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は じ め に 
 

技術流出防止について、経済産業省が平成 15 年に技術流出防止指針、平成 25 年に営業

秘密管理指針を改訂し対策に努めています。また、産業界においても、かねてより各企業

が個別に取り組んで参りました。 

 

しかし経済産業省の調査によると、多くの大企業が技術情報を含む企業情報漏洩の被害

に直面しており、新聞紙上を賑わせる秘密漏洩事件は氷山の一角に過ぎません。 

 

意図せざる技術流出は、当該企業の国際競争力を低下させるに止まらず、模倣品の発生

につながる恐れもあり、一企業のみならず我が国全体の国際競争力にも影響する可能性が

あります。そこで、昨年度に引き続き当会では経営課題研究委員会の会員企業・団体の有

志の方々や有識者で構成する「技術流出対策調査研究専門部会」を設け、対策を検討する

ことに致しました。 

 

 今年度は、前年度調査結果を踏まえた上で、技術流出の事例と防止策を事業の場面別、

企業の部門別に整理した「機械工業等における技術流出防止のためのガイド」を作成する

と共に、政府に対する技術流出防止に向けた施策をとりまとめ、提言しました。 

 

 尚、本事業の報告書をまとめるにあたって、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式

会社に調査を委託しました。 

 

 最後に本事業を実施するにあたり、ご協力頂いた方々に対し、深く謝意を表す次第です。 

 

平成 27 年 3 月 

 

 

                       一般社団法人日本機械工業連合会 

                        会長   岡 村   正 
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技術流出対策 

エグゼクティブサマリー 

 

1 調査研究の概要 

 近年、自社の従業者や退職した従業者を通じた技術の流出、特に国外への流出が大きな

問題になっている。直近では、2014 年 4 月に、大手半導体メーカーの業務提携先の元技

術者が、最先端の技術情報を韓国の大手半導体メーカーに渡したとして起訴され、2014

年 8 月には、大手工作機械メーカーの元従業員が設計情報を不正に取得した刑事責任を問

われた裁判の判決が言い渡された。 

 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」は、当該企

業の国際競争力を低下させると同時に、発展途上国の本来以上の速いスピードでのキャッ

チアップにつながる。また、模倣品被害の拡大にもつながり、技術の適正な対価が受け取

れないことにより当該企業の収益が低下する恐れがある。さらにこれは、一企業の問題に

とどまらず、他社や他業種、ひいては日本全体の産業競争力にも影響する可能性がある。 

 経済産業省でも、かねてよりこうした問題意識をふまえ、2003（平成 15）年には「技

術流出防止指針」と「営業秘密管理指針」が策定され、その後、数年ごとに技術流出行為

に対する罰則を強化する法改正も行われてきている。 

 初年度の平成 25 年度は、最新の技術流出の実態や課題もふまえ、現在の日本の機械工

業における技術流出が生じる多様なパターンを整理し、技術流出をもたらすメカニズムの

分析に努めた。その結果、当初想定していた場面以外にも、様々な場面で技術流出は生じ

ていることが明らかになった。一般によく注目される従業者による情報漏洩や、技術者の

引き抜き等による転職を通じてのみ生じるわけではなく、注文や開発時における情報提供

の段階から、原材料・部品の調達、製造装置の調達、協力会社への外注といった製造段階、

装置・金型のメンテナンスやクレーム対応等の納入後の段階まで様々な段階において、様々

な場面で生じている。また、業界の取引慣行や顧客の購買力等により、納入時に図面やサ

ンプルの詳細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

 また、米国への現地訪問ヒアリング調査等による米国における技術流出防止策と技術流

出実態に関する調査によって、日本政府による技術流出防止策や日本企業による技術流出

防止策に対して様々な示唆を得た。 

 今年度は、機械工業向けの実効的な技術流出防止策を検討して、「機械工業等における技

術流出防止のためのガイド」を制作し、業界への普及・啓発を図った。併せて、政府に対

して技術流出防止に向けた施策を提言した。 
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2 平成 25 年度調査研究結果の概要 

2.1 日本の政府や産業界による技術流出防止策と日本における技術流出実態 

2.1.1 日本の政府による技術流出防止策 

 初めに、日本の政府がこれまでに実施してきた技術流出防止のための政策及び、今後実

施が予定されている政策を調査して整理した。 

 日本政府は、小泉内閣の 2002（平成 14）年度に、知的財産戦略に本格的に取り組み始

め、知的財産戦略本部を設置し、2002 年 7 月に「知的財産戦略大綱」を策定した。そし

て、2003（平成 15）年には、知的財産基本法が施行され、企業は経営戦略と研究開発戦

略、知的財産戦略を三位一体のものとして遂行する必要があるとの考え方の下、経済産業

省によって、「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」 、

「技術流出防止指針」と「営業秘密管理指針」が策定された。その後、営業秘密の保護を

強化するため、不正競争防止法は、数年毎に改正が行われ、罰則強化が行われてきている。 

 2013 年 6 月 7 日に政府の知的財産戦略本部は、2003 年の知的財産基本法の施行から 10

年が経過したことをふまえて、これまでの知的財産政策を総括し、今後 10 年を見据えた

長期ビジョンとして 4 つの柱を据えて現状の課題と取り組むべき施策を盛り込んだ「知的

財産政策ビジョン」を決定した。 

 

2.1.2 日本の産業界による技術流出防止策 

 一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）は、2013 年 2 月 19 日に「『知的財産政策

ビジョン』策定に向けた提言～グローバル・イノベーション時代を勝ち抜く戦略的知財政

策を目指して～」を発表し、「営業秘密、技術情報、ノウハウといった「権利化されていな

い知財」の漏えいが大きな問題となっており、今後も深刻化が予想される」とし、法改正

並びに、営業秘密・技術情報の保護に関する官民フォーラムの創設などを提言した。 
 
 日本機械工業連合会の会員企業においては、共同研究開発、引合・契約、販売、部品・

材料や製造機械の仕入れ、製造委託（ライセンス）、海外工場設置、製品販売、販売後対応

といった事業活動の各場面において様々な技術流出防止策が講じられていることが分かっ

た。また、当初想定した自社の従業者の退職時だけでなく、常時、様々な情報セキュリテ

ィ対策が講じられていることが分かった。 
 
 日本の機械工業における技術流出の実態と事後対策を調査したところ、技術流出は、一

般によく注目される従業者による情報漏洩や、技術者の引き抜き等による転職を通じての

み生じるわけではなく、注文や開発時における情報提供の段階から、原材料・部品の調達、
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製造装置の調達、協力会社への外注といった製造段階、装置・金型のメンテナンスやクレー

ム対応等の納入後の段階まで様々な段階において、様々な場面で生じていることが明らか

になった。また、業界の取引慣行や顧客の購買力等により、納入時に図面やサンプルの詳

細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

 その他最近の事例では、中国に文書共有サイトが複数存在しており、文書の閲覧は誰で

も可能だが、ダウンロードするためにはポイントが必要で、そのポイントは主に文書をア

ップロードすることにより得られるため、そこに日本企業の秘密情報がアップロードされ

て技術が流出する事態が起きている。サイトには誰でも自由にデータをアップロードでき

るため、削除申し立ては可能だが、日常的に各サイトを監視する必要性が生じている。 

 また、退職した日本人技術者を外国企業も含めた企業に斡旋する人材バンクが複数存在

しており、特に韓国は、退職した日本人技術者の韓国企業への再就職支援を政策として掲

げ、韓国企業とのマッチング事業等を展開している。退職した日本人技術者がこのように

して韓国や台湾、中国等の企業に転職することが「意図せざる技術流出」につながってい

るケースがあると指摘されている。韓国や台湾は、既に日本に肩を並べる工業国に発展し

ており、技術協力／援助を目的とした人材紹介事業については、一定の役割を既に終えて

おり見直しが検討される時期に来ているのではないかと考えられる。 

 

2.2 海外の政府や産業界による技術流出防止策と海外における技術流出実態 

2.2.1 海外の政府による技術流出防止策 

(1) 米国の政府による技術流出防止策 

 米国において営業秘密（トレードシークレット）侵害を規制している法律は、経済スパ

イ法である。米国ではまた、「みなし輸出（Deemed Export）」規制が定められており、米

国産の技術やソース・コード（ソフトウェア）を米国内で外国人に技術を開示することを

“輸出”とみなし、輸出管理規則の規制対象としている。 

 法制度ではなく、組織としては、米国には、海外における米国企業のセキュリティ環境

を向上させるために民間部門と政府とで構成され、海外における米国企業のセキュリティ

確保に関するガイドラインやレポートを発行している「海外セキュリティ・アドバイザリー

協議会（Overseas Security Advisory Council；OSAC）」が設置されており、日本政府が

現在形成を検討している「営業秘密保護に関する官民フォーラム」のモデルとなっている。 

 また、「フィードバック・ウォーニング（不審情報報告）制度」が運用されており、どの

ような分野の技術情報に、どの国・地域からのアクセスがあったかといった報告が、機微

情報を保有する防衛関連企業に提供されている 。 
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 米国は、水際対策も強化しており、日本と異なり、営業秘密の侵害行為を組成する物品

も対象としている。 

 また、米国特許商標庁、商務省や国務省の知的財産担当部署、国土安全保障省の入国・

税関における捜査担当部署や食品医薬局の捜査担当部署、消費者製品安全委員会、原子力

規制委員会、NASA、警察や軍等 17 の主要連邦政府機関に加えて、インターポール、ユー

ロポール、及びカナダ警察とメキシコ政府の 21 の協力機関が連携して知的財産侵害に対

して包括的に対応する「National Intellectual Property Rights Coordination Center 

(National IPR Center)」（国立知的財産コーディネーション・センター（略称：国立知財

センター）1）があり、企業の提供した情報に基づいて模倣品の国内流入や国外への技術流

出を未然に阻止している。技術流出に関わる政府機関と諸外国の警察までもが連携して、

自律的に捜査を行い、技術流出や模倣品の国内流入を未然に防ぐ本組織は、日本政府の今

後の技術流出防止体制のモデルになると考えられる。 

 

(2) 韓国の政府による技術流出防止策 

 韓国では、「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」に基づき、産業技術のうち経済

的価値が高く、海外に流出した場合に国家の安全保障及び国民経済の発展に重大な悪影響

を与えるおそれのあるものを「国家核心技術」と指定して保護措置を定め、輸出承認の義

務、外国で使用し又は使用される目的で流出及び侵害する行為に対する罰則等を規定して

いる。 

 また、「不正競争防止及び営業秘密保護法」が 1992 年 12 月に施行されており、営業秘

密として保護されるための 3 要件は日本と同じであるが、営業秘密侵害が、日本と異なり

非親告罪であるため、警察の独自捜査により立件に至る例も少なくない。 

 2012 年 6 月 22 日には、また、韓国特許庁と韓国特許情報院により「営業秘密保護セン

ター」が設立され、公正取引委員会、中小企業庁、警察等と連携し、営業秘密原本証明サー

ビスをはじめとした営業秘密の保護に関するワンストップサービスを提供して、営業秘密

の保護と管理活動を全般的に支援している 。 

 

2.2.2 海外の産業界による技術流出防止策及び技術流出の実態と事後対策 

 日本と異なり労働市場の流動性が高く転職が一般的な米国における技術流出防止策の状

況及び技術流出の実態と事後対策の状況を調査するため、日本企業の米国現地法人に対し

                                                  
1 和訳は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株）による。 
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て訪問ヒアリング調査を実施した。各社に関する訪問ヒアリング調査結果を事例として紹

介しているが、日本と比較した米国の技術流出防止策の特徴としては、以下が挙げられる。 

◇従業者の退職時には機密情報を持ち出さないことを誓約させる。同時に、従業者の採用

時に他社の機密情報を持ち込ませないことに強く留意している。 

◇従業者を雇用中の情報セキュリティ対策は、規則のみで講じるには限界があるため、体

系化されたシステムで不正を防止するようにする。精緻な規則を制定して事業活動の効

率性を阻害したり、罰則の厳罰化により抑止力に期待したりするのではなく、物理的対

策や情報技術の活用等により出来ないようにする、発生し得ないようにすることの方が、

円滑な事業活動と両立できるとの考え方がある。システムは技術の進歩に合わせて改善

していく。 

◇労働市場の流動性が高く、同業種間での転職が一般的であり、また、職業選択の自由を

制限することは認められていないため、競業避止義務契約は結ばれていない。 

◇営業秘密の訴訟は難しいことを認識し、技術はできる限り権利化する。ただし、権利化

すると技術は公開されることから、権利化に適した技術かノウハウとして秘匿すべき技

術か事前に十分に検討し、経営判断を下した上で行う。 

◇従業者の採用時に他社の機密情報が持ち込まれた場合には、相手方企業に返却する。 

◇従業者の退職時に機密情報を持ち出された場合には、従業者本人に連絡して情報の返却

を求める。同業他社との情報交換がある場合等、転職先企業に直接連絡して情報の返却

を求めることも行われている。従業者が純粋に転職先で自らの能力を高く見せたいだけ

で、会社に損害を及ぼす意図がない場合は、それ以上の追求は行われていないが、悪意

があった場合には必要な手段を講じるとしている。 

 

2.3 日本の機械工業における技術流出発生のパターンの整理 

2.3.1 日本の機械工業における技術流出発生のパターンの整理とメカニズムの分析 

 本調査研究では、最新の技術流出の実態や課題もふまえ、現在の日本の機械工業におけ

る技術流出が生じる多様なパターンを整理し、技術流出をもたらすメカニズムの分析に努

めた。その結果、当初想定していた場面以外にも、様々な場面で技術流出は生じているこ

とが明らかになった。 

 すなわち技術流出は、情報管理や人事管理の問題であると同時に、事業活動の様々な場

面に関わっており、知的財産管理の問題でもあり、売買契約や製造委託契約の法務の問題

でもあり、幅広い側面に関わる問題であると言える。 
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2.3.2 米国の技術流出防止策をふまえた日本の技術流出防止策への示唆 

 日本においても、近年は、米国ほどではないが転職が増えてきており、手に職を付けて

特定のスキルでキャリアアップしていくという考え方も一般的になってきている。また、

長い景気低迷の間に多数の技術者が解雇され、こうした元従業者を通じた「意図せざる技

術流出」が大きな社会問題になっている。 

 米国の技術流出防止策をふまえた日本政府による技術流出防止策への示唆としては、主

要連邦政府機関に加えて、インターポール、ユーロポール、及びカナダ警察とメキシコ政

府の 21 の協力機関が連携し、企業の提供した情報に基づいて模倣品の国内流入や国外へ

の技術流出を未然に阻止するなど知的財産侵害に対して包括的に対応している「National 

Intellectual Property Rights Coordination Center (National IPR Center)」（国立知的財

産コーディネーション・センター（略称：国立知財センター）2）が挙げられる。技術流出

に関わる政府機関と諸外国の警察までもが連携して、自律的に捜査を行い、技術流出や模

倣品の国内流入を未然に防ぐ本組織は、日本政府の今後の技術流出防止体制のモデルにな

ると考えられる。 

 日本企業による技術流出防止策への示唆としては、米国において既に競業避止義務契約

が難しくなっている現状をみると、今後、日本においても労働市場の流動性がますます高

まると、競業避止義務を課すことは難しくなってくる可能性もあるのではないかと想像さ

れる。 

 また、政府では、現在、不正競争防止法のさらなる法改正または法整備を検討すると同

時に、企業に対しても一層の管理強化を求める姿勢を打ち出しているが、管理強化は、事

業活動の効率性とトレードオフの面があることは否めず、また、オープンイノベーション

の潮流の中で他社との情報交流を過度に抑制することは、かえって企業の成長を妨げるこ

とになりかねないことに留意が必要である。米国では、規則のみで人を縛るには限界があ

ると考え、体系化されたシステムで不正を防止する取組が行われている。精緻な規則を制

定して事業活動の効率性を阻害したり、罰則の厳罰化により抑止力に期待したりするので

はなく、物理的対策や情報技術の活用等により“出来ないようにする”、“発生し得ないよ

うにする”ことの方が、円滑な事業活動と両立できるとの考え方である。また、こうした

システムは、技術の進歩に合わせて改善していくものとされている。さらに、米国では、

情報機器について、私有機器の利用を認める“Bring your own device”の動きも広がって

いると言う。また、情報には機密情報かそうでないのかグレーな部分の存在が避けられな

                                                  
2 和訳は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株）による。 
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いが、米国では、オープンイノベーションを推進する意味で、情報を常時精緻に区分する

ことに労力を投じるのではなく、従業者を教育することで、グレーな情報の社外への開示

の判断を従業者個々の判断に委ねて、会社に悪影響が及ぼさない範囲での社外との情報交

流の活性化を図っているケースがみられる。日本企業は、情報の区分や規制の精緻化に膨

大な労力をかけたり、厳罰化により従業者のモチベーションの低下やオープンイノベーシ

ョンの阻害につながったりしないよう、オープンイノベーションと機密保持を両立させる

米国の対処策に見倣う点があると思われる。 

 同様の観点で米国の企業においては、退職した従業者の機密情報の持ち出しをチェック

し、そこに会社に危害を及ぼす意図がある場合は訴訟等も行われているものの、転職先で

自らの能力を高く見せたいといった理由のみで、会社に危害を及ぼす意図がない場合は、

返却を求めるだけでそれ以上の措置はとられていない例も注目される。 

 その他、米国では、従業者の採用時に、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が多く見られるが、さらに、仮に他社の企業機密が持ち込まれた場合

には、持ち込んだ従業者を解雇すると共に、他社の機密情報を返却することが行われてい

る。日本においても、各企業が他社の機密情報に対しても保護意識を高く持ち、流出があ

っても企業同士で返却するようになれば、仮に従業者等が持ち出したとしても流出による

影響を防ぐことができると考えられる。 

 

3 日本政府による近年の技術流出防止策 

3.1 営業秘密タスクフォース 

 「2 平成 25 年度調査研究結果の概要」に記したように、2013 年 6 月 7 日に政府の知

的財産戦略本部は、今後 10 年を見据えた長期ビジョンとして「知的財産政策ビジョン」

を決定した。「知的財産政策ビジョン」では、「(3)営業秘密の保護の強化」が項目立てされ、

営業秘密侵害の立証負担軽減、営業秘密・技術情報の漏洩に関する情報交換や意識の共有

を図る省庁横断的な官民フォーラムの創設、営業秘密の実効的な管理の浸透の促進といっ

た【課題】が示され、【取り組むべき施策】が示された。 

 そして、「知的財産政策ビジョン」に基づく 2013 年度の行動計画である「知的財産推進

計画 2013」には、「営業秘密保護に関する官民フォーラムなどの場の準備」が短期の施策

として掲載された。 

 以上のような「知的財産政策ビジョン」（2013年6月7日）及び「知的財産推進計画2013」

の記載をふまえ、政府の知的財産戦略本部では、検証・評価・企画委員会に「営業秘密タ
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スクフォース」（座長：渡部 俊也 東京大学 政策ビジョン研究センター 教授）を設置し

て、2014 年 4 月に「営業秘密タスクフォース報告書」を取りまとめ、営業秘密の流出実

態および管理の課題を整理し、営業秘密の保護強化に向けた取組の基本的考え方を述べた

後、“国、企業、官民連携の取組に向けた論点”として、国と企業、そして両者が連携して

取るべき行動を示した。 

 

3.2 知的財産推進計画 

 政府 知的財産戦略本部が 2014 年 7 月 4 日に決定した「知的財産推進計画 2014」では、

以上述べてきたような検討経緯をふまえ、「営業秘密・技術情報の保護強化」について、さ

らに具体的に、技術流出防止・営業秘密保護に関する「法制度の見直しを進めていく」と

して、「刑事規定については非親告罪化や罰金の上限の引上げなど、民事規定については立

証負担の軽減など」、また、「ワンストップ支援体制の整備」や官民の情報共有、さらに、

「企業と捜査当局との連携の在り方について早急に検討し、取組を進める」ことが示され

た。 

 

