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序 

 
我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業においては

きわめて精巧な規格が制定されてきています。経済の国際化に伴い、世界的規模で規格の

国際共通化が進められております。 
しかし、我が国規格の中には、我が国独自で制定した規格もあり、国際化の視点での見

直しを行う必要が高まっています。このため、弊会では通商産業省（現経済産業省）の委

託を受けて、機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業に取り組んで参りまし

た。 
近年、国際標準にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、品質や環境な

どをはじめとするマネジメントに係わる規格が制定されるようになってきております。弊

会においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全など機械工業におけるマネジメント

にかかわる規格や、機械工業横断的な規格についての取り組みを強化しているところであ

ります。 
具体的には、国内規格と世界標準との整合を目指した諸活動、機械安全規格整備とリス

クアセスメント実施のガイド作成、各専門分野の機関・団体の協力における機種別・課題

別標準化の推進などであります。これらの事業成果は、日本発の国際規格への提案や国際

規格と整合した日本工業規格（JIS）、団体規格の早期制定などとなって実を結ぶものであ

ります。 
こうした背景に鑑み、当会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして財団法人日

本規格協会に「営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化に関する調査研究」を調

査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば

幸甚であります。 
 

平成１７年３月 
 

社団法人 日本機械工業連合会 
                             会 長  金 井  務  
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序 
 

本調査研究事業は、社団法人日本機械工業連合会から受託を受け、経済産業省、並びに

営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化検討委員会委員の協力を得て、財団法人

日本規格協会が実施したものです。 
企業のグローバルな活動の高まり、また、企業の重要技術情報及び顧客情報の流出事件

などより、企業内の目に見えない資産である知的財産の管理の必要性及び重要性の認識の

増加、及びその管理方法等の標準化の潜在的ニーズの高まりを受け、本調査研究が行われ

ました。 
本報告書が、将来、営業秘密管理及び技術流出防止の指針が標準化される場合には本調

査研究の結果が関係者のお役に立てば幸いです。 
 
平成１７年３月 
 

財団法人 日本規格協会 
会長  佐々木 元 
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Ⅰ．事業の実施内容及び成果に関する報告 
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（１）事業の実施経過 

平成１６年 ５月２６日 第１回 委員会 
平成１６年 ７月３０日 第２回 委員会 
平成１６年１０月上旬～１１月上旬 アンケート調査実施 
平成１６年１１月２６日  第３回 委員会   

   平成１７年 ２月１７日  第４回 委員会 

平成１５年 ３月３１日 「業務（成果）報告書」提出             
 

（２）委員会名簿 

淺井 達雄  長岡技術科学大学教授 

石井 誠  中央青山監査法人事業開発本部知的財産室長 

石川 功造  ヤフー株式会社法務部マネージャー 

射手矢 好雄  森・濱田松本法律事務所 

小倉 稔也 ソニー株式会社知的財産センター長知的財産企画管理部統括部長 

長田 洋 山梨大学大学院教授 

加藤 幹之  日本経済団体連合会産業技術委員会知的財産部会長代理 

(富士通(株）経営執行役知的財産権本部長兼安全保障輸出管理本部長） 

香取 和之   東京工業大学産学連携推進本部長代理 

倉永 宏  知的財産協会常務理事 

（日本電信電話（株）知的財産センター権利化担当部長（統括）） 

齋藤 憲道  経営法友会副代表幹事 

（松下電器産業（株）法務本部法務グループグループマネージャー） 

笹井 浩毅   日本弁理士会前副会長（天湘国際特許事務所） 

杉浦 義弘   武田薬品工業株式会社医薬研究本部研究推進部主席部員  

小宮 義則   経済産業省経済産業政策局知的財産政策室長（～２００４年６月３１日） 

住田 孝之  経済産業省経済産業政策局知的財産政策室長（２００４年７月１日～） 

髙 巖   麗澤大学教授 

高橋 一俊  慶応大学知的資産センター参事 

竹本 一志 知的財産協会フェアトレード委員会委員長 

（サントリー（株）知的財産部課長）  

坪田 秀治   日本商工会議所理事、産業政策部長 

外川 英明  日本機械輸出組合知的財産権問題専門委員会委員長 

（東芝知的財産部商標・意匠担当部長） 

中西  宏典  経済産業省産業技術環境局大学連携推進課長 

西川 貴祥  経営法友会（凸版印刷（株）法務本部法務部経営法務課） 

二村  隆章  新日本監査法人代表社員 

◎ 
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渕上 善弘 経済産業省産業技術環境局認証課管理システム標準化推進室長           

濱口 拓巳  シャープ株式会社知的財産権本部知的財産法務室長 

松沢 隆嗣  根本特殊化学株式会社常務取締役 

松原 幸夫  日本電気株式会社知的資産事業本部企画部マネージャー 

村川 賢司  前田建設工業株式会社総合企画部長 

        （以上２６名） 

※◎は委員長 

 

（３）事業の実施内容及び成果 

１) 実施内容 

１．１）営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化検討委員会での検討 
産業界、学識経験者、有識者等を構成員とした、「営業秘密管理指針及び技

術流出防止指針の標準化検討委員会を設置し、営業秘密管理指針及び技術流出

防止指針（以下「２指針」と呼ぶ）の標準化の必要性について検討を行った。

（検討の結果、２指針の標準化の作成についての了解が得られれば、標準原案

の作成を行うこととなっていたが、委員間での合意が得られず、標準原案の作

成は行わなかった。） 
１．２）営業秘密管理及び技術流出防止に関するアンケート調査  

      1.1）記載の委員会での検討の参考とすべく、経済団体、大学等の協力の下、

約 3,000 社を対象に、アンケート調査を実施した。詳細についてはⅢ．アンケ

ート調査結果（詳細版）参照   
 
   ２) 成果 

２．１） 委員会における検討 

      本委員会での検討の結果、我が国の産業界・大学（以下「産業界等」と呼ぶ）

が抱える営業秘密管理及び技術流出防止に関する取組みを行う上での問題点が

示され、今後の産業界等が取組みを行う上での参考となる。 

      また、本委員会での検討を基に、経済産業省で、営業秘密管理及び技術流出

防止に関する更なる施策が講じられることが期待される。 

２．２ ）産業界等における営業秘密管理及び技術流出防止への取組み状況の把握 

アンケート調査によって、産業界の営業秘密管理及び技術流出防止への取組み

状況を把握することができ、今後、産業界等における取組みの進展が期待される。 

また、アンケートを実施することによって、産業界等に対し、営業秘密管理及

び技術流出防止に関する問題提起を行うことができた。詳細についてはⅢ．アン

ケート調査結果（詳細版）参照   
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３）業界等において今後予想される効果 

本調査を参考に、今後、業界等において、更に自主的な取組みが進み、我が国産業界

等の競争力の維持・強化が期待できる。 

加えて、今後、経済産業省で、営業秘密管理及び技術流出防止に関する更なる施策が

講じられることが期待される。 

  

  ４）結論 

これまでの委員会での議論では、標準化の必要性について賛否両論の意見が存在し

たことから、現時点で、本委員会のコンセンサスとして、営業秘密管理指針及び技術

流出防止指針の標準化が必要であると結論づけることは困難である。 
従って、本委員会では、営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準原案の策定

を行わないこととする。 
しかし、本委員会での議論の中で寄せられた意見や現状把握のために実施したアン

ケート調査の結果では、営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化を望む声が

少なからず存在した。 
このため、本委員会としては、不正競争防止法改正の効果や経済産業省が着手する

営業秘密管理指針の改訂の結果、更には、今後、経済産業省が取組む営業秘密等の適

正管理のための方策の内容等を注視し、将来的に、企業や大学等における営業秘密等

の管理に対する取組みが成熟し、それにより、業種や企業規模の違いを超えて適用が

可能な営業秘密等の管理のための要素の抽出が可能となった場合には、再度、標準化

の議論が行われるべきであると考える。 
   また、本委員会における議論の中で、今後、経済産業省が、企業や大学等における

営業秘密の適正管理のための方策を検討する際には、成熟度の観点から取組みを評価

する標準の策定や中小企業や大学でも取組みが容易な「簡易型」の標準の策定、更に

は、営業秘密等の管理に対する取組みの成功事例集や失敗事例集の策定を行ってはど

うか、との提案をいただいた。今後の経済産業省における取組みには、このような声

が反映されることを期待する。 
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Ⅱ．委員会配付資料 
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２．１ 第２回配付資料 

