方を

連携させて実施していくことが有効と思われる。 

  ①広報活動 
   ○社内報への掲載 

   ［例］経営幹部向けにニュースレター（知財ニュース）を発行し、重要な知的財産権の   

      情報を提供している。 
   ○社内説明会の開催 

                                           
8 教育や普及活動を実施するにあたっては、対象情報をどこまで普及するかについても検討する必

要がある。手続的な情報については、関与する従業員が可能な限り広く共通の情報を有しているこ

とが必要である反面、戦略的な情報については、営業秘密として厳格に管理すべきとの視点から情

報への接触を限定的にすべきとの考え方もある。この点にも留意して、検討を進める必要がある。 
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   ○成功事例集・失敗事例集等の作成と普及 
   ［例］失敗事例集を作成して、社内で経験を共有することを通じ、同様の事例の再発を     

      防止している。 

 

   ②教育活動 
 ○研修の実施 

 ［例］情報管理のあり方については、多くの者に普及することが重要であるため、CD-    

    ROM を用いた e-ラーニングも活用した研修を実施している。 

 ［例］欧米企業では、進出先国の知財部において企業内研修を実施している例がある。 

 ［例］知財に関連する人材は、国内外の法制度等について専門的な知識が必要とされる 

    ため、海外特許事務所への研修や国内の夜間大学への研修等を行っている。 

［例］知的財産権やノウハウなどの重要性を普及するため、経営幹部向けの研修を開始  

   している。 

 

 （２）情報収集のための手続等の整備 

 従業員から技術流出防止に関する関連情報や要望を受け付け、文書化等を通じこ

れを共有の情報とし、対応するための手順を構築することが重要である。この手順

に、必要に応じ、関係者との対話を通じ問題解決策を検討する機会を盛り込むこと

も有益である。 

また、販売店等のビジネス・パートナーや、外部調査会社等、外部からの情報

を収集・活用することを検討することも重要である。 
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６．フォローアップの徹底 
 

 
【ポイント】 

 ●①技術移転後の管理状況の確認、②管理状況等の社内監査等を通じ、技術流出の有

無や管理体制の機能状況について日常的・定期的に点検する等適切なフォローアップ

を行うこと。 
 

 
【フォローアップの目的】 

 フォローアップ体制を整備し、日常的・定期的に十分な事後管理等（点検・是正措

置を含む）を行うことを通じ、早期に問題点を発見することが可能となる。このよう

な活動は、より有効かつ実効的なメカニズムを構築し及び適切な運用が行えるような

システムを構築するための基礎となる。 
 
【フォローアップのために必要な作業例】 

 以下の作業等を通じ、既に述べた各種対策について、日常的及び定期的に「実施状

況や管理状況を監査する(check)」ことが求められる。 

 ①個別ケースの意思決定プロセスの評価 
 ②技術移転を実施したケースにおいては事後管理状況の確認 
 ③緊急事態が生じた場合にはその対処方法の確認 
 ④適切な対策を講じる上での障害となった事項の整理 
 ⑤監査項目・監査方法の検討 
  

  
【フォローアップに関連する具体的事例】 
 （１）フォローアップの実施 

 技術流出防止のために実施した意思決定及び具体的対策について、その手続き及

び効果の両面からフォローアップを行うことが有益である。フォローアップを行う

者及びその頻度については、個々の企業の状況に応じて柔軟に決定可能であるが、

事前にルール化しておくことが望ましい。 

  ①意思決定状況の確認 
○ 個々の技術移転判断について、基本方針と整合的に実施されたか否かについて

確認する。 

○ 意思決定の経緯について事前に文書化しておくことを通じ、事後審査を容易化

するなどの工夫も検討する。 

  ②事後管理状況の確認 
○ 技術移転を実施したケースにおいては、その結果意図せざる技術流出が生じて

いないかについて確認することが必要である。 
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○ 事後管理を円滑に行うためには、以下のような方策も有効である。 

・現地進出先との協力体制の確立 
   ・製造設備の定期的なメンテナンスを活用した事後管理の徹底 
   ・国内から納入するキーパーツ納入状況と現地工場からの出荷量との関連の分析 

 
 （２）定期的監査 

○ 上記（１）に基づく管理状況の確認等日常的な点検に加え、社内で指定された

独立した組織により、定期的な（年に１回以上の）監査等社内統一的に実施する

ことが有益である。 

○ このような監査に携わる人材に対しては、必要な知見を付与するための研修を

実施すること等が求められる。 
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７．組織の最高責任者による見直し 
 

 
【ポイント】 

 ●組織の最高責任者が関与して、上記５．の情報収集の結果や６．の監査の結果などを

ベースにして、点検結果を基本方針・マニュアル等に反映すること。 
 

 
【組織の最高責任者による見直しの目的】 

 組織の最高責任者が自らフォローアップの成果を吟味することにより、フォロー

アップの結果を適切に基本方針などにフィードバックすることが可能となり、社内一

体となった継続的な「意図せざる技術流出防止対策」強化の実現に資する。 
 
【組織の最高責任者による見直しを実施するために必要な作業例】 

 以下の作業等を通じ、「方針等を見直す（act）」ことが求められる。 

①定期的監査結果等の組織の最高責任者への報告方法の検討 

 ②レビューを通じた問題点の抽出方法の検討 

 ③レビュー結果の基本方針等への反映方法の検討 
 

【組織の最高責任者による見直しに関連する具体的事例】 
 （１）レビュー 

○ ６．の定期的な監査結果を基に、組織の最高責任者が関与してレビューを実施

することが重要である。 

○ 当該レビューには、以下の内容も含まれ得る。 
 ・レビューの結果顕在化した問題点について整理・分析し、個々の問題点につい  

  ての解決方法を検討する。 

・技術戦略や経営戦略上有効に機能しているか否かについてもレビューし、技術   
 流出防止施策全般の有効性を評価する。 

 

 （２）基本方針等の見直し 
○ 上記レビューの結果を踏まえ、組織の最高責任者が関与して定期的に技術流出

防止基本方針、組織体制及び管理マニュアルを定期的に見直す。 

 
 （３）その他 

○ 適切な技術移転・ノウハウ管理の障害となっている事項が、相手国の法制度や

運用に起因する場合には、日本政府への情報提供を行い、日本政府等を通じ相手

国政府等に対し、制度・運用の改善や適切な技術移転のための協力を要請する。 
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はじめに 
 
 本参考資料は、平成 15 年 3 月に公表した「技術流出防止指針～意図せざる技術流出

の防止のために～」の策定にあたって収集した企業の事例に基づき、「意図せざる技術

流出が発生する主なパターン」の具体的事例を整理するとともに、戦略的対応が進んで

いる欧米の対策も参考にしつつ、「事業活動を行う上での具体的対策」をまとめたもの

である。  
 いずれも、今後、各企業において、意図せざる技術流出防止に係る具体的な対策を検

討する上での参考として提示するものであり、各企業において、自社にとって参考とな

り得る事例を抽出して活用していくことが期待される。 
 
 なお、本資料に記載した事例以外にも、さまざまな事例や対策が存在すると考えられ

ること、今後の知的財産制度・運用を含む環境の変化を含めて必要とされる対策が変化

していくことが見込まれることから、今後とも事例や対策の内容を一層充実させていく

ことが有益である。このため、関連する各種情報については、経済産業省経済産業政策

局知的財産政策室(電子メールアドレス：qqcdbd@meti.go.jp)に御連絡いただくよう併せてお

願いしたい。 
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                                  【参考１】 
 

意図せざる技術流出が発生する主なパターン（参考事例） 
 
 以下は、内外の企業や有識者等のヒアリングや報道を通じて顕在化した事例について

列挙したものであり、企業が意図せざる技術流出の防止のための対策を講じるにあたっ

ての基礎情報として活用することを念頭においたものである。あくまでも企業の意図に

反して又は想定した意図を超えて海外において技術流出が発生したという事実のみに着

目し整理した資料であり、各事例についての責任の所在等について何ら評価を加えたも

のではない点に留意する必要がある。 
 

１．技術ライセンスや技術援助にまつわる技術の流出 

 （１）事前の調査や契約内容が不十分であることなどに起因する技術流出の事例 

○ 設計図面の管理・所有権が契約上明確でなかったために、知的財産保護の弱い

国において技術流出を招いてしまった。 
○ 契約についてライセンス先の説明する法制度・慣行を鵜呑みにしたため、とる

ことのできた対応策（例：ライセンシーは第三者に対する賠償責任を負わない、

契約書は英文を正本とする等）を契約内容に盛り込むことができず、自社が当初

意図した技術を超えて技術が活用されてしまった。 
○ 海外企業とのライセンス契約の中で技術提供範囲を明確にしていなかったため、

必要以上の技術情報の提供を求められ、応じなければならなくなった。 

 （２）契約自体は適切であっても、事後的な管理が不十分であることに起因する技術

流出の事例 

○ ライセンスの十分な対価が得られる見込みであったために海外のライセンス先

の管理・監督の営業上の必要性が低く、実際にこれを怠ったところ、ライセンス

先による意匠権侵害やライセンス先からの技術流出を招いた。 

○ ライセンス契約では、第三国に輸出する場合は事前に協議すると定めたにもか

かわらず、ライセンシーが事前協議もなく第三国市場に輸出し低価格販売を行っ

たため、当該市場での販売について自社の総代理店契約をしている会社から損害

賠償を請求された。 

○ サブライセンスを契約で禁止していたが、知的財産保護の弱い地域における合

弁相手の監督を怠ったところ、合弁相手の企業から別の当該国企業にサブライセ

ンスされて被害を受けた。 

○ サブライセンスを契約で禁止していたにもかかわらず、海外の合弁パートナー

が知的財産保護が弱い地域に単独で進出した際、日本側から供与した技術をその

まま（潜在的なライバルである）進出先国側に渡してしまった。 
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○ 海外の合弁相手に関する事後管理が不十分であったために、合弁相手が無断で

親会社に設備を販売し、親会社が別の新会社にサブライセンスを実施するなどの

契約違反の行為を行った。 

○ 海外のライセンシーが契約製品の製造の一部を下請けに出す場合は、下請け先

に対して機密保持義務を課すとともに、開示する技術を限定するようにライセン

ス契約で義務づけたが、ライセンシーによる機密管理と下請け先に対する指導が

不十分で、下請け先からの技術流出を招いた。 
 

２．海外生産の開始・拡大にともなう技術流出 
 （１）契約交渉において当初の意図を超えた技術提供を余儀なくされた事例 

○ 進出時に最先端の技術を導入することを相手国政府から強く求められ、十分な

影響調査を行わないうちに、妥協して同技術の提供を行ってしまった。 

○ 当該製品に関する技術移転の方針を事前に社内で明確にしていなかったため、

交渉相手から競合する欧米企業との比較を持ち出され、短期間で当該技術を供与

することを判断してしまった。 

 （２）事後的な管理が不十分だったことに伴う技術流出の事例 

○ 合弁会社の工場の夜間や休日の管理を十分に行わなかったために、こうした時

間に契約外の製品などを製造・横流しする等の被害を引き起こしている疑いがあ

る。 

 （３）技術指導に伴う技術流出の事例 

○ 現地法人を立ち上げるに際し、従業員を日本で研修させたところ、現地の同業

他社に転職してしまった。 

○ 現地生産工場に日本から技術者を派遣する際、部分的なノウハウを有する者で

はなく、技術の全体像が分かる者の派遣を求められ、断りきれなかった。 

○ 指導者に指導内容を予め明確に特定して示していなかったため、契約上の範囲

を超えて重要なノウハウに関する事項まで指導してしまった。 

 （４）ユーザー企業の海外展開を後追いした現地生産に伴う技術流出の事例 

○ 部品の製造プロセス自体に様々な技術・ノウハウがあるにもかかわらず、納入

先からの強い進出要請により、現地生産の是非の判断や現地生産を行う場合の製

造ノウハウを管理するための対策が不十分なまま、現地生産に踏み切り、技術流

出が生じてしまった。 

 

３．製造に必要な部品や材料に化体された技術流出 

○ 材料管理が不十分であったため、技術指導先の企業から受け入れた研修生が生

産現場における使用材料のメーカー、品番をこっそり見てメモし、後で、当該

メーカーに同じ材料を発注した。 
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○ 製品製造に不可欠なコア材料の生産について、自社は日本に残し、海外には販

売しない予定である。しかし、コア材料のみを製造するメーカーは、当該材料の

戦略性に十分に配慮せずに海外でそれを販売しているが、当該行為を制限できな

いため、海外において同製品の製造を可能としてしまった。 

○ 同一社内のキーパーツの事業部門と最終製品事業部門との連携が不十分であっ

たために、キーパーツを知的財産保護の弱い国に多数輸出した結果、最終製品の

模倣品製造・販売を助長した。 

○ 最終製品のメンテナンスを軽視したため、修理部品を製造する現地部品工場が

関与して最終製品（模倣品）が製造された。 

 

４．製造に必要な機械や設備に化体された技術流出 

（１）自社が直接関与して製造設備等を供与して生じた技術流出の事例 

○ 相手企業の求めに応じて技術指導する際、相手は機械メーカーではないため油

断し、自社と同じ機械を導入させたところ、当該企業に出入りする現地の機械

メーカーが模倣品を製造し、極めて低価格で他国で販売しているという予想を超

えた流出が起きていることが判明した。 

○ 製造設備を供与した企業が倒産し、別会社がその設備を買収し、新たに事業を  
起こそうとした。供与先が倒産した場合の対応を全く想定していなかったため、

その時になって技術流出が起きるのではないかと慌てた。 

○ 近年では機械に技術ノウハウが埋め込まれていることも多く、機械を販売した

相手先から技術ノウハウが流出したり、相手国において製造機械の模倣品が多数

製造されている。 

（２）他社の関与により製造設備等に化体された技術が流出した事例 

○ 製造装置のパラメータ情報を同装置を製作する装置メーカーに渡していたとこ

ろ、同メーカーが類似の装置を販売する際に、信義則に反して、同パラメーター

情報が流出した。 

○ 他社が最先端製品の海外生産を率先して行ったところ、製造装置に含まれる重

要な情報やノウハウ等の管理が不十分であること等により当該製品の製造技術が

流出した。 

○ ノウハウが集約されている設備や主要部品を複数のメーカーに分散して発注し

ていたが、それぞれのメーカーから特定国に流出し、結果として当該製品技術全

体が移転したと同様の結果に至った。 

○ 自社が製造設備の販売を控えても、日本の他社や欧州の企業が競って、知的財

産保護の弱い国に十分なノウハウの流出防止の手当てをしないまま製造設備の輸

出を行っている。 
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５．製造に必要な図面やノウハウの流出を通じた技術流出 

 （１）自社の管理下にある図面・ノウハウなどを通じた技術流出の事例 

○ 現地子会社の技術者が図面を持ち出した。 

○ 現地子会社の従業員が毎早朝出社してコピーにより文書を持ち出した。 

○ ３次元ＣＡＤ等の電子媒体の形態により図面に関する情報が管理されているこ

とから、情報管理の徹底していない企業・従業員への安易な送信や、現地の従業

員が勝手にコピーしたり、他へ転送してしまったりすることにより、技術流出を

招いた例がある。 

○ 海外の合弁企業に対し、生産する製品の図面を供与する旨の技術移転契約を締

結したが、契約上は当該製品を生産するために必要不可欠な最低限の図面情報を

供与するだけで良かったところ、既存の図面をそのまま使用したため、図面上に

詳述していた試験方法等開発ノウハウに係るものまで供与してしまった。 

 （２）自社の取引相手等の管理下にある図面・ノウハウなどを通じた技術流出の事例 

○ 知的財産保護の弱い国のＯＥＭ先企業に提供する金型や図面からノウハウが流

出していた可能性がある。 

○ 金型製作を依頼した知的財産保護の弱い国の中小金型企業経由で情報が漏洩し

た。 

○ 金型メーカーのノウハウが含まれた図面を、メンテナンスのためという理由で

守秘義務契約を結ぶことなくユーザー企業に提出させられた後、当該ユーザー企

業から海外の金型メーカーに流出した。 

○ 知的財産保護の弱い国に進出している日系メーカーから部品の見積もりを求め

られ、日系であったので信頼して試験データ等開発ノウハウを含む図面情報を提

出したが、結局採用されず、安く製造するローカルメーカーに図面を横流しされ

た。 

○ 海外の代理店に供与した真贋判定のノウハウ情報が、模倣品製造企業に横流し

され、流出した。 

○ コスト削減のため、コンピューター・シミュレーション等の開発工程の一部を

知的財産保護の弱い国の企業に委託したところ、委託契約においてソフトウェア

の取り扱いについて不明確であったこともあり、そこからソフトウェアの流出が

起きた。 
 

６．ヒトを通じた技術流出 

 （１）日本国内の技術者などを通じた技術流出の事例 

○ 企業の技術者が週末に知的財産保護の弱い国の（潜在的）ライバル企業に技術

支援した。 
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○ 元従業員が知的財産保護の弱い国の（潜在的）ライバル企業に就職してノウハ