3.3 営業秘密管理のワンストップ支援体制の整備 

 政府 知的財産戦略本部の「知的財産推進計画 2014」を受けて、経済産業省は、「企業に

おけるオープン・アンド・クローズ戦略や営業秘密管理など総合的な知的財産の保護・活

用戦略の推進」を支援すべく、「主に中小企業を対象にこうした取組をワンストップで支援

するため」、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）において『営業秘密・知財戦略ポー

タルサイト』を開設した。本サイトでは、営業秘密の管理・活用方法及び知財戦略に関す

る情報を発信している。 

 さらに、2015 年 2 月 2 日に経済産業省 特許庁は、警察庁や(独)情報処理推進機構（IPA）

などの専門機関と連携し、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）に各地の中小企業等が

気軽に専門家に相談できる窓口として『営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密 110番～』

を設置した。 

 

3.4 技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議と行動宣言 

 政府 知的財産戦略本部の「知的財産推進計画 2014」を受けて、経済産業省は、2015

年 1 月 28 日に「技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議」を開催し、「行動宣言」を

発表した。 

 日本機械工業連合会は、産業界からの構成員として求められて同会議に参加し、日本政
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府に対して技術流出防止に向けた施策を提言した。 

 

4 機械工業等における技術流出防止のためのガイド 

 日本機械工業連合会では、これまでの調査検討結果をふまえ、機械工業向けの実効的な

技術流出防止策を記した「機械工業等における技術流出防止のためのガイド」を制作した。 

 また、2015 年 2 月 19 日に本ガイドの説明会を開催した。 

 

5 日本政府に対する技術流出防止に向けた施策の提言 

 これまでの調査検討結果、特に日本と同様に技術流出問題に直面している海外諸国の政

府が実施している技術流出防止のための政策をふまえ、日本機械工業連合会は 2015 年 1

月 28 日に「技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議」において、技術流出防止に向

けた施策を日本政府に対して次の通り提言した。 

 

5.1 提言１：総合相談窓口機関等の早期設置と効果的な運用の確保 

 工業所有権・研修館（INPIT）における営業秘密管理、知財戦略に関する相談窓口の設

置及び官民連携による取組み強化のための「営業秘密官民フォーラム」の設置が検討され

ているが、いずれも営業秘密侵害行為に対する対抗力を強化する上で有意義な対策であり、

その効果的な運用を期待するなかで、次の諸点に留意を求めたい。 

 1）検討されている工業所有権情報・研修館（INPIT）における営業秘密・知財戦略相

談窓口（営業秘密 110 番）と同じく検討されている「営業秘密官民フォーラム」の両者間

での連携及び情報の共有が十分確保されるように対応いただきたい。 

また、中小企業のみならず、大企業を含めて関係省庁を横断した円滑なワンストップ相談

機能がこの両者の連携のなかで図られるよう、配意願いたい。 

 2）「営業秘密官民フォーラム」にあっては、こうした場を通じて官民のより一層包括的

な連携とともに関係省庁間の連携とコミュニケーションの深化が期待されるところであり、

そのためにも関係する省庁の参画が部分的なものとなることのないよう、構成メンバーの

適性を期待する。 

 3）日本機械工業連合会では、2 年間に亘る会員間の意見交換や米国での調査等をもとに、

近く「機械工業等における技術流出防止のためにガイド」を公表し、シンポジウムの開催

等を通じて防止策の普及に努める予定であるが、官民連携フォーラム等を通じてより広く

こうした情報が共有されるとともに、政府において予定している「営業秘密保護マニュア

ル」の策定にも参考となることを期待したい。 
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 4）米国や韓国の取組みを引き続きフォローするなかで、窓口機関等の組織体制のあり

方については今後の運用状況を踏まえつつ、より一層の実効性の確保に向けて不断の見直

しが行われることを期待する。 

 

5.2 提言２：営業秘密侵害行為への法的責任追及のための法制の強化 

 営業秘密侵害行為が適切かつ迅速に処罰され、結果として侵害行為の発生そのものを抑

制する抑止効果を持つような、法制面での充実を図るべく、営業秘密侵害罪の非親告罪化、

未遂行為の処罰、国外犯の処罰範囲の拡大、罰則の厳罰化、民事における立証負担の軽減、

水際措置の導入等の早期実現を求める。また、司法のルール・メーカーとしての実効性の

ある適切な判断に資するべく、より一層適切なガイドラインとなるよう「営業秘密管理指

針」が早期に改定されることを歓迎する。 

 

5.3 提言３：製造業における生産技術等のパラダイムシフトへの対応 

 ドイツにおける「INDUSTRIE 4.0」や米国における「INDUSTRIAL INTERNET」に

見られる生産技術等のパラダイムシフトの動きは、技術流出防止のあり方に対しても今後

大きな与件の変化として影を投げかけるものである。これまでいわば「自動化の孤島」で

あった工場や通信機器以外の製品が通信を介在して外の世界と繋がり、インテグレート化

するなかで、生産現場の技術データや顧客の活動にかかるデータがビッグデータとしてサ

イバーセキュリティ上のリスクに晒されることとなる。技術流出防止政策の今後一層重要

になる課題として官民双方での対応策の検討が求められる。 
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1 

1 調査研究の概要 

 

 近年、自社の従業者や退職した従業者を通じた技術の流出、特に国外への流出が大きな

問題になっている。直近では、2014 年 4 月に、大手半導体メーカーの業務提携先の元技

術者が、最先端の技術情報を韓国の大手半導体メーカーに渡したとして起訴され、2014

年 8 月には、大手工作機械メーカーの元従業員が設計情報を不正に取得した刑事責任を問

われた裁判の判決が言い渡された。 

 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」は、当該企

業の国際競争力を低下させると同時に、発展途上国の本来以上の速いスピードでのキャッ

チアップにつながる。また、模倣品被害の拡大にもつながり、技術の適正な対価が受け取

れないことにより当該企業の収益が低下する恐れがある。さらにこれは、一企業の問題に

とどまらず、他社や他業種、ひいては日本全体の産業競争力にも影響する可能性がある。 

 経済産業省でも、かねてよりこうした問題意識をふまえ、2003（平成 15）年には「技

術流出防止指針」と「営業秘密管理指針」が策定され、その後、数年ごとに技術流出行為

に対する罰則を強化する法改正も行われてきている。 

 初年度の平成 25 年度は、最新の技術流出の実態や課題もふまえ、現在の日本の機械工

業における技術流出が生じる多様なパターンを整理し、技術流出をもたらすメカニズムの

分析に努めた。その結果、当初想定していた場面以外にも、様々な場面で技術流出は生じ

ていることが明らかになった。一般によく注目される従業者による情報漏洩や、技術者の

引き抜き等による転職を通じてのみ生じるわけではなく、注文や開発時における情報提供

の段階から、原材料・部品の調達、製造装置の調達、協力会社への外注といった製造段階、

装置・金型のメンテナンスやクレーム対応等の納入後の段階まで様々な段階において、様々

な場面で生じている。また、業界の取引慣行や顧客の購買力等により、納入時に図面やサ

ンプルの詳細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

 また、米国への現地訪問ヒアリング調査等による米国における技術流出防止策と技術流

出実態に関する調査によって、日本政府による技術流出防止策や日本企業による技術流出

防止策に対して様々な示唆を得た。 

 今年度は、機械工業向けの実効的な技術流出防止策を検討して、「機械工業等における技

術流出防止のためのガイド」を制作し、業界への普及・啓発を図った。併せて、政府に対

して技術流出防止に向けた施策を提言した。 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2

1.1 調査の目的 

 機械工業は、これまで絶え間ない研究開発を続け、世界的にも高い技術水準を誇ってき

た。しかしながら、近年、自社の従業者や退職した従業者を通じた技術の流出、特に国外

への流出が大きな問題になっている。 

 最も直近の事例では、2014 年 4 月に、東芝と業務提携している米国の大手半導体メー

カーのサンディスクの元技術者が、東芝の主力製品であるデータ記憶媒体「NAND 型フラ

ッシュメモリー」に関する最先端技術の研究データを自身の記録媒体にコピーし、2008

年にサンディスクを退職した直後に韓国の大手半導体メーカーの SK ハイニックスに転職

してこのデータを同社に渡した疑いがあるとして、不正競争防止法違反（営業秘密の不正

開示）で起訴された（民事訴訟については、SK ハイニックスが東芝に和解金を支払うこ

とで 2014 年 12 月に和解）。この他にも、大手工作機械メーカーのヤマザキマザックの中

国籍の元従業員が同社在職中の 2011～2012 年に工作機械の設計情報を、中国企業に売却

して利益を得る目的で私物のハードディスクに記録したり、日本国内の同業他社への転職

が決まった際にダウンロードしたりしたとして、不正競争防止法違反（営業秘密の不正取

得）の刑事責任が問われ、2014 年 8 月に判決が言い渡された（控訴中）。また、鉄鋼業の

事例ではあるが、新日鐵住金は、韓国鉄鋼大手ポスコとポスコの日本法人が新日鐵住金の

元従業員 A を通じて高機能鋼板の製造技術を不正取得・使用したとして、3 者に対して不

正競争防止法に基づく民事訴訟を提起している。3 

 以上のような自社の従業者を通じた技術流出の他にも、海外展開に伴う製造ライセンス

や技術提携において意図した範囲を超えて技術が流出したり、部品や製造機械の調達、共

同研究など事業活動の様々な場面においても日本の機械工業の技術は流出している。 

 

 「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』」4は、当

該企業の国際競争力を低下させると同時に、発展途上国の本来以上の速いスピードでのキ

ャッチアップにつながる。また、模倣品被害の拡大にもつながり、技術の適正な対価が受

け取れないことにより当該企業の収益が低下する恐れがある。さらにこれは、一企業の問

題にとどまらず、他社や他業種、ひいては日本全体の産業競争力にも影響する可能性があ

る。 

 

                                                  
3 経済産業省 知的財産政策室「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」

（2013 年 3 月）、各種新聞情報より。 
4 経済産業省「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～」（2003 年 3 月） 
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 こうした問題意識をふまえ、経済産業省では、2003（平成 15）年に「技術流出防止指

針」と「営業秘密管理指針」が策定され、営業秘密侵害行為のうち、特に違法性の高い行

為類型を刑事罰の対象とする「営業秘密侵害罪」が創設された。その後、2005（平成 17）

年には、国外処罰規定、退職者処罰規定、法人処罰規定等が導入される営業秘密侵害罪の

罰則強化が行われ、2010（平成 22）年には、目的要件の変更、第三者等による営業秘密

の不正な取得に対する刑事罰の対象範囲の拡大、営業秘密の開示はなくとも営業秘密の領

得自体を刑事罰の対象とするさらなる罰則強化が行われた。さらに 2011（平成 23）年に

は刑事訴訟手続が整備されるなど、不正競争防止法について、技術流出に対する処罰を強

化する法改正が数年毎に行われ、それに合わせて「営業秘密管理指針」が改訂されてきて

いる。また、2012（平成 24）年度には、「人材を通じた技術流出に関する調査研究」が行

われ、技術流出は、自社の従業者や退職した従業者など人を通じて最も多く発生するとの

認識の下、競業避止義務契約の有効性が検討され5、2013（平成 25）年度からは、「営業秘

密・技術情報の保護強化」に向けて新たに幅広い取組の検討が始められた。 

 

 本調査は、初年度の平成 25 年度は、最新の技術流出の実態や課題もふまえ、現在の日

本の機械工業における技術流出が生じる多様なパターンを整理し、技術流出をもたらすメ

カニズムの分析に努めた。その結果、当初想定していた場面以外にも、様々な場面で技術

流出は生じていることが明らかになった。 

 技術流出は、一般によく注目される従業者による情報漏洩や、技術者の引き抜き等によ

る転職を通じてのみ生じるわけではなく、注文や開発時における情報提供の段階から、原

材料・部品の調達、製造装置の調達、協力会社への外注といった製造段階、装置・金型の

メンテナンスやクレーム対応等の納入後の段階まで様々な段階において、様々な場面で生

じている。また、業界の取引慣行や顧客の購買力等により、納入時に図面やサンプルの詳

細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

 すなわち技術流出は、情報管理や人事管理の問題であると同時に、事業活動の様々な場

面に関わっており、知的財産管理の問題でもあり、売買契約や製造委託契約の法務の問題

でもあり、幅広い側面に関わる問題であると言える。 

 

 また、米国への現地訪問ヒアリング調査等による米国における技術流出防止策と技術流

出実態に関する調査によって、日本政府による技術流出防止策や日本企業による技術流出

                                                  
5 経済産業省 知的財産政策室「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」

（2013 年 3 月）より。 
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防止策に対して様々な示唆を得た。 

 今年度は、機械工業向けの実効的な技術流出防止策を検討して、機械工業における技術

流出防止の行動指針（後に名称を「機械工業等における技術流出防止のためのガイド」と

決定）を策定し、業界への普及・啓発を図った。併せて政府に対して技術流出防止に向け

た施策を提言した。 

 

図表 1-1 事業の全体像 

■平成 25 年度 

(1)日本の政府や産業界による技術流出防止策と日本における技術流出実態に関する調査 

 ①日本の政府による技術流出防止策に関する調査 

 ②日本の産業界による技術流出防止策に関する調査 

 ③日本における技術流出の実態に関する調査 

(2)海外の政府や産業界による技術流出防止策と海外における技術流出実態に関する調査 

 ①海外の政府による技術流出防止策に関する調査 

 ②海外の産業界による技術流出防止策に関する調査 

 ③海外における技術流出の実態に関する調査 

(3)日本の機械工業における技術流出発生のパターンの整理とメカニズムの分析 

 

■平成 26 年度 

（1）日本の機械工業における技術流出をとりまく動向に関する調査 

（2）実効的な技術流出防止策の検討 

 ①機械工業における技術流出防止の行動指針に対する日本機械工業連合会会員企業の

意見の聴取 

 ②米国における技術流出・知的財産侵害防止体制に関する調査 

（3）機械工業における技術流出防止の行動指針の策定 

（4）機械工業における技術流出防止の普及・啓発 

（5）政府に対する技術流出防止に向けた施策の提言等 
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1.2 調査の方法 

 今年度の本調査は、以下の内容から構成される。 

(1)日本の機械工業における技術流出をとりまく動向に関する調査 

 平成 25 年度に調査した、自社の従業者や退職した従業者を通じた技術の国外への流出

事例に関する新たな動きについて情報収集した。 

 また、政府が平成 25 年度から取り組み始めた技術流出防止策についての検討の進捗状

況や内容を調査・整理した。具体的には、官民フォーラムの設置による情報共有や連携、

並びに、官側の対応として法改正や法整備に関する動向を調査・整理した。 

 

(2)実効的な技術流出防止策の検討 

①機械工業における技術流出防止の行動指針に対する日本機械工業連合会会員企業・団体

の意見の聴取 

 機械工業における技術流出防止の行動指針（後に名称を「機械工業等における技術流出

防止のためのガイド」と決定。以下、同様）の策定に向け、今後の日本の機械工業にとっ

て実効的な技術流出防止策を検討した。そのために、平成 25 年度調査結果をふまえ、技

術流出防止の行動指針に特に盛り込むべきと考える事項や、逆に盛り込まなくてよいと考

える事項等、機械工業における技術流出防止の行動指針に対する日本機械工業連合会会員

企業・団体の意見を、調査研究専門部会委員を通じて聴取した。 

 

②米国における技術流出・知的財産侵害防止体制に関する調査 

 平成 25 年度の米国現地訪問ヒアリング調査において、米国特許商標庁、商務省や国務

省の知的財産担当部署、国土安全保障省の入国・税関における捜査担当部署や食品医薬局

の捜査担当部署、消費者製品安全委員会、原子力規制委員会、NASA、警察や軍等 17 の主

要連邦政府機関に加えて、インターポール、ユーロポール、及びカナダ政府警察とメキシ

コ政府の 21 の協力機関が連携して知的財産侵害に対して包括的に対応する「National 

Intellectual Property Rights Coordination Center」に関する情報を入手し、文献調査し

た。政府に対して実効的な技術流出防止策を働きかけるため、「National Intellectual 

Property Rights Coordination Center」について最新の情報を調査した。 

 

(3)機械工業における技術流出防止の行動指針の策定 

 機械工業における技術流出防止の行動指針を、日本機械工業連合会内に設置されている

本調査研究専門部会において策定した。 
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(4)機械工業における技術流出防止の普及・啓発 

 機械工業における技術流出防止の行動指針を普及させるため、日本機械工業連合会が東

京にて開催する説明会において、（3）で策定した機械工業における技術流出防止の行動指

針を説明した。 

 

(5)政府に対する技術流出防止に向けた施策の提言 

 政府に対する技術流出防止に向けた施策の提言を調査研究報告書に盛り込んだ。 

 

 

1.3 調査の対象と用語遣い 

 経済産業省の指針では、「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」、技術流出防止指針は「国境を超える技術流出防止に焦点をあてる」6と

して、「技術流出防止指針」と「営業秘密管理指針」の対象範囲を区別している。 

 しかしながら、両指針が策定された 2003 年当時と比べ、現在の日本の製造現場は、労

働力人口の減少もあり、従業者の多国籍化が進んでおり、本報告書の最初に紹介した技術

流出事例にもみられるように、日本国内において起きた技術流出であり、日本国内でその

防止策を講じなければならない事象であっても、最終的に国外へ技術が流出する事態が数

多く生じている。また、経済のグローバル化に伴って、日本国内の外資系企業は増加して

おり、さらに近年では、外国企業から出資を受ける日本企業も少なくなく、技術流出が日

本国内で起きていても流出先が外国企業である事例も発生している。 

 すなわち、技術流出が日本国内におけるものであるのか、国境を越えているのかを区別

する意味は薄れてきていると考えられ、本調査研究では、両者を区別することなく、自社

からの技術流出全てを調査対象とし、いずれについても「技術流出」という用語を用いる

こととする。 

 一方、営業秘密管理指針は、技術情報に加えて、顧客情報や経営戦略情報等の営業情報

も対象としているが、本調査では、もっぱら技術流出を調査対象としており、秘密情報で

あっても純粋な営業情報は対象に含んでいない。 

 具体的には、下図における赤線太枠内を本調査の対象とした。 

 

                                                  
6 経済産業省「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～」（2003 年 3 月）よ

り。 
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図表 1-2 事業者が保有する情報の分類 

 
(出所) 経済産業省「営業秘密管理指針 参考資料３ 我が国における情報管理に関する各種ガイドライン

等について」（2003 年 1 月、2013 年 8 月改訂）をベースに三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン

グ(株)加工 
 (注) 赤線太枠内が、本調査の対象範囲。 
   一部の機械技術情報及び防衛秘密情報については、外為法により法律上の規則が課される。  
 
 すなわち、本調査では、技術流出を、技術流出防止指針に則りつつ流出場所を国外に限

定せず、「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」「意図に反して又は想定していた範囲を

超えて」7 流出したものとする。 

 また、「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」であるが、「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」8、技術流出防止指針と同様、これらについては