 

（社団法人日本機械工業連合会から委託を受ける前に、昨年度に第１回目の委員会は 

財団法人日本規格協会主催で開催したため、第２回と標記。） 

 

 資料３、４、５は非公開 
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第２回営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化検討委員会

議事次第 

 

日時：平成１６年５月２６日（水）午後１８時３０分開会 

会場：経済産業省 本館１７階 第１特別会議室 

 

 １．開会 

 ２．富士通株式会社のマネジメントシステム規格に関する見解につ

いて 

３．経営法友会のマネジメントシステム規格に関する見解について 

４．大学におけるＩＳＯ１４０００に関する取組について 

５．営業秘密管理及び技術流出防止に関するアンケートに関する意

見について 

６． 自由討議 

７． 閉会 

 

資料１
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営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化検討委員会名簿 

 

淺井 達雄  長岡技術科学大学教授 

石井 誠  中央青山監査法人事業開発本部知的財産室長 

石川 功造  ヤフー株式会社法務部マネージャー 

射手矢 好雄  森・濱田松本法律事務所 

小倉 稔也 ソニー株式会社知的財産センター長知的財産企画管理部統

括部長 

長田 洋 山梨大学大学院教授 

加藤 幹之  日本経済団体連合会産業技術委員会知的財産部会長代理 

（富士通（株）知的財産権本部長兼安全保障輸出管理本部長） 

香取 和之   東京工業大学産学連携推進本部長代理 

小宮 義則  経済産業省経済産業政策局知的財産政策室長 

倉永 宏  知的財産協会常務理事 

（日本電信電話（株）知的財産センター権利化担当部長（統括）） 

齋藤 憲道  経営法友会副代表幹事 

（松下電器産業（株）法務本部法務グループグループマネージ

ャー） 

笹井 浩毅   日本弁理士会前副会長（天湘国際特許事務所） 

杉浦 義弘   武田薬品工業株式会社医薬研究本部研究推進部主席部員  

髙 巖   麗澤大学教授 

高橋 一俊  慶応大学知的資産センター参事 

竹本 一志 知的財産協会フェアトレード委員会委員長 

（サントリー（株）知的財産部課長）  

坪田 秀治   日本商工会議所理事、産業政策部長 

外川 英明  日本機械輸出組合知的財産権問題専門委員会委員長 

（東芝知的財産部商標・意匠担当部長） 

西川 貴祥  経営法友会（凸版印刷（株）法務本部法務部経営法務課） 

二村  隆章  新日本監査法人代表社員 

橋本  正洋  経済産業省産業技術環境局大学連携推進課長 

濱口 拓巳  シャープ株式会社知的財産権本部知的財産法務室長 

松沢 隆嗣  根本特殊化学株式会社常務取締役 

松原 幸夫  日本電気株式会社知的資産事業本部企画部マネージャー 

資料２

◎ 
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村川 賢司  前田建設工業株式会社総合企画部長 

吉村 宇一郎 経済産業省産業技術環境局認証課管理システム標準化推進

室長           

        （以上２６名） 

※◎は委員長 
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２．２ 第３回配付資料 
（社団法人日本機械工業連合会から委託を受ける前に、昨年度に第１回目の委員会は 

財団法人日本規格協会主催で開催したため、第３回と標記。） 

 

 資料４は非公開  
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第３回営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化検討委員会

議事次第 

 

 日時：平成１６年７月３０日（金）午前１０時３０分開会 

 会場：経済産業省 本館１７階 国際会議室 

 

 

 １．開会 

 ２．中間論点整理 

３．情報セキュリティ管理の規格と営業秘密管理について 

４．営業秘密管理等のための方策の検討について 

５．自由討議 

６．閉会 

 

 

資料１
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営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化検討委員会名簿 

 

淺井 達雄  長岡技術科学大学教授 

石井 誠  中央青山監査法人事業開発本部知的財産室長 

石川 功造  ヤフー株式会社法務部マネージャー 

射手矢 好雄  森・濱田松本法律事務所 

小倉 稔也 ソニー株式会社知的財産センター長知的財産企画管理部統

括部長 

長田 洋 山梨大学大学院教授 

加藤 幹之  日本経済団体連合会産業技術委員会知的財産部会長代理 

(富士通(株）経営執行役知的財産権本部長兼安全保障輸出管

理本部長） 

香取 和之   東京工業大学産学連携推進本部長代理 

倉永 宏  知的財産協会常務理事 

（日本電信電話（株）知的財産センター権利化担当部長（統括）） 

齋藤 憲道  経営法友会副代表幹事 

（松下電器産業（株）法務本部法務グループグループマネージ

ャー） 

笹井 浩毅   日本弁理士会前副会長（天湘国際特許事務所） 

杉浦 義弘   武田薬品工業株式会社医薬研究本部研究推進部主席部員  

住田 孝之  経済産業省経済産業政策局知的財産政策室長 

髙 巖   麗澤大学教授 

高橋 一俊  慶応大学知的資産センター参事 

竹本 一志 知的財産協会フェアトレード委員会委員長 

（サントリー（株）知的財産部課長）  

坪田 秀治   日本商工会議所理事、産業政策部長 

外川 英明  日本機械輸出組合知的財産権問題専門委員会委員長 

（東芝知的財産部商標・意匠担当部長） 

中西  宏典  経済産業省産業技術環境局大学連携推進課長 

西川 貴祥  経営法友会（凸版印刷（株）法務本部法務部経営法務課） 

二村  隆章  新日本監査法人代表社員 

渕上 善弘 経済産業省産業技術環境局認証課管理システム標準化推進

室長           

資料２

◎ 
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濱口 拓巳  シャープ株式会社知的財産権本部知的財産法務室長 

松沢 隆嗣  根本特殊化学株式会社常務取締役 

松原 幸夫  日本電気株式会社知的資産事業本部企画部マネージャー 

村川 賢司  前田建設工業株式会社総合企画部長 

        （以上２６名） 

※◎は委員長 
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中間論点整理 

 

平成 16 年 7 月 30 日 

                日 本 規 格 協 会   

 

１．既存のマネジメントシステム規格及びその運用制度について 

（１）メリット 

・ISO9001,14001 の認証の取得を通じて、漠然とマネジメントシステムを構築

していた組織にとって、組織的管理の仕組みを組織化し、体系立てて、定

着させることが可能となる。 

・ISO9001 を用い組織が品質マネジメントシステムを構築することにより、組

織の品質マネジメントに対するチェックリストの代わりとなることが可能

となった。 

・ISO14001 を用い組織が環境マネジメントシステムを構築することで、今ま

で組織が独自に行っていた環境に対しての経営手法が明確になり、かつ、

光熱費等目に見えるコストダウンを実現することが可能となる。 

・マネジメントシステムの構築を通じ、リスクマネジメントを効果的に行う

ことが可能となる。 

・第３者の視点（監査）が入ることにより、透明性が確保され、今まで見え

てこなかった課題について発見できることが可能となる。 

・マネジメントシステムの認証を通じて、職員への教育効果を促すことが可

能となる。 

 