ウを付与していたという指摘がある。 

 （２）進出先国の自社従業員などを通じた技術流出の事例 

○ 現地子会社の技術者が図面を持ち出した。（再掲） 

○ 現地子会社の従業員が毎早朝出社してコピーにより文書を持ち出した。（再掲） 

○ 金型の模倣品被害を受け、原因を追跡すると必ず元従業員や元代理店が関与し

ている。 

○ 合弁企業のスタッフが現地の同業他社に転職したが、秘密情報の範囲や取り扱

いについて企業と退職者との間で十分に合意ができていなかったこと等により、

技術流出を招いていることがある。 

 （３）進出先国の自社の取引相手等の従業員などを通じた技術流出の事例 

○ 自社のコア技術の１つを複数企業にライセンスし、ライセンス先単独での製作

が不可能な製造装置を供与し製造ノウハウも開示したところ、ライセンス契約時

の想定を大幅に超える技術レベルに達したライセンス先の管理職が自らの会社を

作り、製造装置を自作して低価格で模倣品の販売を開始したが、有効な法的対抗

措置はとれなかった。 
 

７．その他の要因による技術流出 

（１）製品のリバースエンジニアリング防止策などをはじめとする全社的な統一方針や

対策が不足していたことに伴う技術流出の事例1 

○ 同一社内のキーパーツの事業部門と最終製品事業部門との連携が不十分であっ

たために、キーパーツを知的財産保護の弱い国に多数輸出した結果、最終製品の

模倣品製造・販売を助長した。（再掲） 

○ 知的財産保護の弱い国における技術管理の観点を十分考慮せずに作成した展示

会におけるカタログなどに記載された詳細な製品情報を通じて技術の流出が生じ

ている。 

○ リバースエンジニアの困難化の考慮を欠いたサンプルや製品が分解されて成型

品から金型が作成され、模倣品が製造された。 

○ ドキュメンツ販売契約時に、技術管理の観点を十分反映せずに「商業生産に応

じてロイヤリティー収入を得る」と定めたため、ロイヤリティー収入を確保する

ためライセンス先の商業生産を支援せざるを得ず、当初契約外の技術者派遣によ

るノウハウなどの指導を行わざるを得なかった。 

                                           
1 リバースエンジニア行為自体は、合法的な活動であるが、特に重要な技術については、このよう

な行為を通じての意図せざる技術流出についての認識を高めるために特記しているものである。 
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（２）工場レイアウト、生産プロセス、研究施設などの第三者への開示に伴う技術流出

事例 

○ 海外からの調達を推進している取引先から工場見学等を求められ、営業上の観

点から余儀なく見学を認めたところ、その際に製造ノウハウのメモをとられ、当

該情報が海外競合企業に流出し、その後受注減を招いた。 

 

（３）大学・公的研究機関等との共同研究等（産学共同研究等）に伴って生じる技術   

   流出事例 

○ 産学共同研究において、共同研究の相手方（大学・公的研究機関等）と事前に

具体的な秘密保持についての契約を締結していなかったため、同相手方の不注意

から技術情報が漏洩し、海外の競合企業に流出した。 

○ 産学共同研究において、共同研究の相手方が研究に携わる研究員・学生に秘密

保持義務等を課していなかったため、海外から来ている研究員・学生を通じて技

術情報が海外企業に流出した。 
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【参考２】 

 

事業活動を行う上での具体的対策について（参考事例） 
 
 以下は、技術流出防止指針のⅢ．４．「事業活動を行う上での具体的対策の強

化」の内容を補足するため、先進的な企業の取り組み事例等を参考に具体的な対策

例を提示したものである。特に、米国等においては、戦略的な対応を行っている企

業が多く、対策についての蓄積も進んでいることから、下記においても参照してい

る。各企業においては、業種や企業規模等も考慮して、自社にとって参考となり得

る部分を抽出して活用していくことが期待される。 

 

１． 良好なビジネス環境の創出のための留意事項 

（１）従業員との良好な関係の構築 
［例］海外従業員の会社への忠誠心向上のため、他社に比べて良い条件で待遇することが 

   米国企業を中心に見られる取り組みである。 

（２）ビジネス・パートナーとの良好な関係の構築 
［例］海外における自社製品のユーザー企業と良好な関係を構築し、ユーザー企業の自社 

   への忠誠心を高めることにより、技術流出に係るモニタリングも容易になっている。 

（３）現地政府（中央政府・地方政府）との良好な関係の構築 
［例］投資を行う前から複数の駐在員事務所を設置し、関係構築を図ることが、将来の投 

   資の成功につながる。 

   ［例］ある米国企業では、知財・技術保護において現地政府の協力を得るため、意識的     

に、環境等他の分野においても現地政府との良好な関係の維持を図っている。 

 

２．技術ライセンスや技術援助にまつわる技術流出を防止するための留意事項2 

  （１）投資/ライセンス/技術供与等の意思決定時における対策 
 ○現地の専門家を活用した合弁・ライセンス相手先等の十分な事前調査3 

                                           
2 米国の専門家は、「現地の専門家を活用した合弁・ライセンス相手先等の十分な事前調査」「合弁

契約書における第三者への技術移転の禁止の確保」等が重要であると指摘している。 
3 専門家によれば、契約前の事前調査としては「技術供与、知的財産権法、ライセンス等に関する

法制度の調査」、「相手方会社の調査」、「交渉段階・契約締結準備段階での機密保持契約」が重要で

ある。 
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  ［例］海外生産すれば技術はコピーされたり流出するリスクが高いことを前提に、流出し   

   て本当に困る技術は知的財産権保護の弱い地域には持っていかない。 

 ［例］ライセンスは、子会社や出資関係にある関係会社への供与が大半であり、全くの第

三者へのライセンスはほとんど行っていない。 
    ［例］契約先と段階的なステップ（ライセンス供与→合弁）を踏んで信頼関係を構築した

上で重要な技術供与を行うこととしている4。 

  ［例］提携相手先は、それまでの取引実績を踏まえ、信頼関係のある企業から選定する。 

  ［例］相手先の事業内容、契約の履行能力、技術レベルをよく精査することとしている。 

  ［例］重要な部品等を現地生産せざるを得ない場合、当該部品の合弁会社については、マ

ジョリティの資本をとる。 

（２）上記に係る契約を行う際の留意事項 

○ 投資形態別モデル契約書の策定又はチェックリストの策定 

    [例］サブライセンスは原則禁止とし、「サブライセンスの要求がある場合には、別途協 

議する」という条項を契約に入れている。 

［例］合弁契約書には、資料保存の在り方や持ち出しの禁止・制限に関する条項は必ず盛 

   り込んでいる。 

［例］合弁契約書には、移転する技術の目的外利用の禁止、第三者への移転の禁止を明記 

   している。 

［例］過去に欧米企業との間でライセンシーとなった際の経験を活かし、ライセンス契約 

   を締結している。 

［例］欧米企業の多くは、非公開で専門家の判断が得られる仲裁制度の活用に関する規定 

   を予め契約に盛り込んでいる5。 

 [例］合弁形態での進出にあたっては、契約段階において、海外子会社の各従業員との秘

密保持契約書、個人が秘密を漏洩した場合の現地合弁相手企業の連帯責任、改良技術

の権利等に関する取り扱いの明確化並びに機密保持に関する社内体制の整備義務が重

要である6。 

※一方で、相手方企業から提訴を受けた場合に備え、契約面においてはグレーにしてお 

 き、個々の問題が生じた場合に事情に応じて弾力的に対処する方が望ましいと考える  

 企業もある。なお、米国政府は、契約条件を極力明確化しておくことを推奨している。 

［例］独資子会社においては、あくまで日本国内と同様のルールでノウハウを管理し従業  

  員の管理を行うことを基本としている。 

 ［例］ライセンス契約については、秘密保持契約のひな形を作成し、当該契約において、

秘密保持期間の設定、ライセンシー企業従業員からの秘密保持確認書の提出、個人漏

                                           
4 ライセンス契約の場合には、契約終了につながる行為を明確に特定しておくことが有益である。 
5 その際、仲裁機関を特定するとともに、決定投票権を有する仲裁委員を第三国から選任すること

を予め盛り込むことも有益である。 
6 独資の場合にも各従業員への義務づけは重要である。また、合弁契約においては、日本本社から

の製造設備メンテナンスの導入、キーパーツの日本本社からの購入義務を盛り込むことも有益であ

る。 
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洩の場合のライセンシー会社の連帯責任、ノウハウの他目的利用の禁止等を挿入して

おくことが重要である7。 

 

○ 交渉過程における安易な妥協の禁止 

 ［例］合意まで１～１年半かけても安易な妥協はしない。その結果、決裂し交渉不成立に

終わることもある。 

 ［例］交渉を成功させるためには、必要に応じて、自国における交渉よりも遙かに長い時

間をかける。米国企業では、６年かけた事例も存在する。 

（３） 契約の事後管理の徹底 
  ［例］ライセンシーの不満を取り除くよう、不満やクレームに適切に対処する。 

   ［例］エンドーユーザーの不満やクレームを調査することを通じ、不正が発覚するケース

もある。 

 

３．海外生産の開始・拡大に伴う技術流出防止のための留意事項 

  （１）海外生産の開始・拡大の決定に係る社内方針の明確化 
＊ 本項目の事例については、指針のⅢ.１．「技術流出防止基本方針」にも例示されてお

り、これも参照ありたい。 

   ［例］海外生産すれば技術はコピーされたり流出するリスクが高いことを前提に、流出 
     して本当に困る技術は知的財産権保護の弱い地域には持っていかない。(再掲) 

 ［例］知的財産保護の不十分な国等については、個々のプロジェクト毎に、供与する技 
術・ノウハウの範囲を事前に詳細に技術担当役員が決定し、そのライン以上は相手   
方からどのような要請があっても供与しない。 

   ［例］部品調達等を含め技術等の管理が容易な独資形態により進出する。 

（２）進出後の文書情報などの管理の徹底 

   ［例］工場操業当初から情報管理をルール化する。（後から情報管理を強化することは、   

     従業員の不信感を招く。）                                

   ［例］情報セキュリティーを強化し、関連子会社からの本社へのアクセスを禁止する。 
   ［例］主要な文書情報はコピーできない紙で作成し、コピーすると真っ黒になる     

    ようにする。 

   ［例］技術資料の作成単位を細分化する等により、資料に不要な技術情報が含まれない        

     ようにする。 

   ［例］重要な製造工程等は特定の者（本社から派遣したスタッフのみなど）で対応する。 

                                           
7 この他にも、技術流出防止の観点からは、「無断でのサブライセンス、下請、再委託の禁止」、

「供与する技術・ノウハウの範囲の特定、ライセンス対象地域の特定」、「契約終了後のノウハウの

取り扱い、ライセンス関連物件の返還」、「ライセンシー倒産時の取扱い」、「違反行為に対する罰

則」を盛り込んでおくことが重要との専門家の指摘がある。 
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   ［例］国内ではノウハウとして管理していた事項の基本部分を知的財産権として権利化

し、他社によるノウハウ使用が生じた場合の事後的対応を容易化する。 

   ［例］重要なノウハウについては、公証人を利用して封印することにより、事後的なト

ラブルを避けるようにする。 

  （３）技術指導（研修生受入れや指導者の派遣）における対策 

    ［例］研修後一定期間（○年間）内に退職する場合には、違約金や損害賠償の支払いを            

      明確にした契約を締結している。 

  [例］研修後数年は原則辞職しないといった契約を締結し、必要に応じ（企業の方針を 

         広く示すためにも）違反者を提訴している。 

[例］指導員に対して、指導する範囲を予め明確に示し、その範囲を超える指導は行わ

ないように教育するとともに指導内容を文書（テキスト）化し、当該文書に基づい

て指導を行っている。 

  （４）部品メーカー・材料メーカーに関連する対策 

  ○部品メーカー・材料メーカーにおける現地生産の是非及び方法についての戦略的 

 な判断 

［例］部品メーカーは、自らの競争力ある技術・ノウハウを精査し、現地生産すること 
    により技術流出が生じ強みが脅威にさらされてしまう恐れがあるケースについては、 

    納入先からの現地生産要請に対し、現地生産は行わない方向で納入先の理解を得る。 

［例］部品メーカーがどうしても現地生産せざるを得ない場合には、コアとなる構成品    

    等については日本から調達する等の工夫により、現地生産による技術流出を防止す 

    る。 

○取引先企業である部品メーカー・材料メーカーのコア技術等の流出を通じた技術  

 流出を防止するための対策の徹底 

  ［例］部品・材料メーカーとの契約において、自社のノウハウの漏洩可能性のある場合に

は「当社以外には販売しない」旨の外販制限条項、自社も関与した重要なノウハウを

特定した上での守秘義務条項、違反行為が生じた場合の罰則条項等が重要である。 

 

４．製造に必要な部品や材料に化体された技術の流出を防止するための留意事項 
○ 部品・材料情報の管理の徹底 

［例］日本から基幹部品をモジュールとして輸出し、海外で組み立てる。 

 [例］純正品に偽造防止シールを貼って、工数等により管理を徹底している。 

 [例］キーパーツの１つ以上は、日本から仕入れることを条件としたライセンス・合弁契 

   約を締結する。 

［例］米国企業では、生産プロセスに、模倣困難な技術（例：化学物質、シール、インク、 
   糸等）の活用を取り入れている。 

  ○ 取引先会社からの情報・技術流出を防止するための契約等の徹底
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  ○海外子会社からの流出を防止するための指導・措置 

 [例］薬品名は海外子会社に対しても伏せている。薬品メーカーとの間で他社への外販を  

禁止する契約を締結し、現地法人に対しては複数の薬品を混合した後の完成した材料

を渡している。 

 
５．製造に必要な機械や設備に化体された技術の流出を防止するための留意事項 

（１）事前対策 

  ○製造設備が技術のコアとなる場合の当該設備の生産体制の検討 

     ［例］特に重要な製造設備は 100％国内生産としている。 

   ［例］従来は装置メーカーにまかせきりであったが、技術流出による諸外国の技術向上  

      もあり、装置を内製化するよう方針転換している。 

   ［例］使用する製造設備は全て子会社に製造させることによって、技術・ノウハウの流 

     出を防いでいる。子会社にも本社同様の技術流出防止策を徹底するとともに、海

外企業へのノウハウなどの技術指導は本社の職員で対応している。 

   ［例］特に重要な製造装置については、購入先がわからないよう製造業者名を取りはず 

     すこともある。 

  ○国内製造装置メーカー等を通じた流出を防止するための契約の徹底等 

     ［例］製造設備は信頼できるメーカーからしか購入せず、契約で守秘義務を規定してい 

     る。 

   ［例］製造装置メーカーとの契約において、自社のノウハウの漏洩可能性のある場合に

は「当社以外には販売しない」旨の外販制限条項、自社も関与した重要なノウハウを

特定した上での守秘義務条項、違反行為が生じた場合の罰則条項等が重要である。 

   ［例］装置メーカーに発注する際、丸投げはせず、自社の生産技術開発部隊が関与し、 

     ここが技術のブラックボックス化などを実施している。 

     ［例］装置メーカーからの他社への販売は金銭的な補償等の関係で禁止できないが、当 

           社向け装置のために装置メーカーに提供したノウハウ流出が生じないような取り 

           決めを締結している。 
     ［例］購入設備が高額になることを承知の上、装置開発を装置メーカーとの共同研究形

態にして、当社の承諾なしに設備を販売することを禁止している。 

   ［例］設備の外注にあたっては、設計仕様を決め、パーツに分けて分散発注し、１社に

集中しないようにしている。 

○製造設備の輸出にあたっての慎重な配慮 

○現地企業等を通じた流出を防止するための指導 

     ［例］合弁事業の場合でも、ノウハウの化体した製造装置に関する事項は、合弁先企業

への情報提供の対象から除外し自社で全て管理している。 

 ［例］一連の製造設備を現地で発注する場合、分割して発注することにより、一連の設 

       備を用いた製造ライン全体の作成に含まれるノウハウ等の流出を防いでいる。 
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（２）事後対策 