本調査においても言及している。 

                                                  
7 経済産業省「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～」（2003 年 3 月）よ

り。 
8 7 と同じ。 

営業上の情報

・経営戦略情報
・顧客情報
・営業情報
・管理（人事・経理等）情報

等

技術上の情報

・技術ノウハウ
・図面
・加工データ

等

個人情報
（特定の個人を識別さ

せる情報）

＊個人情報保護法に
より法律上の義務等

が課される

事業者が保有する営業上の情報

大学、研究機関等
における

・機械技 術情報
・防衛秘 密情報

等

公知の技術情報・特許

出願予定の技術情報

営業 秘密
（事業活動に有用 な非公知情報を秘密

管理することで営 業秘密となる）

事業者が保有する技術上の情報
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1.4 技術流出対策調査研究専門部会の開催概要 
 

図表 1-3 技術流出対策調査研究専門部会の開催概要 

会議名 開催日 開催場所 

第１回技術流出対策調査研究専門部会 2013 年 10 月

2 日（水) 

機械振興会館 

 １．挨拶・主旨説明 

２．部会長・副部会長選任 

３．講演：技術流出対策～海外も視野に入れて～ 

   北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士 生沼寿彦 氏 

４．説明：技術流出対策 調査研究企画書 

第２回技術流出対策調査研究専門部会 2013 年 12 月

16 日（月） 

機械振興会館 

 １．講演：韓国における技術流出の現状 

   JETRO ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 

２．報告：技術流出の実態に関するアンケート調査結果 

３．報告：中国情報共有サイト対策 

第３回技術流出対策調査研究専門部会 2014 年 3 月

25 日（火） 

機械振興会館 

 １．報告：平成 25 年度 技術流出対策調査研究報告書（素案）について 

２．審議：上記報告書について 

第４回技術流出対策調査研究専門部会 2014 年 7 月

16 日（水） 

機械振興会館 

 １．審議：平成 26 年度技術流出対策調査研究の事業計画（案） 

２．今後の予定について 

第５回技術流出対策調査研究専門部会 2014 年 10 月

31 日（金） 

機械振興会館 

 １．説明：機械工業のための技術流出防止ガイド(仮称)（案） 

２．審議：機械工業のための技術流出防止ガイド(仮称)（案）について意見交換 

第６回技術流出対策調査研究専門部会 2014 年 12 月

8 日（月） 

機械振興会館 

 １．審議：機械工業のための技術流出防止ガイド最終案の提示 

２．審議：政府に対する技術流出防止に向けた施策の提言 

３．(1)機械工業のための技術流出防止ガイド説明会の開催について 

  (2)今後の予定について 

第７回技術流出対策調査研究専門部会 2015 年 1 月

19 日（月） 

機械振興会館 

 １．審議：「機械工業のための技術流出防止ガイド（案）」の確認 

２．審議：「政府に対する技術流出防止に向けた施策の提言」 

３．審議：今年度報告書（案）の骨子 
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2 平成 25 年度調査研究結果の概要 

 

2.1 日本の政府や産業界による技術流出防止策と日本における技術流出実態 

 

2.1.1 日本の政府による技術流出防止策 

 初めに、日本の政府がこれまでに実施してきた技術流出防止のための政策及び、今後実

施が予定されている政策を調査して整理した。 

 日本政府は、小泉内閣の 2002（平成 14）年度に、知的財産戦略に本格的に取り組み始

め、知的財産戦略本部を設置し、2002 年 7 月に「知的財産戦略大綱」を策定した。そし

て、2003（平成 15）年には、知的財産基本法が施行され、企業は経営戦略と研究開発戦

略、知的財産戦略を三位一体のものとして遂行する必要があるとの考え方の下、経済産業

省によって、「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」 、

「技術流出防止指針」と「営業秘密管理指針」が策定された。 

 その後、営業秘密の保護を強化するため、不正競争防止法は、数年毎に改正が行われ、

罰則強化が行われてきている。 

 経済産業省では、また、2012 年度に「人材を通じた技術流出に関する調査研究」が行わ

れ、技術流出は、自社の従業者や退職した従業者など人を通じて最も多く発生するとの認

識の下、労働法や企業行動に関する専門的な知識を有する学識経験者や弁護士等で構成さ

れる委員会が設置されて競業避止義務契約の有効性が検討された。 

 2013 年 6 月 7 日に政府の知的財産戦略本部は、2003 年の知的財産基本法の施行から 10

年が経過したことをふまえて、これまでの知的財産政策を総括し、今後 10 年を見据えた

長期ビジョンとして 4 つの柱を据えて現状の課題と取り組むべき施策を盛り込んだ「知的

財産政策ビジョン」を決定した。そして、「知的財産政策ビジョン」に基づく毎年の行動計

画である「知的財産推進計画 2013」を 2013 年 6 月 25 日に策定した。 

 「知的財産政策ビジョン」では、第 1 の柱である「産業競争力強化のためのグローバル

知財システムの構築」の一環として、「２．国際的な知財の制度間競争を勝ち抜くための基

盤整備」において、「(３)営業秘密の保護の強化」が項目立てされ、営業秘密侵害の立証負

担軽減、営業秘密・技術情報の漏洩に関する情報交換や意識の共有を図る省庁横断的な官

民フォーラムの創設、営業秘密の実効的な管理の浸透の促進といった【課題】が示され、

【取り組むべき施策】が示された。 
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2.1.2 日本の産業界による技術流出防止策 

 

(1) 日本の経済団体による技術流出防止に向けた取り組み 

 一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）は、2013 年 2 月 19 日に「『知的財産政策

ビジョン』策定に向けた提言～グローバル・イノベーション時代を勝ち抜く戦略的知財政

策を目指して～」を発表し、「営業秘密、技術情報、ノウハウといった「権利化されていな

い知財」の漏えいが大きな問題となっており、今後も深刻化が予想される」とし、法改正

並びに、営業秘密・技術情報の保護に関する官民フォーラムの創設などを提言した。 

 

(2) 日本企業による技術流出防止策 

 日本機械工業連合会の会員企業においては、共同研究開発、引合・契約、販売、部品・

材料や製造機械の仕入れ、製造委託（ライセンス）、海外工場設置、製品販売、販売後対応

といった事業活動の各場面において様々な技術流出防止策が講じられていることが分かっ

た。また、当初想定した自社の従業者の退職時だけでなく、常時、様々な情報セキュリテ

ィ対策が講じられていることが分かった。 

 

2.1.3 日本における技術流出の実態と事後対策 

 日本の機械工業における技術流出の実態と事後対策を調査したところ、技術流出は、一

般によく注目される従業者による情報漏洩や、技術者の引き抜き等による転職を通じての

み生じるわけではなく、注文や開発時における情報提供の段階から、原材料・部品の調達、

製造装置の調達、協力会社への外注といった製造段階、装置・金型のメンテナンスやクレー

ム対応等の納入後の段階まで様々な段階において、様々な場面で生じていることが明らか

になった。また、業界の取引慣行や顧客の購買力等により、納入時に図面やサンプルの詳

細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

 その他最近の事例では、中国に文書共有サイトが複数存在しており、文書の閲覧は誰で

も可能だが、ダウンロードするためにはポイントが必要で、そのポイントは主に文書をア

ップロードすることにより得られるため、そこに日本企業の秘密情報がアップロードされ

て技術が流出する事態が起きている。サイトには誰でも自由にデータをアップロードでき

るため、削除申し立ては可能だが、日常的に各サイトを監視する必要性が生じている。 

 また、退職した日本人技術者を外国企業も含めた企業に斡旋する人材バンクが複数存在

しており、特に韓国は、退職した日本人技術者の韓国企業への再就職支援を政策として掲

げ、韓国企業とのマッチング事業等を展開している。退職した日本人技術者がこのように
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して韓国や台湾、中国等の企業に転職することが「意図せざる技術流出」につながってい

るケースがあると指摘されている。韓国や台湾は、既に日本に肩を並べる工業国に発展し

ており、技術協力／援助を目的とした人材紹介事業については、一定の役割を既に終えて

おり見直しが検討される時期に来ているのではないかと考えられる。 

 

2.2 海外の政府や産業界による技術流出防止策と海外における技術流出実態 

 

2.2.1 海外の政府による技術流出防止策 

 

(1) 米国の政府による技術流出防止策 

 米国において営業秘密（トレードシークレット）侵害を規制している法律は、経済スパ

イ法である。同法は、2001 年 5 月に理化学研究所の研究員が米国総務省から刑事訴訟を

受けた事件で大きく注目された。当時、米国では既に、先端技術の知的財産の保護が重視

され、また、研究試料や研究成果の帰属が定められていたのに対し、日本の対応が遅れて

いたことに、この事件は警鐘を鳴らすこととなった。 

 米国ではまた、「みなし輸出（Deemed Export）」規制が定められており、米国産の技術

やソース・コード（ソフトウェア）を米国内で外国人に技術を開示することを“輸出”と

みなし、輸出管理規則の規制対象としている。 

 法制度ではなく、組織としては、米国には、海外における米国企業のセキュリティ環境

を向上させるために民間部門と政府とで構成され、海外における米国企業のセキュリティ

確保に関するガイドラインやレポートを発行している「海外セキュリティ・アドバイザリー

協議会（Overseas Security Advisory Council；OSAC）」が設置されており、日本政府が

現在形成を検討している「営業秘密保護に関する官民フォーラム」のモデルとなっている。 

 また、「フィードバック・ウォーニング（不審情報報告）制度」が運用されており、どの

ような分野の技術情報に、どの国・地域からのアクセスがあったかといった報告が、機微

情報を保有する防衛関連企業に提供されている 。 

 米国は、水際対策も強化しており、日本と異なり、営業秘密の侵害行為を組成する物品

も対象としている。 

 また、米国特許商標庁、商務省や国務省の知的財産担当部署、国土安全保障省の入国・

税関における捜査担当部署や食品医薬局の捜査担当部署、消費者製品安全委員会、原子力

規制委員会、NASA、警察や軍等 17 の主要連邦政府機関に加えて、インターポール、ユー

ロポール、及びカナダ警察とメキシコ政府の 21 の協力機関が連携して知的財産侵害に対
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して包括的に対応する「National Intellectual Property Rights Coordination Center 

(National IPR Center)」（国立知的財産コーディネーション・センター（略称：国立知財

センター）9）があり、企業の提供した情報に基づいて模倣品の国内流入や国外への技術流

出を未然に阻止している。技術流出に関わる政府機関と諸外国の警察までもが連携して、

自律的に捜査を行い、技術流出や模倣品の国内流入を未然に防ぐ本組織は、日本政府の今

後の技術流出防止体制のモデルになると考えられる。 

 

(2) 韓国の政府による技術流出防止策 

 韓国では、「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」に基づき、産業技術のうち経済

的価値が高く、海外に流出した場合に国家の安全保障及び国民経済の発展に重大な悪影響

を与えるおそれのあるものを「国家核心技術」と指定して保護措置を定め、輸出承認の義

務、外国で使用し又は使用される目的で流出及び侵害する行為に対する罰則等を規定して

いる。 

 また、「不正競争防止及び営業秘密保護法」が 1992 年 12 月に施行されており、営業秘

密として保護されるための 3 要件は日本と同じであるが、営業秘密侵害が、日本と異なり

非親告罪であるため、警察の独自捜査により立件に至る例も少なくない。 

 2012 年 6 月 22 日には、また、韓国特許庁と韓国特許情報院により「営業秘密保護セン

ター」が設立され、公正取引委員会、中小企業庁、警察等と連携し、営業秘密原本証明サー

ビスをはじめとした営業秘密の保護に関するワンストップサービスを提供して、営業秘密

の保護と管理活動を全般的に支援している 。 

 

2.2.2 海外の産業界による技術流出防止策及び技術流出の実態と事後対策 

 日本と異なり労働市場の流動性が高く転職が一般的な米国における技術流出防止策の状

況及び技術流出の実態と事後対策の状況を調査するため、日本企業の米国現地法人に対し

て訪問ヒアリング調査を実施した。各社に関する訪問ヒアリング調査結果を事例として紹

介しているが、日本と比較した米国の技術流出防止策の特徴としては、以下が挙げられる。 

◇従業者の退職時には機密情報を持ち出さないことを誓約させる。同時に、従業者の採用

時に他社の機密情報を持ち込ませないことに強く留意している。 

◇従業者を雇用中の情報セキュリティ対策は、規則のみで講じるには限界があるため、体

系化されたシステムで不正を防止するようにする。精緻な規則を制定して事業活動の効

                                                  
9 和訳は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株）による。 
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率性を阻害したり、罰則の厳罰化により抑止力に期待したりするのではなく、物理的対

策や情報技術の活用等により出来ないようにする、発生し得ないようにすることの方が、

円滑な事業活動と両立できるとの考え方がある。システムは技術の進歩に合わせて改善

していく。 

◇労働市場の流動性が高く、同業種間での転職が一般的であり、また、職業選択の自由を

制限することは認められていないため、競業避止義務契約は結ばれていない。 

◇営業秘密の訴訟は難しいことを認識し、技術はできる限り権利化する。ただし、権利化

すると技術は公開されることから、権利化に適した技術かノウハウとして秘匿すべき技

術か事前に十分に検討し、経営判断を下した上で行う。 

◇従業者の採用時に他社の機密情報が持ち込まれた場合には、相手方企業に返却する。 

◇従業者の退職時に機密情報を持ち出された場合には、従業者本人に連絡して情報の返却

を求める。同業他社との情報交換がある場合等、転職先企業に直接連絡して情報の返却

を求めることも行われている。従業者が純粋に転職先で自らの能力を高く見せたいだけ

で、会社に損害を及ぼす意図がない場合は、それ以上の追求は行われていないが、悪意

があった場合には必要な手段を講じるとしている。 

 

2.3 日本の機械工業における技術流出発生のパターンの整理 

 

2.3.1 日本の機械工業における技術流出発生のパターンの整理とメカニズムの分析 

 本調査研究では、最新の技術流出の実態や課題もふまえ、現在の日本の機械工業におけ

る技術流出が生じる多様なパターンを整理し、技術流出をもたらすメカニズムの分析に努

めた。その結果、当初想定していた場面以外にも、様々な場面で技術流出は生じているこ

とが明らかになった。 

 技術流出は、一般によく注目される従業者による情報漏洩や、技術者の引き抜き等によ

る転職を通じてのみ生じるわけではなく、注文や開発時における情報提供の段階から、原

材料・部品の調達、製造装置の調達、協力会社への外注といった製造段階、装置・金型の

メンテナンスやクレーム対応等の納入後の段階まで様々な段階において、様々な場面で生

じている。また、業界の取引慣行や顧客の購買力等により、納入時に図面やサンプルの詳

細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

 すなわち技術流出は、情報管理や人事管理の問題であると同時に、事業活動の様々な場

面に関わっており、知的財産管理の問題でもあり、売買契約や製造委託契約の法務の問題

でもあり、幅広い側面に関わる問題であると言える。 
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2.3.2 米国の技術流出防止策をふまえた日本の技術流出防止策への示唆 

 日本においても、近年は、米国ほどではないが転職が増えてきており、手に職を付けて

特定のスキルでキャリアアップしていくという考え方も一般的になってきている。また、

長い景気低迷の間に多数の技術者が解雇され、こうした元従業者を通じた「意図せざる技

術流出」が大きな社会問題になっている。 

 米国の技術流出防止策をふまえた日本政府による技術流出防止策への示唆としては、主

要連邦政府機関に加えて、インターポール、ユーロポール、及びカナダ警察とメキシコ政

府の 21 の協力機関が連携し、企業の提供した情報に基づいて模倣品の国内流入や国外へ

の技術流出を未然に阻止するなど知的財産侵害に対して包括的に対応している「National 

Intellectual Property Rights Coordination Center (National IPR Center)」（国立知的財

産コーディネーション・センター（略称：国立知財センター）10）が挙げられる。技術流

出に関わる政府機関と諸外国の警察までもが連携して、自律的に捜査を行い、技術流出や

模倣品の国内流入を未然に防ぐ本組織は、日本政府の今後の技術流出防止体制のモデルに

なると考えられる。 

 日本企業による技術流出防止策への示唆としては、米国において既に競業避止義務契約

が難しくなっている現状をみると、今後、日本においても労働市場の流動性がますます高

まると、競業避止義務を課すことは難しくなってくる可能性もあるのではないかと想像さ

れる。 

 また、政府では、現在、不正競争防止法のさらなる法改正または法整備を検討すると同

時に、企業に対しても一層の管理強化を求める姿勢を打ち出しているが、管理強化は、事

業活動の効率性とトレードオフの面があることは否めず、また、オープンイノベーション

の潮流の中で他社との情報交流を過度に抑制することは、かえって企業の成長を妨げるこ

とになりかねないことに留意が必要である。米国では、規則のみで人を縛るには限界があ

ると考え、体系化されたシステムで不正を防止する取組が行われている。精緻な規則を制

定して事業活動の効率性を阻害したり、罰則の厳罰化により抑止力に期待したりするので

はなく、物理的対策や情報技術の活用等により“出来ないようにする”、“発生し得ないよ

うにする”ことの方が、円滑な事業活動と両立できるとの考え方である。また、こうした

システムは、技術の進歩に合わせて改善していくものとされている。さらに、米国では、

情報機器について、私有機器の利用を認める“Bring your own device”の動きも広がって

いると言う。また、情報には機密情報かそうでないのかグレーな部分の存在が避けられな

                                                  
10 和訳は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株）による。 
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いが、米国では、オープンイノベーションを推進する意味で、情報を常時精緻に区分する

ことに労力を投じるのではなく、従業者を教育することで、グレーな情報の社外への開示

の判断を従業者個々の判断に委ねて、会社に悪影響が及ぼさない範囲での社外との情報交

流の活性化を図っているケースがみられる。日本企業は、情報の区分や規制の精緻化に膨

大な労力をかけたり、厳罰化により従業者のモチベーションの低下やオープンイノベーシ

ョンの阻害につながったりしないよう、オープンイノベーションと機密保持を両立させる

米国の対処策に見倣う点があると思われる。 

 同様の観点で米国の企業においては、退職した従業者の機密情報の持ち出しをチェック

し、そこに会社に危害を及ぼす意図がある場合は訴訟等も行われているものの、転職先で

自らの能力を高く見せたいといった理由のみで、会社に危害を及ぼす意図がない場合は、

返却を求めるだけでそれ以上の措置はとられていない例も注目される。 

 その他、米国では、従業者の採用時に、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が多く見られるが、さらに、仮に他社の企業機密が持ち込まれた場合

には、持ち込んだ従業者を解雇すると共に、他社の機密情報を返却することが行われてい

る。日本においても、各企業が他社の機密情報に対しても保護意識を高く持ち、流出があ

っても企業同士で返却するようになれば、仮に従業者等が持ち出したとしても流出による

影響を防ぐことができると考えられる。 

 

2.3.3 平成 26 年度の課題 

 平成 25 年度調査では、以上の調査結果をふまえ、次年度は、機械工業における実効的

な技術流出防止策を検討して、機械工業向けの技術流出防止の行動指針を策定し、業界へ

の普及・啓発を図ると共に、政府に技術流出防止指針の改定を働きかけることを目指して

いくとした。 
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3 日本政府による近年の技術流出防止策 

 

3.1 日本政府による近年の技術流出防止策 

 

3.1.1 営業秘密タスクフォース 

 