（２）デメリット 

・認証取得自体が目的となってしまい、本来の目的である認証を取得するこ

とで得られる付加価値を実感できなくなっている。 

・規格の要求事項自体の問題というよりはむしろ例えば認証機関や審査員の

質のバラツキの問題など、認証制度の運用の面に問題点が析出し、負のス

パイラルに陥る可能性がある。 

・コンサルタントの中には、企業に認証取得させることを第一として、組織

の実情にあったマネジメントシステム構築の支援をせず、組織に負荷を与

えてしまうケースがある。 

・認証を受けて 3 年以上経ち、既に目に見える効果が上がらなくなっている

にも関わらず、おおよそ維持審査は 1 年毎、更新審査は 3 年毎と、その間

隔が短すぎる。維持、更新審査を伸ばす等の認証規格運用制度の再設計が

資料３ 
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必要ではないか。 

・組織がもつ独自のマネジメントシステムを、品質、環境の面から見て必要

な要素を抽出したものが、それぞれ品質マネジメントシステム、環境マネ

ジメントシステムと呼ばれるものであり、それらと ISO9001、ISO14001 の

要求事項とを満たせば認証を取得できることを意図して規格は作成されて

いると本来理解されなければならないが、ISO9001、ISO14001 に基づいて組

織の品質マネジメントシステム、環境マネジメントシステムをそれぞれ構

築（再構築）し、認証取得を行えばよいのだという認識が一部である。 

 

２．大学における営業秘密管理について 

・大学における営業秘密管理のためには、ガイドラインを超えたなんらかの

基準が必要であるが、大学はあくまでも営業秘密管理に携わる一業種に過

ぎないので、大学に限らず、広く社会全体との関係で営業秘密管理のあり

方を検討するべきである。 

・大学はある意味中小企業の集まりに近いものがあり、営業秘密の管理方法

にしても研究室毎にバラバラであるため、何らかの基準によってベースラ

インを定めることには意味があるのかもしれない。 

・大学では、自己が営業秘密管理を実施しているかを確認することは、少な

くとも、現状では困難である。また、学生、研究員と秘密保持契約を交わ

すことは、少なくとも現状では難しい。大学の実情に応じた営業秘密管理

の仕組みを作り運営していくかが問題である。 

・大学に営業秘密管理に関する何らかのマネジメントシステムを導入するこ

とは、マネジメントに関する意識改革をもたらすことになる。 

 

３．営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化の必要性の検討について 

・今後の議論にあたっては、情報管理の方法の一つとして標準化という方策

があることとともに、標準化以外の選択肢があることも認識した上で議論

を進めるべきである。また、今後の議論にあたっては、標準化する上での

メリット、デメリットも整理しておくべきである。 

・組織内でのマネジメントについて標準化を行うと、実情に即した企業の自

主性が損なわれる可能性があるため、ガイドラインにとどめておくことも

検討すべき。その際には、別途、業界ごとのガイドラインを定める等の選

択肢も存在する。               

・営業秘密管理や技術流出防止は、それに取組む各企業の意思によるので、

（ＪＩＳ化するとしても）規格は第三者認証を意図せず、ガイドライン的

なものにし、規格の運用制度は自己宣言方式であることが望ましい。 
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・営業秘密及び技術流出防止のマネジメントシステムを独自に構築し、運用

を行っている組織へ、組織自らがそのマネジメントシステムの成熟度を図

るのを支援することを目的とし、客観的指標である何らかの基準（規格）

を作成する必要があるかもしれない。 

・規格の構造を ISO9001、14001 のようにプロセスを重視する構造よりは、パ

フォーマンスを重視した構造にするのも一案である。 

・営業秘密管理及び技術流出防止を標準化し、運用することになった場合に、

BS7799（ISO/IEC17799）及び JISX5080 を参考にして作成された ISMS 基準

を用いて適合性評価を行っているISMS適合性評価制度との関係が問題にな

ると思われるので、想定される関係を明確にしておくべきである。 

・営業秘密管理等の標準化の際に、特定の規格項目の中には、技術、環境の

変化の影響を強く受ける規格項目もあると思われるので、十分注意し規格

項目に盛り込む必要がある。 

・営業秘密の管理方法自体が営業秘密化している企業もある。 

・情報の漏洩は最も脆弱な箇所から発生する。防ぐためには、ベースライン

を定めておくことも有益である。 

・営業秘密管理に取組むことで重要な営業秘密が存在すると教えてしまう可

能性があること。 

・中小企業では、営業秘密管理や技術流出防止についての問題意識すら持ち

合わせていない企業も多いため、営業秘密管理の基盤を提供する標準はニ

ーズがあるかもしれない。 

 

以上 
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営業秘密管理等のための方策の検討について 
      

平 成 1 6 年 7 月 3 0 日 
経済産業省知的財産政策室 

 
１．営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化検討委員会に

おけるこれまでの議論を踏まえると、以下の点につき整理が必要。 
（１）既存の情報セキュリティマネジメント規格と営業秘密管理

（指針）の関係 
（２）標準化した場合に想定されるメリット・デメリット。 
（３）大学における厳格な管理の実行可能性 

 
２．企業・大学等において、営業秘密管理及び技術流出防止に効果

的に取組むことを可能にする方策を検討するに当たり考えられ

る論点。 
 （１）業種ごとの違い、企業規模による違いなどを考慮すると画

一的な標準化は難しい反面、指針において明確にしたような

一定の共通部分の抽出は可能ではないか？ 
（２）産業界において「標準化」に伴うコスト面、組織面、調達

面での懸念がある一方、中小企業などでは、裁判等で自らの

情報の営業秘密性を主張する根拠となる一定の標準へのニ

ーズもあり、指針を超える何らかの方策を考えることができ

ないか？ 
（３）その方策として、例えば 

   ・顧客（納品先）から預かった営業秘密のような場合には、

社内での管理が極めて厳格であるケースが多く、その管理

の方法を参考にできないか？ 

資料５ 
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・中小企業が下請けになるようなケースで中小企業にとって

営業秘密性が特に重要になるが、裁判で認められたケース

を参考にできないか？ 
 

   ・海外における下請け契約において、結果的に営業秘密が漏

れたり、模倣が行われた場合、逆にそれを阻止できた場合

の契約条項を参考にできないか？ 
   ・産学連携において、営業秘密がやり取りされる場合の大学

における管理について、契約の工夫により実効性を確保し

ているケースを参考にできないか？ 
    ・政府における秘密管理に関する内部規定が参考にできない

か？ 
→特に営業秘密が重要であるケースごとに、ベストプラク

ティスや成功事例を積み重ねていくことが、裁判にも影

響を与え得る方策とならないか？それらの積み重ねが

将来的に「標準化」の素地を作ることにも役立つのでは

ないか？ 
 
（４）政府がより積極的に関与する方法としては、「標準化」以

外の方法として、不正競争防止法を所管する経済産業大臣が

秘密管理の方法等に関する告示を定めること、営業秘密管理

の実効をあげている企業を表彰することなどが考えられる

が、意味があるか？  
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２．３ 第４回配付資料 
（社団法人日本機械工業連合会から委託を受ける前に、昨年度に第１回目の委員会は 

財団法人日本規格協会主催で開催したため、第４回と標記。） 

 

 資料３、４は非公開  
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第４回営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化検討委員会

議事次第 

 

 日時：平成１６年１１月２６日（金）午後４時開会 

 会場：明治記念館曙の間１ 

 

 

 １．開会 

 ２．第３回委員会での議論の整理 

３．営業秘密管理及び技術流出防止に関するアンケート結果の報告 

４．標準普及の施策の一例の紹介 

５．自由討議 

６．閉会 

 

資料１
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第３回委員会での議論のまとめ 
平成 16 年 11 月 26 日 