  ○現地での製造設備のメンテナンス時における流出防止策の徹底 

     ［例］合弁会社に製造設備を供与しているが、メンテナンスは本社（自社）で行ってい  

る。 

     ［例］各事業部門にメンテナンス部門を保有し、メンテナンスは全て自社で実施。外部      

         の協力を求める場合にも、ライン等入出エリアを限定している。 

   ［例］設備のメンテナンスは、必ず日本からの出向者が行うこととしている。 

   ［例］設備の販売契約に製造設備の定期的メンテナンス条項を盛り込み、メンテナンス  

の際に必要以上のノウハウが流出していないかチェックしている。 

 
６．製造に必要な図面やノウハウの流出を通じた技術流出を防止するための留意

事項 
  （１）製造ノウハウを含む図面等管理方策 

   ［例］商品のキーとなる製造工程部分がどこであるかを特定する作業を実施し、当該部

分のノウハウが流出しないよう図面や書類上ブラックボックス化している。 

    ［例］図面を供与する場合の基本方針（例：生産情報しか提供しない）を明確化した上

で社内に徹底している。 

    ［例］日本で使用している製品図面には、試験方法、素材情報等開発ノウハウに関する

部分が書き込まれていることがあり、当該図面を供与する際には、現地で生産する

観点からは不必要な情報なので、当該部分を削除した上で供与する。 

    ［例］CAD/CAM のデータは、現地のコンピュータ端末からはデータを読めないような情

報セキュリティーを施している。現地へ出張した本社職員ですら、現地端末からア

クセスできない。  

  （２）その他重要な製造ノウハウの管理方策 

   ［例］製品開発の一部となっているソフトウェアの開発業務を知的財産の保護が弱い国

に委託する際、開発工程の中で人手のかかる下流工程のみを分散して発注すること

により、開発工程の全体像を見せない工夫を実施している。 

   ［例］金型図面は現地の金型企業経由で漏洩することもあるため、重要な金型は現地子

会社で製造する。 

７．ヒトを通じた技術流出を防止するための留意事項8 

  （１）国内従業員対策 

○ 週末等を利用した従業員の海外技術支援活動を防止するための職務規定の強化 

  ［例］関連業務に関する勤務時間外の兼業禁止を職務規定に盛り込むとともに、これに

違反した場合には、解雇の要因としている。 

                                           
8 米国の専門家は、「従業員との秘密保持契約の締結」「従業員教育の実施」「従業員の待遇改善」

「従業員に開示する情報の限定」等を推奨している。 
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○ 退職者の積極的活用や円滑な再就職のための契約の徹底 
   ［例］ＯＢの有するノウハウを国内において積極的に活用するため、技術者を関連の人 

      材派遣会社に登録させ、自社への派遣技術者として業務支援を依頼する。 

    ［例］技術者の中途・定年退職時に退職後の守秘義務や競業企業への就職制限、違反の

場合の損害賠償等の措置等について契約を締結又は誓約書を提出させている。この

場合、退職前（例えば１０年間）に従事した業務を退職者が詳細に書面化すること

で、守秘義務範囲の明確化を図り、就職制限が広範になりすぎることを防止してい

る。対象期間は業種毎の技術革新のスピードにより異なるが、２年・３年の例があ

る。当然任意の契約であるが、退職者が契約に応じないケースは生じていない企業

が多い。 

  （注１）転職者受入れに当たり、転職元企業から違法な技術取得として提訴されるリス 

         クを考慮して転職元企業の情報を開示しない旨を約束する契約を受入転職者との 

     間で交わしている企業も次第に増えてきている。 

  （注２）以上は、米国企業にも多く見られる手法であり、後述の従業員教育や従業員の 

      定着率向上のための対策と併せて、一般的に日本企業より積極的に実施して         

           いると指摘されている。 

   （２）進出先国での合弁企業等従業員等人材管理及び情報管理 

○ 各従業員との個別の秘密保持契約等を締結してペナルティー条件等を挿入 

［例］技術者に対して、情報セキュリティー管理について、入社時、管理職への昇  

      格時及び退職時に誓約書を書かせている。 

［例］守秘義務契約に違反した場合、抑止効果の視点からも必ず訴訟を提起している。 

［例］不正を働いた場合には労働契約書にそって解雇する。労働契約書には、できるだ 

      け具体的な行為を記載し、どのような場合に懲戒・解雇の対象となるかを明記し 

      ておくことが抑止効果となる。 

○ 従業員教育の実施 

［例］企業理念を普及するため、現地従業員に対しても、企業グループの行動理念の記 

      載された従業員手帳等を配布している。 

［例］会社の知的財産権を開示しないことは従業員の義務であることを強調した研修を 

   実施している。 

  [例］技術ノウハウの伝授や指導にあたっては、指導内容を事前に文書（テキスト）化

しておき、当該文書に基づいて指導を行うことにより、意図せざる技術流出の防      

止とともに指導内容についての従業員とのトラブルの防止を図っている。 

○ 現地従業員の待遇の改善などを通じた定着率の向上 
      ［例］社風の改善、ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ導入、高賃金の支払い9、住居の提供等により定着率の 

      向上を図っている。 
                                           
9 一般的に、米国企業の方が日本企業に比べてかなり賃金が高いとの指摘がある。 
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      ［例］現地従業員に対し業務上の責任を拡大し、また、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｲﾒｰｼﾞを向上すること等 

            を通じ定着率の向上を図っている。 

    ［例］現地採用社員に対するインセンティブ付けのため、先進国での研修を行って      

いる。 

   ［例］現地従業員の忠誠心向上を図るため、管理職への昇進を積極的に図っている10。 

  ○ 退職者を通じた技術流出の防止 

    ［例］各国の法制度等も勘案11し、退職者との間で、退職後のノウハウ使用禁止義務、

範囲を明確化した上での守秘義務、限定的範囲内（期間/場所/職種等）での競業避

止義務、違反時の罰則・違約金の支払義務等を盛り込んだ合意を行っている。

（注：日本国内の場合も同様の考え方で対処している。） 

○ 従業員に開示する情報の限定 

   ［例］「機密情報」を特定し、当該情報には一定の従業員以外は触れさせないようにし

ている。 
  ［例］工程／技術に関する知識をあえて細分化し、１人の有するノウハウや知識では限 

    定的にしか役に立たないようにしている。 

 ［例］原料を作業現場に送る前に、その名称がわからないよう、例えば薬品Ａ・薬品Ｂ 

        といった記号ラベルを付している。作業書も同様の表記とする。 

 ［例］課長－係長－一般といった階層に応じた作業マニュアルを整備し、製品製造のた 

        めの最低限のノウハウのみ指導する。 

   ［例］真正品と偽造品の見分け方を含む基本的に重要な情報は、社長と日本人担当者 

        のみにアクセス権限を付与している。 

 ［例］従業員の家族が競業会社に勤めていないかどうか、きちんと調査を行っている。    

   （３）進出先国での取引相手等の従業員等人材管理 

○ ライセンス契約におけるライセンス先従業員との関係の明確化 

 ［例］ライセンス契約における秘密保持契約においてライセンシーの従業員との関係に   

    ついても明確化することが重要である12。 

 

                                           
10 一般的に、米国企業の方が日本企業に比べて、現地従業員の管理職への昇進に積極的であるとの

指摘がある。 
11 例えば、特定国・地域の労働関連法制度においては、一定の経済的補償を与えることを条件に、

雇用契約において、営業秘密を把握している従業員に対し労働契約終了後一定期間（３年以内）の

競業制限義務を課すことができるとされている。 
12 専門家によれば、具体的には、ライセンシー企業との契約において、「秘密保持ライセンシー従

業員等については書面による秘密保持誓約書を提出させ、ライセンサーにも提出させること」、「ラ

イセンシーの従業員が個人漏洩した場合には、従業員個人に対する違約金と企業に対する違約金が

発生すること。加えて、個人に対する違約金についてはライセンシー企業に連帯責任を課すこと」

等が有効ではないかとの指摘がある。 
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８．その他の要因による技術流出を防止するための留意事項 

（１） 製品のリバースエンジニアリングや形状模倣による技術流出を防止するため 

の留意事項 

○ 技術移転などを行う場合の「ブラックボックス手法」の徹底 

ａ．製造プロセスやノウハウの全体の把握を防止するためのブラックボックス化の 

  徹底 

      ［例］工程の細分化による全体的な把握を防止している。 
      ［例］部品・素材発注段階から分散発注を実施している。 
      ［例］文書化・マニュアル化したノウハウを営業秘密として厳格に管理している。 
      ［例］部品メーカーには、粗加工までを要求し、最終加工部分は内製化してノウハウを 

      保持している。 

   ［例］工場の温度計や分析計の目盛りなどにも工夫を凝らし、オペレーションノウハウ 

           が容易に判明しないような方策を講じている。 

ｂ．供与した製品･部品･製造設備のみで容易に最終製品を製造されないブラック

ボックス化の徹底（高度な技術を駆使し技術面でのリバースエンジニアを困難

にするアプローチ及びリバースエンジニアで製造するには分解･再製に膨大な

コストをかかるようにするアプローチを含む） 
      ［例］分解･再製によるリバースエンジニアを困難とするよう製品・製造設備を設計す 

      る。 

   ［例］欧州製の機械を導入したところ、心臓部については分解できないようにブラック 

           ボックス化されていた。 
      ［例］制御ノウハウを基板として盛り込みコードプロテクト化する。外部の者が解読し 

      にくいように工夫している。 
      ［例］キーパーツの１つ以上は、日本から仕入れることを条件としたライセンス・合弁

契約を締結する。 

   ［例］技術的に日本から仕入れざるを得ない部品を必ず一つは特定して契約する。 

      ［例］供与する情報の中にノウハウが含まれる場合、現地での活動に不必要であれば、  

           当該部分を除去した上で供与する。 

 （２）工場レイアウト、生産プロセス、研究施設等を第三者に開示することによる技 

 術流出を防止するための留意事項 

  ○主要製品に関する国内製造工場見学等の禁止又は制限 

      ［例］国内外を問わず製造工場の見学は認めていない。 
      ［例］工場見学を受け付けない。工場をみせるかどうかの判断を現地法人に委ねておら

ず、世界中のどこであっても本社の許可が必要となる。 
      ［例］第３者のみならず社内の特定の関係者以外も出入りできないようにしている。        

      ［例］研究所等内への社外関係者の立ち入りにあたっては、パソコン、デジカメの一時  

      預かりやシール封印を行っている。 
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   ［例］従業員にネームプレートをつけることを義務付け、外部の者が進入しにくい工夫  

      をしている。 

 

 （３）研究開発にともなって生じる技術流出を防止するための留意事項 

  a．海外における研究・製品開発に伴って生じる技術流出を防止するための留   

意事項 

  ○各国特有の事情を精査した上での事前対策の強化 
［例］海外に設置した１００％子会社の研究所についても、本社からライセンスした技  

     術については特許化してはいけないと定めている。 

［例］特定の国では、産学共同研究を行った場合、特許権は大学に帰属し、実施権     

だけが企業に帰属する。大学が生産設備を有する場合もあるので、産学共同研究を     

行う場合には、その是非をよく精査する必要がある。 

  ｂ．大学・公的研究機関等との国内共同研究等（産学共同研究等）にともなって生 

 じる技術流出を防止するための留意事項 

  ○事前対策の強化 

［例］共同研究の候補企業及び候補者に、自社の技術流出防止の考え方を十分徹底でき 

     るか否かを見極めた上で、共同研究の是非を判断する。 

［例］共同研究に至る前の段階でその可能性を探るための意見交換等を行う場合にも秘 

     密保持契約を締結する。 

［例］事後のトラブルを避けるため、共同研究相手との間で、共同研究範囲の明確化、研

究開発時の発明成果の開示義務・その取り扱いの明確化、成立した知財権やノウハ

ウの帰属・当該権利等の実施使用の明確化、機密保持条項をより厳格にするための

社内・所内体制整備の決定及び違反が生じた場合の罰則等を契約書で明記している。 
［例］研究者個人とも守秘義務契約を締結する13他、違反時には共同研究相手方である大

学・企業などが連帯責任を負うことを契約上明確化している。 

  ［例］自社の重要技術を共同研究相手に開示する必要がある場合には、大学研究者等を自  

     社の守秘義務のかかるコンサルタントとして活用する方法をとっている。 
  ［例］米国では、産学共同研究における成果について、知的財産権が確保され、公表を差 

     し控えるべき情報のスクリーニングが完了するまで、大学側による成果発表を２～ 

     ３ヶ月間遅らせるとの合意がなされることが一般的である。 

  ［例］米国では、研究課題を細分化し、大学側の各研究者には全体像を見せないようにす 

     ることにより、自社の重要技術の開示を極力制限することが一般的である。 

                                           
13 守秘義務契約については、研究者・学生の身分を失った後も含め契約終了後一定期間継続するこ

とを明記しておくことも重要である。 
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第１章 概 説 

 

１．「参考となるべき指針」の背景及び意義 

 

 平成２年の不正競争防止法改正により、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

である営業秘密の不正取得行為等が不正競争行為として、差止請求、損害賠償請求等

の対象とされた。これは、営業秘密の保護に関し、産業界、法曹界等から要請があっ

たことやガット・ウルグアイラウンドの知的財産分野交渉（ＴＲＩＰＳ）において交

渉項目として取り上げられていたこと等によるものであった。 

 

 それから１０年以上の年月が経過し、我が国の企業活動における営業秘密の重要性

が一層高まる中、人材の流動化や情報化の進展等を背景として、企業の営業秘密が国

内外の競業他社に流出し、企業の競争力が損なわれているのではないかと指摘されて

いる。実際に、平成１３年１１月に、経済産業省が日本知的財産協会所属企業及び経

営法友会所属企業に対して行った営業秘密の保護強化に関するアンケート調査におい

ては、有効回答のあった２８９社のうち、約２割の企業が保有する情報に関し従業員

等との間でトラブルを経験し、また、６割以上の企業が営業秘密に関する現行不正競

争防止法による民事救済が不十分であるとし、さらに、条件付きを含めると約８割の

企業が、営業秘密を刑事罰の保護対象とすることに賛成の回答をしている。このため、

営業秘密が適切に保護されるよう必要な対策を講ずることが求められている。 
 
かかる認識の下、知的財産戦略会議の「知的財産戦略大綱」（平成１４年７月３日決

定）において、以下の課題が示されたところである。 

 

（営業秘密の保護強化） 

 企業が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定できるよう、

参考となるべき指針を２００２年度中に作成する。併せて、不正競争防止法改正によ

る民事・刑事両面にわたる営業秘密の保護強化について、人材流動化に対する抑止効

果等、それらに伴って生じうる問題点にも配慮しながら、２００３年の通常国会に改

正法案を提出する。なお、この際、大学の研究者の自由についても配慮する。（経済

産業省） 

 

本指針は、上記決定で言及されている「参考となるべき指針」として産業構造審議

会知的財産政策部会経営・市場環境小委員会における審議を経て経済産業省がとりま

とめたものである。 

本指針においては、企業の知的財産戦略の参考となるよう（１）「ミニマムの水準」、
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（２）「望ましい水準」に区分して記載した。まず、（１）不正競争防止法上の判例の

分析を基礎として、営業秘密の管理に関し法律上の保護を受けるために必要と解され

る「ミニマムの水準」が提示されている。これと併せて、（２）紛争の未然防止等のた

めに、国際的な秘密管理の動向等も踏まえて「望ましい水準」も提示されている。 

また、本指針においては、自らの営業秘密の管理強化のみならず、他者から提示を

受けた営業秘密の取扱いについても、留意点が明らかにされている。 

各企業においては、本指針を参考として営業秘密の管理強化を図っていくことが強

く期待される。 
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２．不正競争防止法上の営業秘密の保護 

 

【１】概 要 

 営業秘密の保護の方法としては、契約による方法と不正競争防止法による方法が

考えられる。両者は共に営業秘密の保護に資するものであるが、不正競争防止法は、

法文上「営業秘密」を定義した上、契約当事者間のみならず契約関係に立たない当

事者間の関係も規律する等の点で異なる。 

 不正競争防止法は、不正競争行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害さ

れるおそれのある者に対し、不正競争行為に対する差止請求権を付与することに

よって不正競争の防止を図るとともに、その営業上の利益が侵害された者の損害賠

償に係る措置等を整備することにより、事業者間の公正な競争を確保しようとする

ものである（第１条）。 

 営業秘密については、平成２年の不正競争防止法改正により、一定の行為（営業

秘密の不正取得・不正使用・不正開示行為）が不正競争行為として規定された。そ

の概要は以下のとおりである。 

  

 （１）「営業秘密」の定義（第２条第４項） 
 

 企業の秘密情報が不正競争防止法上の営業秘密として保護を受けるためには、

次の３つの要件を満たさなければならない。 

 ・秘密として管理されていること（秘密管理性） 

 ・事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性） 

 ・公然と知られていないこと（非公知性） 

（３要件の詳細は「第２章 営業秘密の範囲 １．営業秘密として保護されるた

めの要件」を参照。） 

  

 （２）営業秘密に係る不正競争行為（第２条第１項第４号～第９号） 
 
  次頁「【２】営業秘密に係る不正競争行為の各類型」を参照されたい。 

 

 

 （３）上記不正競争行為に対する請求権 
 

（ア）差止請求権（第３条） 
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  「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれが生じたこと」を要件

に、侵害の停止又は予防に加えて、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の

行為に供した設備の除却その他侵害の停止又は予防に必要な行為を請求する

ことができる。 

 