 「2 平成 25 年度調査研究結果の概要」に記したように、2013 年 6 月 7 日に政府の知

的財産戦略本部は、今後 10 年を見据えた長期ビジョンとして「知的財産政策ビジョン」

を決定した。「知的財産政策ビジョン」では、「（３）営業秘密の保護の強化」が項目立てさ

れ、営業秘密侵害の立証負担軽減、営業秘密・技術情報の漏洩に関する情報交換や意識の

共有を図る省庁横断的な官民フォーラムの創設、営業秘密の実効的な管理の浸透の促進と

いった【課題】が示され、【取り組むべき施策】が示された。 

 そして、「知的財産政策ビジョン」に基づく 2013 年度の行動計画である「知的財産推進

計画 2013」には、「営業秘密保護に関する官民フォーラムなどの場の準備」が短期の施策

として掲載された。 

 以上のような「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）及び「知的財産推進計画 2013」

の記載をふまえ、政府の知的財産戦略本部では、検証・評価・企画委員会に「営業秘密タ

スクフォース」（座長：渡部 俊也 東京大学 政策ビジョン研究センター 教授）を設置し

て、2014 年 4 月に「営業秘密タスクフォース報告書」を取りまとめ、営業秘密の流出実

態および管理の課題を整理し、営業秘密の保護強化に向けた取組の基本的考え方を述べた

後、“国、企業、官民連携の取組に向けた論点”として、国と企業、そして両者が連携して

取るべき行動を示した。 

 

 「2 平成 25 年度調査研究結果の概要」に記したように、2013 年 6 月 7 日に政府の知

的財産戦略本部は、2003 年の知的財産基本法の施行から 10 年が経過したことをふまえて、

これまでの知的財産政策を総括し、今後 10 年を見据えた長期ビジョンとして 4 つの柱を

据えて現状の課題と取り組むべき施策を盛り込んだ「知的財産政策ビジョン」を決定した。

「知的財産政策ビジョン」では、第 1 の柱である「産業競争力強化のためのグローバル知

財システムの構築」の一環として、「２．国際的な知財の制度間競争を勝ち抜くための基盤

整備」において、「（３）営業秘密の保護の強化」が項目立てされ、営業秘密侵害の立証負

担軽減、営業秘密・技術情報の漏洩に関する情報交換や意識の共有を図る省庁横断的な官

民フォーラムの創設、営業秘密の実効的な管理の浸透の促進といった【課題】が示され、
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【取り組むべき施策】が示された。 

 そして、「知的財産政策ビジョン」に基づく 2013 年度の行動計画である「知的財産推進

計画 2013」には、「営業秘密保護に関する官民フォーラムなどの場の準備」が短期の施策

として掲載され、巻末の「工程表」においては、2013 年度に「場の在り方を検討」し、

2014 年度に「必要に応じて試行的な取組を実施」すると記載された。 

 

 以上のような「知的財産政策ビジョン」（2013年6月7日）及び「知的財産推進計画2013」

の記載をふまえ、政府の知的財産戦略本部では、検証・評価・企画委員会において 2014

年 2 月に「営業秘密タスクフォース」（座長：渡部 俊也 東京大学 政策ビジョン研究セ

ンター 教授）を設置して、営業秘密侵害の現状と課題に関する調査を行い営業秘密保護

の対応策について検討を行うことを決定した11。そして、「営業秘密タスクフォース」を 3

回開催し、2014 年 4 月に「営業秘密タスクフォース報告書」を取りまとめた。本報告書

では、営業秘密の流出実態および管理の課題を整理し、営業秘密の保護強化に向けた取組

の基本的考え方を述べた後、“国、企業、官民連携の取組に向けた論点”として、国と企業、

そして両者が連携して取るべき行動を示した。本報告書の内容は、「知的財産推進計画 2014」

に盛り込まれた。 

 

                                                  
11 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会座長決定「営業秘密タスクフォース及び中小・

ベンチャー企業及び大学支援強化タスクフォースの設置について」（2014 年 2 月 6 日）より。 
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3.1.2 知的財産推進計画 

 

 政府 知的財産戦略本部が 2014 年７月 4 日に決定した「知的財産推進計画 2014」では、

以上述べてきたような検討経緯をふまえ、「営業秘密・技術情報の保護強化」について、さ

らに具体的に、技術流出防止・営業秘密保護に関する「法制度の見直しを進めていく」と

して、「刑事規定については非親告罪化や罰金の上限の引上げなど、民事規定については立

証負担の軽減など」、また、「ワンストップ支援体制の整備」や官民の情報共有、さらに、

「企業と捜査当局との連携の在り方について早急に検討し、取組を進める」ことが示され

た。 

 

 政府 知的財産戦略本部が 2014 年７月 4 日に決定した「知的財産推進計画 2014」は、

「営業秘密・技術情報の保護強化」に「官民が一丸となって取り組む必要があるとの認識」

に立ち、技術流出防止・営業秘密保護に関する「法制度の見直しを進めていく」として、

「刑事規定については非親告罪化や罰金の上限の引上げなど、民事規定については立証負

担の軽減など」を挙げた。また、「ワンストップ支援体制の整備」や官民の情報共有、さら

に、「企業と捜査当局との連携の在り方について早急に検討し、取組を進める」とした。 

 

図表 3-1 「知的財産推進計画 2014」における営業秘密・技術情報の保護の強化 

に関する記述の抜粋 

  ※（）内は担当府省  

３．営業秘密保護の総合的な強化 

 

（２）今後取り組むべき施策 

（略） 

 営業秘密の保護強化に関し、関係府省において以下の取組を推進することとする。

 

（営業秘密保護法制の見直し） 

・我が国における流出の実態と課題に照らし、更に実効的な抑止力を持つ刑事規定の

整備、実効的な救済（損害賠償・差止）を実現できる民事規定の整備を実現するた

め、その内容と実現スピードの適切なバランスを考えつつ、優先すべき事項から法

制度の見直しを進めていく。例えば、刑事規定については非親告罪化や罰金の上限

の引上げなど、民事規定については立証負担の軽減など、その他については水際措
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置の導入など、知財関連法制の範囲で検討できる事項については、早急に産業界の

ニーズや実態を踏まえ、次期通常国会への法案の提出も視野に、スピーディーに検

討を進めていく。（短期・中期）（経済産業省、財務省、法務省） 

 

（営業秘密管理のワンストップ支援体制の整備） 

・企業におけるオープン・アンド・クローズ戦略や営業秘密管理など総合的な知的財

産の保護・活用戦略の推進が求められる中、主に中小企業を対象にこうした取組を

ワンストップで支援するため、オープン・アンド・クローズ戦略等を指導する人財

を確保しつつ、相談業務や原本証明、セミナー開催等の広報・教育活動等を行う体

制を構築する。相談体制の構築に当たり、全国の知財総合支援窓口と連携した体制

や、捜査当局との連携を含め、営業秘密漏えいの疑義がある案件についての対応方

法の相談を行える体制とする。以上のような体制の構築を目指し、できるところか

ら 2014 年度内に順次開始していくとの方針で検討を進めていく。（短期・中期）（経

済産業省） 

 

（官民の情報共有） 

・産業界全体の実態把握と課題の抽出・情報共有や企業経営者に向けた啓発等を進め

ていくため、情報提供した企業が不利益を被らないような情報の匿名化・一般化が

必要であることに留意するとともに、上記のワンストップ支援体制も活用しつつ、

内外の漏えい事例やベストプラクティスなどの対策事例の情報の共有を可能とする

ための官民連携を進める。他方、政府においても、諸外国の漏えい実態や官民の対

応策等についての情報等の企業との積極的な共有に努める。（短期）（経済産業省）

 

（捜査当局との連携） 

・刑事罰による抑止力を高めるため、企業が全面的に捜査当局に協力した取締りが促

進されるよう、諸外国の事例も参考にしつつ、我が国における企業と捜査当局との

連携の在り方について早急に検討し、取組を進める。（短期）（経済産業省、警察庁）

（出所）知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2014」（2014 年７月 4 日） 
 （注）下線は、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）による。 
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3.1.3 営業秘密管理のワンストップ支援体制の整備 

 

 政府 知的財産戦略本部の「知的財産推進計画 2014」を受けて、経済産業省は、「企業に

おけるオープン・アンド・クローズ戦略や営業秘密管理など総合的な知的財産の保護・活

用戦略の推進」を支援すべく、「主に中小企業を対象にこうした取組をワンストップで支援

するため」、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）において『営業秘密・知財戦略ポー

タルサイト』を開設した。本サイトでは、営業秘密の管理・活用方法及び知財戦略に関す

る情報を発信している。 

 さらに、2015 年 2 月 2 日に経済産業省 特許庁は、警察庁や（独）情報処理推進機構（IPA）

などの専門機関と連携し、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）に各地の中小企業等が

気軽に専門家に相談できる窓口として『営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密 110 番～』

を設置した。 

 

 「知的財産推進計画 2014」を受けて、経済産業省は、「企業におけるオープン・アンド・

クローズ戦略や営業秘密管理など総合的な知的財産の保護・活用戦略の推進」を支援すべ

く、「主に中小企業を対象にこうした取組をワンストップで支援するため」、（独）工業所有

権情報・研修館（INPIT）において『営業秘密・知財戦略ポータルサイト』を開設した。

本サイトでは、営業秘密の管理・活用方法及び知財戦略に関する情報を発信している。12 

 

 さらに、2015 年 2 月 2 日に経済産業省 特許庁は、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）

に『営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密 110 番～』を設置した。本相談窓口では、「中

小企業等において生み出された技術について、特許として出願するのか、営業秘密として

秘匿化するのか、あるいは、他者にその技術を使わせるというオープン戦略でいくのか、

独占するクローズ戦略とするのか等、具体的な知的財産戦略に加え、秘匿化を選択した際

の営業秘密の管理手法、また営業秘密の漏えい・流出への対応等に関する相談に、経験豊

富な企業 OB や知財専門家が対応」する、としている。また、「全国にある知財総合支援窓

口とも連携し、各地の中小企業等が気軽に専門家に相談できる体制を整備」するとしてい

る。さらに、警察庁や（独）情報処理推進機構（IPA）などの専門機関と連携し、「営業秘

密の漏えい・流出に関する被害相談については警察庁と、サイバー攻撃など情報セキュリ

ティに対する相談については（独）情報処理推進機構（IPA）と協力して対応」するとし

                                                  
12 (独)工業所有権情報・研修館（INPIT）「営業秘密・知財戦略ポータルサイト」より。 
＜http://www.inpit.go.jp/consul/tradesecret/index.html＞ 
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ている。13 

（次ページに同相談窓口の紹介パンフレット14を掲載。） 

 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）では、また、2015 年 1 月から 3 月にかけて、

営業秘密の管理・活用方法及び知財戦略に関する「営業秘密・知財戦略セミナー」も全国

で開催した。 

 

図表 3-2 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）による営業秘密・知財戦略セミナー 

開催状況 

開催地 開催日 

名古屋 1 月 19 日（月） 

大阪 1 月 20 日（火） 

福岡 1 月 28 日（水） 

広島 1 月 29 日（木） 

東京(1) 1 月 30 日（金） 

高松 2 月 10 日（火） 

札幌 2 月 24 日（火） 

仙台 2 月 26 日（木） 

那覇 3 月 4 日（水） 

東京(2) 3 月 6 日（金） 
（出所）（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）「営業秘密・知財戦略セミナー～あなたの会社の独自技

術をシッカリ守り、活かすために～」開催について 

                                                  
13 特許庁ウェブサイト「営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密 110 番～を設置します」（2015
年 1 月 5 日発表）より。＜http://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/eigyouhimitsu110.htm＞ 
14（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）「営業秘密・知財戦略ポータルサイト」掲載『営業

秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密 110 番～』パンフレット 
＜http://www.inpit.go.jp/content/100583008.pdf＞ 
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図表 3-3 『営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密 110 番～』紹介パンフレット 
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（出所）（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）「営業秘密・知財戦略ポータルサイト」掲載『営業秘密・

知財戦略相談窓口～営業秘密 110 番～』パンフレット 
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3.1.4 技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議と行動宣言 

 

 政府 知的財産戦略本部の「知的財産推進計画 2014」を受けて、経済産業省は、2015

年 1 月 28 日に「技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議」を開催し、「行動宣言」を

発表した。 

 日本機械工業連合会は、産業界からの構成員として求められて同会議に参加し、日本政

府に対して技術流出防止に向けた施策を提言した。 

 

 政府 知的財産戦略本部の「知的財産推進計画 2014」を受けて、経済産業省は、2015

年 1 月 28 日に、日本経済団体連合会や国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）、日本商工

会議所、日本知的財産協会、各業界の団体等の民間団体と、経済産業省、内閣官房、警察

庁等の政府機関が参加した「技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議」を開催し、同

会議にて、“営業秘密侵害を断固として許さない社会”を創出するための官民の今後の取組

に関する「行動宣言」を取りまとめた。15 

 日本機械工業連合会は、産業界からの構成員として求められて同会議に参加し、日本政

府に対して技術流出防止に向けた施策を提言した（「5 日本政府に対する技術流出防止に

向けた施策の提言」を参照）。 

 

                                                  
15 経済産業省 News Relese「技術情報等の流出防止に向けた「行動宣言」をとりまとめました」

（2015 年 1 月 28 日）より。 
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図表 3-4 「技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議」行動宣言 ポイント 

 
（出所）経済産業省 News Relese「技術情報等の流出防止に向けた「行動宣言」をとりまとめました」（2015

年 1 月 28 日） 
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図表 3-5 「技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議」参加団体・機関 

一般社団法人日本経済団体連合会 

国際知的財産保護フォーラム（IIPPF） 

日本商工会議所 

一般社団法人日本知的財産協会 

一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター 

一般社団法人電子情報技術産業協会 

一般社団法人日本化学工業協会 

日本化学繊維協会 

一般社団法人日本機械工業連合会 

一般社団法人日本自動車工業会 

日本製薬工業協会 

一般社団法人日本鉄鋼連盟 

経済産業省経済産業政策局、関係局 

内閣官房知的財産戦略推進事務局 

警察庁生活安全局、警備局 

農林水産省食料産業局 

独立行政法人工業所有権情報・研修館 

独立行政法人情報処理推進機構 

（出所）経済産業省 News Relese「技術情報等の流出防止に向けた「行動宣言」をとりまとめました」（2015
年 1 月 28 日） 
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3.2 参考：日本政府によるこれまでの技術流出防止関連施策 

 

3.2.1 刑事訴訟手続において営業秘密の内容を保護するための法的措置 

 不正競争防止法の営業秘密侵害罪については、刑事裁判の手続において審理が一般に公

開されることにより営業秘密の内容が公になるとの懸念から、営業秘密の侵害を受けた被

害者が告訴を躊躇するという問題が従前から指摘されていた。この指摘を受けて、2009（平

成 21）年の不正競争防止法の改正時における衆議院及び参議院の附帯決議並びに「知的財

産推進計画 2010」において、刑事訴訟手続において営業秘密の内容を保護するために適切

な法的措置を講じることが求められ、2010 年 12 月に法務省・経済産業省の共同委嘱によ

る「営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会」が「裁判所は、・・当該事件に係

る営業秘密を構成する情報の・・・全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法

廷で明らかにしない旨の決定（秘匿決定）をすることができる」とする結論（要綱）を取

りまとめた。16 

 この結論を受けて、2011（平成 23）年の不正競争防止法の改正で、営業秘密侵害罪に

係る刑事訴訟の審理において、営業秘密の保護を図るための措置が講じられることとなっ

た。具体的には、「裁判において、営業秘密の内容を秘匿し、別の呼称を用いることができ

るものとする。（例：営業秘密の内容が、化学反応を起こす温度である「1300℃」である

場合に、これを「X℃」と言い換える）」、「公判期日外の期日において証人等の尋問及び被

告人質問を行うことができるものとする」こととなった。17 

 2011（平成 23）年の不正競争防止法の改正を受けて、実際に、ヤマザキマザックの技

術流出事件（平成 25 年度報告書 P.50 参照）に関して 2014 年 2 月に行われた公判では、

営業秘密に関する部分が非公開とされた18。 

 

                                                  
16 法務省ウェブサイト「営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会」より。 
＜http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00008.html＞ 
17 経済産業省ウェブサイト「不正競争防止法の一部を改正する法律について」（2011 年 6 月 8
日）より。＜http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/koufu2.html＞ 
18 「被告人質問非公開に ヤマザキマザック機密不正取得公判」『日本経済新聞』（2014 年 2
月 1 日）、「中国人の元社員、起訴内容を否認 ヤマザキマザック漏洩」『日本経済新聞』（2014
年 2 月 3 日）より。 
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図表 3-6 「不正競争防止法の一部を改正する法律」（2011 年 6 月 8 日公布）の概要 

（出所）経済産業省ウェブサイト「不正競争防止法の一部を改正する法律について」（2011 年 6 月 8 日） 
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3.2.2 政府模倣品・海賊版対策総合窓口の関連政府機関 

 日本では、2004 年 5 月に、小泉総理が本部長である知的財産戦略本部で総合窓口を設

置することが決定され、各省連携組織である「模倣品・海賊版対策関係省庁連絡会議」の

設置（2004 年 7 月）を経て、2004 年 8 月 31 日に「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」

が開設された。 

 連携している関係政府機関は、以下の通り。 

 

図表 3-7 「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」関係政府機関 

特許庁  

経済産業省  

内閣官房 知的財産戦略推進事務局  

警察庁  

総務省  

外務省  

財務省  

税関  

文化庁  

農林水産省 

（出所）「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」ウェブサイト 
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4 機械工業等における技術流出防止のためのガイド 

 日本機械工業連合会では、これまでの調査検討結果をふまえ、機械工業向けの実効的な

技術流出防止策を記した「機械工業等における技術流出防止のためのガイド」を制作した。 

 次ページ以降にその全文を掲載する。 

 また、2015 年 2 月 19 日に本ガイドの説明会を以下の通りに開催した。 

 

4.1 機械工業のための技術流出防止ガイド説明会の開催概要 

(1) 日時 

 2015 年 2 月 19 日（木）14:00～16:00 

 

(2) 会場 

 機械振興会館 B2 ホール 

  〒105-0011 東京都港区芝公園 3 丁目 5 番 8 号 

 

(3) 主催 

 一般社団法人 日本機械工業連合会 

 

(4) プログラム 

１． 開会挨拶 

     一般社団法人日本機械工業連合会 副会長兼専務理事 安達俊雄 

２． 基調講演 

     「技術流出防止・営業秘密保護強化をめぐる内外動向と企業の対応」 

           東京大学 政策ビジョン研究センター 教授 渡部俊也 氏 

３． 説明 

     「機械工業等における技術流出防止のためのガイド」   

           三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 

                 経済・社会政策部 主任研究員 上野裕子 氏 

 

(5) 配布資料 

 ・渡部教授レジュメ「技術流出防止・営業秘密保護強化をめぐる内外動向と企業の対応」 

 ・機械工業等における技術流出防止のためのガイド 

 ・技術流出防止政策に関する提言 
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I．本ガイドの性格・構成 

１．本ガイドの性格 
 

 本ガイドは、機械工業に属する企業が、自社の持つ技術やノウハウの「意図せざる流出」

に遭わないようにするために取り得る方策を紹介するものである。紹介している技術流出

防止策や技術流出事例は、（一社）日本機械工業連合会に設置した「技術流出対策調査研究

専門部会」における議論や有識者による講演聴講、会員企業に対するアンケート調査、米

国における企業ヒアリング調査等により収集しており、機械工業にとって実効的な防止策

であると考えている。 

 

 ただし、必要な技術流出防止策は、各企業によって、あるいは取り扱う製品によって異

なるため、本ガイドで紹介する技術流出防止策は、必ずしも全てを実行しなければならな

いものではなく、各企業において、適宜取捨選択して実行されることを想定して記載して

いる。 

 

 また、本ガイドは、もっぱら技術情報を対象としているが、紹介している流出防止策に

ついては、営業情報の流出にも有効なものを含んでいる。 

 