               日 本 規 格 協 会 
 
 前回委員会での議論では、標準化の必要性について、大別すると３つの立場

からの発言があり、その内容をまとめると概ね以下のとおりであった。 
 
１．標準化は時期尚早とする立場 
 ○今後、営業秘密管理指針等の活用が進み、業界別・業種別等のガイドライ

ンが作成され、成熟していくであろうから、時間をかけてその状況を見て

いくべき。 
 ○まずは、成功事例や失敗事例、各社のベンチマーキング、実務的に役立つ

取組み等をまとめて公表すべき。 
 ○（上記取組みの結果）何らかの共通項が抽出できるのであれば、将来的に

は標準化を検討してもよいのではないか。 
 
２．策定される標準の中身によるとする立場 
 ○標準化をする、しないという前提で検討するのではなく、標準の中身によ

って策定するかしないかを決めるべき。 
 ○企業内でもベースラインを定めたいというニーズは存在するので、役に立

つ標準ができるのであれば、活用されるはず。 
 
３．標準化を推進していくべきとする立場 
 ○組織的な取り組みが進んでいない大学などでは、研究室、教授単位で異な

るパフォーマンスが現れる傾向にあるため、ベースラインとしてガイドラ

インを超えるものが必要である。 
○標準の構造（モデル）、フレームワークとしては、成熟度レベルを測るも

のや業種別の具体的な標準が考えられる。 
○技術流出防止の取組みを行う場合には、事業戦略に直結する場合もある。

成熟度モデルを策定するのであれば、単にセキュリティが高ければよいと

いうことではなく、コストやスピード、開発環境に悪影響を及ぼさない取

組みということも、成熟度を考慮する上では重要な要因となる。 
 

以上 
 

 

資料２ 
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２．４ 第５回配布資料 
（社団法人日本機械工業連合会から委託を受ける前に、昨年度に第１回目の委員会は 

財団法人日本規格協会主催で開催したため、第５回と標記。） 

 

 資料３は非公開  
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第５回営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の 

標準化検討委員会 

議事次第 

 

 日時：平成１７年２月１７日（木）午後３時開会 

 会場：砂防会館内会議室 

 

 

 １．開会 

 ２．不正競争防止法の改正について 

３．取りまとめ案について 

４． 自由討議 

５．閉会 

資料１
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営業秘密の侵害行為や模倣品・海賊版によるブランド価値等の侵害行為に対する措置を拡充し、適正な

競争環境を維持するとともに、知的財産に係る裁判外紛争解決手続における弁理士の役割の整備等を行う
ために､不正競争防止法等を改正する。

営業秘密の侵害行為や模倣品・海賊版によるブランド価値等の侵害行為に対する措置を拡充し、適正な

競争環境を維持するとともに、知的財産に係る裁判外紛争解決手続における弁理士の役割の整備等を行う
ために､不正競争防止法等を改正する。

不正競争防止法等の一部を改正する法律案の概要不正競争防止法等の一部を改正する法律案の概要

模 倣 品 ・ 海 賊 版 対 策営 業 秘 密 の 保 護 強 化

営業秘密の国外使用・開示処罰の導入
①日本国内で管理されている営業秘密について、日本国
外で使用又は開示した者を処罰の対象とする。

②営業秘密が関係する民事訴訟における裁判所の秘密保
持命令に日本国外で違反した者を処罰の対象とする。

退職者の処罰の導入
元役員･元従業員による媒体取得･複製を伴わない営業

秘密の不正使用･開示について、在職中に申し込みや請託
があるようなケースを処罰の対象とする。

法人処罰の導入
営業秘密にアクセスする権限がない者が行った営業秘密

侵害罪の犯人の属する法人について、法人処罰（1億
5,000万円以下の罰金）を導入する。

著名表示の冒用行為への刑事罰の導入
他人の著名なブランド名などを勝手に自己の商品・サー

ビスに付して販売等する行為を刑事罰の対象とする。

商品形態模倣行為への刑事罰の導入
他人の商品の形態と実質的に同一の形態のコピー商品を

販売等する行為を刑事罰の対象とする。

水際措置の導入（関税定率法）
上記の著名表示冒用物品、商品形態模倣物品及び他人

の周知な表示を冒用し、需要者に混同を生じさせる物品
を税関での水際差止措置の対象に加える。
なお、税関が水際において迅速・適正に侵害の該否を

判断できるよう、経済産業大臣への意見照会制度を導入
する。

罰則の見直し
不正競争防止法違反の罪について、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金から、原則として、5年以下の懲役又は500万

円以下の罰金に引き上げるとともに、懲役刑と罰金刑の併科規定を導入する。

グローバルな競争が激化する中で、企業が中期的にその競争力を維持していくためには、企業がそれぞ
れに持つ強みを維持・強化し、供給・開発・販売力等において他社の追随を許さないことが鍵となり、我
が国の知的財産保護を強化することが不可欠。

関連法の規定の整備
①特許法、著作権法等：上記の営業秘密に係る裁判所の秘密保持命令についての処罰強化等に伴い、同様の規定を整備。
②弁理士法：上記の刑事罰導入に伴う弁理士の欠格事由の追加、裁判外紛争解決手続における弁理士の代理権の整備。

資料２
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「不正競争防止法の見直しの方向性について」の概要 

（営業秘密関連部分） 

平成 17 年 2 月 17 日 

                      経 済 産 業 省 

 

１． 営業秘密の保護強化について 

(1) 一般的な問題 
 営業秘密の三要件（有用性・非公知性・秘密管理性）は、引続き維持すべきである。 

また、内部告発及び報道の自由を阻害しないよう、「不正の競争の目的」は、引続

き刑事罰の要件とすべきである。 
 

(2) 日本国外における営業秘密の不正使用・開示 
 取得に向けての不正の手段がなされた時に、又は保有者から示された時に日本国内

で管理されている営業秘密を日本国外で使用・開示する行為について、諸外国と同様

に、刑事罰の対象とすべきである。 
 

(3) 退職者による営業秘密の不正使用・開示 
 元役員・従業員が、在職中に営業秘密漏洩の申し込みをし、又は請託を受けて、退

職後に使用・開示した場合に刑事罰の対象とすべきである。 
一方で、元役員・従業員が、営業秘密を特定した秘密保持契約に違反して、在職中

に取得した営業秘密を使用・開示する行為については、契約の慣行が十分に定着して

いない中で導入すると、従業者を含め関係者に混乱を招きかねないことから、まずは

契約の慣行の定着を促し、保護が不十分であれば罰則導入の方向で検討する。 
 秘密保持契約の内容については、将来的な刑事罰の適用可能性も考慮して、企業・

従業者等にとって参考となるべき指針を作成し、企業内における適切な管理の検討を

促すべきである。 
 

(4) 営業秘密侵害罪に対する法人処罰の導入 
不正の手段で営業秘密を取得して、使用・開示した従業員が属する法人について、

法人処罰の対象とすべきである。 
一方、営業秘密を正当に取得して不正に使用・開示した従業員が属する法人は、今

回の法人処罰の対象としないこととすべきである。 
法人の選任監督責任の内容については、企業の参考となるべき指針を作成し提供す

べきである。 
 

２． 罰則の強化について 

資料４ 
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不正競争防止法の刑事罰の水準を、他の知的財産法及び刑法の罰則との均衡を考慮し、

現行の「3 年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金（併科なし）」を、原則として「5 年以

下の懲役又は 500 万円以下の罰金（併科あり）」とすべきである。 
以上 
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取りまとめ（案） 
 

                          平成 17 年 2 月１7 日 
                         営業秘密管理指針及び  

技術流出防止指針の  

標 準 化 検 討 委 員 会 
 
日本規格協会は、平成 16 年度日本機械工業連合会事業として、経済産業省が

平成 15 年に策定した「営業秘密管理指針」及び「技術流出防止指針」の標準化

（ＪＩＳを含む規格化）に関する調査研究を受託し、「営業秘密管理指針及び

技術流出防止指針の標準化検討委員会」（以下単に「委員会」と呼ぶ）を設置

し、同委員会の下でこれまで検討を重ねてきた。本稿は、委員会におけるこれ

までの議論を総括し、委員会の結論として取りまとめることを目的とする。 
 
 
１．委員会での検討事項 
  委員会では、検討の第１段階として、営業秘密管理指針及び技術流出防止

指針の標準化の必要性について議論し、委員会で標準化の必要性についての

コンセンサスが得られた場合には、第２段階として、標準原案の策定を行う

こととなっている。 
 
２．これまでの検討の概要 
（１）第 1 回委員会（平成 16 年 3 月 29 日開催） 
   第 1 回委員会は、日本工業連合会事業として、本検討を実施するにあた