（イ）損害賠償請求権（第４条） 

 

  「故意又は過失」により「営業上の利益を侵害」されたことを要件に、損

害賠償を求めることができる。 

 

（ウ）信用回復措置請求権（第７条） 

 

 「故意又は過失」により信用を害された場合は、謝罪広告等の営業上の信

用を回復するのに必要な措置を求めることができる。 

 

（エ）差止請求権の消滅時効（第８条） 
 

 営業秘密に係る不正使用行為に対する差止請求権は、当該行為が継続する

場合においては、当該行為及びその行為者を知ったときから３年の消滅時効

と、当該行為の開始時から１０年の除斥期間が設けられている。 

 

【２】営業秘密に係る不正競争行為の各類型（第２条第１項第４号～第９号） 

  

 不正競争防止法第２条第１項第４号から第９号までにおいては、営業秘密に係る

不正競争行為（すなわち営業秘密の不正取得・不正使用・不正開示行為）につき、

６つの類型に分けて規定している。 

 かかる６類型は、次の図のように、営業秘密を不正取得し、またそれにより取得

した営業秘密を使用・開示するケース（第４号～第６号）と、営業秘密が正当に示

された後に不正使用・開示するケース（第７号～第９号）に大きく分類することが

可能である。いずれの類型も、一次的に営業秘密を不正取得又は不正使用・開示す

る者の行為（第４号・第７号）のみならず、二次的に、その者等から悪意重過失で

営業秘密を取得して使用・開示する者の行為（第５号・第８号）や、取得後に悪意

重過失で営業秘密を使用・開示する者の行為（第６号・第９号）も不正競争行為の

対象としている。
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不正競争防止法上の営業秘密に係る不正競争行為の概要 

（括弧内の数字は不正競争防止法２条１項各号に相当、網掛けは不正競争行為を意味する。） 

 

 

 

        

 （不正取得④） （正当に示す） 

        

 

 

 

 

（使用④） （開示④） （使用⑦） （開示⑦）（義務違反開示） 

 

 （取得⑤）      （取得⑧） 

 

 

 

 

 

 

 

（使用⑤）（開示⑤）（使用⑥）（開示⑥） （使用⑧）（開示⑧）（使用⑨）（開示⑨） 

      

   

第２次取得者

（取得時悪意

重過失） 

第２次取得者

（取得時善意

／使用開示時

悪意重過失） 

第２次取得者

（取得時悪意

重過失） 

第２次取得者

（取得時善意

／使用開示時

悪意重過失） 

保 有 者 

第３次取得者 第３次取得者 

第 1 次 取 得 者

（図利加害目的） 
第 1 次 取 得 者 

 

（１）第２条第１項第４号（不正取得） 

四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為（以下

「不正取得行為」という。）又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用

し、若しくは開示する行為（秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以

下同じ。） 

営業秘密を窃取等の不正の手段により、保有者から取得しようとする行為及び取

得後に使用・開示する行為を不正競争と位置付けたものである。 

 例えば、従業員が会社の保管する大口受注報告書等の機密文書を窃取し、産業ス

パイに交付する行為（大日本印刷産業スパイ事件・東京地裁昭和４０年６月２６日

判決）、百貨店勤務のコンピュータ技術者が会社の顧客名簿の入力された磁気テープ
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を盗み出し社外のリスト販売会社に売却し不正な利益を得た行為（京王百貨店顧客

名簿事件・東京地裁昭和６２年９月３０日判決）等がこれに当たる。 

 

（２）第２条第１項第５号（不正取得後の転得） 

五 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大

な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用

し、若しくは開示する行為 

第４号の不正取得行為の介在について悪意・重過失の転得者の取得行為、その後

の使用・開示行為を不正競争と位置付けたものである。 

 例えば、会社の機密文書を窃取した従業員から、産業スパイが当該機密文書を受

け取る行為等がこれに当たる。 

 

（３）第２条第１項第６号（不正取得に関する事後的悪意による使用・開示） 

六 その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知っ

て、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開

示する行為 

第三者が不正取得行為の介在について善意・無重過失で営業秘密を取得しても、

その後悪意・重過失に転じた場合、その営業秘密を使用・開示する行為を不正競争

と位置付けたものである。 

 例えば、営業秘密を取得した後に、産業スパイ事件が大々的に報道されて不正取

得行為が介在していた事実を知りながら、営業秘密を使用・開示する行為がこれに

当たる（ただし、適用除外規定（第１２条第１項第６号）により、取引によって善

意・無重過失で営業秘密を取得した者が、その取引によって得た権原の範囲内にお

いて、当該営業秘密を使用・開示することは、不正競争行為に当たらない）。 

 

（４）第２条第１項第７号（不正使用・開示） 

七 営業秘密を保有する事業者（以下「保有者」という。）からその営業秘密を

示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はそ

の保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為 

営業秘密の保有者が従業員、下請企業、ライセンシー等に対して営業秘密を示し

た場合に、その従業員等が、不正の競業その他の不正の利益を得る目的又は営業秘

密の保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用・開示する行為を不正競争

と位置付けたものである。 

契約により使用・開示の制限が課されていなくとも、かかる目的で使用・開示が

行われる場合には、信義則違反・違背が認められるので、差止の対象としたもので

ある。「競業の目的」とは、競争関係にある事業を行う目的をいい、例えば、通信販

売業を営む企業の取締役が、在職中に同業の会社を設立した上、元の企業の従業員

に顧客名簿を持ち出させて、当該名簿を使用して通信販売業を行った行為（コルム
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貿易事件・大阪高裁昭和５８年３月３日判決）等がこれに当たる。 

 

（５）第２条第１項第８号（不正開示後の転得） 

八 その営業秘密について不正開示行為（前号に規定する場合において同号に規

定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反

してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。）であること若しくはその

営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失

により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若

しくは開示する行為 

 営業秘密を取得する際に、第７号に規定する不正開示行為若しくは守秘義務違反

による開示行為によるものであること、若しくはそのような不正開示行為が介在し

たことについて悪意・重過失で営業秘密を取得する行為、その取得した営業秘密を

使用・開示する行為を不正競争と位置付けたものである。 

 例えば、ロボットメーカーの従業員が、在職中に同種の営業を営む企業の設立に

参画し、退職時に元の企業から無断で持ち出したロボット製造技術に関するノウハ

ウ等を開示した一連の行為が不法行為責任を負うとされた事例（アイ・シー・エス

事件・東京地裁昭和６２年３月１０日判決）は、第７号に該当する事例と考えられ

るが、新会社側も当該従業員がそのノウハウに関して機密保持義務を負っているこ

とを知りながら、機密漏洩行為をさせて使用しているため、こうした行為は本号の

不正競争に当たる。 

 

（６）第２条第１項第９号（不正開示に関する事後的悪意による使用・開示） 

九 その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくは

その営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失

により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為 

 第三者が、営業秘密を取得した後に、その取得が不正開示行為によるものであっ

たこと、若しくは不正開示行為が介在したことについて悪意・重過失で、その営業

秘密を使用・開示する行為を不正競争と位置付けたものである。 

 例えば、営業秘密を取得した後に、保有者から警告を受けて不正開示行為が介在

していた事実を知りながら、営業秘密を使用・開示する行為がこれに当たる（ただ

し、第６号と同様に、適用除外規定の適用があり得る）。 
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第２章 営業秘密の要件 

 

 ここでは、企業の秘密情報が不正競争防止法における営業秘密として保護されるた

めの要件の具体的内容について検討する。前述の通り、不正競争防止法で規定されて

いる営業秘密の要件は以下の３つであり、これら３つの要件を備えたものが不正競争

防止法上の営業秘密として保護を受けることができる。但し、契約や他の法令により、

これ以外の情報が保護を受ける可能性はある。 

 

・秘密として管理されていること（秘密管理性） 

・事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性） 

・公然と知られていないこと（非公知性） 

 【参照条文】 

   不正競争防止法 第２条 
   ４ この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その 
    他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 
 

 以下、各要件を満たす条件について検討する。 

 

 

１．秘密として管理されていること（秘密管理性） 
 

 まず、営業秘密は、「秘密として管理されている」ことが必要である（秘密管理性）。

このためには、情報の保有者が主観的に秘密として管理していることでは不十分であ

り、客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることを要する。 

 この管理方法の具体的な在り方については、判例等を参考に「第３章 営業秘密の

管理」で具体的に述べるが、判例上は、一般的には①当該情報にアクセスできる者を

制限するとともに、②同情報にアクセスした者にそれが秘密であることが認識できる

ことが必要とされており（東京地裁平成１２年９月２８日判決参照）、情報の種類、企

業の規模及び業態、相手方との関係等に応じて、例えば、以下の方法により、秘密と

して適正に管理されることが要求される。 

 

【１】具体的管理 

 

（１）物的・技術的管理 

 

 例：（ア）営業秘密であることの明示 
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  例えば、書類に「部外秘」「厳秘」と記載すること、特定の場所に保管

して営業秘密であることを明確にしていること等 

    

     （イ）営業秘密への物的・技術的なアクセス制限 

 

 例えば、営業秘密の収納、保管、破棄方法を規定していること、コン

ピュータ・ネットワークのセキュリティによりアクセス制限を課してい

ること、立入制限区域の設置（部外者の立入を禁止する措置）等 

 

（２）人的・法的管理 

 

  例：（ア）営業秘密へアクセスできる者の制限 

 

 例えば、営業秘密の取扱者や営業秘密にアクセスできる権限のある者

を限定していること等 

  

     （イ）営業秘密にアクセスした者への制約 

 

 例えば、営業秘密にアクセスした者に対し、権限無しに使用・開示し

てはならない旨の義務を課していること等 

 

【２】組織的管理 

 

 例：（ア）情報の管理者の選任 

 

例えば、情報セキュリティの管理責任者、総括責任者、統括責任者（Ｐ

３８参照）を選任すること等 

   

     （イ）教育 

 

例えば、秘密管理の重要性や管理組織の概要、具体的な秘密管理のルー

ルについて教育を実施すること等 

 

 秘密管理の要件は営業秘密の中核的要件であり、過去の判例においては、この要件

が認められるためには相当程度厳格な秘密管理が要求されていることから、本指針で

は「第３章 営業秘密の管理」において詳細に取り扱っている。 
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２．事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性） 
 

 次に、営業秘密は「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であることが必要

である（有用性）。この有用性に関しても、保有者の主観によって決められるものでは

なく、客観的に有用である必要がある。 

 この有用性とは、そもそも当該情報自身が事業活動に使用されたり、又は使用され

ることによって費用の節約、経営効率の改善等に役立つものであることを意味し、例

えば、「財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つ等事業活動にとって有用なも

の」であることが必要とされる（東京地裁平成１４年２月１４日判決参照）。 

 以下は有用性の判断の基準として考えられる幾つかの事項をまとめたものである。 

 

【１】競争優位性 

 

  保有することにより、経済活動の中で有利な地位を占め、収益を上げることを可

能とする情報は有用な情報といえる。 

 

【２】事業への活用性 

 

  財・サービスの生産・販売、研究開発、費用の節約、経営効率の改善等に役立て

ることができる情報は有用な情報といえる。 

  これに対し、ゴシップ、スキャンダル情報は、事業活動に関わるものとはいえず、

営業上有用な情報とはいえない。 

 

【３】直接（顕在）的又は間接（潜在）的価値 

 

  直接ビジネスに活用されている情報だけでなく、間接的な（潜在的な）価値があ

る場合も有用な情報といえる。例えば、いわゆるネガティブ・インフォメーション

（ある方法を試みてその方法が役立たないという失敗の知識・情報のこと）にも有

用性は認められる。 

 

【４】現在的又は将来的価値 

 

  現在の事業に活用できる情報だけでなく、将来の事業に活用できる情報にも有用

性は認められる。ここでいう将来とは、極めて近い将来もあれば、遠い将来のこと

もある。例えば、商品の売買において、契約に至らなくても、何回か交渉をした結
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果、購入を諦めた顧客のリスト等は、依然として、すぐにでも販売に直結する可能

性があるため有用性が認められる（平成１２年１１月１３日東京地裁判決は、寺院

を来訪したり、墓の購入契約を断念した者のリストは、墓を購入する可能性の高い

顧客リストとして有用な情報であると判示している）。 

 

【５】相対性 

 

   同一情報が、例えば試験段階か製造段階か、その段階によっては有用ともなり、

有用でない場合もある（京都地裁平成１３年１１月１日判決は「完全な試作にと

どまるか具体的に商品化に向けたものかによって、有用性を異に」すると判示し

ている）。 

 

※ 正当な利益があること 

  なお、当然の前提として、「秘密として保護されることに正当な利益があるこ

と」が要求される。有害物質の垂れ流しに関する情報等は、その内容が社会正義

に反し、秘密として保護されることに正当な利益がある情報とはいえない（東京

地裁平成１４年２月１４日判決は、「犯罪の手口や脱税の方法を教示し、あるい

は麻薬・覚せい剤等の禁制品の製造方法や入手方法を示す情報のような公序良俗

に反する内容の情報は、法的な保護の対象に値しないものとして営業秘密として

保護を受けないものと解すべきである」とし、さらに入札に関連する情報につい

て、情報として有用性はあるが、「企業間の公正な競争と地方財政の適正な運用

という公共の利益に反する性格を有するものと認められるから、（中略）営業秘

密として保護される要件を欠くものといわざるを得ない」と判示している）。 

 

３．公然と知られていないこと（非公知性） 
 

 さらに、営業秘密は「公然と知られていない」ことが必要である（非公知性）。これ

は、当該情報が刊行物に記載されていない等、保有者の管理下以外では一般に入手で

きない状態にあることを意味する。 

 具体的には、書物、学会発表等から容易に引き出せることが証明できる情報は、非

公知とは言えない。他方、人数の多少にかかわらず、当該情報を知っている者に守秘

義務が課されていれば、非公知と言える。さらに、同じ情報を保有している者が複数

存在する場合であっても、各自が秘密にしている等の事情で当該情報が業界で一般に

知られていない場合には、非公知であるものと考えられる。 
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第３章 営業秘密の管理 

 

１．基本的考え方 
 

 営業秘密を管理するには、望ましい水準に先立ち、まず不正競争防止法により保護

を受けることができるような判例上の基準を最低限満たす必要があると考えられる

（ミニマムの水準）。営業秘密の中核的要件である「秘密として管理されていること」

（秘密管理性）が認められる基準は、判例上は一般的には、①情報の秘密保持のため

に必要な管理をしていること（アクセス制限）、②それが客観的に認められること（客

観的認識可能性）とされている。 

 保有者が主観的に「営業秘密」と考えているだけでは足りず、問題とされる情報の

秘密保持のために必要な手段を講じていること、かつ、それにより当該情報が営業秘

密であることがアクセスした者に認識できるものと客観的に判断されることが必要と

されている。 

 具体的に最近数年間の判例の動向を概観すると、以下のことが分かる。 

 第１に、今回検討した１６件の判例中、秘密管理性を肯定したものは、わずか４件

であった。秘密管理性が否定されている事例においては、それ以前の問題である情報

の非公知性が疑わしいものも存在するが、相当程度に厳格な秘密管理が要求されてい

るということができる。 

 第２に、判例は、アクセス制限と客観的認識可能性の基準の下、次に記載する要素

を考慮し、個々具体的に秘密管理性を判断している。 

 以下の方法により、秘密として適正に管理されることが要求されていると考えられ

る。 

 （注）以下、括弧内の判例番号は、後掲の表の番号に対応している。 

 

【１】具体的管理 

 

 （１）物的・技術的管理 

  （ア）他の一般情報との区別（判例３、７） 

  （イ）秘密である旨の表示（判例１、３、７、１１） 

  （ウ）情報の秘密性（判例１） 

  （エ）保管場所（判例１、２、４、１１） 

  （オ）施錠の有無（判例３、５） 

  （カ）コンピューター・ネットワークのパスワードの設定（判例８、１４）  
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 （２）人的・法的管理 

     秘密保持契約等の存在（判例２、７、１１、１４） 

 

【２】組織的管理 

 

  （ア）管理者の存在の有無（判例２、３、４） 

  （イ）教育の有無（判例４、５） 

 

【３】その他 

 

     事業規模、従業員数（判例１） 

 

 秘密管理性を認めた判決  

 

 判決年月日等 対象となる情報 管理の態様等 

【態様】 

 顧客名簿の表紙に「マル秘」の印を押捺

し、心斎橋店のカウンター内側の、顧客か

ら見えない場所に保管。 

1  

 

平成 8年 4月 16 日

大阪地裁 

 

 

 

男性用かつら販売業

における顧客名簿 

 