 なお、実際に各流出防止策を実行する際には、不正競争防止法、独占禁止法、労働基準

法等、最新の関係法令に抵触することのないよう、これらを十分に確認されるようご留意

いただきたい。 
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２．本ガイドの構成 
 

◆本ガイドの対象としているもの 

 本ガイドは、もっぱら技術情報を対象としており、秘密情報であっても純粋な営業情報

は対象に含んでいない。 

事業者が保有する情報の分類 

 
（出所）経済産業省「営業秘密管理指針 参考資料 3 我が国における情報管理に関する各種ガイドライ

ン等について」（2003 年 1 月、2013 年 8 月改訂）をベースに三菱 UFJ リサーチ&コンサルティ

ング（株）加工 
 （注）赤線太枠内が、本ガイドの対象範囲。 
    一部の機械技術情報及び防衛秘密情報については、外為法により法律上の規則が課される。  
 

営業上の情報

・経営戦略情報
・顧客情報
・営業情報
・管理（人事・経理等）情報

等

技術上の情報

・技術ノウハウ
・図面
・加工データ

等

個人情報
（特定の個人を識別さ

せる情報）

＊個人情報保護法に
より法律上の義務等

が課される

事業者が保有する営業上の情報

大学、研究機関等
における

・機械技 術情報
・防衛秘 密情報

等

公知の技術情報・特許

出願予定の技術情報

営業 秘密
（事業活動に有用 な非公知情報を秘密

管理することで営 業秘密となる）

事業者が保有する技術上の情報
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◆本ガイドの構成 

本ガイドは、《場面別》および《手段別》に技術流出防止策を紹介している。 

 

 場面別 

場面別は、機械工業に対する調査結果等をふまえ、機械工業の事業活動において技術流

出の恐れがある場面を設定し、場面ごとに技術流出が生じた事例と、そのようなことにな

らないようにするための技術流出防止策を示している。 

技術流出防止策の多くは、機械工業で実際に行われている方策であることから、参考に

なるのではないかと思われる。 

 

 手段別 

本ガイドでは技術流出防止策を、大きく 

①法的対策（権利化・契約による対策） 

②物理的対策（インフラ・情報システム整備による対策） 

③人的対策（自社人材に対する法的対策以外の対策） 

④技術的対策（方針／戦略に基づく対策（設計思想に基づく対策(技術のブラックボッ

クス化等)を含む）） 

に分類を試みた。 

上述の通り、本ガイドでは、「技術的対策」を、設計を工夫して技術をブラックボック

ス化する等の対策のみならず、“提示する資料には帰属及び機密情報であることを明記す

る”といった、方針もしくは戦略に基づく対策も、「技術的対策」と位置づけている。 

本ガイドの巻末では、上記の 4 分類に分けて技術流出防止策を整理している。 

 

これは、実際に、機械工業の各社において、本ガイドで紹介している技術流出防止策を

導入する際に取り組みやすいよう、企業の既存の所管部門ごとに対応することができるよ

うにしたものである。具体的に、上記の各 4 分類の技術流出防止策を、主に所管すると思

われる部門は、下記の通りである。 

①営業部門／法務部門／知的財産部門 

②総務部門／情報システム部門 

③人事部門 

④技術部門 
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II．場面別 機械工業における技術流出の実態と防止策 

０．全場面共通 

(1) 技術流出事例 

(2) 技術流出防止策 
 

a)自社の持つ技術やノウハウ、情報などの知的財産の価値をしっかり認識し、秘密事項と秘

密でない事項とに区分する。技術情報は、他者に開示する前に、ノウハウとして秘匿した

まま秘密保持契約を締結して開示するか、特許出願するか、いずれが適切かを事前に検討

し、後者の場合は、権利化が可能か検討した上で、可能であれば、特許出願する。ノウハ

ウとして秘匿することとした技術情報は、営業秘密として認められる状況で管理するよう

にし、他者に開示する際には、秘密保持契約を結ぶ。ただし、「秘密であり、かつ絶対に開

示してはいけない事項」は、決して開示しないようにする 

自社の持つ技術やノウハウ、情報などの知的財産の価値をしっかり認識し、 

 ○秘密でない事項（問題なく開示できる事項）と 

 ○秘密事項とに区別し、秘密事項をさらに、 

  ・秘密だが特定の相手に限って開示してもよい事項 

  ・秘密であり、かつ絶対に開示してはいけない事項 

に区分する。 

「秘密でない事項」とは、特許出願して公開されている技術情報や公知の技術情報など、

問題なく開示できる事項を指す。 

自社の持つ技術情報は、他者に開示する前に、ノウハウとして秘匿したまま秘密保持契

約を締結して開示するか、特許出願するか、いずれが適切かを事前に検討し、後者の場合

は、権利化が可能か検討した上で、可能であれば、特許出願する。特許出願した技術は、6

カ月後には公開されて公知の技術情報となり、「秘密でない事項」となる。 

ノウハウとして秘匿することとした技術情報は、誰もがアクセスできる状態にしてはい

けない。「秘密」事項として、社内でも一部の従業者だけがアクセス権限を持つようにし、

不正競争防止法における営業秘密として認められる状況で管理するようにする。そして、

他者に開示する際には、開示する前に秘密保持契約を結ぶ。 

ただし、秘密保持契約を結べば安心なわけではないため、「秘密であり、かつ絶対に開示

してはいけない事項」は、決して開示しないようにする。 

 

技術的対策 

技術流出防止策 
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１．研究開発時 
 

(1) 技術流出事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     このようなことにならないために・・ 

 

(2) 技術流出防止策 

①共同研究の協議開始前の防止策 

a)共同研究開始前から保有している関連技術は自社のみに帰属する技術であると証明でき

るようにしておく 

共同研究に関連する自社保有技術については、共同研究の成果と混同されないよう、共

同研究を開始する前に、自社のみに帰属する技術であると証明できるように対策をとって

おく。具体的には、特許出願して権利化するか、ノウハウとして秘匿したい技術の場合は

公証人役場で封印するなど行う。 

 

b)共同研究の協議を開始する前に、相手方とは秘密保持契約を締結し、漏洩した場合の対応

も定めておく 

共同研究を協議する段階から情報交換することとなるため、共同研究を開始する際では

なく、共同研究の協議を開始する前に、相手方とは第三者への開示や目的外利用を禁止す

る秘密保持契約（NDA）を締結する。協議の事実そのものも秘密保持契約の対象にするこ

とも可能である。 

また、故意か不注意かにかかわらず漏洩した場合の罰則や事後対応についても定めてお

く（自社の損害額を証明しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定めておくことや相

 

 共同研究の相手方とは、共同研究の成果である可能性があるアイデアを特許出願等す

る際には事前に協議すると契約していたにもかかわらず、共同研究で生まれたアイデ

アや研究成果を単独で勝手に特許出願された。 

 共同研究における失敗情報や中断した場合の取り扱いを相手方と定めていなかったた

め、相手方に勝手に利用された。 

 共同研究の相手方から技術情報が競合他社に漏洩した。 

 大学との共同研究契約において、学生を秘密保持契約の対象に含めることができず、

研究に参加した学生が、他社の研究者に研究内容を話してしまった。 

 自社の研究者が、特許出願前に学会で研究成果を発表してしまった。 

技術流出事例 

法的対策 

法的対策 

技術流出防止策 
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手方の獲得利益を自社の損害とすることなどを定める。）。 

 

②共同研究契約において定めるべき技術流出防止策 

a)共同研究の遂行中に創出された技術の帰属を明確に契約しておく 

共同研究の遂行中に創出された技術が、誰に帰属するか、また帰属をどのように定める

かを明確に取り決めておく。 

 

b)共同研究の成果である可能性があるアイデアを特許出願や発表等する際には相互に事前

に承諾を得ることを相手方と契約しておく 

共同研究の相手方とは、共同研究の成果である可能性があるアイデアや発明を特許出願

や発表等する際にはお互いに、事前に相手方に協議して共有の成果とし、相手方の承諾を

得てから共同出願すること、共著論文として発表すること、または一方の単独の所有に帰

すること、などを適宜契約で取り決めておく。特に、産学共同研究の場合に、特許出願前

に大学の研究者が論文発表してしまって技術が公知になってしまわないよう、大学側にあ

らかじめ注意喚起しておくことが肝要である。 

 

c)共同研究における失敗情報や中断した場合の取り扱いも相手方と契約しておく 

失敗情報も重要な情報であり、共同研究契約においては、その取り扱いも定めておく。

具体的には、共同研究期間終了後も、秘密保持義務は継続されることを取り決めておく。 

また、共同研究を中断した場合も、中断するまでの成果である可能性があるアイデアや

発明を特許出願等する際にはお互いに、事前に相手方に協議し、相手方の承諾を得ること

を契約で取り決めておく。 

 

d)共同研究契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

共同研究契約に違反した場合の罰則や事後対応についても定めておく（自社の損害額を

証明しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定めておくことや相手方の獲得利益を自

社の損害とすることなどを定める。）。 

 

e)産学共同研究では、共同研究に参加する学生も契約に定めた事項の対象になるようにする 

産学共同研究では、学生であっても共同研究に参加する場合は、大学との共同研究契約

で定めた事項の対象になるようにする。また、必要に応じて学生とも秘密保持契約を締結

する。 

 

法的対策 

法的対策 

法的対策 

法的対策 

法的対策 
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③共同研究遂行中の防止策 

a)共同研究の相手方との打合せで提示する資料には帰属及び機密情報であることを明記す

る 

共同研究の相手方との打合せにおいて、自社独自のアイデアや技術等に関する資料や図

面、写真、試作品等を提示する際は、自社名を記載して自社への帰属を明確にするととも

に、機密情報であることを明記する。 

 

b)共同研究の相手方との打合せでは議事録を作成し、相手方の署名を得る 

共同研究の相手方との打合せでは議事録を作成し、例えば自社の発案に係る自社固有の

アイデア等であることを明記した上で、その旨を相手方に提示して確認の上署名してもら

うことにより、打合せで提示されたアイデア等の帰属が後から分かるようにする。 

 

 

技術的対策 

技術的対策 
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２．営業（引合・受注契約）時 
 

(1) 技術流出事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     このようなことにならないために・・ 

 

(2) 技術流出防止策 

①引合時の技術流出防止策 

a)引合先に見積書や技術提案図／参考図面／図面、サンプル等を提供する前に、引合先と秘

密保持契約を締結し、漏洩した場合の対応も定めておく 

引合先から、評価や採用可否の検討を理由として、見積書や技術提案図／参考図面／図

面、サンプル等を求められた場合は、これらを提供する前に、これらの第三者への開示や

目的外使用を禁止し、評価・採用可否の検討が済んだら返却する旨を定めた秘密保持契約

を締結する。目的外使用としては、具体的に、技術提案図／参考図面／図面やサンプル等

の引合先自社内での使用を禁止し、サンプルについては分解や組成分析を禁止する。秘密

保持契約書に記載するだけでなく、サンプルの中の重要な技術ノウハウが含まれている部

分には、分解しないよう明記したシールを貼る等の対策も講じる。 

また、故意か不注意かにかかわらず漏洩した場合の罰則や事後対応についても定めてお

く。例えば、自社の損害額を証明しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定めておく

ことや相手方の獲得利益を自社の損害とすることなどを定める。 

 

 引合を受けた際、見積書と共に技術提案図／参考図面／図面の提出を求められ、断れ

ずに提出したところ、他社に流され、その他社がより低価格で受注し、当社の受注は

減った／なくなった。 

 引合を受け、評価すると言われてサンプルを無償で提供したところ、引合先が分解し

て図面を作成し、社内で内製化した／他社に流されてその他社が量産受注し、当社へ

の量産発注は無かった。 

 納入時に要求されて製品と共に図面／断面図を提出したところ、二回目以降の発注は、

より低コストで製造できる他社に図面／断面図が流されて発注された。 

 顧客に製品の新機構を説明したところ、勝手に特許出願された。 

 工場見学等を求められ、営業上受け入れたところ、写真を撮られ、製造ノウハウのメ

モをとられ、それが競合企業に流出した 

  

技術流出事例 

法的対策 

技術流出防止策 
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②取引契約において定めるべき技術流出防止策 

a)取引契約において、自社での使用や第三者への提供を禁止する契約を締結する 

納入先に対して秘密保持契約を締結した上で提示した技術提案図／参考図面／図面等を

納入先が自社で他の目的に使用するなど不適切に使用したり、サンプルを分解したり、図

面等やサンプルを第三者に提供したりしないことを約した契約を締結する。 

 

b)取引契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

取引契約に違反した場合の罰則や事後対応についても定めておく（自社の損害額を証明

しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定めておくことや相手方の獲得利益を自社の

損害とすることなどを定める。）。 

 

③引合対応・納入時の技術流出防止策 

a)引合先／納入先に提供する図面・書類等や試作品には帰属及び機密情報であることを明記

する 

引合先／納入先に図面・書類等や試作品を提供する際は、自社名を記載して自社への帰

属を明確にするとともに、機密情報であることを明記する。 

 

b)受注するまでは図面は提供せず、受注後の納入時に図面を提供する際も、ノウハウとなる

情報は消して提供する 

受注するまでは、図面や CAD 図、納入仕様図等は、どんなに要求されても決して提供せ

ず、形状寸法を中心としたアイデア図等で説明する。また、受注した後の納入時も、構造

図、組立図、部品図は提供せず、提供する図面からは寸法、公差、材質、硬度等の情報や

内部構造等は消し、ノウハウが流出しないようにする。 

 

④来客・工場見学対応時の技術流出防止策 

a)見学により技術情報が流出しない物理的な対策を採る 

来客／工場見学者に対しては、カメラやカメラ付き携帯電話、パソコン等の持ち込みを

禁止する。持ち込ませる場合は、シール封印を行う。 

また、見学を受け入れる特定の製造設備やラインだけを見せるようにし、他の部分は覆

いをかける等して見えないようにしたり、見学を受け入れる特定の製造設備やラインに、

後ろから強力なライトを当て、その後ろにある他の部分がよく見えないようにしたりして、

必要以上に見せないようにする。 

 

法的対策 

技術的対策 

法的対策 

物理的対策 

技術的対策 
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b)来客／工場見学者に事前に秘密保持誓約書に署名させる 

来訪／工場見学を受け入れる前に、見学中のメモ取りや写真撮影・録画／録音等を禁止

し、技術情報の第三者への開示や目的外使用を禁止する秘密保持契約を締結する。 

また、故意か不注意かにかかわらず漏洩した場合の罰則や事後対応についても定めてお

く（自社の損害額を証明しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定めておくことや相

手方の獲得利益を自社の損害とすることなどを定める。）。 

 

法的対策 
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３．部品・材料・製造装置の仕入時 
 

(1) 技術流出事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     このようなことにならないために・・ 

 

(2) 技術流出防止策 

①仕入検討時の技術流出防止策 

a)仕入先に部品／材料／製造装置の仕様書を提示する前に、仕入先と秘密保持契約を締結

し、漏洩した場合の対応も相手方と定めておく 

標準品ではなく、自社向けにカスタマイズした部品／材料／製造装置については、仕入

先に部品／材料／製造装置の仕様書を提示する前に、仕様に記載した技術情報の第三者へ

の開示や目的外使用を禁止する秘密保持契約を締結する。 

また、故意か不注意かにかかわらず漏洩した場合の罰則や事後対応についても定めてお

く（自社の損害額を証明しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定めておくことや相

手方の獲得利益を自社の損害とすることなどを定める。）。 

 

②仕入時の技術流出防止策 

a)仕入先に仕様を提示する際は帰属及び機密情報であることを明記する 

仕入先に仕様を提示する際は、自社名を記載して自社への帰属を明確にするとともに、

機密情報であることを明記する。 

 

 

 

 

 自社向けにカスタマイズした部品／材料／製造装置を仕入れる時に、仕入先に提示し

た仕様書が、仕入先から競合他社に流出した。 

 仕入れ先に提示した自社向けにカスタマイズした部品／材料／製造装置の仕様を、仕

入先が他社向けに流用したため、自社のノウハウが他社に推測されてしまった。 

 仕入れ先が、当社が開示した部品／材料／製造装置の仕様をベースに勝手に特許出願

した。 

技術流出事例 

法的対策 

技術流出防止策 

技術的対策 
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b)仕入先が開発費を回収できるだけの仕入額で仕入れる代わりに、仕様の自社製品への活用

や、第三者への同様の部品／材料／製造装置の提供をしないことを約した契約を締結する

共同開発体制を構築する 

標準品ではなく、自社の技術ノウハウが含まれる特殊仕様の部品／材料／製造装置につ

いては、秘密保持条項を含む仕入契約を締結した上で仕入先に対して仕様を提示し、仕入

先と共同でこれらを開発する体制を構築する。仕入先が開発費を回収できるだけの仕入額

で仕入れる代わりに、仕入先に、少なくとも一定期間は仕様の自社製品への活用や、第三

者に対する同様の部品／材料／製造装置の提供をしないことを約した契約を締結する。た

だし、そのことで、自社の競争事業者の事業遂行を困難にするなど独占禁止法に抵触する

ことのないよう十分に注意する。 

 

c)各仕入先に全体像が伝わりにくいよう分割発注する 

部品／材料／製造装置を仕入れる際は、一箇所から全て仕入れず、分割発注して自社内

で最終組立を行う等することにより、仕入先に全体像が伝わらないようにする。 

 

③仕入契約において定めるべき技術流出防止策 

 

a)仕入契約において、守秘義務違反行為の有無を監査するため立ち入り検査できるような契

約を締結する 

仕入先に対して秘密保持契約を締結した上で提示した部品／材料／製造装置について、

守秘義務違反行為の有無を監査するために立ち入り検査できる契約を締結し、立ち入り検

査の際に、仕入先が秘密保持契約に違反して仕様を不適切に使用していないか確認する。 

 

b)仕入契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

仕入契約に違反した場合の罰則や事後対応についても定めておく（自社の損害額を証明

しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定めておくことや相手方の獲得利益を自社の

損害とすることなどを定める。）。 

 

④外部調達を行わないこと及び仕入先を選別することによる技術流出防止策 

 

a)重要な部品・材料・製造装置は内製化する 

部品／材料／製造装置を外注すれば、技術仕様の開示は避けられない。重要な部品／材

料／製造装置については、外注せず、内製化するのが最良の技術流出防止策である。 

技術的対策 

法的対策 

法的対策 

技術的対策 

技術的・法的対策 
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b)重要な部品・材料・製造装置は信頼と実績のある会社から仕入れる 

部品／材料／製造装置を内製化するのが困難な場合など、信頼と実績のある会社から仕

入れることにより技術流出を防止する。 

 

技術的対策 
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４．製造委託時 
 

(1) 技術流出事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     このようなことにならないために・・ 

 

 

(2) 技術流出防止策 

①製造委託検討時の技術流出防止策 

 

a)製造委託先に技術情報を提供する前に、秘密保持契約を締結し、漏洩した場合の対応も相

手方と定めておく 

製造委託先に技術情報を提供する前に、第三者への開示や目的外使用を禁止する秘密保

持契約を締結する。 

また、故意か不注意かにかかわらず漏洩した場合の罰則や事後対応についても定めてお

く（自社の損害額を証明しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定めておくことや相

手方の獲得利益を自社の損害とすることなどを定める。）。 

 

b)製造委託先に情報管理体制整備を義務付ける 

製造委託先に対して、情報管理体制の整備や社員との秘密保持契約の締結等を義務付け

る。また、その実施を監査する。 

 

 

 製造委託した先が、契約期間が終了した途端に競合相手になった。 

 製造委託した先が上手く製造ができなかった場合等に、問われ語りに過剰に指導して

しまい、必要以上に技術が流出した。 

 製造を委託している先から、原価低減目的で指定部材の変更提案を受け、その採否の

議論の過程で技術が流出した。 

 製造委託した先の従業員が製品を持ち出してネット販売した。 

技術流出事例 

法的対策 

法的対策 

技術流出防止策 
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②製造委託契約において定めるべき技術流出防止策 