ってのいわば予備的会合として開催された。 
   第 1 回会合では、小宮委員（経済産業省より参加）より、営業秘密管理

指針及び技術流出防止指針の概要についてご説明いただくとともに、産業

界や大学での営業秘密管理についての取組みの実態についてご説明いた

だき、営業秘密管理に対する企業及び大学の取組みの現状について、委員

間での認識の共有が行われた。 
   また、本委員会における検討の参考とするため、経済産業省の協力の下

に実施する「営業秘密管理及び技術流出防止に関するアンケート調査」の

内容について議論を行った。 
 
（２）第 2 回委員会（平成 16 年 5 月 26 日開催） 
   第 2 回会合では、既存のマネジメントシステム規格であるＩＳＯ９００
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１やＩＳＯ１４００１の運用についての問題点を委員からご指摘いただ

き、営業秘密管理指針及び技術流出防止指針を標準化する際に生じうる問

題点について議論した。 
   また、大学におけるＩＳＯ１４００１についての取組みについて、参考

人からご説明いただき、現状把握を行った。 
 
（３）第 3 回委員会（平成 16 年 7 月 30 日開催） 
   第 3 回会合では、これまでの委員会で挙げられた論点の整理を行うとと

もに、参考人より既存の情報マネジメント規格であるＩＳＭＳ（情報セキ

ュリティマネジメントシステム）やＪＩＳＸ５０８０と営業秘密管理の相

違点・共通点についてのご説明いただいた。 
   また、住田委員（経済産業省より参加）より、今後の本委員会での検討

の方向性についてご提案いただいた。 
 
（４）第 4 回委員会 
   第 4 回会合では、経済産業省の協力の下に実施した、「営業秘密管理及

び技術流出防止に関するアンケート調査」の結果について、アンケート集

計を実施した中央青山監査法人よりご説明いただいた（４．参照）。また、

住田委員より、不正競争防止法の改正に向けた検討状況についてご説明い

ただいた。 
 
３．標準化の必要性に関するそれぞれの立場からのご意見のまとめ 

（第２回委員会までの論点整理を別添） 
（１）現時点での標準化は時期尚早とする立場からのご意見 

  ・営業秘密及び技術流出防止の管理は、組織の業種や規模によって方法が

異なるため、標準化になじまない。基本的には組織の自主性に任せるべ

き。 
   ・今後、組織等において、営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の活用

が更に進み、組織等による取組みが成熟していくであろうから、状況を

注視していくべき。 
  ・営業秘密管理及び技術流出への取組みが成熟した場合には、業種・規模

に関わらず適用できる共通項が抽出できるであろうから、その段階で標

準化を検討すればよいのではないか。 
  ・当面の対応としては、成功事例や失敗事例、各社のベンチマーキング等

実務上役立つ事例をまとめて公表するべき。 
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（２）標準化を推進（検討）すべきとの立場からのご意見 
・大学や中小企業では、営業秘密管理及び技術流出防止を行うという意識

をもっていないことが多い。そのため、これまで特段の取組みを行って

こなかった中小企業や大学にとっては、必要な手法が標準化されること

で、的確な取組みが可能となるとともに、営業秘密管理及び技術流出に

対する意識改革が推進される。 
・組織的な取組みが進んでいない大学などでは、研究室、教授単位で異

なるパフォーマンスが現れる傾向にあるため、ベースラインとしてガ

イドライン（営業秘密管理指針及び技術流出防止指針）を超えるもの

が必要である。 
 

（３）標準化される規格の内容によって議論すべきとの立場からのご意見 
   ・標準化する、しないという前提で検討していくのではなく、議論を踏ま

え、標準化する中身によって標準化すべきかどうかを決めるべき。 
・ユーザーにとって「使える」標準ができるのであれば、必ず活用される

はずである。 
   
４．営業秘密管理及び技術流出防止に関するアンケート調査結果 
  委員会での検討の一環として、経済産業省の協力の下、営業秘密等の管理

に関する現状を把握するため、大企業の状況把握のために経営法友会及び

日本知的財産協会加盟企業1に、中小企業の状況把握のために東京商工会議

所及び東大阪商工会議所加盟企業2に、大学の状況把握のために「知的財産

本部3」を設置している国・公・私立大学それぞれに対してアンケート調査

を実施した。 
  アンケートでは、営業秘密管理の状況や過去に遭遇したトラブル等につい

て質問しつつ、「今後、企業（大学）において、営業秘密等の適切な管理

を推進していくために、営業秘密管理指針及び技術流出防止指針が標準化

されることをどのように考えるか」との設問には、以下のような回答が寄

せられた。 
 
  ①大企業  標準を制定すべきである ４９％ 
        標準を制定すべきでない ５１％ 

                                                  
1  両団体加盟企業への重複配布がないよう、１，３４４社に配布。 
2  東京商工会議所加盟企業１，５００社に、東大阪商工会議所加盟企業１５０社にそれぞ

れ配布。 
3  文部科学省「大学知的財産本部整備事業」に採択された３３大学に配付。 
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  ②中小企業 標準を制定すべきである ６３％ 
        標準を制定すべきでない ３７％ 
  ③大学   標準を制定すべきである ５４％ 
        標準を制定すべきでない ４６％  
 
 
５．不正競争防止法の改正 
  第 3 回会合で、住田委員からご説明いただいたように、経済産業省では、

今通常国会に不正競争防止法改正案を提出しており、同法案が成立すれば、

営業秘密の法的保護が一層強化されることとなる。 
   同法案に盛り込まれている営業秘密の保護強化の内容は、以下のとおりで

ある。 
 
  ①国外犯処罰の導入 
   日本国内で管理されていた営業秘密が、日本国外で不正使用・開示され

た場合にも、処罰の対象とする。 
  ②退職者処罰の導入 
   退職者が、在職中に開示の約束をした上で、退職後に営業秘密の不正使

用・開示行為を行った場合には、媒体の取得がない場合でも、処罰の対象

とする。 
  ③法人処罰の導入 
   従業員が、不正に営業秘密を取得した上で、使用・開示を行った場合に

は、その従業員が所属する法人を処罰の対象とする。 
  ④刑事罰の重罰化 
   営業秘密侵害罪に対する刑事罰が、3 年以下の罰金若しくは 300 万円以

下の罰金から、5 年以下の罰金若しくは 500 万円以下の罰金に引き上げら

れるとともに、懲役刑と罰金刑が併科される。 
 
   更に、経済産業省では、不正競争防止法の改正と連動し、営業秘密管理指

針の改訂に着手する予定である。 
  

 
６．結論 
  上述のように、これまでの委員会での議論では、標準化の必要性について

賛否両論の意見が存在したことから、現時点で、本委員会のコンセンサス

として、営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準化が必要であると
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結論づけることは困難である。 
従って、本委員会では、営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の標準

原案の策定を行わないこととする。 
しかし、本委員会での議論の中で寄せられた意見や現状把握のために実

施したアンケート調査の結果では、営業秘密管理指針及び技術流出防止指

針の標準化を望む声が少なからず存在した。 
このため、本委員会としては、不正競争防止法改正の効果や経済産業省

が着手する営業秘密管理指針の改訂の結果、更には、今後、経済産業省が

取組む営業秘密等の適正管理のための方策の内容等を注視し、将来的に、

企業や大学等における営業秘密等の管理に対する取組みが成熟し、それに

より、業種や企業規模の違いを超えて適用が可能な営業秘密等の管理のた

めの要素の抽出が可能となった場合には、再度、標準化の議論が行われる

べきであると考える。 
   また、本委員会における議論の中で、今後、経済産業省が、企業や大学

等における営業秘密の適正管理のための方策を検討する際には、成熟度の

観点から取組みを評価する標準の策定や中小企業や大学でも取組みが容易

な「簡易型」の標準の策定、更には、営業秘密等の管理に対する取組みの

成功事例集や失敗事例集の策定を行ってはどうか、との提案をいただいた。

今後の経済産業省における取組みには、このような声が反映されることを

期待する。 
 
 