【判示】 

 男性用かつら販売業における顧客名簿自

体の性質、原告の事業規模、従業員数等

（従業員は、本店・支店合わせて七名。心

斎橋店は店長一人）に鑑み、原告顧客名簿

に接する者に対して、これが営業秘密であ

ると判断させるに十分な措置がなされてい

るというべきであり、原告顧客名簿は、秘

密管理性が認められると判示。 

【態様】 

 ①役員、従業員から誓約書を徴して営業

秘密の保持義務を課している。②在庫管理

を製造課長が行う。③製造課のロッカーに

ノズル等の治工具やディスパージョンを保

管。 
2  

 

平成 10 年 12 月 22 日

大阪地裁 

 

 

 

フッ素樹脂シートラ

イニングの際の溶接

技術 

 
【判示】 

 上記の認定事実から、秘密管理性が認めら

れると判示。 

 13



 
 

【態様】 

「治験データ」「輸入申請書等」の紙媒体：本

店内のキャビネットに、勤務時間中は施錠さ

れない状態で保管。 

「治験データ」「輸入申請書等」のフロッピー

ディスク：前者については、取り扱うことの

できる社員を限定するなどの措置なし（後者

については、原告会社が管理していたことを

認める証拠なし）。 

「顧客名簿①」：紙媒体で他社のカタログと一

緒に事務机の上に積み重ねおき。 

「顧客名簿②」：専任の管理者がフロッピー

ディスクで管理。フロッピーディスクは専用

のキャビネットに施錠して保管。プリントア

ウトには所長の許可が必要。マル秘の表示あ

り。 

「顧客名簿③」：紙媒体は販売部内のキャビ

ネットの中にファイルして収納。マル秘の表

示なし。 

3  

 

平成 12 年 9月 28 日

東京地裁 

 

 

 

「治験データ」「輸

入申請書等」及び

「顧客名簿」 

 

【判示】 

 上記の認定事実から、顧客名簿②のみに秘

密管理性が認められると判示。 

【態様】 

「暫定顧客情報（電話帳抜粋）」「お客様情

報」：管理者の管理する、施錠可能なロッ

カーに保管。 

「（予約）聖地使用契約書」「来山者名簿」：

日常業務を行う事務室内の営業課長の机の

引き出しの中に保管。 

「加工図・バース」：上記事務室内の書棚に

ファイルして保管。 

「墓石原価表」：上記事務室内の営業課長の

机の中に保管。 

 この他、新規採用社員に対して営業活動

以外への使用禁止を徹底。 

4  

 

平成 12 年 11 月 13 日

東京地裁 

 

 

 

「暫定顧客情報（電

話帳抜粋）」、「お客

様情報」、「（予約）

聖地使用契約書」、

「来山者名簿」、「加

工図・バース」、及

び「墓石原価表」 

 

【判示】 

 上記の認定事実から、秘密管理性が認め

られると判示。 
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 秘密管理性を否定した判決  

 

 判決年月日等 対象となる情報 管理の態様等 

【態様】 

「顧問先名簿」：①無施錠の棚に入れてい

た。②主として事務員が利用し、従業員の

誰もが見ることができた。③秘密の表示、

指導、あるいはアクセスについての人的・

時間的制限なし。 

「顧問料金表」：①経理課の書庫に入れて施

錠。②秘密の表示、指導、あるいはアクセ

スについての人的・時間的制限なし。 

「フロッピー」：①無施錠の一般保管庫に入

れて保管。②秘密の表示、指導、あるいは

アクセスについての人的・時間的制限な

し。 

5  

 

平成 11 年 9月 14 日

大阪地裁 

 

 

 

会計事務所の「顧問

先名簿」、「顧問料金

表」、及び「各得意

先の会計、経営の情

報が記載された電子

フロッピー」 

 
【判示】 

 上記の認定事実から、顧問先名簿、顧問

料金表、フロッピーの全てについて、「従業

員との関係で客観的に認識しうる程度に、

対外的に露出しないように管理していたと

は認められない。」として秘密管理性が認め

られないと判示。 

6  

 

平成 11 年 10 月 13 日

東京高裁 

 

 

 

「 ピ ラ ミ ッ ド パ

ワー」の効能、及び

「 ピ ラ ミ ッ ド パ

ワー」の製造方法

（もぐさの量、糊で

固める際の水加減、

乾燥時間、台座の性

質、厚さ、固形もぐ

さの台座への接着方

法） 

【判示】 

「ピラミッドパワー」の効能については、

それ自体が秘密として管理されるような情

報ではない。また、「ピラミッドパワー」の

製造方法については、控訴人の販売する商

品としての「ピラミッドパワー」を取得し

観察分析すればたやすく認識しうるとし

て、いずれも秘密管理性に欠けると判示

（なお、有用性も否定）。 
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【態様】 

①本件情報の記載された書類が綴られた

ファイルは、事務所のキャビネットに保管

され、営業時間中であれば原告社員であれ

ば誰でも見ることができた。②社員は入社

時に、原告及び取引先の機密を保持する旨

の誓約書を提出しており、就業規則にも原

告の機密を保持する旨の規定があった。③

特段の機密事項である旨の表示はされてい

なかった。 

7  

 

平成 12 年 7月 25 日

大阪地裁 

 

 

 

人材派遣企業（原

告）の派遣社員に関

する情報（各派遣社

員の氏名、連絡先、

原告における在籍年

数、原告から派遣社

員へ支払う給与額、

年齢、及び各派遣社

員の派遣先企業名の

情報）、及び派遣先

企業に関する情報

（各派遣先企業名、

派遣先企業が原告へ

支払う派遣単価、派

遣されている派遣社

員の属性の情報） 

  

【判示】 

 上記の認定事実から、秘密管理性に欠け

ると判示。（「秘密として管理することを要

件として設けたのは、企業が営業活動を追

行する上で獲得し、社員が接することにな

る情報には極めて多くのものがある中で、

そのうちどれが法的に保護される営業秘密

であるか客観的に認識できるようにしてお

く趣旨であるから、右宣誓書や就業規則の

記載をもって、本件情報が秘密として管理

されていたというためには、単に本件情報

がきわめて重要であり、性質上『機密』に

該当するというだけでは足りず、原告が、

現実に、本件情報が『機密』に当たること

を客観的に認識できるように管理しておく

必要がある」。） 
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【態様】 

①「契約内容一覧表及び車両変動状況表」

の磁気情報：パーソナルコンピュータの

ハードディスクに保存。特にパスワードも

設定されていない。 

②「契約内容一覧表及び車両変動状況表」

の紙媒体：営業担当者に配布。運行担当者

に業務上の必要があれば、営業担当者がそ

の内容を口頭で教示。マル秘の表示はなさ

れていない。 

③「管理車両及び運転者一覧表」の磁気情

報：パーソナルコンピュータのハードディ

スクに保存。 

④「管理車両及び運転者一覧表」の紙媒

体：営業担当者には配布されておらず、担

当者の机の上のファイル中に保管。マル秘

の表示はなされていない。 

8  

 

平成 12 年 12 月 7 日

東京地裁 

 

 

 

契約内容一覧表及び

車両変動状況表、並

びに、管理車両及び

運転者一覧表（それ

ぞれ磁気情報及び紙

媒体） 

  

【判示】 

「秘密として管理されていることの要件と

しては、①当該情報にアクセスした者に当

該情報が営業秘密であることを認識できる

ようにしていることや、②当該情報にアク

セスできる者が限定されていることが必要

である。」として、認定事実によれば秘密管

理性に欠けると判示。 

【態様】 

「消防試験業務の用に供する書式」等：①

原告の従業員が現場に携行し、不特定多数

の目にさらされることもある。②原告にお

いて保管、持ち出し、返還、枚数の確認等

についてあらかじめ厳格な規定を設けて管

理していた形跡はない。 

「顧客の担当者の名刺」：①原告の従業員が

入手した場合に原告がこれを厳重に保管し

ていた事実はない。②名刺の保管、持ち出

し、利用について原告と従業員との間に一

定の制約を付する旨の取り決めは一切な

い。 

9  

 

平成 13 年 8月 27 日

東京地裁 

 

 

消防試験業務の用に

供する書式等、及び

顧客名簿の基礎資料

となる名刺 

  

【判示】 

 上記の認定事実から、「営業秘密」として

管理していたと認められないと判示。 
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10 

 

平成 13 年 8月 31 日

東京地裁 

 

 

商品開発方法、及び

仕切り値率 

 

【判示】 

「商品開発方法」については、その情報の

性質上秘密として管理さていた形跡は認め

られず、「仕切値率」についても秘密管理性

が認められない（原告が各小売店に対して

口外しないように依頼したとしても、その

ようなことにより直ちに秘密として管理さ

れていると解することはできない。）と判

示。 

【態様】 

①石膏原型について保管場所は特定されて

おらず、各担当者の任意の保管に委ねられ

ていた。②原型自体又はその収納する入れ

物等に部外秘の表示がされていなかった。

③人工歯見本も、現在はロッカー内に保管

されているが、従前はポリ袋に入れる等し

て研究室に保管していた。④担当者は人工

歯の試作品を持ち出し、外部の専門家に数

日預け、その排列等の評価をしてもらって

いた。⑤④の際に、秘密保持契約は締結さ

れていなかった。 

11 
平成 13 年 11 月 1 日

京都地裁 

人工歯の原型 

  

【判示】 

 上記の認定事実から、「少なくとも、内部

従業員に対する関係では、客観的に認識で

きる程度の秘密管理はされていなかったと

いうほかはない。」として秘密管理性に欠け

ると判示。 
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【態様】 

 本件情報の入力された「土木マスター」

（ソフトウェア）は、平成１１年４月の時

点で、所定の対価を支払う限り不特定の顧

客において入手可能であった。 

12 

 

平成 14 年 2月 14 日

東京地裁 

 

 

土木マスター（ソフ

トウェア） 

 

【判示】 

 上記の認定事実から、「本件情報は不特定

多数の者が入手可能な状態にあったもので

あって、原告会社において秘密として管理

されていたということもできない。」とし

て、秘密管理性に欠けると判示（なお、本

件情報は公共の利益に反する性質を有する

として、「営業秘密」に該当しないと判示し

ている（１１頁参照））。 

【態様】 

 本件情報の図面等が第三者に閲覧される

ことのないようにしており、より確実に排

除するために、案出した壁面墓地の意匠登

録出願を行った（その他具体的事実の主張

立証なし）。 

13 
 

平成 14 年 3月 19 日

東京地裁 

壁面墓地に関する情

報 

  
【判示】 

 上記の認定事実から、「将来公知の情報と

させる行為である意匠登録出願を次々行っ

たことをもって、秘密管理性の要件が満た

されるということは到底できない。」とし、

他に具体的事実の主張立証がないため、秘

密管理性に欠けると判示。 

14 
 

平成 14 年 4月 23 日

東京地裁 

健康食品通信販売の

顧客データ 

  

【態様】 

①原告のメインコンピュータのハードディ

スクにアクセス（マイクロソフト社のデー

タベースソフト）のデータとして収録。②

他のデータと一応識別できる形で保管。③

他のコンピュータからもメインコンピュー

タにアクセスして、上記データにアクセス

することは可能であり、アクセス権の制限

やコピーの禁止もされておらず、またパス

ワード等による保護もされていなかったた

め、事務所にいる者であれば誰でも見るこ

とができる状態にあった。④コンピュータ

を操作し得る③の各人との間で秘密保持契

約は締結されていない。 
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   【判示】 

 「秘密として管理されているというため

には、当該情報にアクセスした者に当該情

報が営業秘密であることを認識できるよう

にしていること、当該情報にアクセスでき

る者が制限されていることが必要である。」

として、上記の認定事実から、秘密管理性

に欠けると判示。 

15 
 

平成 14 年 5月 29 日

東京高裁 

紙幣印刷機等につい

ての技術情報 

 

【判示】 

 本件情報は「自己又は第三者を通じて公

開している技術と周知技術のみからなる技

術」であり、秘密管理性に欠けると判示。

【態様】 

「顧客名」：顧客名簿等による管理すらおこ

なっていなかった。 

「継続的取引の中で培われた個々の顧客の

商品に対する要望等」：取引先は、原告から

特段の情報管理を要請されておらず、これ

を利用したカタログを広く頒布していた。

16 
 

平成 14 年 7月 18 日

大阪地裁 

「顧客名」及び「継

続的取引の中で培わ

れた個々の顧客の商

品に対する要望等」 

  
【判示】 

 これらの認定事実から、秘密管理性に欠

けると判示。 

 

 20



 
 

２．具体的管理方法 
 

 具体的管理方法としては、以下のように、【１】個別的管理方法（（１）物的・技術

的管理及び（２）人的・法的管理）と、【２】組織的管理方法（全体的なマネジメント

方法）に分類することができる。 

 以下の記述においては、望ましい管理水準の要素を詳細に記載した。ミニマムの水

準については前述（１２頁以下）の各種判例を適宜参照されたい。 

 

【１】個別的管理方法 
 

 個別的管理方法としては、（１）物的・技術的管理と（２）人的・法的管理が考

えられる。 

 

 （１）物的・技術的管理 
 

 情報管理に当たっては、（ア）一般的には秘密情報をその他の情報から区分し、

その上で、秘密性のレベルに応じた管理をすることが望ましいといえる。その際、 

（イ）情報の形態及び（ウ）施設に着目し、営業秘密のレベルに応じた管理を行

うことが必要である。 

 

  （ア）営業秘密に係る一般的管理 
 

 秘密を管理するに当たっては、①秘密情報を区分することが必要であり、②

秘密管理の在り方としては、前述のとおり、（ⅰ）秘密に対するアクセス制限

と（ⅱ）客観的認識可能性が求められる。以下では、これらについて述べる。 

 

   ①秘密情報の区分（情報の秘密区分） 

 

 社内の情報については、まず秘密情報をその他の情報から分別することが

必要となる。その上で、情報の秘密性のレベルに応じて区分することが望ま

しい。通常、経営上極めて重要で、ごく限られた最小限の関係者のみに開示

される情報は、「極秘」や「厳秘」等に分類されている。そして、「極秘」ほ

ど重要ではないが、限定された関係者のみにしか開示されない情報が「秘」

に分類されることが多い。企業の中の情報全体からみると、「極秘」「厳秘」

「秘」等に指定して厳しく管理する情報は、業種にもよるが、通常、それほ

ど大きなウエイトを占めることは無いようである。機密のレベルを区分する

 21



 
 

目的は、そのレベルに応じた管理を行うことにある。 

 

   ②秘密管理の在り方 

 

    （ⅰ）アクセス制限 

 

 アクセス制限の方法としては、a)アクセス権者の限定、b)アクセスする

者の使用・開示の範囲の限定、c)アクセスの記録が考えられる。その際、

営業秘密の機密の区分に応じたアクセス制限を行うことが望ましい。 

 

a)アクセス権者の限定 

 

 まず、どの範囲の者が当該秘密情報にアクセスできるかを明らかにす

る必要がある（これにより、アクセス権限のない者の情報入手は不正競

争防止法第２条第１項第４号の不正取得に係る不正競争行為に該当する

ことになる）。例えば、部門の長の許可を受けた部員のみが持ち出して使

用できることとすること、また、情報が電磁的記録で保管されている場

合には、他の部署の者は閲覧することができないように物理的制約を加

え、コンピュータ・サーバ上でデータ処理をするようシステムを構築す

ること等、秘密情報のレベルに応じた様々な管理が考えられる。 
 こうした管理を行う際は、保有する秘密情報の抽出を行った上で、秘

密性のレベルに応じて情報毎にアクセス権者の範囲を明確にする（例：

「○○部員（限り）」等と表示する）ことが望ましい。一般に、機密レベ

ルが高くなるほど厳重に管理され、アクセス権者の数は少なくなるべき

ものである。 
 

     b)アクセス権者の使用・開示の範囲の限定 

 

 次に、アクセス権者の使用・開示の範囲について、特定の場所からの

持出や複製の禁止等の限定を加えることが必要となる（これにより、ア

クセス権者による権限外の使用・開示行為は、不正競争防止法第２条第

１項第７号の不正競争行為に該当し得ることになる）。 
 従業員・役員については、一般的に守秘義務は負っているものの、営

業秘密として管理すべき情報にアクセスした場合には秘密保持義務が課

される旨を、誓約書や内部規程類その他の契約書等により、事前に明示

しておくことが望ましい。 
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 派遣従業員については、派遣先で知り得た営業秘密を派遣従業員が遵

守するよう、派遣元企業と派遣従業員との間で取り決めておくことが望

ましい。 
 取引先、委託先その他組織外の者に営業秘密を開示する場合について

も、当該相手方に契約上の秘密保持義務を課しておくことが望ましい。 
 

     c)アクセスの記録 

 

 営業秘密へのアクセス記録を残しておくことも、秘密管理性を強化す

るものといえよう。例えば、電磁的記録化された秘密情報の場合、アク

セス可能な限度を超えないよう、アクセス記録をモニターすることも考

えられる。 

 

    （ⅱ）客観的認識可能性 

 

     a)営業秘密の表示 

 