 

a)製造委託契約に秘密保持条項を設け、製造委託先に提供する情報を明記するとともに、ど

れが機密情報かも明記する 

製造委託契約において、製造委託先に提供する情報を明記するとともに、どれが機密情

報かも明記し、第三者への開示や目的外使用を禁止する秘密保持の対象とする。 

 

b)製造委託契約において目的外利用を禁止する 

製造委託先に対して、提供した技術情報の使用目的を限定し、目的外利用を禁止する。 

 

c)製造委託契約においてサブライセンスを禁止する 

製造委託先に対して、必要に応じて、技術ライセンス・技術供与した技術のサブライセ

ンスを禁止する。 

 

d)製造委託契約において外販を禁止する 

製造委託先に他者への外販を禁止する。 

 

e)製造委託契約終了後の技術情報の取り扱いも定めておく 

製造委託契約終了後、提供した技術情報を製造委託先が自由に利用できるのか利用でき

なくするのか等を、契約で定めておく。 

 

f)製造委託契約終了時に製造設備・金型・図面等一式を返却させる 

製造委託先から、契約終了後は、製造設備・金型・図面等一式を返却させる。 

 

g)製造委託先に同社の従業者の秘密保持に責任を持たせる 

製造委託先に、同社の従業者と技術情報の第三者への開示や目的外使用を禁止する秘密

保持契約を締結させ、従業者の秘密保持についても責任を持たせる。 

 

h)製造委託契約において、違反行為がないか確認できるような契約を締結する 

製造委託先に対して提供した技術情報が不適切に使用されていないか立ち入り検査でき

る契約を締結する。 

 

 

法的対策 

法的対策 

法的対策 

法的対策 

法的対策 

法的対策 

法的対策 

法的対策 
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i)製造委託契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

製造委託契約に違反した場合の罰則や事後対応についても定めておく。 

例えば、製造委託契約外で市場に製品が流出した場合、権利侵害品として摘発できるよ

うにしておく。また、自社の損害額を証明しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定

めておくことや相手方の獲得利益を自社の損害とすることなどを定めておく。 
 

③製造委託における技術流出防止策 

a)製造委託先に資料を提示する際は帰属を明記するとともに、機密情報である場合は、その

旨も明記する 

製造委託先に資料を提示する際は、自社名を記載して自社への帰属を明確にするととも

に、機密情報である場合は、その旨も明記する。 
 

b)製造委託先に資料を提供する際は特定の製造委託契約に基づいていることを明記する 

製造委託先に資料を提供する際は、特定の製造委託契約に基づいているものであり、い

つでも利用できるものではないことを認識させるために明記する。 
 

c)製造委託先には製造に必要な情報だけ提供する 

製造委託先には、製造に必要十分な情報だけを提供し、必要以上に技術情報やノウハウ

を提供してしまわないように留意する。具体的には、例えば、製造方法は教えても、その

背景にある考え方や理由は、ノウハウに当たるので教えないようにする。また、どの薬品

とどの薬品をどのような割合で混合するといった原料に関するノウハウを提供しないよう、

薬品には薬品Ａ・薬品Ｂといった記号ラベルを付し、複数の薬品を混合した後の完成した

原料を提供して作業書も同様の表記とするようにする。製造装置についても、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外すといった対応を行う。 
 

d)製造委託先に機密度の高い図面等を開示する際は、システム的に不正使用できない方法で

開示する 

製造委託契約終了後の図面等の返却や使用を契約で禁止しても、悪意があれば使用され

てしまうため、製造委託先に機密度の高い図面等を開示する際は、契約期間終了後の閲覧

を不可にしたり、委託先における閲覧や保存、印刷等の操作履歴を確認・記録したりでき

るシステムを用いて電子的に図面等を開示する等、システム的に不正使用できない方法で

開示する。 
あるいは、必要な部分の図面だけを、その都度オンラインで参照させるようにして、図

面全体の入手を困難にする。 

技術的対策 

技術的対策 

法的対策 

技術的対策 

物理的対策 
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e)製造委託先に違反行為がないか随時確認する 

技術ライセンス・技術供与した製造委託先に対して提供した技術情報が不適切に使用さ

れていないか、契約で定めた立ち入り検査の機会や設備のメンテナンスの機会などを活用

して確認する。 

 

④製造委託先を選別することによる技術流出防止策 

a)製造委託は信頼と実績のある会社に対してしか行わないようにする 

製造委託先に技術ライセンス・技術供与することによる技術流出を防止するために、信

頼と実績のある会社にしか製造委託を行わないという選択肢もある。 

 

技術的対策 

技術的対策 
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５．製品販売時 
 

(1) 技術流出事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     このようなことにならないために・・ 

 

(2) 技術流出防止策 

①製造段階での技術流出防止策 

a)リバースエンジニアリングされにくいよう設計を工夫する 

製品の機構内部に（完成品になった時には残らない）化学物質を入れる等により、リバー

スエンジニアリングしても技術内容が分からないブラックボックス化を図る。 

 

b)一度解体したら再度組み立てられない設計にしておく 

製品をリバースエンジニアリンスすると、再度完成品に組み立てられないような設計に

しておく。 

 

c)模倣品と真正品の組み合わせを抑制する方策を講じる 

形状模倣やリバースエンジニアリングにより模倣部品が製造されても、模倣部品使用時

には、真正部品と同等の理想的性能は実現しない旨を製品に記載しておく。また、模倣部

品と真正部品を組み合わせるといったん動作を停止し、模倣部品を利用していた場合は補

償しない旨のメッセージを表示させるようにしておく。これにより、独占禁止法に抵触し

ない範囲で形状模倣やリバースエンジニアリングによる模倣部品の使用を抑制する方策を

講じる。 

 

 

 販売した製品が形状模倣され、さらに性能に関係のない型番、刻印、ロゴ等までコピー

された模倣品が製造された。 

 販売した製品がリバースエンジニアリングされ、模倣品が市場に流通した。 

 製品が分解され、内部部品がスケッチされて、他社に部品の製造が発注された。 

 顧客にのみ開示した製品の仕様情報が他社に流出した。 

 真正品と模倣品の見分け方を示した情報が流出して模倣品が製造された。 

技術流出事例 

技術的対策 

技術的対策 

技術的対策 

技術流出防止策 
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②販売前の技術流出防止策 

a)特許権や意匠権等を販売予定の国において販売開始前に出願・登録する 

特許権や意匠権等を販売開始前に出願し、登録を完了させておく。特に、輸出する場合

は、販売予定の国において販売開始前に出願・登録することが重要である。 

 

③販売代理店契約において定めるべき技術流出防止策 

a)販売代理店と秘密保持契約を締結し、漏洩した場合の対応も相手方と定めておく 

販売代理店に対して提供した製品の販売に必要な技術情報の第三者への開示や目的外使

用を禁止する秘密保持契約を販売代理店と締結する。 

また、故意か不注意かにかかわらず漏洩した場合の罰則や事後対応についても定めてお

く（自社の損害額を証明しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定めておくことや相

手方の獲得利益を自社の損害とすることなどを定める。）。 

 

b)販売代理店契約において、違反行為がないか確認できるような契約を締結する 

販売代理店に対して秘密保持契約を締結した上で提供した技術情報を販売代理店が不適

切に使用していないか立ち入り検査できる契約を締結する。 

 

c)販売代理店契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

販売代理店契約に違反した場合の罰則や事後対応についても定めておく（自社の損害額

を証明しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定めておくことや相手方の獲得利益を

自社の損害とすることなどを定める。）。 

 

④販売時の技術流出防止策 

a)販売代理店には販売に必要な情報だけ提供する 

秘密保持契約は締結した上で、販売代理店には販売に必要十分な情報だけを提供する。 

 

b)販売代理店に資料を提供する際は帰属及び機密情報であることを明記する 

販売代理店に資料を提供する際は、自社名を記載して自社への帰属を明確にするととも

に、機密情報であることを明記する。 

 

 

 

 

 

法的対策 

技術的対策 

法的対策 

技術的対策 

法的対策 

法的対策 
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c)販売代理店に違反行為がないか随時確認する 

販売代理店に対して秘密保持契約を締結した上で提供した技術情報を販売代理店が不適

切に使用していないか、契約で定めた立ち入り検査の機会などを活用し、現地を訪問して

確認する。 

 

技術的対策 
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６．アフターサービス時 
 

(1) 技術流出事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     このようなことにならないために・・ 

 

(2) 技術流出防止策 

①製造段階での技術流出防止策 

 

a)修理や部品交換等のメンテナンス時に純正品以外の部品が使用された場合は、保証期間内

であっても、無償修理等の補償はしない旨のメッセージを製品に表示しておく 

修理や部品交換等のメンテナンス時に、純正品以外の部品が使用された場合は、保証期

間内であっても、基本的には無償修理等の補償をする義務はない。そこで、その旨を伝え

るため、純正品以外の部品を使用した場合は、製品補償はしない旨のメッセージを製品に

表示する。または、部品交換時に表示される構造にしておく。 

 

②販売契約において定めるべき技術流出防止策 

a)販売契約によりアフターサービスのために提供する物を明確にする 

販売契約によってアフターサービスのために支店等に対して使用許諾してよい物を明確

にし、それ以外については、使用許諾させる権利はなく、秘密保持義務があることを規定

する。 

 

 

 

 事故や緊急性を要するトラブルで消耗品部品の図面の開示を求められて提出したとこ

ろ、図面が他社に流されて部品製造が発注されて技術が流出し、当社への注文が無く

なった。 

 製造設備のメンテナンスを他社が行ううちに技術が流出し、その他社製の模倣品が市

場に出回るようになった。 

 販売後に顧客から技術的課題の相談を受け、口頭で解決方法を提案したところ、その

顧客が単独で特許出願してしまい、当社は他社にその方法を提案できなくなってしま

った。 

技術流出事例 

法的対策 

技術流出防止策 

技術的対策 
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b)販売契約におけるアフターサービスに関する条項について、違反行為があった場合の対応

も契約しておく 

販売契約におけるアフターサービスに関する条項に違反した場合の罰則や事後対応につ

いても定めておく（自社の損害額を証明しなくてもよいよう、あらかじめ違約金額を定め

ておくことや相手方の獲得利益を自社の損害とすることなどを定める。）。 

 

③アフターサービス時の技術流出防止策 

 

a)取引先に違反行為がないかアフサーサービス時等に確認する 

納入先に対して秘密保持契約を締結した上で提示した技術提案図／参考図面／図面、試

作品等を納入先が不適切に使用されていないか、設備のメンテナンスの機会などを活用し

て確認する。 

 

法的対策 

技術的対策 
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７．従業者の在職中 
 

(1) 技術流出事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     このようなことにならないために・・ 

 

(2) 技術流出防止策 

①情報管理による技術流出防止策 

a)技術情報を機密度に応じて区分し、その区分を各情報に表記する 

技術情報を発生する都度、機密性や重要性、社外に漏洩した時の当社の信用への影響度

等に応じて、例えば、「極秘」「マル秘」「関係者外秘（Confidential）」「社外秘」「公知」等

の 4～5 段階に区分し、その区分を各情報に表記する（条件を定めておき、情報を保存する

際に条件を選択すれば、システムで自動的に区分されるようにするなど、区分に負荷がか

からないようにすると望ましい）。 

 

b)技術情報の機密度区分に応じて社内情報システムへのアクセス制限を講じ、アクセス、電

子メールによる社外送信、印刷、記憶媒体への出力等の記録をとる 

技術情報の機密度区分に応じてアクセスできる権限を有する人を限定し、機密度の高い

技術情報については、アクセス、電子メールによる社外送信、印刷、記憶媒体（USB メモ

リ、CD／DVD 等に加えて、記憶が可能なスマートフォン等を含む）への出力、クラウド

サービスへのデータアップロード等の記録をとる。また、これらを定期的に確認する。 

 

 

 

 

 

 従業者が顧客との打合せのために持ち出した技術資料や PC を置き忘れて技術が流出

した。 

 従業者が誤って意図した先でない相手に技術情報を送付して技術が流出した。 

 従業者が悪意をもって技術情報を持ち出し、他者に流出させた。 

技術流出事例 

物理的対策 

物理的対策 

技術流出防止策 
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c)機密度の高い技術情報について、電子メールによる社外送信における誤送信の場合の影響

を抑える仕組みを導入する 

機密度の高い技術情報については、電子メールによる社外送信における誤送信の場合の

影響を抑える仕組みを導入する（例えば、添付ファイルへのパスワード付与の義務化また

は自動パスワード付与、受信者による添付ファイルに対する操作を制限できるシステム（閲

覧や保存等の操作を、メール送信前だけでなく受信者がメールを受信した後も、不可にし

たり、受信者による閲覧や保存、印刷等の操作履歴を送信者が確認したりできるシステム）

を導入するなど。）。 

 

d)機密度の特に高い技術情報について、社内情報システムから社外への持ち出しをシステム

的に不可能にする 

機密度の特に高い技術情報については、社内情報システムから記憶媒体等への送信やク

ラウドサービスへのデータアップロード等をシステム的に不可能にする。 

 

e)ノート PC の暗号化等により、万一置き忘れや盗難等があっても機密情報が流出しないよ

うにする 

従業者が使用するノート PC のハードディスクを暗号化したり、初めからハードディス

クの無いノート PC を支給したりすることにより、社外に持ち出して万一置き忘れや盗難が

あっても機密情報が流出しないようにする。 

 

f)電子メールや FAX での社外へのデータ送信をモニタリングし、誤送信を防ぐ仕組みを導

入する 

電子メールや FAX による社外へのデータ送信をモニタリングし、不正な送信がないかチ

ェックするとともに、不注意による誤送信を防ぐ仕組みを導入する（例：電子メールにつ

いては社外送信の前に一旦保留し再確認させるシステムの導入。FAX については相手先番

号の二度入力システムの導入 等）。 

 

②入退室管理による技術流出防止策 

a)社屋への入退を管理する 

従業者や来客等の社屋への入退を管理する。 

 

 

 

物理的対策 

物理的対策 

物理的対策 

物理的対策 

人的・物理的対策 
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b)機密度の高い技術情報を記録した書面や記憶媒体等の物品は入室制限を講じた保管庫に

保管し、入退室や持ち出し等の記録をとる 

技術情報の機密度区分に応じてアクセスできる権限を有する人を限定し、機密度の高い

技術情報を記録した書面や記憶媒体等の物品は、保管庫等に保管し、終業時には戻す等の

持ち出しルールを定める。また、保管庫へは入室制限を講じ、監視カメラを設置する等し

て入退室を記録するとともに物品の持ち出し・返却を記録する。また、これらを定期的に

確認する。 

 

③従業者による技術流出防止策 

a)技術情報の管理者を定め、機密度に応じた区分を超えた社外への持ち出しを管理・記録す

る 

業務遂行の柔軟性を保つため、機密性や重要性等に応じて区分した各技術情報の管理者

を定め、管理者の承認を得れば区分を超えた社外への持ち出しも可能にするとともに、誰

がいつ何の目的で持ち出し誰に提供したかを記録し、後で把握できるようにする。 

 

b)技術情報の重要性や適切な取扱等について従業者に対して教育を行う 

従業者に対して、技術情報の会社にとっての価値や何が機密情報かについて十分な教

育・研修を行う。 

また、サイバー攻撃やウイルス等への対応についても教育・研修を行う。 

 

c)従業者と秘密保持契約を締結する 

会社に帰属する機密度の高い技術情報について、技術情報を特定した上で、就業契約と

は別に、第三者への開示や退職後の使用・開示をしないことを誓約する秘密保持契約を従

業者と締結する。技術開発プロジェクトへの参加の際など、新たに機密度の高い技術情報

を知る機会を得る度に、何が機密情報か認識させた上で秘密保持契約を改めて締結するよ

うにすると効果的である。  

 

d)自社の研究者が研究成果を発表する際には事前に内容を確認する 

自社の研究者が学会等で研究成果を発表する際には,法務部門等が事前に内容をチェッ

クし、特許出願した情報、もしくはノウハウとして秘匿すべき情報以外の情報だけを発表

するよう確認する。 

 

人的・物理的対策 

法的対策 

人的対策 

物理的対策 

技術的対策 
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８．従業者の退職時 
 

(1) 技術流出事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     このようなことにならないために・・ 

 

(2) 技術流出防止策 

①従業者による技術流出防止策 

a)退職予定の従業者に対し、技術情報の重要性や適切な取扱等について改めて教育する 

退職予定の従業者に対し、会社にとっての技術情報の価値やその適切な取扱等について

改めて教育・研修する。 

 

b)退職予定の従業者に対し、会社に帰属する機密情報を退職後は使用・開示しないことを誓

約させる 

退職予定の従業者に、会社に帰属する機密情報を確認させ、退職後はそれらを使用・開

示しないことを誓約させる。 

 

c)退職時に、会社に帰属する物品・資料及びその複製物を全て返却または消去させ、全て返

却または消去したことについて誓約書を提出させる 

退職時に、会社に帰属する物品・資料及びその複製物を全て返却または消去させる。さ

らに、全て返却または消去したことについて誓約書を提出させる。 

 

d)退職時に、競業避止義務契約を締結する 

退職時に、一定期間の守秘義務、退職後の競業企業への就職や競業の起業の制限（競業

避止義務）を課し、必要に応じて、違反の場合の損害賠償等を規定する。ただし、競業避

 

 従業者が退職時に悪意をもって技術情報を持ち出し、他者に流出させた。 

 従業者が競合会社に転職し、技術・ノウハウが流出した 

 定年退職した元・従業者が、同業他社に招かれて技術指導に当たった 

 従業者が退職後、同業の会社を起業し、競合会社となった。 

 現地法人を立ち上げる際に、従業者を日本で研修させたところ、研修後すぐに現地の

同業他社に転職してしまった 

技術流出事例 

人的対策 

法的対策 

法的対策 

法的対策 

技術流出防止策 
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止義務は、職業選択の自由・営業の自由との兼ね合いから、①期間、②場所的範囲、③対

象職種、④代償の有無を総合的に勘案して合理的である必要があり、労働市場の流動化が

高まっている中、今後は実効性が低くなることが見込まれる。 

 

e)研修受講後短期間に退職した場合は研修費用を全額返金する契約を締結する 

現地法人を立ち上げる際に、従業者を日本で研修させたところ、それで箔が付いて研修

後すぐに他社に転職してしまう例がみられるため、研修受講後短期間に退職した場合は研

修費用を全額返金する契約を締結する。 

 

法的対策 
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９．その他 
 

(1) 外部からのサイバー攻撃時 
外部からサイバー攻撃を受けて機密情報が流出する事例が生じている。 

↓ 

【技術流出防止策】 

社内情報システムへのサイバー攻撃やウイルスの侵入を防ぐ基盤と仕組みを導入する。 

 

(2) 米国における証拠開示（ディスカバリー）時 
米国の裁判における証拠開示（ディスカバリー）により技術情報が流出する事例が生じ

ている。 

↓ 

【技術流出防止策】 

文書をいつ廃棄できるかを定め、期限切れの文書については、原則として規程通りに廃

棄を行う。ただし、米国における司法の妨害等の懸念を生じないよう十分に注意すべきで

ある。 

 

(3) 従業者の採用時 
従業者が、前勤務先の機密情報を不正に持ち込む事例が生じている。 

                             〔技術流出の逆の事例〕 

↓ 

【技術流出の逆の事例における防止策】 

従業者の前勤務先から提訴される恐れがあるため、採用時には、前勤務先から不正に取

得した機密情報を持ち込まないことを誓約させる。持ち込んだ従業者は解雇し、持ち込め

ることを売り込んでくる人は採用しない。 
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III．手段別 機械工業における技術流出防止策 