（了） 
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Ⅲ．アンケート調査結果（詳細版） 
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①企業に対するアンケート調査 
 
１．調査概要 

趣旨： 営業秘密管理と技術流出防止に関する取組及び 2 指針の周知状況の現状

把握と 2 指針の標準化ニーズの調査 
調査時期： 平成 16 年 9 月下旬～10 月中旬 
回答企業： 経営法友会、知的財産協会加盟企業（以下、大企業とする） 

－送付件数 1,344 件 回答数 555 件（41％）内無記名 3 件 
※両団体に重複して加盟している企業には、重複しないよう送付。 
東京商工会議所、東大阪商工会議所加盟企業より、それぞれ 1,500 社、

150 社ずつ抽出。（以下、中小企業とする） 
  －送付件数 1,650 件 回答数 383 件（23％）内無記名 6 件 

集計方法： 1 つの選択肢を選択すべき設問に複数の回答を行なっている場合は、無効

回答とし、カウントしていない。 
本来回答すべきでない設問に回答している場合も、有効回答とし、カウン

トしている。 
 

２．回答企業属性 
（１）大企業 

資本金                 従業員区分 
 
従業員数 
 
上場区分 
 
 
 
 
 
        上場区分                 主たる事業 
 
 
 
 
 
 



 

37 

 
（２）中小企業 

資本金                 従業員数 
 
 
 
 
 
 
 
 

主たる事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．調査結果 
（１）中小企業の不正競争防止法の周知状況について 
 
「知っている」企業と「知らない」企業の割合は、ほぼ半数ずつであった。 
特許権を取得していない経済的に有用な技術情報や顧客リスト等の情報、いわゆる営業秘密に対

する侵害について、不正競争防止法では、差止請求、損害賠償請求等の法的保護が受けられるこ

とをご存知ですか。 

①知っている。  

②知らない。  

（中小Ⅰ（ⅰ）１）※アンケートにおける質問番号である。以下、同様。 
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（２）営業秘密管理に関する取組みについて 
 
営業秘密の管理を「行っている」企業は、大企業においては６５％であったが、中小企業

においては、２０％にとどまる。ただし、中小企業において４８％が「今後行う予定があ

る」と回答している。 
特許権を取得していない経済的に有用な技術情報や顧客リスト等の情報、いわゆる営業秘密に対

する侵害について、不正競争防止法では、差止請求、損害賠償請求等の法的保護が受けられるこ

とになっていますが、貴社では、営業秘密の管理を組織として計画的に行っていますか。 

①行っている。  

②現在は行っていないが、今後行う予定がある。  

③現在も行っていないし、今後とも行う予定もない。 

④不正競争防止法の存在自体を知らなかった。 

（中小Ⅰ（ⅱ）１、大Ⅰ（ⅰ）１）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）営業秘密管理指針の周知状況について 
 
大企業において、「知っている」と回答した企業は６２％であり、中小企業において、「知

っている」と回答した企業はわずか９％であった。 
経済産業省では、平成１５年に、営業秘密の管理に関する企業の参考となるべき指針として、「営

業秘密管理指針」を策定しましたがご存知でしたか。 

①知っている。  

②知らない。  

（中小Ⅰ（ⅳ）１、大Ⅰ（ⅲ）１） 
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営業秘密管理指針を知っている場合、「指針の内容を参考にしつつ、独自の取り組みを行

っている」企業は、大企業で４０％、中小企業で３５％であった。また、「指針の内容を

実施することを検討している」企業は、大企業で３０％、中小企業で４１％であった。 
（営業秘密管理指針を知っている場合）貴社では、研究開発や生産工場等の現場を含め、営業秘

密管理指針の内容を実施されていますか。 

①指針の内容を実施している。  

②指針の内容を参考にしつつ、独自の取り組みを行っている。  

③指針の内容を実施することを検討している。 

④指針の内容を実施していない。（指針の公表前から独自の管理方針を策定して実施している場

合を含む）  

（中小Ⅰ（ⅳ）２、大Ⅰ（ⅲ）２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）営業秘密に関する過去のトラブルについて 
 
可能性まで含めると営業秘密が漏洩したことがあると答えた企業は大企業で４４％、中小

企業で２７％であった。 
対外的な問題にしなかったケースも含めて、企業等との取引や共同プロジェクト等を通じて、貴

社の又は他者から開示を受けた営業秘密が漏洩したことはありますか。 

①重要な営業秘密が漏洩したことがある。  

②それほど重要ではない営業秘密が漏洩したことがある。 

③漏洩した可能性はあるが事実を確認できなかった。 

④営業秘密が漏洩したことはない。  

（中小Ⅱ（ⅰ）１、大Ⅱ（ⅰ）１） 
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営業秘密漏洩の理由は、大企業においては、「営業秘密の管理方針が適正に運営されてい

なかった」が３２％で最多であった。一方、中小企業では、「管理方針が定められていな

かった」が６１％で最多であった。 
（営業秘密の漏洩がない企業以外）原因はどこにあったと考えますか。 

①営業秘密の管理方針が定められていなかった。 

②営業秘密の管理方針はあるが、漏洩した営業秘密は管理の対象になっていなかった。 

③貴社には、営業秘密の管理方針があり、当該営業秘密等は管理対象となっていたが、その運営

が適正になされていなかった。 

④営業秘密の開示先（退職者、ライセンス先含む）が貴社との秘密保持契約に違反した。 

⑤その他 

（中小Ⅱ（ⅰ）４、大Ⅱ（ⅰ）４） 

 
 
 
 
 
 
 
 

その他の例 

‐ 新入社員の操作ミス 

‐ PC 盗難 

‐ 従業員の意識 

‐ 過誤出願 

 
営業秘密が漏洩したことがない理由としては、契約や教育の徹底、アクセス制限などの管

理体制が挙げられている。 
（営業秘密が漏洩したことがない場合）貴社でこれまで営業秘密管理の取組を行われてきた中で、

最も効果的だったと思われる取組みについてお教え下さい。（自由記述） 

（中小Ⅱ（ⅰ）７、大Ⅱ（ⅰ）７） 

大企業回答 

・ISO9000 などの第三者機関のチェック 

・内部での自己監査による確認 

・従業員との契約 

・取引先との契約 



 

41 

・社員への教育 

・社内規定の制定 

・営業秘密の範囲をいたずらに拡大しない 

・ＮＤＡのファイリングと一括管理 

・人の移動が少ない 

・情報セキュリティ委員会規定、情報セキュリティ対策 

・基準、情報セキュリティポリシー、行動規範 

・取引先の信用調査 

・担当者へのＯＪＴ 

・退職前の話し合い 

・個別ケースごとに秘密保持をすべき対象の特定方法を 

・当社関係者に説明、理解を得た契約の締結 

・情報へのアクセス制限（必要最低限の社員間での情報共有） 

・ケースバイケースで担当部門と依頼担当者でポイントを確認することが重要 

・担当者に契約の交渉に関与させ、当事者意識をもたせる 

中小企業回答 

・ISO9000 

・相手企業がしっかりとした体制をしいていたため 

・相手先企業との守秘義務契約の締結 

・従業員との秘密保持契約の締結 

・プライバシーマークの認証取得 

・特許事務所に漏洩防止等を全て任せている。 

・単に結果オーライだった 

・社員の教育、指導の徹底 

・営業秘密に関わるような情報を扱っていない 

・ユーザー、従業員との信頼関係 

・重要な情報は本社サーバの中にしか置かず、かつアクセスに対する制限を強めている 

・全てを徹底的に秘密にする 

 