 当該営業秘密が「秘密として管理」されている情報であることを客観

的に認識ができるようにすることが必要となる。例えば、秘密情報が記

載された部分の隅に各々秘密であることを示す明快・平易な言語・文

字・デザイン・記号・マーク等を記載・記述することが考えられる。 

 

     b) 秘密区分の表示 

 

 それぞれの情報がどの機密レベルに属するものであるかが分かり、ど

のレベルで管理すればよいのかが分かるように、その秘密区分を表示す

るのが望ましい。表示の仕方としては、紙媒体に記録されている情報で

あれば、「厳秘」や「秘」等のスタンプを押すことや、シールを貼付する

ことが考えられる。また、電子情報の場合は、フロッピーディスク等の

記録媒体にシールを貼付することや、どの機密レベルに属するのかを表

示するデータを電子情報そのものの中に組み込むことが考えられる。 
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  （イ）営業秘密に係る情報形態毎の管理 
 

 営業秘密の管理は、それぞれの営業秘密の情報の形態の違い（有体物か無体

物か）によって異なる。以下、①記録媒体（有体物）の管理方法と②情報自体

（無体物）の管理方法とに分けて述べる。 

 

   ①記録媒体（有体物）の管理方法 

 

 情報は、従来から紙等の記録媒体（有体物）によって管理されていること

が多かった。これらの記録媒体（有体物）については、以下の管理方法が考

えられる。 

 

    （ⅰ）保管 

 

 情報を書類やフロッピーディスク等の媒体に記録した場合は、アクセス

権者以外の者がアクセスできない場所（例：部署内の特定の者が管理する

施錠可能な保管庫（金庫、机の引き出し等））に保管すべきと考えられる。

鍵にも簡易なものからセキュリティレベルの高いものまで様々あり、個々

の秘密のレベルに応じた管理を行うことが望ましい。 

 また、媒体に対するアクセスを認める場合には、持出簿を作成し持出管

理を行ったり、複写管理を徹底することが考えられる。 

 

    （ⅱ）廃棄 

 
 情報が記録された媒体の廃棄については、焼却、シュレッダーによる処

理、溶解、破壊等を実施することが考えられる。 

 

   ②情報自体（無体物）の管理 

 
 最近では、情報が電磁的記録化され、コンピュータ機器類において管理さ

れているものも多く、インターネット等の発達により一度に大量の情報が世

界中に伝達されるリスクも生じている。したがって、このような情報自体

（無体物）を管理することも不可欠となっている。 

 24



 
 

 

    （ⅰ）保管 

 

 これらの管理方法としては、まず、秘密情報を管理しているサーバや端

末パーソナルコンピュータにおけるパスワードやＩＤ管理の徹底やウィル

ス対策等のコンピュータ・ネットワークのセキュリティ確保が考えられる。

その他、電子メールにおいて重要な秘密情報を送信する際に、暗号化を実

施し容易に第三者が解読できないようにする等のルールの確立、ウェブブ

ラウザ閲覧時等インターネットアクセスに関するルールの確立、特定の情

報にアクセスできる者を制限するためのパスワードの付与制限等を行うこ

とが考えられる。 

 

    （ⅱ）廃棄 

 

 電磁的記録化された秘密情報を使用・保管していたコンピュータ・サー

バ等のコンピュータ機器類を廃棄する場合、又は他者に譲渡等する場合に

は、内蔵されている記憶装置（例：ハードディスク）内に残っている情報

が誤って他者に開示されることのないよう、電磁的記録の消去を実施する

ことが考えられる。 

 

  （ウ）営業秘密に係る施設等の管理 

 

   ①建物・事務所・研究室等のセキュリティ配慮・警備 

 

 秘密情報を保管する場所のセキュリティ配慮については、対象となる秘密

情報の価値によってレベルの差があるものの、アクセス権者以外の者がアク

セスできないよう管理されていることが必要となる。 

 具体的には、営業秘密の保管場所を施錠したり、施設への入退を規制し、

その記録を作成することが考えられる。また、警備員の夜間配置や警備シス

テムの導入等様々な管理方法を可能な限り採用し、セキュリティレベルを高

めることが考えられる。この点、ＩＣカードで本人確認した上で入館し、指

紋や虹彩のチェックを受けて入室する場合等には、室内全体の機密レベルが

高いとみなされる可能性が高いと考えられる。 

 他方、全ての入退室を厳しくチェックしているわけでなくとも、特定の目

的のために必要な情報の流出入のみを制限する方法が考えられる。 
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 例えば、取引先から技術ノウハウの開示を受ける際、当該技術ノウハウと

類似の自社技術を有し、それを用いて自社製品を開発しているような場合、

他社技術と自社技術を扱う者を区別し、それぞれの部屋を分離して、それぞ

れの部屋には関係者以外は相互に入室できないようにする等、当該他社情報

が自社の技術者・開発者がアクセスできないようにすることにより、コンタ

ミネーション（情報の混入）を防ぐことが考えられる。 

 

   ②部門の設置等 

 

 社内における営業秘密を管理する専門の部門等を設置し、これを独立させ

ることも考えられる。 

 例えば、①の最後に言及した事案のように、他社技術を用いた製品の設

計・製造に従事している部門と、それと類似の自社技術を用いて製品の開発

に従事している部門とを分離することが考えられる。 

 

 （２）人的・法的管理 

 

 従来の新卒・終身雇用から、中途採用・派遣社員・早期退職による転職等とい

う雇用形態への変化に伴い、雇用の多様化・流動化が進展している。 

 このような現状も踏まえ、企業としては、①従業員・役員、②派遣社員等、③

退職者、④取引先（アウトソーシング先等を含む。）、⑤転入者という相手方に応

じた営業秘密の管理を行っていく必要がある。その際、（ア）自己情報について

は、①②③④の規律が問題となるとともに、（イ）他者情報については、特に④

⑤の規律が問題となることから、ここでは（ア）自己情報と（イ）他者情報に分

けて述べることとする。 

 このような対人的な営業秘密の管理は、主に法律関係によって規律されるもの

であることから、ここでは法的管理も併せて述べることとする。なお、「不正競

争防止法上の営業秘密が認められるための秘密管理性とは、情報の保有者が当該

情報をどのように管理しているかという事実行為の側面から判断されるものであ

る。したがって、法律上守秘義務が課せられる情報であったとしても、保有者が

現実に秘密として管理していなければ、当該情報は、秘密管理性がなく、不正競

争防止法上の営業秘密としても認められないのである。」ことに留意する必要が

ある（大阪地裁平成１１年９月１４日判決）。 
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  （ア）自己情報の管理 

 

 自社情報の管理については、①従業員・役員、②派遣社員等、③退職者、④

取引先という相手方に応じて、以下の管理を行うことが考えられる。 

 

   ①従業員・役員 

 

 従業員・役員との関係においては、前述の物的・技術的管理に加えて、誓

約書等の契約や就業規則による法的管理が重要になる。 

 これにより、契約上営業秘密が保護されるだけではなく、不正競争防止法

上の営業秘密の要件である秘密管理性が充足され、同法の保護が受けられる

ことになる。 

 以下では、従業員・役員との関係で具体的に問題となる（ⅰ）契約の締結、

及び（ⅱ）ルールの構築について述べる。 

 

    （ⅰ）契約の締結（誓約書・労働契約等） 

 

 従業員・役員に対しては、個別の契約書・社内規則等（呼称は各社によ

り異なる。）により、秘密保持義務を課すことが必要となる。 

 この点、従業員・役員は、それぞれ就職の雇用契約・就任時の委任契約

に基づき、秘密保持義務を負うのが一般的である。 

 しかしながら、これだけでは何が保護の対象となる営業秘密か不明確な

場合もあり、このような場合には、就職ないし就任時に誓約書等の秘密保

持契約書を別途締結することにより、守秘義務の自覚を促すとともに、具

体的に守秘義務の範囲を明確にすることも考えられる。 

 また、入社時あるいは就業時に誓約書を取るだけでなく、企業にとって

営業秘密として管理すべき情報を知り得ることになった都度（例えば、新

プロジェクトのメンバーになった、新しい分野の業務を始めた等）、新たに

誓約書を提出させる等により、具体的な守秘義務の範囲を明示することも

考えられる。 

 こうした誓約書等の徹底には、秘密の管理性を証明する証拠としての位

置付けもあり（東京地裁平成１１年７月２３日判決参照）、これにより不正

競争防止法上、損害賠償・差止請求が可能となる。また、契約上、違約金

の請求や懲戒処分を明示することにより、これらの請求を行うことも可能

となるが、そのような契約を締結する際には、労働関連法規に反しないよ

う留意する必要がある（東京地裁昭和５９年１１月２８日判決参照）。 
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 例えば、就業規則において、営業秘密を不正に取得・使用・開示した従

業員に対する懲罰規定を新たに制定し、又はその内容を変更する場合には、

労働基準法第９０条の規定に従って、使用者は労働組合又は従業員代表の

意見を聴く必要がある。その際には、同法第９１条の規定にも留意する必

要がある。 

 なお、就業規則の不利益変更は、一般に、その変更に合理性がある場合

に従業員に対する拘束力を持つとされている。 

 また、企業が営業秘密管理規程を策定する際、万一、それが労働条件の

変更を伴う場合は、上記のように就業規則の変更を行う、又は個別に従業

員から同意を得る必要がある。 

 なお、企業が営業秘密管理規程を策定する際には、管理の実態を把握した上

で、当該規程を確実に履行可能なものに策定するよう、上記規程に係る従業員と

協議するなどしてコンセンサスを形成することが望ましい。 

 

    （ⅱ）ルールの構築（社内における開示・公表ルール） 

 

 上記のような契約に加えて、営業秘密管理規則などの社内ルールを設け、

従業員・役員に、秘密保持の周知徹底を図るとともに、具体的な秘密の取

扱い方法等を明示することが重要である。例えば「物品の保管、持ち出し、

返還、枚数の確認等について…規定を設けて管理していた形跡」等が、不

正競争防止法上の営業秘密の管理性の判断要素として考慮されている（東

京地裁平成１３年８月２７日判決）。具体的には、以下のような例が考えら

れる。 

 

a) 社外に秘密情報を開示する際には、（相手方に秘密保持義務を課す場

合でも）その開示の可否に付き事前にチェックを行い、社内において

開示判断の権限を与えられた適切な者の承認に係らせることにより、

不必要な開示を防止する（社内稟議システム等）。 

 

b) マスコミや学術誌への発表あるいは取材対応についても、企業として

公表ルールを作成する（情報管理規程作成）。（インサイダー取引規制

関係等の公表ルールがある場合には、これらとの調整が必要となる。） 

 

c) 社内のある部門が開示又は公表した情報が、他の部門が開示又は公表

を控えていた秘密情報であった、という事態を防ぐためにも、情報を一

元的に管理する（対外的な発表は広報室を通す等）。（広報・ＩＲ組織の
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設置・活用。） 

 

 加えて、秘密保持義務が形骸化してしまわないよう、営業秘密管理につ

いての社内教育を定期的に実施する等の社内体制を整備することが望まし

いといえる（詳細については、後述【２】組織的管理方法（３８頁以降）

参照）。 

 

   ②派遣社員等 

 

 派遣社員は、一般の従業員と同様に、派遣先（受入先の企業）の指揮命令

を受けて派遣先の業務に従事する。しかしながら、派遣社員は、あくまで派

遣元（派遣会社）の従業員であり、派遣先と直接の雇用関係はない。派遣先

の指揮命令権は、労働者派遣法に基づく派遣元・派遣先との間の派遣契約に

おいて規定されるものである。派遣社員に対してどのような業務に従事させ

るかについては、派遣契約で明確化する義務があるが、営業秘密管理に関す

る秘密保持規定については、特段の義務は課されていないため、どの程度の

秘密保持義務を課す必要があるのかを派遣契約等で明確化する必要がある。 

 その場合には、派遣社員と同程度の業務に従事している自社の従業員に対

して課しているのと同等の秘密保持義務を遵守するよう規定することが望ま

しいと考えられる。 

 ただし、これらの場合には、労働基準法や労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に反しないよう留意す

る必要がある。このほか、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の就業条件の整備等に関する法律第２４条の４によれば、派遣社員は、そ

の業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない法

律上の義務を負うものとされている。 

 このように、法的義務の点では従業員とは差異があるものの、営業秘密と

して表示を行いアクセスを制限するといった、物的・技術的管理の側面及び

組織的管理の側面では、従業員と同様に妥当するものと解される。 

 

   ③退職者 

 

 退職者による営業秘密の漏えい等に対して、企業が不正競争防止法に基づ

く保護を受けるための法的要件は、従業員における法的要件と差がない。 

 しかしながら、退職者の守秘義務は、従業員と異なり、その地位に基づい

て一般的に認められるわけではなく、原則的には個別契約に基づく。した
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がって、（ⅰ）法的に退職者との関係において営業秘密が保護されるためには、

退職時に明確な秘密保持契約が締結されていることが考えられる。 

 また、（ⅱ）物理的・技術的管理の一環として、退職時に、退職者から営業

秘密に該当するものを回収することが考えられる。 

 

    （ⅰ）秘密保持契約 

 

a) 秘密保持義務 

 

 退職者との間で営業秘密が保護されるためには、一般的に秘密保持契

約を締結することが必要となる。 

 秘密保持義務については、就業規則や入社時の秘密保持の誓約書にお

いて規定することもあるが、これらがいつまで拘束力があるのか等の議

論もある。そこで、退職時に、ⅰ具体的な営業秘密に関し、退職後も秘

密保持義務があることを確認したり、ⅱ改めて具体的な営業秘密を特定

の上、秘密保持契約を締結することも考えられる。しかしながら、契約

上は、かかる守秘義務が必要性や合理性の点で公序良俗違反とならない

ことが前提となる。 

  なお、ある企業の従業員が競業他社に転職した場合、退職者及び当該

競業他社に対する意識喚起として、当該退職者が当該企業に対して秘密

保持義務を負っている旨を当該競業他社に通知することも考えられる。

ただし、当該退職者の職業選択の自由を妨げる行為と取られないよう、

慎重に行う必要がある。 

 

b) 競業避止義務 

 

  秘密保持に関して、退職後の従業員・役員に対して競業避止義務を課

すことも考えられる。しかしながら、判例上、競業避止義務の有効性は、

「債権者の利益（企業秘密の保護）、債務者の不利益（転職、再就職の

不利益）及び社会的利害（独占集中のおそれ、それに伴う一般消費者の

利害）の３つの視点に立って慎重に検討していくことを要する」とされ、

「合理的範囲内」の競業制限でないとその有効性が認められない。かか

る「合理的範囲」の具体的基準は、一般的に、①「制限の期間」、②

「場所的範囲」、③「制限の対象となる職種の範囲」、④「代償の有無」

等とされている（奈良地裁昭和４５年１０月２３日判決）（具体的には、

奈良地裁昭和４５年１０月２３日判決は２年間・東京地裁平成６年９月
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２９日判決は１年間の競業避止義務を有効としている。これに対し、浦

和地裁平成９年１月２７日決定は３年間、大阪地裁平成１０年１２月２

２日判決は５年間の競業避止義務を無効としている）。 

 なお、退職後一定期間内に競業他社に就職した場合に、退職金の全部

又は一部を減額する旨の規定を設け、違反があった場合に当該金額を支

払わない／返還請求を行う運用も行われている。ただし、職業選択の自

由等を不当に拘束するものは認められず、期間の限定等が必要である

（具体的には、退職後の競業他社への就職した場合において、退職金を

一般の自己都合による退職時の退職金の半額とする旨の定めが有効とさ

れた事件（最高裁昭和５２年８月９日判決）や、退職後６ヶ月以内に競

業他社に就職した場合は、退職金全額を支給しない旨の定めは、退職従

業員に顕著な背信性がある場合に限り適用されるとされた事件（名古屋

高裁平成２年８月３１日判決）がある。）。 

 

    （ⅱ）営業秘密の返還 

 

 退職に当たっても秘密管理性が維持されるためには、会社の秘密書類・

資料その他の営業秘密が持ち出されることが無いよう、退職者が退職時に

占有している会社の営業秘密に関する書類等は、会社が返還を受けること

が適当である。今日、在宅勤務や海外出張等において個人所有のパーソナ

ルコンピュータを使用して業務を行い、また業務の必要上インターネット

等を通じて会社の情報を取り出し自宅に蓄積することもあることから、退

職時に会社において営業秘密として管理され、従業員に対してそのことが

明示されていた情報については、個人所有のパーソナルコンピュータ内の

データも含め、廃棄処分を行うことが考えられる。 

 その際、個人の頭の中に蓄積された情報や、会社の業務とは別に、個人

の努力と金銭的な負担の下で蓄積された情報あるいはノウハウ等、個人に

帰属するものまでは回収できないという点については注意を要する。 

 したがって、如何なる範囲の情報及び媒体が会社に帰属するのか、会社

側における管理体制や物的・金銭的負担の程度等も考慮し、会社と従業員

との間で合理的な一定のルールを作ることが望ましい。 

 