 以上に紹介した技術流出防止策を、次の 4 つの手段別に大きく分類を試みた。 

  ①法的対策（権利化・契約による対策） 

  ②物理的対策（インフラ・情報システム整備による対策） 

  ③人的対策（自社人材に対する法的対策以外の対策） 

  ④技術的対策（方針／戦略に基づく対策（設計思想に基づく対策（技術のブラックボ

ックス化等）を含む）） 

 

 これは、実際に、機械工業の各社において、本ガイドで紹介している技術流出防止策を

導入する際に取り組みやすいよう、企業の既存の所管部門ごとに対応することができるよ

うにしたものである。具体的に、上記の各 4 分類の技術流出防止策を、主に所管すると思

われる部門は、下記の通りである。 

①営業部門／法務部門／知的財産部門 

②総務部門／情報システム部門 

③人事部門 

④技術部門（設計部、開発部） 

 

 

 以下、紹介した技術流出防止策の見出しだけを、4 つの手段別ごとに再整理した。 

（内容的には、「II．場面別 機械工業における技術流出の実態と防止策」と同じである。） 
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１．法的対策（権利化・契約による対策） 

(1) 複数場面に共通の法的対策 
 １．  

研究開

発時 

２．  
営業（引

合・受注

契約）時 

３．  
部品・材

料・製造

装置の

仕入時 

４．  
製造委

託時 

５．  
製品販

売時 

６．  
アフ

ター

サービ

ス時 
漏洩時対応を定めた 
秘密保持契約の締結 

①b) ①a) ①a) ①a) ③a)  

自社技術の証明／権利

化 
①a)    ②a)  

目的外利用（自社での

使用、第三者への提供

等）の禁止 

 ②a) ②b) ②b)   

違反行為がないか確認

できる契約の締結 
  ③a) ②h) ③b)  

契約への違反行為対応

の記載 
②d) ②b) ③b) ②i) ③c) ②b) 

 

◆漏洩時対応を定めた秘密保持契約の締結 

１． 研究開発時 

 ① 共同研究の協議開始前の防止策 

b) 共同研究の協議を開始する前に、相手方とは秘密保持契約を締結し、漏洩した場合

の対応も定めておく 

２． 営業（引合・受注契約）時 

 ① 引合時の技術流出防止策 

a) 引合先に見積書や技術提案図／参考図面／図面、サンプル等を提供する前に、引合

先と秘密保持契約を締結し、漏洩した場合の対応も定めておく 

３． 部品・材料・製造装置の仕入時 

 ① 仕入検討時の技術流出防止策 

a) 仕入先に部品／材料／製造装置の仕様書を提示する前に、仕入先と秘密保持契約を

締結し、漏洩した場合の対応も相手方と定めておく 

４． 製造委託時 

 ① 製造委託検討時の技術流出防止策 

a) 製造委託先に技術情報を提供する前に、秘密保持契約を締結し、漏洩した場合の対

応も相手方と定めておく 

５． 製品販売時 

 ③ 販売代理店契約において定めるべき技術流出防止策 

a) 販売代理店と秘密保持契約を締結し、漏洩した場合の対応も相手方と定めておく 
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◆自社技術の証明／権利化 

１． 研究開発時 

 ① 共同研究の協議開始前の防止策 

a) 共同研究開始前から保有している関連技術は自社のみに帰属する技術であると証明

できるようにしておく 

５． 製品販売時 

 ② 販売前の技術流出防止策 

a) 特許権や意匠権等を販売予定の国において販売開始前に出願・登録する 

 

◆目的外利用（自社での使用、第三者への提供等）の禁止 

２． 営業（引合・受注契約）時 

 ② 取引契約において定めるべき技術流出防止策 

a) 取引契約において、自社での使用や第三者への提供を禁止する契約を締結する 

３． 部品・材料・製造装置の仕入時 

 ② 仕入時の技術流出防止策 

b) 仕入先が開発費を回収できるだけの仕入額で仕入れる代わりに、仕様の自社製品へ

の活用や、第三者への同様の部品／材料／製造装置の提供をしないことを約した契

約を締結する共同開発体制を構築する 【技術的対策にも掲載】 

４． 製造委託時 

 ② 製造委託契約において定めるべき技術流出防止策 

b) 製造委託契約において目的外利用を禁止する 

 

◆違反行為がないか確認できる契約の締結 

３． 部品・材料・製造装置の仕入時 

 ③ 仕入契約において定めるべき技術流出防止策 

a) 仕入契約において、守秘義務違反行為の有無を監査するため立ち入り検査できるよ

うな契約を締結する 

４． 製造委託時 

 ②製造委託契約において定めるべき技術流出防止策 

i) 製造委託契約において、違反行為がないか確認できるような契約を締結する 

５． 製品販売時 

 ③ 販売代理店契約において定めるべき技術流出防止策 

b) 販売代理店契約において、違反行為がないか確認できるような契約を締結する 
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◆契約への違反行為対応の記載 

１． 研究開発時 

 ② 共同研究契約において定めるべき技術流出防止策 

d) 共同研究契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

２． 営業（引合・受注契約）時 

 ② 取引契約において定めるべき技術流出防止策 

b) 取引契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

３． 部品・材料・製造装置の仕入時 

 ③ 仕入契約において定めるべき技術流出防止策 

b) 仕入契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

４．製造委託時 

 ② 製造委託契約において定めるべき技術流出防止策 

h) 製造委託契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

５． 製品販売時 

 ③ 販売代理店契約において定めるべき技術流出防止策 

c) 販売代理店契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

６． アフターサービス時 

 ② 販売契約において定めるべき技術流出防止策 

b) 販売契約におけるアフターサービスに関する条項について、違反行為があった場合

の対応も契約しておく 
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(2) 場面別の法的対策（再掲含む） 
１． 研究開発時 

 ① 共同研究の協議開始前の防止策 

a) 共同研究開始前から保有している関連技術は自社のみに帰属する技術であると証明

できるようにしておく 

b) 共同研究の協議を開始する前に、相手方とは秘密保持契約を締結し、漏洩した場合

の対応も定めておく 

 ② 共同研究契約において定めるべき技術流出防止策 

a) 共同研究の遂行中に創出された技術の帰属を明確に契約しておく 

b) 共同研究の成果である可能性があるアイデアを特許出願や発表等する際には相互に

事前に承諾を得ることを相手方と契約しておく 

c) 共同研究における失敗情報や中断した場合の取り扱いも相手方と契約しておく 

d) 共同研究契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

e) 産学共同研究では、共同研究に参加する学生も契約に定めた事項の対象になるよう

にする 

 

２． 営業（引合・受注契約）時 

 ① 引合時の技術流出防止策 

a) 引合先に見積書や技術提案図／参考図面／図面、サンプル等を提供する前に、引合

先と秘密保持契約を締結し、漏洩した場合の対応も定めておく 

 ② 取引契約において定めるべき技術流出防止策 

a) 取引契約において、自社での使用や第三者への提供を禁止する契約を締結する 

b) 取引契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

 ④ 来客・工場見学対応時の技術流出防止策 

b) 来客／工場見学者に事前に秘密保持誓約書に署名させる 

 

３． 部品・材料・製造装置の仕入時 

 ① 仕入検討時の技術流出防止策 

a) 仕入先に部品／材料／製造装置の仕様書を提示する前に、仕入先と秘密保持契約を

締結し、漏洩した場合の対応も相手方と定めておく 

 ② 仕入時の技術流出防止策 

b) 仕入先が開発費を回収できるだけの仕入額で仕入れる代わりに、仕様の自社製品へ

の活用や、第三者への同様の部品／材料／製造装置の提供をしないことを約した契

約を締結する共同開発体制を構築する 【技術的対策にも掲載】 

 ③ 仕入契約において定めるべき技術流出防止策 

a) 仕入契約において、守秘義務違反行為の有無を監査するため立ち入り検査できるよ
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うな契約を締結する 

b) 仕入契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

 

４． 製造委託時 

 ① 製造委託検討時の技術流出防止策 

a) 製造委託先に技術情報を提供する前に、秘密保持契約を締結し、漏洩した場合の対

応も相手方と定めておく 

b) 製造委託先に情報管理体制整備を義務付ける 

 ② 製造委託契約において定めるべき技術流出防止策 

a) 製造委託契約に秘密保持条項を設け、製造委託先に提供する情報を明記するととも

に、どれが機密情報かも明記する 

b) 製造委託契約において目的外利用を禁止する 

c) 製造委託契約においてサブライセンスを禁止する 

d) 製造委託契約において外販を禁止する 

e) 製造委託契約終了後の技術情報の取り扱いも定めておく 

f) 製造委託契約終了時に製造設備・金型・図面等一式を返却させる 

g) 製造委託先に同社の従業者の秘密保持に責任を持たせる 

h) 製造委託契約において、違反行為がないか確認できるような契約を締結する 

i) 製造委託契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

 

５． 製品販売時 

 ② 販売前の技術流出防止策 

a) 特許権や意匠権等を販売予定の国において販売開始前に出願・登録する 

 ③ 販売代理店契約において定めるべき技術流出防止策 

a) 販売代理店と秘密保持契約を締結し、漏洩した場合の対応も相手方と定めておく 

b) 販売代理店契約において、違反行為がないか確認できるような契約を締結する 

c) 販売代理店契約において、違反行為があった場合の対応も契約しておく 

 

６． アフターサービス時 

 ② 販売契約において定めるべき技術流出防止策 

a) 販売契約によりアフターサービスのために提供する物を明確にする 

b) 販売契約におけるアフターサービスに関する条項について、違反行為があった場合

の対応も契約しておく 

 

７． 従業者の在職中 

 ③ 従業者による技術流出防止策 
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c) 従業者と秘密保持契約を締結する 

 

８． 従業者の退職時 

 ① 従業者による技術流出防止策 

b) 退職予定の従業者に対し、会社に帰属する機密情報を退職後は使用・開示しないこ

とを誓約させる 

c) 退職時に、会社に帰属する物品・資料及びその複製物を全て返却または消去させ、

全て返却または消去したことについて誓約書を提出させる 

d) 退職時に、競業避止義務契約を締結する 

e) 研修受講後短期間に退職した場合は研修費用を全額返金する契約を締結する 
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２．物理的対策（インフラ・情報システム整備による対策） 
２． 営業（引合・受注契約）時 

 ④ 来客・工場見学対応時の技術流出防止策 

a) 見学により技術情報が流出しない物理的な対策を採る 

 

４．製造委託時 

 ③製造委託における技術流出防止策 

d)製造委託先に機密度の高い図面等を開示する際は、システム的に不正使用できない方

法で開示する 

 

７． 従業者の在職中 

 ① 情報管理による技術流出防止策 

a) 技術情報を機密度に応じて区分し、その区分を各情報に表記する 

b) 技術情報の機密度区分に応じて社内情報システムへのアクセス制限を講じ、アクセ

ス、電子メールによる社外送信、印刷、記憶媒体への出力等の記録をとる 

c) 機密度の高い技術情報について、電子メールによる社外送信における誤送信の場合

の影響を抑える仕組みを導入する 【人的対策にも掲載】 

d) 機密度の特に高い技術情報について、社内情報システムから社外へのデータ持ちだ

しをシステム的に不可能にする 

e) ノート PC の暗号化等により、万一置き忘れや盗難等があっても機密情報が流出し

ないようにする 

f) 電子メールや FAX でのデータ送信をモニタリングし、誤送信を防ぐ仕組みを導入す

る 

 ② 入退室管理による技術流出防止策 

a) 社屋への入退を管理する 

b) 機密度の高い技術情報を記録した書面や記憶媒体等の物品は入室制限を講じた保管

庫に保管し、入退室や持ち出し等の記録をとる 

 ③ 従業者による技術流出防止策 

a)技術情報の管理者を定め、機密度に応じた区分を超えた社外への持ち出しを管理・記

録する 【人的対策にも掲載】 
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３．人的対策（自社人材に対する法的対策以外の対策） 
７． 従業者の在職中 

 ① 情報管理による技術流出防止策 

c) 機密度の高い技術情報について、電子メールによる社外送信における誤送信の場合

の影響を抑える仕組みを導入する 【物理的対策にも掲載】 

 ③ 従業者による技術流出防止策 

a) 技術情報の管理者を定め、機密度に応じた区分を超えた社外への持ち出しを管理・

記録する 【物理的対策にも掲載】 

b) 技術情報の重要性や適切な取扱等について従業者に対して教育を行う 

 

８． 従業者の退職時 

 ① 従業者による技術流出防止策 

a) 退職予定の従業者に対し、技術情報の重要性や適切な取扱等について改めて教育す

る 
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４．技術的対策（方針／戦略による対策（設計思想に基づく対策(技術の

ブラックボックス化等)を含む） 

(1) 複数場面に共通の技術的対策 
 １．  

研究開

発時 

２．  
営業（引

合・受注

契約）時 

３．  
部品・材

料・製造

装置の

仕入時 

４．  
製造委

託時 

５．  
製品販

売時 

６．  
アフ

ター

サービ

ス時 
提示資料への帰属と機

密情報である旨の明記 
③a) ③a) ②a) ③a) ④b)  

 

◆提示資料への帰属と機密情報である旨の明記 

１． 研究開発時 

 ③ 共同研究遂行中の防止策 

a) 共同研究の相手方との打合せで提示する資料には帰属及び機密情報であることを明

記する 

２． 営業（引合・受注契約）時 

 ③ 引合対応・納入時の技術流出防止策 

a) 引合先／納入先に提供する図面・書類等や試作品には帰属及び機密情報であること

を明記する 

３． 部品・材料・製造装置の仕入時 

 ② 仕入時の技術流出防止策 

a) 仕入先に仕様を提示する際は帰属及び機密情報であることを明記する 

４． 製造委託時 

 ③ 製造委託における技術流出防止策 

a) 製造委託先に資料を提示する際は帰属を明記するとともに、機密情報である場合は、

その旨も明記する 

５． 製品販売時 

 ④ 販売時の技術流出防止策 

b) 販売代理店に資料を提供する際は帰属及び機密情報であることを明記する 
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(2) 場面別の技術的対策（再掲含む） 
０． 全場面共通 

a)自社の持つ技術やノウハウ、情報などの知的財産の価値をしっかり認識し、秘密事項

と秘密でない事項とに区分する。技術情報は、他者に開示する前に、ノウハウとし

て秘匿したまま秘密保持契約を締結して開示するか、特許出願するか、いずれが適

切かを事前に検討し、後者の場合は、権利化が可能か検討した上で、可能であれば、

特許出願する。ノウハウとして秘匿することとした技術情報は、営業秘密として認

められる状況で管理するようにし、他者に開示する際には、秘密保持契約を結ぶ。

ただし、「秘密であり、かつ絶対に開示してはいけない事項」は、決して開示しない

ようにする 

 

１． 研究開発時 

 ③ 共同研究遂行中の防止策 

a) 共同研究の相手方との打合せで提示する資料には帰属及び機密情報であることを明

記する 

b) 共同研究の相手方との打合せでは議事録を作成し、相手方の署名を得る 

 

２． 営業（引合・受注契約）時 

 ③ 引合対応・納入時の技術流出防止策 

a) 引合先／納入先に提供する図面・書類等や試作品には帰属及び機密情報であること

を明記する 

b)受注するまでは図面は提供せず、受注後の納入時に図面を提供する際も、ノウハウと

なる情報は消して提供する 

 

３． 部品・材料・製造装置の仕入時 

 ② 仕入時の技術流出防止策 

a) 仕入先に仕様を提示する際は帰属及び機密情報であることを明記する 

b) 仕入先が開発費を回収できるだけの仕入額で仕入れる代わりに、仕様の自社製品へ

の活用や、第三者への同様の部品／材料／製造装置の提供をしないことを約した契

約を締結する共同開発体制を構築する 【法的対策にも掲載】 

c) 各仕入先に全体像が伝わりにくいよう分割発注する 

 ④ 外部調達を行わないこと及び仕入先を選別することによる技術流出防止策 

a) 重要な部品・材料・製造装置は内製化する 

b) 重要な部品・材料・製造装置は信頼と実績のある会社から仕入れる 
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４． 製造委託時 

 ③ 製造委託における技術流出防止策 

a) 製造委託先に資料を提示する際は帰属を明記するとともに、機密情報である場合は、

その旨も明記する 

b) 製造委託先に資料を提供する際は特定の製造委託契約に基づいていることを明記す

る 

c) 製造委託先には製造に必要な情報だけ提供する 

e) 製造委託先に違反行為がないか随時確認する 

 ④ 製造委託先を選別することによる技術流出防止策 

a) 製造委託は信頼と実績のある会社に対してしか行わないようにする 

 

５． 製品販売時 

 ① 製造段階での技術流出防止策 

a) リバースエンジニアリングされにくいよう設計を工夫する 

b) 一度解体したら再度組み立てられない設計にしておく 

c) 模倣品と真正品の組み合わせを機械的に抑制する方策を講じる 

 ④ 販売時の技術流出防止策 

a) 販売代理店には販売に必要な情報だけ提供する 

b) 販売代理店に資料を提供する際は帰属及び機密情報であることを明記する 

c) 販売代理店に違反行為がないか随時確認する 

 

６． アフターサービス時 

 ①製造段階での技術流出防止策 

a)修理や部品交換等のメンテナンス時に純正品以外の部品が使用された場合は、保証期

間内であっても、無償修理等の補償はしない旨のメッセージを製品に表示しておく 

 ③ アフターサービス時の技術流出防止策 

a)取引先に違反行為がないかアフターサービス時等に確認する 

 

７． 従業者の在職中 

 ③ 従業者による技術流出防止策 

d) 自社の研究者が研究成果を発表する際には事前に内容を確認する 
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【参考情報】物理的対策に関する米国と日本の対応比較 

 米国では、日本以上に詳細に規則を定め、さらに物理的インフラや情報システムで技

術流出を防止しようとする傾向がある。 

 一方、日本では、規則を定めるところは米国と同じだが、そこで安心し、規則を守る

人の良心に任せる傾向がある。ただし、技術流出事故等が起きるたびに規則を厳正化し

ていく。 

 米国は、物理的インフラや情報システムにより、技術流出が“起こりえない”ように

しようとする傾向がある。このようにすれば、特定の規則は簡素化できる。ただし、技

術進歩に合わせた情報システム改良が欠かせなくなる。 
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5 日本政府に対する技術流出防止に向けた施策の提言 

 これまでの調査検討結果、特に日本と同様に技術流出問題に直面している海外諸国の政

府が実施している技術流出防止のための政策をふまえ、日本機械工業連合会は 2015 年 1 月

28 日に「技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議」において、技術流出防止に向けた

施策を日本政府に対して次の通り提言した。 

 

5.1 提言１：総合相談窓口機関等の早期設置と効果的な運用の確保 

 工業所有権・研修館（INPIT）における営業秘密管理、知財戦略に関する相談窓口の設置

及び官民連携による取組み強化のための「営業秘密官民フォーラム」の設置が検討されて

いるが、いずれも営業秘密侵害行為に対する対抗力を強化する上で有意義な対策であり、

その効果的な運用を期待するなかで、次の諸点に留意を求めたい。 

 1）検討されている工業所有権情報・研修館（INPIT）における営業秘密・知財戦略相談

窓口（営業秘密 110 番）と同じく検討されている「営業秘密官民フォーラム」の両者

間での連携及び情報の共有が十分確保されるように対応いただきたい。 

また、中小企業のみならず、大企業を含めて関係省庁を横断した円滑なワンストップ

相談機能がこの両者の連携のなかで図られるよう、配意願いたい。 

 2）「営業秘密官民フォーラム」にあっては、こうした場を通じて官民のより一層包括的

な連携とともに関係省庁間の連携とコミュニケーションの深化が期待されるところ

であり、そのためにも関係する省庁の参画が部分的なものとなることのないよう、構

成メンバーの適性を期待する。 

 3）日本機械工業連合会では、2 年間に亘る会員間の意見交換や米国での調査等をもとに、

近く「機械工業等における技術流出防止のためにガイド」を公表し、シンポジウムの

開催等を通じて防止策の普及に努める予定19であるが、官民連携フォーラム等を通じ

てより広くこうした情報が共有されるとともに、政府において予定している「営業秘

密保護マニュアル」の策定にも参考となることを期待したい。 

 4）米国や韓国の取組みを引き続きフォローするなかで、窓口機関等の組織体制のあり方

については今後の運用状況を踏まえつつ、より一層の実効性の確保に向けて不断の見

直しが行われることを期待する。 

 