 
（５）技術流出防止に関する取組みについて 
 
技術流出の防止のための取組みを行っている企業は大企業で６５％、中小企業では１８％

であった。 
日本企業が中国をはじめとするアジア諸国等の知的財産権保護の弱い国に製造拠点を設けた場

合やそのような国の企業と取引等を行う場合に、自分の予想した範囲を超えた技術が当該国の競

業企業等に流出し、日本企業の競争力低下につながっているとの指摘があります。貴社では、こ
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のような「意図せざる技術流出」を防止するために、例えば「設問３．」に掲げるような取組み

を行っていますか。 

①取組みを行っている。  

②取組みを行っていない。 

（中小Ⅰ（ⅲ）１、大Ⅰ（ⅱ）１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（６）技術流出防止指針の周知状況について 
 
技術流出防止指針を「知っている」と回答した企業では、大企業で４１％、中小企業では

わずか４％であった。 
経済産業省では、平成１５年に、意図せざる技術流出の防止に関する企業の参考となるべき指針

として、「技術流出防止指針」を策定しましたがご存知でしたか。 

①知っている。  

②知らない。  

③海外企業等と取引等を行っておらず、流出を防止すべき技術が存在しないため、指針に関心が

ない。 

（中小 Ⅰ（ⅳ）５、大Ⅰ（ⅳ）５）  

 
 
 
 
 
 
 
 
技術流出防止指針を知っていると答えた企業のうち、大企業では「指針の内容を参考にし

つつ、独自の取り組みを行っている」と回答した企業が最も多く３９％であり、中小企業

では、「指針の内容を実施することを検討している」と回答した企業が最も多く５４％で

あった。 
（「技術流出防止指針を知っている場合）貴社では技術流出防止指針の内容を実施していますか。 

①指針の内容を実施している。  
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②指針の内容を参考にしつつ、独自の取り組みを行っている。  

③指針の内容を実施することを検討している。  

④指針の内容を実施していない（指針の公表前から独自の管理方針を策定して実施している場合

を含む）。 

（中小Ⅰ（ⅳ）６、大Ⅰ（ⅲ）６） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７）技術流出に関する過去のトラブルについて 
 
技術流出が「発生したことがある」と回答した企業は、大企業では１４％、中小企業では

７％であった。 
これまでに海外との取引や海外での生産等を通じて、何らかの意図せざる技術流出が発生したこ

とはありますか。 

①発生したことがある。  

②発生したことはない。 

③海外と取引等を行っておらず、流出を防止すべき技術が無い。  

（中小Ⅱ（ⅱ）１、大Ⅱ（ⅱ）１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（８）営業秘密管理及び技術流出防止のために取り組むべき方策について 
 
営業秘密の管理方法に問題があると考えている企業は、大企業で７７％、中小企業で５８％

に上る。 
貴社における営業秘密の管理方法について、何か問題があると考えていますか。 
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①問題があると考えている。  

②問題があるとは考えていない。  

（中小Ⅲ１、大Ⅲ１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
営業秘密の管理方法に問題があると考えている大企業４１３社のうち、１８３社が「管理

方針等の社内体制は整備されているが全ての社員に徹底するのが困難である」と回答して

いる。また、問題があると考えている中小企業２１１社のうち、１０７社が「管理方針が

適切がどうか自信がない」と回答している。 
（営業秘密の管理方法に問題があると考えている場合）その問題は何ですか（複数回答可） 

①管理方法が適切かどうか自信がない。 

②管理方針等の社内体制は整備されているが全ての社員に徹底するのが困難である。 

③秘密情報であっても営業的価値があるか否かで管理方法が分かれ、さらに営業秘密でもその対

象によって（例えば顧客情報と技術ノウハウ）管理方法や管理主管が分かれ、管理が複雑になっ

ている。 

④営業秘密に該当する情報であるか判断するのが困難である。 

⑤その他 

（中小Ⅲ２、大Ⅲ２） 

大企業                  中小企業 
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その他の回答 

大企業 

• 社内体制の整備が不十分 

• 運用が甘い 

• 実務上の便宜とのバランス 

• 情報量が膨大で管理が困難 

• 保管スペース等物理的な障害 

• 各部門の独自管理で全社的な体制がない 

中小企業 

• 管理が不十分 

• 顧客に対する情報提供が過剰になる 

 
今後、営業秘密管理及び技術流出防止を徹底させるために必要な取組みとしては、大企業、

中小企業とも「各企業において自らが更なる積極的取組みを進める」が最も多い回答とな

っている。 
今後、各企業が営業秘密管理及び技術流出防止を徹底するためには、どのような取組みが必要と

思いますか。（複数回答可） 

①各企業において自らが更なる積極的取組みを進める。 

②業界毎の営業秘密管理や技術流出に関する自主ルールを作成し、取組みを進める。 

③現行の営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の更なる周知徹底をはかる。 

④営業秘密管理や技術流出防止のための組織内での取組み手法に関する自己宣言方式の標準（た

とえばＪＩＳ）を制定する。 

⑤④の自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）を制定し、政府が実施する調達や契約の際の条件

とする。 

⑥営業秘密管理や技術流出防止の組織内での取組みに関して、第三者が認証する方式の標準（た

とえばＪＩＳ）を制定する。 

⑦営業秘密管理や技術流出防止のための組織内での取組みに関して、政府が営業秘密管理指針及

び技術流出防止指針を超える何らかの基準を策定・公表する。 

⑧その他 

（中小Ⅲ３、大Ⅲ３） 

          大企業                   中小企業 
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2 指針のＪＩＳ化については、大企業の４９％、中小企業の６３％が「標準を制定すべきで

ある」と回答している。 
平成１５年に経済産業省が策定した「営業秘密管理指針」及び「技術流出防止指針」では、企業

の営業秘密管理や技術流出防止の対応策について、「望ましい管理水準」を記載していますが、

両指針に記載してある営業秘密管理及び技術流出防止のための組織的な管理方法が、自己宣言方

式の標準（たとえばＪＩＳ）として制定されることを、どのように考えますか。 

①標準を制定すべきである。  

②標準を制定すべきではない。  

（中小Ⅲ４、大Ⅲ４） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
標準を制定すべきである理由としては、大企業、中小企業とも「営業秘密管理への取組み

が十分でなく、標準を参考にすることで営業秘密の漏洩及び技術の流出を事前に防止する

ことができるから」という回答が最多であった。 
（標準を制定すべきであると回答した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。（複数回

答可） 

①営業秘密管理への取組みが十分でなく、標準を参考にすることで営業秘密の漏洩及び技術の流

出を事前に防止することができるから制定すべきである。 

②営業秘密が侵害された場合に、その標準に準拠していることが不正競争防止法に基づく一つの

目安とできると考えられるから制定すべきである。 

③営業秘密管理の取組みを独自に行うことに自信がない場合に、標準に基づいて自らの取組みに

ついてチェックすることができるから、制定すべきである。 

④取引先の企業等の営業秘密管理等に対する要望を充たすための基準としての役割を果たし得

るため、制定すべきである。 

⑤営業秘密管理や技術流出防止への取組みを行うに当たっての社内体制の構築を行うための基

盤を提供することができるから、制定すべきである。 

⑥それぞれの企業等が独自の方法と用語で管理方法を定めると、取引先の管理状況を確認する際
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に無用の確認作業が生じるので、基準となる指標が存在するのが望ましいため、制定するべきで

ある。 

⑦その他 

 
（中小Ⅲ５、大Ⅲ５） 

            大企業               中小企業 
 
 
 
 
 
 
 
標準を制定すべきでない理由としては、大企業、中小企業とも「営業秘密の管理方法は、

企業規模、業種、営業秘密の種類、取引の形態、取引先の属する国等によって必然的に異

なるものだから、そもそも標準を定めることには馴染まない」という回答が最多であった。 
（標準を制定すべきでないと回答した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。（複数回