   ④取引先 

 

 不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるためには、取引先に開示

する場合であっても、「管理性」を維持することが必要となる。したがって、
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通常は、営業秘密の開示に先立ち、守秘義務を含んだ契約を締結することに

なる。この点、本契約書締結前であっても情報の開示が必要なケースもあり、

例えば営業秘密に関するライセンス契約等の交渉当事者においては、相手方

のノウハウの価値を評価させる目的で、本契約の交渉段階で、秘密保持契約

を締結した上で当該ノウハウを開示する例がみられる。 

 さらに、会社間で取引を行う場合には、取引内容を明確化して無用なトラ

ブルを防止するため、直裁的に、取引の開始時において秘密保持契約書を締

結することが望ましい。ただし、契約上の守秘義務の範囲は、当事者で定め

ることから、不正競争防止法で保護される「営業秘密」に限られず、範囲が

広汎なことがある。開示された「すべての情報」が守秘義務の対象とされる

ケースも見受けられるが、情報を受領する側にとってはそれを遵守すること

が事実上困難な場合もあり、過度に広汎であれば公序良俗違反（民法第９０

条）として無効となる余地も考えられることから、どこまでが秘密保持の対

象となるか明確に定めておくことが望ましい。また、一口に営業秘密といっ

ても、それぞれの企業によって管理のレベルに差があることを考慮すべきと

いえる。相互に相手方の営業秘密を尊重し、管理する場合において情報の開

示者の立場にばかり立った契約にするのではなく、現実的に受入側の管理が

できるよう、情報の性質と管理のレベルを契約書に具体的に規定する方が、

管理という立場からは現実的な管理ができると考えられる。 

 

  （イ）他者情報の管理 

 
 他者の保有する情報については、自社の保有する自己情報と同様又は異なっ

た基準で管理が求められることがある。そこで、他者情報について、①その一

般的な留意点について触れた上、特に問題となる②転入者及び③取引先という

相手方に応じた管理方法について述べる。 

 

① 一般的な留意点 

 

    （ⅰ）情報の取得時の留意点 

 

a) 情報の区分 

 

  他者からの営業秘密について法的義務を負っている場合、当該営業秘

密をあらかじめ区分していないと、後々になって思わぬトラブルに巻き

込まれるおそれがある。このように他者情報が自社に流入してしまうよ

 32



 
 

うな場合を「コンタミネーション（情報の混入）」という。 

  そのため、他者情報を取得する際には、営業秘密として管理すべき範

囲を特定しておく必要がある。 

 

b) 契約の締結 

 

  契約上守秘義務を負うような場合には、他者の営業秘密を無断に使用

すれば、債務不履行責任による損害賠償義務（民法第４１５条）等を負

うことになる。 

    したがって、あらかじめ契約書において営業秘密の範囲及びその使

用・開示範囲について特定しておくことが望ましい。例えば、共同開発

等の取引関係が生じるような場合は、契約により相互に開示する情報の

区分や取扱いにつき、事前に明示的に取り決めておくのが適当である。

また、合意前の交渉過程においても、場合によっては、あらかじめ機密

保持契約を締結することにより、情報の取扱いを取り決めておくことが

望ましい。 

 

c) 相当な注意 

 

  不正競争防止法においては、他者の営業秘密の取得に際して、営業秘

密の不正取得行為（同法第２条第１項第４号）や不正開示行為（同項第

８号）が介在することについて「悪意」又は「重大な過失」で取得・使

用・開示行為を行えば、不正競争行為（同項第５号及び第８号）として

損害賠償又は差止請求を受けることになる。これは、取得後に「悪意」

又は「重大な過失」で使用・開示行為を行った場合も同様である（同項

第６号及び第９号。ただし、取引における権限の範囲内でその営業秘密

を使用・開示する行為は、第１２条第１項第６号に基づき適用除外とな

る。）。 

 したがって、営業秘密の取得する相手方が、当該情報につき正当な権

限を有することにつき相当の注意を払う必要がある。例えば、倒産会社

からの取得であれば、管財人又は裁判所の処分許可があることを確認す

る必要がある。 

 

    （ⅱ）情報の使用時の留意点 
 

a) 契約上の使用・開示範囲 
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 契約上守秘義務を負う場合には、契約で定めた営業秘密の使用・開示

範囲を遵守する必要があり、その範囲を超えれば契約違反となる。 

 したがって、契約に基づき取得する場合において、未然にトラブルを

回避する観点からは、取得した営業秘密が目的外に使用されないための

措置を講ずるとともに、開示先を通じて漏えいすることのないよう開示

先を適正に制限する等の管理をする必要がある。 

 

b) 使用開示の目的 

 

 契約がない場合であっても、正当に示された営業秘密を「不正の競業

その他不正の利益を得る目的」又は「営業秘密保有者に損害を加える目

的」で使用・開示することは不正競争行為（不正競争防止法第２条第１

項第７号）に当たる。 

 したがって、このような信義則に反するような使用・開示を行わない

ように留意する必要がある。 

 

⑤転入者 

 

 中途採用や第二新卒等により他の会社から転職して会社の従業員等になる

場合、当該転入者が特定の情報に関し法的義務を負っていたことによりトラ

ブルに巻き込まれることのないよう、コンタミネーション（情報の混入）に

配慮することが必要である。具体的には、その転入者が持ち込む情報によっ

て、受入企業に差止請求による事業中断のリスクや何らかの損害賠償請求を

受けるリスクが発生しないかどうかを検証することが必要である。 

 

（ⅰ）転入者の契約関係の確認 

 

 採用予定者に対してインタービュー等をすることで、元の会社からどの

ような義務が課されているかの確認を行うことが必要である。 

 この点、転入者の退職時の契約書や元の会社の就業規則等があれば、そ

の守秘義務の内容について確認しておく必要がある。その退職時の契約内

容が対外的に確認可能であり、それが合理的であれば、安心して転入者を

受け入れることができる。 

 ただし、採用予定者が退職時に差し入れた誓約書等の写しを退職者に交

付しないために、どのような義務があったか確認ができない場合、又はす
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べての情報を第三者に開示、漏えいしてはならない、というような漠然と

した契約の場合等には、明確な契約上の守秘義務の内容はわからない。こ

の場合においても、少なくとも不正競争防止法上、転入者の守秘義務違反

等につき「悪意」又は「重大なる過失」があれば法的責任が生じることか

ら、「悪意・重過失」でないと評価されるように努めることが必要である。 

 例えば、従前の会社での業務内容・守秘義務の内容など、採用において

チェックすべきリストのようなものを策定しておくのも、コンタミネー

ション（情報の混入）を回避するための一つの方法として望ましい。また、

従前の会社に対して、一定の合理的な質問状を送付することも考えられる。 

 

（ⅱ）採用時の法的対処方法 

 

 コンタミネーション（情報の混入）を回避する法的方法としては、以下

ⅰ）～ⅲ）等の点が記載された誓約書を転入者から取得することが考えら

れる。このような誓約書を取得しているような場合は、不正競争防止法上

の「重大なる過失」が無いと評価される可能性が高くなると考えられる。 

  a) 他者の営業秘密を、その承諾無しに自社内に開示あるいは使用させ

ないこと 

  b) 他者において完成させた職務発明等の自社名義での出願をさせない

こと 

  c) 自社で就業するに当たり、不都合が生じる競業避止義務がないこと 

 もっとも、以上の方法も必ずしも完全にリスクを回避することはできる

ものではなく、不正競争行為に該当しないよう前述（ⅰ）のように自社で

最善の注意義務を尽くすことが望ましい。 

 

（ⅲ）採用後の管理 

 

 転入者の採用後も、当該転入者の業務内容を定期的に確認することによ

り、元の会社との間の守秘義務違反が生じないよう確認をすることが望ま

しい。また、配属についても、競業避止義務や秘密保持義務を負う部署に

配置換えが行われないよう配慮することが望ましいと考えられる。 

 

③ 取引先 

 

（ⅰ）取得時 
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 この場合、前述（３２頁）のように、特定の情報に関し法的義務を負っ

ていたことによりトラブルに巻き込まれることのないよう、コンタミネー

ション（情報の混入）に配慮することが必要である。 

 

a) 契約締結時の留意事項 

 

 取引先からの営業秘密の取得に際しては、相手方の当該情報の開示に

つき正当な権限を有するか否か相当の注意を払う必要がある。例えば、

重要なノウハウ等を開示してもらう場合には、事実上、相手方に当該ノ

ウハウの帰属を確認するとともに、法律上、自社へのノウハウの開示が

取引先の他の契約の債務不履行を構成しないこと等について、相手方取

引先に表明又は保証してもらうこと等が考えられる。 

 

b) 取引先への組織的対応 

 

  メーカー等においては、新規取引先から新技術・製品の売込みを受け

ることはしばしばあるが、企業規模が大きくなると、社内に担当窓口が

複数存在する等、担当者レベルで個別に対応するときには統一的な管理

が困難となることがある。このような場合は、技術・製品売込みに対す

る窓口を一本化して統一的な情報受領者管理を行うことが望ましいが、

これが困難であれば、例えば統一的な取扱いルールを規定し、社内で対

応を統一する方法も考えられる。 

 

（ⅱ）使用時 

 

a) 使用目的等による制限 

 

 他者から正当に取得した営業秘密であっても、「図利加害目的」で使

用開示を行えば不正競争行為として損害賠償や差止の対象となり、また、

契約に基づき取得する場合は、当該契約で定めた範囲を超えれば契約違

反となる。 

 このため、未然にトラブルを回避する観点からは、あらかじめ契約を

締結し、取得する営業秘密の使用目的や開示先を明確に規定するととも

に、使用・開示の範囲について適正に管理を行うことが望ましい。なお、

明示の契約がない場合であっても、信義則に反する使用・開示は不正競

争行為となることがあることに留意する必要がある。 
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b) リバースエンジニアリング 

  

  リバースエンジニアリングとは、一般に、適法に購入した製品、技術を

分解、分析して営業秘密に係る情報を得ることをいう。これによって営業

秘密を取得することは、不正競争防止法上の「窃取、詐欺、強迫その他の

不正の手段により営業秘密を取得する行為」（同法第２条第１項第４号）に

は該当しないため、この方法による営業秘密の取得、及びその使用・開示

については、不正競争行為には当たらないと解される。 
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【２】組織的管理方法 
 

  組織的管理方法としては、営業秘密を保有する組織全体のマネジメントとして、

（１）管理策を策定し（plan）、（２）管理策を実施し（do）、（３）管理状況を監査

の上（check）、（４）管理策を見直す（act）という一連の流れが考えられる。以下

では、組織的な管理の在り方について、望ましい水準を詳細に記載した。ミニマム

の水準については、前述の各種判例を参照されたい。 

  なお、望ましい水準の組織的管理方法として（５）情報管理に関する各種マネジ

メント規格及び要求事項についても最後に記載した。 

 

 （１）管理策の策定 
 

 営業秘密管理の基本方針（ポリシー）は、営業秘密の管理に関する組織の意思

を明示するものであり、以下の事項を含むことが望ましいと考えられる。 

・ 営業秘密管理への取組の宣言 

・ 目的 

・ 対象範囲 

・ 用語の定義 

・ 基本原則 

・ 法令の遵守 

・ 罰則等 

 営業秘密管理の基本方針は、その組織の経営に関する基本方針の一部分であり、

簡潔かつ理解しやすく文書化し、すべての従業員・役員に周知することが重要で

ある。具体的な姿としては、営業秘密管理に関する基本規程の中に含めて文書化

することもある。 

 営業秘密のみでなく、すべての情報を対象にマネジメント・システムを構築す

る場合においては、情報セキュリティ・ポリシーの一部分を構成する形で文書化

する場合もある。 

 いずれの場合も、その性格から、組織の最高責任者がこれを制定・公布すると

ともに、plan-do-check-act のマネジメント・サイクルの中で、定期的に見直し

を行い、改定することが望ましい。営業秘密管理の基本方針を初めて策定する場

合には、営業秘密の管理の在り方は多くの部門に影響があるため、困難を伴う場

合が多いが、関係するすべての部門の責任者を集めて策定することが、組織の意

思決定であることを示す観点からも重要である。 

 営業秘密管理の目的と目標とを定めて、これを達成するための実施計画（プロ
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グラム）を策定し実行する。管理目的は可能な限り明確に定め、管理目標は可能

な限り数値を用いて定める。管理目的及び管理目標は、基本方針、基本規程と整

合性が保たれていることが重要である。実施計画の策定は、基本方針、基本規程、

管理基準、指針、運用規則等からなる文書化された管理の枠組みに沿って行う。

実施計画には次の事項を含めることが望ましいと考えられる。 

 ・目的及び目標を達成するための責任の明示 

 ・目的及び目標を達成するための手段と日程 

 

 （２）管理策の実施 
 

 管理策の実施としては、（ア）情報セキュリティ管理責任及び（イ）総括責

任・統括責任を定め、（ウ）組織体制の整備、（エ）教育、（オ）文書管理を行

うとともに、（カ）事件・事故に対応することが考えられる。 

 

  （ア）情報セキュリティ管理責任 

 

 情報セキュリティの管理責任は、その性格から次の２つに区分される。 

 

    ①情報管理責任 

 
  情報管理責任は、次のような事項から構成され、当該情報を作成した者

の所属する組織の責任者が行うのが適切である。 
・ 「厳秘」、「秘」等の秘密区分の指定 

・ 秘密区分の期限の明示 

・ アクセス権者の特定 

・ 社外への持ち出し及び他者への開示に係る許可等の判断 

・ 使用目的の設定 

 

    ②セキュリティ管理責任 

 

 セキュリティの３要素、すなわち、機密性、完全性（保全性）、可用性の

すべてを確保する責任である。換言すれば、営業秘密について、正式に許

可された者だけが、正しい内容の情報を、必要なときにはいつでも利用で

きる状態に管理する責任である。セキュリティ管理責任は、経営資源の一

部分として、すべての組織責任者が担うべき性格のものである。 
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（イ）総括責任・統括責任 

  

  責任の体系によって、以下の二つに分類する。 

 

①総括責任 

 

 担当事業所において、情報セキュリティ管理に関する全社的な基本方針や

基本規程が正しく運用されていることを確認する責任である。通常、営業所

長、工場長等、事業所長が、これを担う。 

 

②統括責任 

 

 会社全体の情報セキュリティ管理の統括責任である。役員の中から、情報

セキュリティを担当する役員を指名し、この責任を担わせるのが適切である。

このような役員をＣＩＳＯ（Chief Information Security Officer、情報セ

キュリティ担当役員）と呼び、次項で述べる情報セキュリティ委員会の委員

長の役割を担わせる。 

 

（ウ）組織体制の整備 

 

（ア）、（イ）のような責任体系に基づいて管理策を実施していくための組織

体制について、その望ましい姿を示す。 

第１図は、情報セキュリティ管理体制の例を示した図である。営業秘密を含

む情報セキュリティ管理の基本方針や基本規程、すなわち、セキュリティ・ポ

リシーの制定、公布・改定は、組織の最高責任者が行うのが望ましいと考えら

れる。 

また、組織の最高責任者のもとに、ポリシーの決定、改定等に関する意思決

定を行う「情報セキュリティ委員会」を設置することが望まれる。委員長はＣ

ＩＳＯが務め、委員には経営企画、総務、法務、情報システム、営業、技術、

製造、人事、経理等社内各部門の責任者を充てる。 

委員会は、ポリシー案の策定、全社推進、部門間の調整、管理体制の維持・

管理等の機能を担う事務局を置く。事務局には社内に存在する営業秘密につい

て広く現状を把握し、その取扱いを検討するのに十分な識見を有するメンバー

で構成するのが望ましい。事務局を２つに分割して、情報セキュリティ委員会

の事務を司る機能と専門的識見に基づいてポリシー案等を策定したり見直した

りする機能とに分けることも有効である。 
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このような本社機構における組織体制の下に、社内全事業所をその傘下に置

いて、全社的に統一された体制をとるのが望ましい。 

 
第１図 情報セキュリティ管理体制の例 

組織の最高責任者

情報セキュリティ委員会

関
連
会
社

本
社 ・・

ポリシーの決定、改訂

社
内
分
社

工
場

研
究
所

営
業
所

・・・・

委 員 長：情報セキュリティ担当役員（ＣＩＳＯ)

委　　員：経営企画、総務、法務、情報システム、営業、技術、製造、

人事、経理など 各部門の責任者

・・

ポリシー(基本方針、
基本規程)の制定

事務局

ポリシー案の策定、部門間調整、

全社推進、管理体制の維持・管理

 

 以上は、全社的に取り組む場合について説明したものであるが、社内の一

部、例えば、ある営業所が取り組む場合には、「組織の最高責任者」は営業所

長となる。また、この場合、第１図に示したものと同様の組織体制を工場、

営業所、社内分社等のそれぞれの組織において構築することを想定している。 

 