                                                  
19 日本機械工業連合会は 2015 年 2 月 19 日に開催した「機械工業等における技術流出防止のた

めのガイド」の説明会において、本提言も併せて配布した。 
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＜提言１提案の背景・理由＞ 

 米国には、特許商標庁、国土安全保障省の入国・税関における捜査担当部署、警察等の

主要連邦政府機関に加えて、周辺国のカナダやメキシコ、さらにはインターポール、ユー

ロポール等の海外の警察とも連携して知的財産侵害に対して包括的に対応する「National 

Intellectual Property Rights Coordination Center (National IPR Center)（国立知的財産

コーディネーション・センター（略称：国立知財センター）20）」があり、企業等の提供し

た情報に基づいて、米国連邦捜査局（FBI）他の警察組織が自律的に捜査を行い、技術流出

や模倣品の国内流入を未然に阻止している。 

 日本機械工業連合会では、昨年度の調査研究報告書から、米国の「National Intellectual 

Property Rights Coordination Center (National IPR Center)（国立知的財産コーディネー

ション・センター（略称：国立知財センター））」が、日本政府の技術流出防止体制のモデ

ルになると提案してきた。 

 韓国でも、特許庁と特許情報院により設立された「営業秘密保護センター」があり、公

正取引委員会、中小企業庁、警察等と連携し、営業秘密原本証明サービスをはじめとした

営業秘密の保護に関するワンストップサービスを提供して、営業秘密の保護と管理活動を

全般的に支援している。 

 日本では、模倣品に対しては、「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」があり、経済産業省、

財務省 税関、総務省、警察等が連携している。 

 2015 年 2 月 2 日に経済産業省 特許庁は、警察庁や（独）情報処理推進機構（IPA）など

の専門機関と連携し、「営業秘密の漏えい・流出に関する被害相談については警察庁と、サ

イバー攻撃など情報セキュリティに対する相談については（独）情報処理推進機構（IPA）

と協力して対応」する『営業秘密・知財戦略相談窓口』を（独）工業所有権情報・研修館

（INPIT）に設置した。このように「営業秘密管理のワンストップ支援体制」が整備された

ことを高く評価し、効果的な運用の確保を提言したい。 

 

                                                  
20 和訳は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株）による。 
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5.2 提言２：営業秘密侵害行為への法的責任追及のための法制の強化 

 営業秘密侵害行為が適切かつ迅速に処罰され、結果として侵害行為の発生そのものを抑

制する抑止効果を持つような、法制面での充実を図るべく、営業秘密侵害罪の非親告罪化、

未遂行為の処罰、国外犯の処罰範囲の拡大、罰則の厳罰化、民事における立証負担の軽減、

水際措置の導入等の早期実現を求める。また、司法のルール・メーカーとしての実効性の

ある適切な判断に資するべく、より一層適切なガイドラインとなるよう「営業秘密管理指

針」が早期に改定されることを歓迎する。 

 

＜提言２提案の背景・理由＞ 

 諸外国の例でみると、例えば、韓国では、営業秘密侵害は、日本と異なり非親告罪であ

るため、警察の捜査が先行し、立件に至る例は相当数にのぼっている。米国においても同

様である。 

 他方、日本では、親告罪の制度のもとで、最近で見ても営業秘密侵害で起訴に至った例

は数件を数えるのみとなっている。情報漏洩件数自体は相当数にのぼると推定されるなか

で、このような状況は「伝家の宝刀は抜かれない」という加害者側への安心のメッセージ

ともなり、抑止力を減退させている。 

 「知的財産計画 2014」にも記載されているとおり、日本における技術流出の実態と課題

に照らし、実効的な抑止力を持つ刑事規定の整備、実効的な救済（損害賠償・差止）を実

現できる民事規定の整備を実現すべく、上述のとおりの具体的な法制の整備が今通常国会

での法案審議を通じて実現することが強く期待される。 
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5.3 提言３：製造業における生産技術等のパラダイムシフトへの対応 

 ドイツにおける「INDUSTRIE 4.0」や米国における「INDUSTRIAL INTERNET」に

見られる生産技術等のパラダイムシフトの動きは、技術流出防止のあり方に対しても今後

大きな与件の変化として影を投げかけるものである。これまでいわば「自動化の孤島」で

あった工場や通信機器以外の製品が通信を介在して外の世界と繋がり、インテグレート化

するなかで、生産現場の技術データや顧客の活動にかかるデータがビッグデータとしてサ

イバーセキュリティ上のリスクに晒されることとなる。技術流出防止政策の今後一層重要

になる課題として官民双方での対応策の検討が求められる。 

 

＜提言３提案の背景・理由＞ 

 「インダストリー4.0」（第４次産業革命）の旗印のもとで検討が進められている取組みは、

工場内外のネットワーク化や 3D デジタル化の推進、スマートファクトリーの実現等をめざ

しているが、そのための 8 つの優先課題分野として、ネットワーク化等の標準化などとと

もに、「ネットワーク上のセキュリティ」が取り上げられている。「つながる工場」のメリ

ットをデメリットにさせない工夫が求められている。 

 こうした課題に取組む上で、機械のハード技術に関する知見と ICT に関する知見の双方

が関係者に求められるが、例えば情報処理技術者試験の応募者数の勤務先業種別のデータ

について、情報セキュリティやネットワーク科目でみると、ソフトウェア業及び情報処理・

提供サービス業では毎回 1 万人を超える応募者があるのに対して、製造業全体で千人を満

たないといった 10 対 1 以上のアンバランスがあり、ネットワークや情報セキュリティの知

見をもつ人材の偏在が気になるところである。諸外国と比べて極端にアウトソーシングの

体制になっているのではないか、そうしたなかで今後のものづくりにおけるサイバーセキ

ュリティの問題にどう対処するのかが課題となる。 
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5.4 【参考】海外の政府による技術流出防止策 
（出所）（一社）日本機械工業連合会「平成 25 年度 機械工業における技術流出防止策の調査研究報告書」

（2014 年 3 月）より 

 

5.4.1 米国の政府による技術流出防止策 
 

(1) National Intellectual Property Rights Coordination Center (National IPR Center) 

 「National Intellectual Property Rights Coordination Center (National IPR Center)」

（国立知的財産コーディネーション・センター（略称：国立知財センター）21）は、グロー

バルな知的財産侵害への対応と国際通商法の執行の最前線に立つ米国政府機関で、米国国

土安全保障省22（Department of Homeland Security）内の組織で米国内外における人や物

の違法な動きを捜査する 23 「U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) 

Homeland Security Investigations (HSI)」（ICE-HSI）が統括している。本センターは、

ICE-HSI の長官が、HSI の長官代理並びに米国国土安全保障省 税関・国境取締局（U.S. 

Customs and Border Protection (CBP)）の長官代理と共に率いており、米国バージニア州

アーリントン（Arlington）に所在している。24 

 本センターのミッションは、国民の健康と安全、米国経済等を守ることにより国家の安

全保障を確保し、世界経済を脅かす不公正貿易を止めることである25。 

 この目的を達成するため、本センターは、米国特許商標庁、商務省や国務省の知的財産

担当部署、国土安全保障省の入国・税関における捜査担当部署や食品医薬局の捜査担当部

署、消費者製品安全委員会、原子力規制委員会、NASA、警察や軍等 17 の主要連邦政府機

関に加えて、インターポール、ユーロポール、及びカナダ警察とメキシコ政府の 21 の協力

機関とのタスクフォースを設置している。本センターは、タスクフォース構造であること

によって、各協力機関のリソースやスキル、権限をバランスさせ、知的財産侵害に対して

包括的に対応することができている。26 

 本センターは、知的財産侵害に対して、以下を含む戦略的で多層のアプローチで対応し

ている。 

                                                  
21 和訳は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株）による。 
22 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
23 「U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Homeland Security Investigations 
(HSI)」（ICE-HSI）ウェブサイトより。 
＜http://www.ice.gov/about/offices/homeland-security-investigations/＞ 
24 National Intellectual Property Rights Coordination Center (National IPR Center)ウェブ

サイトより。＜www.iprcenter.gov＞ 
25 24 と同じ。 
26 24 と同じ。 
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・調査：模倣品の製造・流通に関与した組織を破壊し、起訴し、解体する 

・阻止：ターゲットを定めた検査により、模倣品・海賊版を米国のサプライチェーンや市

場の外に保つ 

・アウトーリーチと研修：国内法・国際法の施行のための研修を提供し、法執行能力を世

界的に強化する 

 グローバル経済とｅコマースは知的財産侵害との闘いをより複雑にし、国境における安

全保障、国家安全保障、米国経済の安定に対する脅威は増している27。本センターでは、企

業に対して情報提供を呼びかけ、各企業の提供した情報に基づき、模倣品の国内流入や国

外への技術流出を未然に阻止している他、各州におけるこうした行為に対する法制化も働

きかけている28。 

 模倣品の国内流入については、日本のある自動車メーカーが当センターに相談したとこ

ろ、輸入する港湾を限定している他の自動車メーカーについては水際対策を強化している

とのことで、輸入港湾を限定すれば水際で取り締まると言われたため、日本本社に物流ルー

トの見直しを進言したとのことである29。 

 また、米国企業の持つ技術の国外流出も、企業のリスクを国家のリスクとして捉えて、

当センターが未然に阻止している。これまでに、ペプシのレシピを中国へ売却しようとし

た人を当センターが実行前に逮捕したと聞く30。 

 日本の場合、担当窓口が複数の府省に分かれている他、技術ノウハウの流出の立証責任

は当事者にあり、警察が独自に捜査することはないが、米国の当センターでは、企業等か

らの情報提供を受けると、米国連邦捜査局（FBI）が独自に捜査して未然に阻止してくれる

点が企業にとっては有用である31。技術流出に関わる政府機関と諸外国の警察までもが連携

して、自律的に捜査を行い、技術流出や模倣品の国内流入を未然に防ぐ本組織は、日本政

府の今後の技術流出防止体制のモデルになると考えられる。 
 

図表 5-1 米国の「National Intellectual Property Rights Coordination Center 

 (National IPR Center)」のタスクフォースを構成している協力機関 

•Air Force Office of Special Investigations (AFOSI) 

•Defense Criminal Investigative Service (DCIS) 

                                                  
27 National Intellectual Property Rights Coordination Center (National IPR Center)ウェブ

サイトより。＜www.iprcenter.gov＞ 
28 米国の日系自動車メーカーヒアリング結果（2014 年 1 月 29 日）。 
29 28 と同じ。 
30 28 と同じ。 
31 28 と同じ。 
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•Defense Logistics Agency (DLA) 

•Department of Commerce（商務省）32 's Office of Intellectual Property Rights 

(OIPR) 

•EUROPOL 

•Federal Bureau of Investigation (FBI)（米国連邦捜査局）33 

•Food and Drug Administration (FDA)（米国健康福祉省 食品医薬品局）34 ’s  Office 

of Criminal Investigations (OCI) 

•General Services Administration’s Office of the Inspector General 

•INTERPOL 

•Mexican Revenue Service 

•National Aeronautics and Space Administration (NASA)（米国航空宇宙局）35 

•Nuclear Regulatory Commission（原子力規制委員会） 

•Royal Canadian Mounted Police 

•U.S. Army Criminal Investigation Command 

•U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)（消費者製品安全委員会）36 

•U.S. Customs and Border Protection (CBP)（米国国土安全保障省 税関・国境取締局）

37 

•U.S. Department of State（国務省）38 ’s Office of International Intellectual Property 

Enforcement (IPE) 

• U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland Security 

Investigations (HSI) 

•U.S. Naval Criminal Investigative Service (NCIS) 

•U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)（米国特許商標庁）39 

•U.S. Postal Inspection Service (USPIS) 

（出所）National Intellectual Property Rights Coordination Center (National IPR Center)ウェブサイト 
 

                                                  
32 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
33 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
34 和訳は厚生労働省ウェブサイトより。 
35 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
36 和訳は消費者庁ウェブサイトより。 
37 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
38 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
39 和訳は特許庁ウェブサイトより。 
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5.4.2 韓国の政府による技術流出防止策 

 

 韓国では、「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」に基づき、産業技術のうち経済

的価値が高く、海外に流出した場合に国家の安全保障及び国民経済の発展に重大な悪影響

を与えるおそれのあるものを「国家核心技術」と指定して保護措置を定め、輸出承認の義

務、外国で使用し又は使用される目的で流出及び侵害する行為に対する罰則等を規定して

いる。 

 また、「不正競争防止及び営業秘密保護法」が 1992 年 12 月に施行されており、営業秘密

として保護されるための 3 要件は日本と同じであるが、営業秘密侵害が、日本と異なり非

親告罪であるため、警察の独自捜査により立件に至る例も少なくない。 

 2012 年 6 月 22 日には、また、韓国特許庁と韓国特許情報院により「営業秘密保護セン

ター」が設立され、公正取引委員会、中小企業庁、警察等と連携し、営業秘密原本証明サー

ビスをはじめとした営業秘密の保護に関するワンストップサービスを提供して、営業秘密

の保護と管理活動を全般的に支援している 。 

 

(1) 「産業技術の流出防止及び保護に関する法律40 

 韓国では、「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」が制定されており、同法に基づ

き、産業技術のうち経済的価値が高く、海外に流出した場合に国家の安全保障及び国民経

済の発展に重大な悪影響を与えるおそれのあるものを「国家核心技術」として指定し、当

該技術の保有・管理者に対し、流出防止のための保護措置を定め、輸出承認の義務、外国

で使用し又は使用される目的で流出及び侵害する行為に対する罰則等を規定している。 

 また、同法に基づき、関係省庁及び民間有識者からなる「産業技術保護委員会」が組織

され、同委員会は、①国家核心技術の指定、②産業技術の流出防止及び保護に関する基本

計画の策定、及び③産業技術保護指針の策定を行っている。 

 

(2) 不正競争防止及び営業秘密保護法41 

 韓国では、1992 年 12 月に営業秘密漏洩禁止等を盛り込んだ「不正競争防止及び営業秘

密保護法」が施行され、その後、数度にわたって法改正が行われてきている。 

                                                  
40 経済産業省 産業構造審議会 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会「技術情報等

の適正な管理の在り方に関する研究会 報告書」（2008 年 7 月 8 日）より。 
41（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国に

おける技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）より。 
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 営業秘密として保護されるための 3 要件は日本と同じである。しかし、営業秘密侵害に

対する罰則については、韓国では、韓国国内で使用した場合より海外で使用した場合に重

く規定されている42。大きな違いは、営業秘密侵害は、日本では親告43罪だが、韓国では非

親告罪である点であり、そのため韓国では、警察の捜査が先行し、立件に至る例が少なく

ない。 

 

図表 5-2 特許法と不正競争防止法における罰則等の日韓比較 

  特許法   不正競争防止法  

 実施行為 親告/非親告 侵害に対する 

主な罰則 

親告/非親告 侵害に対する 

主な罰則 

海外使用等の重罰 

日本 生産 

使用 

譲渡 

輸出 

輸入 等 

非親告罪 

（秘密保持

命令違反を

除く） 

10 年以下の懲役

1000 万円以下の

罰金 

親告罪（営業

秘密流出等）

非親告罪（模

倣品等） 

10 年以下の懲役

1000 万円以下の

罰金 

なし 

韓国 生産 

使用 

譲渡 

賃借 

輸入 等 

親告罪 7 年以下の懲役 

 または 

1 億ウォン以下

の罰金 

（併科の規定な

し） 

非親告罪 

（秘密保持

命令違反を

除く） 

5 年以下の懲役 

 または 

5 千万ウォン以

下の罰金 

（ただし、違反行

為による利得額

の 10 倍に相当す

る金額が 5 千万

ウォンを超過す

る場合、その利得

額の 2 倍以上 10

倍以下） 

あり 

10 年以下の懲役 

 または 

1 億ウォン以下の罰

金 

（ただし、違反行為

による利得額の 10

倍に相当する金額が

1 億ウォンを超過す

る場合、その利得額

の 2 倍以上 10 倍以

下） 

（出所）（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国におけ

る技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）掲載表を、2014 年 1 月 31 日付の改正不正競争防止法

施行に伴い、岩谷氏提供情報に基づいて三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株）修正。 

 

(3) 営業秘密保護センター 

 韓国では、2012 年 6 月 22 日に、韓国特許庁と韓国特許情報院により「営業秘密保護セ

ンター」が設立され、韓国の営業秘密の保護と管理活動を全般的に支援している44。 

 韓国特許庁の「知識財産基盤の創造経済実現戦略」をふまえて設立されたもので、中小

企業の営業秘密漏洩を防止するため、公正取引委員会、中小企業庁、特許庁（営業秘密保

                                                  
42 日本の罰則規定は、国内使用の時点で韓国より重い。韓国での海外使用の場合の罰則が、（国

内外を区別していない）日本の罰則と同じとなる。 
43 親告：被害者が告訴すること。 
44 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）より。 
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護センター）、警察（産業技術流出捜査隊）等が連携し、営業秘密の保護に関するワンスト

ップサービスを提供している。主要なサービスは、 

 ・営業秘密原本証明サービス 

 ・各機関と連携した営業秘密流出に関する相談対応 

 ・営業秘密標準管理システムの提供 

 ・営業秘密管理状況の無料診断 

 ・企業担当者等の教育、カンファレンス、教育コンテンツ作成 

である。45 

 「営業秘密原本証明サービス」は、営業秘密侵害事件等の裁判で特定の時点でその情報

を保有していたことの立証を容易にするサービスで、企業内で文書にタイムスタンプを押

して管理していればそれでもよいが、オンラインで文書を営業秘密保護センターに提出す

れば、韓国政府がタイムスタンプを発行してくれるサービスである。基本料金は初年度 1

万ウォン、維持料が年間 3 千ウォンである。ただし、書類の存在は証明してくれるが、書

類の内容が営業秘密に該当するかどうかは証明してくれない46。 

 日本企業も利用できるが、2013 年 11 月時点で 3 万件ほどの登録がある中で、日本企業

の利用実績はない47。 

 

図表 5-3 営業秘密原本証明サービスの仕組み 

 
（出所）（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国におけ

る技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日） 

 

※以上、（一社）日本機械工業連合会「平成 25 年度 機械工業における技術流出防止策の調査研究報告書」

（2014 年 3 月）より 

 

                                                  
45（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国に

おける技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）より。 
46 45 と同じ。 
47 45 と同じ。 

営業秘密原本証明制度

営業秘密保護センター

営業秘密文書をオンラインで提出

タイムスタンプの発行
暗号化情報をセンターで保管

営業秘密侵害事件の裁判
で、当該時点における当該
情報保有の立証が容易に

*基本料金1万ウォン/初年、維持料3千ウォン/年、オンライン申請により利用し、韓国法人名義の公認認証書が必要
*2013年11月時点で3万件以上の利用あり（ただし、日本企業の利用実績はなし）
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