（エ）教育 

 

 秘密管理性を継続させるために、秘密管理の重要性や管理組織の概要、具

体的な秘密管理のルールについて教育を実施することが考えられる。教育の

実施に当たっては組織体制の中に教育責任者を設置する等により組織内にお

ける教育責任を明確化し、定期的教育を実質的に確保することが望ましい。

また、事前に教育内容を定め、教育効果の均質化を図ることも有効な教育方

法であると考えられる。 
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①教育責任者の設置 

 

 組織内における教育責任者を事前に定めておくことが考えられる。教育責

任者は組織に属する者に対する定期的な教育に関する実施責任を有するもの

とし、このことを明らかにするため、秘密情報管理規程等に教育責任を固定

化（例えば、セキュリティ管理責任者は教育責任を負う）することが考えら

れる。 

 教育責任者は、教育を定期的に実施する他、実際に講師を担当する者が秘

密管理の概要を把握していることを確認することが必要である。 

 

②教育内容の決定 

 

 組織形態や業種によっては実際に教育を行う者が必ずしも教育責任者であ

るとは限らない。したがって、教育内容を組織内で均一化するために事前に

教育内容を定め、場合によって内容に差異が生じないよう配慮することが望

ましいと考えられる。具体的には、教育ツールやカリキュラムの作成等、教

育内容の事前設定等が考えられる（なお、カリキュラムの一例としては、情

報管理の重要性、秘密情報の管理組織、具体的な管理方法（○○株式会社 

秘密情報管理規程の内容について）等）。 

 

③教育の実施 

 

 営業秘密にアクセスする者に対して定期的な教育を実施することも望まし

いと考えられる。具体的には階層別教育（例えば、新規採用者に対する教育、

管理職に対する教育）等の既存の定期研修等の機会に組み込むことが合理的

な実施方法の一つであると考えられる。 

 

（オ）文書管理 

 

 営業秘密に限らず、企業経営に関する基本方針、基本規程、管理基準、指

針、運用規則（手順書、マニュアル）等は、すべて文書化して、これを保

存・管理することが必要である。文書化の程度は、組織の規模、活動内容、

ビジネス・プロセス及びその相互関係の複雑さ、関係する要員の力量等に

よって異なるものと考えられる。例えば、廃止した文書に関する処理手順等、

文書そのものの管理手順も文書化することが重要である。 

 文書には、営業秘密を含む情報一般へのアクセス記録や配布記録等も含ま
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れ、これらは、情報の秘密区分により文書化の要否、文書化の程度等の管理

基準等を明確化しておくことが重要である。 

 

 （カ）事件・事故への対応 

 

 営業秘密の漏えい、流出、営業秘密の取得を基にした脅迫、データベース

の破壊等、情報のセキュリティに関する事件・事故及び障害等が発生した場

合の対処方法を示す。 

 

・連絡網を含めた報告手順や報告を受けての対応手順をあらかじめ定め文書

化しておく。この中には、発生したトラブルの外部への開示に関する手順

も含まれる。 

・すべての従業員に報告手順、対応手順を理解させる。 

・事件・事故及び障害は、あらかじめ定めた連絡網を通じて直ちに報告する。 

・事件・事故及び障害への対応をとる。 

・是正措置と再発防止措置（再発防止のための予防措置）を講じる。 

・講じた措置の記録をとる。 

・報告手順、対応手順を見直した場合は、それを文書化する。 

・セキュリティに関する罰則規定に該当する場合はその処分を行う。 

・教育に反映させる。 

 

 （３）管理状況の監査 
 

 管理策の実効性を確認するために、監査を定期的に実施することが重要である。

監査に当たっては、あらかじめ監査責任者を設置する等、組織としての監査責任

を明確にすることが考えられる。 

 監査責任者には被監査部門から独立した立場にある者を選定して監査の独立性

を確保し、同時に監査責任者が秘密情報管理に関する監査を定期的に実施する権

限を有する旨、組織内に徹底することが考えられる。 

 

（ア）監査の実施 

 

 監査範囲、監査頻度及び事業の特性を考慮の上、実際に秘密管理性確保のた

め組織が採用した管理策が実行されているかどうか、定期的にチェックするこ

とが望ましい。 

監査の結果、改善が必要と判断される場合、監査責任者はその緊急度合いに
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応じて、被監査部門に対し「是正措置」又は「予防措置」を実施するよう通知

し、各々改善を促すことが考えられる。 

 ここにおいて「是正措置」とは、不適合（管理策が実施されていない状態）

の原因を除去するための対策をいい、緊急性が高い改善項目に対してなされる

のに対し、「予防措置」とは将来起こり得る不適合が発生しないようその原因

を除去するための対策で、「是正措置」ほど緊急性が高くない改善項目に対し

てなされる。 

  

（イ）監査の記録 

 

 最後に、監査の結果を記録として一定期間保存することが望ましいと考えら

れる。これにより記録に基づいた是正措置や予防措置のチェックが次回監査時

等で可能となり、一層の秘密管理の徹底が図られるものと考えられる。 

 

 （４）管理策の見直し 
 

 秘密管理の適切性及び有効性、パフォーマンス等を継続して確保するために、

監査の結果や秘密管理に関する法令又は社会動向等の変化に応じて、定期的に管

理策を見直すことが望ましい。 

 情報管理策の見直しについては、組織の経営層によって実施・承認されること

が、管理策の実効性を確保する点で望ましい。 

 

 （５）情報管理に関する各種マネジメント規格及び要求事項 
 

 現在、国内における情報管理に関するマネジメント規格やそれに基づく第三者

認証制度には、次の（ア）、（イ）の２つがあげられる。営業秘密との関わりの中

では、特に「秘密管理性」を高いレベルにおいて認証する制度として参考になる

ものと考えられる1。 

                                                
1 【参考】ＩＴセキュリティ評価・認証制度（ISO/IEC 15408） 

 デジタルの秘密情報を管理するシステムや製品類（例：データベース管理システム・ファイアーウォー

ル）について、一定の情報セキュリティを確保していることを評価・認証する制度がＩＴセキュリティ評

価・認証制度である。準拠する規格は ISO/IEC15408（JIS X 5070）で、独立行政法人製品評価技術基盤

機構が認証機関、認証機関から認定を受けた民間企業が評価機関となっている。認証に満足するためには、

まず評価機関によるセキュリティ評価を受け、その後当該評価を認証機関に確認（認証）を受けることが

必要となる。 

 セキュリティ機能として規格上定められている項目は次の 11 項目であり、製品やシステムの特徴に

よって採用すべき機能は異なる。 

 「セキュリティ監査」「通信の否認防止策」「暗号サポート」「利用者データ保護」「識別と認証」「セ

キュリティ管理」「プライバシー」「セキュリティ機能の保護」「資源利用／管理」「評価対象へのアクセ
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（ア）ＩＳＭＳ認証基準（情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制 

   度） 

 

 情報技術（ＩＴ）化の進展により、情報の改ざん・漏えいのリスクが急速に

高まる中、望ましい情報セキュリティ管理事例を示す英国の規格（ＢＳ７７９

９・平成７年初版発行）が注目されるようになり、平成１２年１２月にはこの

規格（の一部）のＩＳＯ（ＩＳＯ／ＩＥＣ１７７９９）化が、さらに日本国内

においても平成１４年２月にＪＩＳ（日本工業規格・ＪＩＳＸ５０８０）化が

実施された。 

 これらの規格に則った情報セキュリティ管理を認証する制度として現在運用

されているのがＩＳＭＳ認証である。運用主体は財団法人日本情報処理開発協

会で、平成１３年４月から運用（本格運用は平成１４年４月から）されている。 

 ＩＳＭＳ認証を満たすためには、定められた１４９の要求項目（平成１４年

３月１３日現在）について、あらかじめ具体的な対策を定め、それに従った運

用を行うことが要求される。以下に要求項目の概要を示す。 

 

   ①情報セキュリティ基本方針の策定 

 

 セキュリティ管理体制構築の前提として、まず「情報セキュリティ基本方

針」の策定が要求されている。その位置付けは会社のトップによる宣誓文であ

り、①情報セキュリティ確保の重要性、②適正な情報管理に関する内容、③法

令遵守や契約遵守に関する内容、④管理体制の継続的改善に関する内容等を含

めることが望ましいとされ、かつ、文書化し、全従業員に周知する必要がある。 

 

   ②組織的管理の実施 

 

 部署横断的に情報セキュリティ管理を実施することが要求されている。情報

セキュリティを単に担当業務部署だけの問題ではなく部署横断的な問題として

捉え、組織としてトップダウンの組織管理を徹底し責任の所在を明確にするこ

とがその主旨とされる（具体的な組織については、Ｐ３９の図表を参照）。そ

の他、この項目では、第三者に業務委託を実施する場合に、情報セキュリティ

に配慮した外部委託契約書を締結すること及び当該第三者の情報セキュリティ

管理に関する状況を必要に応じて把握できるようにしなければならないことが

                                                                                                                                          
ス」「信頼性の高い通信経路の使用」 
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要求されている。 

 

   ③情報資産の抽出と分類 

 

 組織内に存在する情報資産を抽出し、これを分類した上でリストアップする

ことが要求されている。地道ながら、情報の正確な把握の観点から欠かせない

ものとして考えられている。なお、情報資産のリストを作成するに当たっては、

抽出した情報に漏れのないよう可能な限り詳細に記載することが望ましい。 

 

   ④人的セキュリティの確保 

 

 情報セキュリティに対する脅威として、外部からのセキュリティ侵害（ハッ

キング行為・ウィルス等）にとどまらず、内部者による侵害も十分考えられる

ことから、組織内の従業員に対してもセキュリティ対策を徹底する旨要求され

ている。対策方法の事例としては、教育等による就業規則遵守の徹底や秘密保

持誓約書の取り交わし等が考えられる。 

 

   ⑤物理的・環境的セキュリティ管理 

 

 物理的・環境的セキュリティ管理とは、サーバールームへの入退出管理、電

源安定性の確保、端末の廃棄方法等の情報システムに関する各種施設・設備類

のセキュリティ管理のことである。様々な事項が要求されており、それぞれ施

設面における重要な管理事項として捉えられている。 

 

   ⑥通信及び運用管理 

 

 インターネットや電子メールの利用及び運用上注意が必要となる要求事項に

ついて、例えば、ウィルス対策実施やシステムのバックアップの実施等が要求

されている。 

 

   ⑦アクセス制御 

 

 情報システムのユーザー（組織内外）に対するアクセス権限の設定管理につ

いての要求事項が規定されている。例えば、ユーザー登録の管理、パスワード

管理、外部接続を利用するユーザーの識別のための認証管理及びソフトウェア

へのアクセス管理等の対策が挙げられている。 
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   ⑧システムの開発及び保守 

 

 業務に使用するソフトウェアのライセンス管理や変更管理、動作に関する妥

当性チェック等、主としてソフトウェア開発、変更及び保守に関係する要求事

項が規定されている。 

 

   ⑨事業継続管理 

 

 事業継続管理とは、自然災害、事故、装置の故障及びハッキング等の悪意に

よる侵害行為等によって仮に業務がストップしたとしても可能な限り速やかに

復旧できるよう、万一に備え計画を策定し訓練を実施することをいう。情報セ

キュリティ管理の中でも優先度の高い対策項目として捉えられている。具体的

には、想定される危機をリストアップし、各々復旧計画を事前に立てかつその

計画に従って定期的な訓練を行うことが要求されている。 

 

   ⑩法令適合性・教育・監査 

 

情報セキュリティに関する法令（知的財産に関する各種法令その他）を遵守

すること、定期的教育や監査を実施することが要求されている。 

 

（イ）ＪＩＳＱ１５００１（プライバシーマーク制度） 

 

  平成１０年頃から多発した個人情報漏えい事件や諸外国の動向等を契機に、平

成１１年３月、個人情報の望ましい管理について定めるＪＩＳ規格（個人情報保

護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項：ＪＩＳＱ１５００１）が

制定されているが、この規格を遵守しているか否かを審査する制度が、プライバ

シーマーク制度である。運用主体は財団法人日本情報処理開発協会で、平成１０

年４月から（平成１１年４月以降はＪＩＳＱ１５００１準拠）運用されている。 

  プライバシーマーク制度による認証に満足するためには、前述のＪＩＳ規格の

内容を遵守する必要があるが、以下にその概要を示す。 

 

   ①個人情報保護方針の策定 

  

 個人情報管理体制構築の前提として、まず「個人情報保護方針」を策定する

ことが必要である。位置付けは代表者による宣誓文であり、文書化の上、社内
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における周知徹底と取引先をはじめ社外に対しても、いつでも公表できるよう

にすることが要求されている。 

 

   ②組織及び責任の所在の明確化 

   

   個人情報に関する管理責任の明確化と組織的な管理体制が要求されている。

組織内や部署内で個人情報管理に関して責任を有するものを事前に決めておく

ことが必要である。 

 

   ③収集・利用及び提供の原則 

  

   個人情報の収集は、原則本人に同意を得た上で行い、また利用や提供は、収

集時に原則として本人から得た同意の範囲内で行うことが必要である。 

 

   ④適正管理の原則 

  

  適正管理に関しては、必要な範囲内で正確性を確保する旨、合理的な範囲で

安全対策を構築する旨、業務委託に備えて委託業者の選定基準を制定しかつ情

報の適正管理に関する条件を盛り込んだ業務委託契約を締結する旨、それぞれ

定めることが必要である。ここでいう正確性の確保とは、例えば住所の誤り等

で郵便物の誤配送がないよう定期的に住所データ更新をする等、情報保有者と

して情報の信頼性を必要十分なレベルに保つことである。 

 

   ⑤本人の申出への応対 

  

  個人情報管理に特有のものであり、管理対象の情報内に掲載される本人のプ

ライバシーを最大限に尊重するための具体的方法を定めている。例えば、本人

が自己の情報の誤りについて訂正を要求した場合、原則これに応じること等が

要求されている。 

 

   ⑥教育及び監査に関する項目 

  

  実際の管理と同様、教育・監査の徹底も重要視され、定期的な教育や監査が

要求されている。 

 

   ⑦罰則に関する項目 
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  管理体制の実効性を高めるため、ルールを守らない場合には就業規則違反等

により懲戒の対象になる旨、規定する。 
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産業構造審議会 知的財産政策部会 

経営・市場環境小委員会の開催経緯 

 
  産業構造審議会知的財産政策部会経営・市場環境小委員会は、①戦略的なプ

ログラム策定のための参考となるべき指針、②その他について検討を加えるべ

く設置された。 

  経営・市場環境小委員会のこれまでの開催経緯は、以下のとおり。 

 

○第１回  平成１４年１０月８日 

 議事・営業秘密管理指針（項目案） 

   ・その他 

 

○第２回  平成１４年１２月１７日 

 議事・営業秘密管理指針（案） 

   ・その他 

 

  ○平成１４年１２月２７日～平成１５年１月１７日 

   パブリックコメント 

 

○第３回  平成１５年１月３０日 

 議事・営業秘密管理指針取りまとめ 

   ・その他 
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産業構造審議会 知的財産政策部会 

経営・市場環境小委員会 

委員名簿 
 
 
【委員長】 

長岡貞男  一橋大学イノベーション研究センター教授 

 

【委 員   】 

秋元 浩  武田薬品工業株式会社取締役兼知的財産部長 

伊藤高英  日本弁理士会副会長 

上野 徹  旭硝子株式会社技術本部知的財産部長 

岡田依里   横浜国立大学大学院国際社会科学研究科企業システム専攻助教授 

小倉稔也  ソニー株式会社知的財産部担当部長 

長田 洋  山梨大学大学院工学研究科持続社会形成専攻教授 

片山英二  阿部・井窪・片山法律事務所弁護士 

加藤幹之  富士通株式会社法務・知的財産権本部長代理 

小林賢次郎 日本政策投資銀行新規事業部長 

齋藤憲道  経営法友会副代表幹事 

榊原清則  慶応義塾大学総合政策学部教授 

篠原 徹  日本商工会議所常務理事 

須賀恭孝  日本労働組合総連合会経済政策局長 

鈴木將文  名古屋大学大学院法学研究科教授 

髙  巖  麗澤大学国際経済学部教授 

土井宏文  株式会社ジャパンデジタルコンテンツ代表取締役社長 

永岡文庸  日本経済新聞論説委員 

永田晃也  北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教授  

二村隆章  新日本監査法人代表社員公認会計士 

林 繁樹  みずほ証券株式会社財務商品開発部新商品開発室次長 

松岡孝明  東京エレクトロン株式会社マーケティング本部本部長 

丸島儀一  日本経済団体連合会産業技術委員会知的財産部会部会長 

峯崎 裕  日産自動車株式会社知的財産部部長 

御船 昭  株式会社ＵＦＪ総合研究所顧問 

山田和見  旭化成株式会社専務理事知的財産部長  
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