答可） 

①営業秘密の管理方法は、企業規模、業種、営業秘密の種類、取引の態様、取引先の属する国等

によって必然的に異なるものだから、そもそも標準を定めることには馴染まない。 

②各企業の実態に沿った独自の取組みをかえって阻害してしまうことになるので制定すべきで

ない。 

③自己宣言方式の標準を活用する場合、標準に準拠していることを評価結果として対外的に公表

しなければならなくなり、企業にとって負担が大きくなるので、制定すべきではない。 

④企業内で標準を実施したとしても不正競争防止法に基づく保護を受けられるとは限らないか

ら、制定の意味はない。 

⑤標準を実施するには、社内体制の整備や自己宣言を行う等の様々なコストがかかるから、制定

すべきではない。 

⑥標準が制定されると、取引先等から当該標準の採用（管理体制の変更）を要求されることが予

想され、既に管理体制を整備している企業にとっては、余分な負担を強いられるので、制定すべ

きではない。 

⑦たとえ自己宣言方式の標準としたとしても、やがて必ず第３者認証のための標準として使われ

ることになるので、制定すべきではない。 

 ⑧取引先の要望を充たすには秘密保持契約を結ぶことで対応すべきであるから、制定する必要

はない。 

⑨企業における情報管理については、既にＩＳＭＳ適合性評価制度やＪＩＳＸ５０８０が存在す

るので、屋上屋を重ねるような新たな標準は不要である。 
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⑩標準を実施するメリットは感じられないから、制定は不要である。 

⑪その他  

（中小Ⅲ６、大Ⅲ６） 

          大企業                中小企業 
 
 
 
 
 
 
 
 
標準が制定された場合には、大企業の５７％、中小企業の５１％が標準を「実施すると思

う」と答えている。 
営業秘密管理指針及び技術流出防止指針では企業の営業秘密管理や技術流出防止の対応策につ

いて記載してありますが、両指針に記載してある営業秘密管理及び技術流出防止のための組織的

な管理方法が、自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）として制定された場合、貴社ではこの標

準を実施すると思いますか。 

①実施すると思う。  

②実施しないと思う。 

（中小Ⅲ７、大Ⅲ７）  
 
 
 
 
 
 
 
 
標準化がなされた場合、大企業では４６％が、中小企業では６３％が「現在十分な取組み

を行っておらず、取組みの目安となるべき標準があれば取組みが進むと思う」と回答して

いる。 
2 指針の標準化がなされた場合、各社での営業秘密管理及び技術流出防止への取組みが進むと思

いますか。 

①現在十分な取組みを行っておらず、取組みの目安となるべき標準があれば取組みが進むと思う。 

②標準のあるなしに関わらず、取組みが進むと思う。③標準化がなされた場合、第三者から標準

の採用を求められると、企業の実態に沿った独自の取組みをかえって阻害する。 
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④標準があっても取組みは進まないと思う。  

（中小Ⅲ１１、大Ⅲ１１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（９）営業秘密管理、技術流出防止に関する経済産業省の取組みについての意見、要望 
 
事例集及びマニュアルの作成や指針の説明会の開催に関する要望等が見られた。 
営業秘密管理、技術流出防止に関する経済産業省の取組みについて、ご意見・ご要望があればご

記入ください。 

（中小Ⅳ、大Ⅳ） 

大企業回答 

・過去のトラブルに関する事例集と対策マニュアルが有用と考える。 

・指針の策定があった場合、広い範囲で説明会等を開催して周知して欲しい。 

・営業秘密の保護、個人情報の保護、情報セキュリティといった微妙に重なる事項について異な

る基準が存在する場合、全てを重複して取得することは企業にとって負担となる場合もある。総

合的に解決できる制度があると望ましい。 

・情報管理レベルを適正に判断できる機関が存在し、認定する仕組みがあり、認定された場合、

何か問題が発生したときに保証されるならば、取組みが浸透・推進されると思う。 

・より具体的な企業活動等の場面に応じた管理方法のあり方まで落とし込み、何らかの参考基準

を公表することは、大学・ベンチャー企業の支援という観点から意義がある。 

・更に具体例を増やし、基準が明確にされることを望む。 

中小企業回答 

・「望ましい管理水準」ではなく「明確な管理水準」がないため、「どこまで」が分かりにくく、

混乱している企業も多いと思われる。 

・業種・業態を問わず、経営活動上の基本的な指針を誰もが理解できる表現で策定して欲しい。 

・管理指針や防止指針に関する説明会等を行なってもらいたい。また、マニュアルがあれば購入

したい。 
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４．企業アンケートまとめ 
 中小企業では、そもそも不競法を知らない企業が多数存在するとともに、ほとんど

営業秘密管理指針が周知されていない。大企業においても、営業秘密管理指針の周

知状況は十分とはいえない。一層の周知の徹底が必要である。 
 技術流出防止については、大企業の 3 分の１が、中小企業の大多数が十分な取り組

みを行っていない。技術流出防止指針については、大企業の過半数、中小企業のほ

とんどに周知されていない。ただし、技術流出を経験している企業が少ないことか

ら、各企業がそもそも問題と考えていない可能性がある。 
 大企業・中小企業ともに、大部分が社内における営業秘密の管理方法について問題

があると考えている。 
 標準については、大企業が４９％、中小企業が６３％と、少なからず制定を望む声

がある。 
 自由記載においては、指針の周知、分かりやすい記述や具体的な事例を望む声があ

る。 



 

51 

② 大学に対するアンケート調査 
 
１．調査概要 

趣旨： 営業秘密管理に関する取組及び指針、ガイドラインの周知状況の現状把握

と指針の標準化ニーズの調査 
調査時期： 平成 16 年 9 月下旬～10 月中旬 
回答大学： 文部科学省「大学知的財産本部整備事業」に採択された大学  

－送付件数 33 件 回答数 26 件（79％）内無記名 1 件 
集計方法： 1 つの選択肢を選択すべき設問に複数の回答を行なっている場合は、無効

回答とし、カウントしていない。 
本来回答すべきでない設問に回答している場合も、有効回答とし、カウン

トしている。 
 
２．回答大学属性 

76%

0%

24%

19件

0件

6件

国立大学

私立大学

公立大学

 
 
３．調査結果 
（１）不正競争防止法の周知状況について 
 
知財本部においては、不正競争防止法を「知っている」と答えた割合は１００％であった

が、平均的教員の見解は３９％と見積もられている。 
特許権を取得していない経済的に有用な技術情報や顧客リスト等の情報、いわゆる営業秘密に対

する侵害について、不正競争防止法では、差止請求、損害賠償請求等の法的保護が受けられるこ

とをご存知ですか。 

①知っている。  

②知らない。  

（Ⅰ（ⅰ）１）※アンケートにおける質問番号である。以下、同様。 
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知財本部

100%

0%

1
2

0件

26件

 
（２）営業秘密管理指針等の周知状況について 
 
知財本部においては、営業秘密管理指針を「知っている」と答えた割合は９２％であった

が、平均的教員の見解は２２％と見積もられている。 
経済産業省では平成１５年に、営業秘密の管理に関する企業の参考となるべき指針として、「営

業秘密管理指針」を策定しましたがご存知ですか。 

①指針の内容まで知っている。  

②指針の名前だけは知っている。 

③指針の名前も知らない。  

（Ⅰ（ⅲ）１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
知財本部においては、「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」を「知

っている」と答えた割合は９２％であったが、平均的教員の見解は１７％と見積もられて

いる。 
経済産業省では、平成１６年に、「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン（以

下ガイドライン）」を策定しましたがご存知ですか。 

①ガイドラインを知っている。  

②ガイドラインを知らない。  

（Ⅰ（ⅲ）２） 
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ガイドラインを知っている大学のうち、営業秘密管理指針を「策定する予定がある」大学

は３３％であり、「今後対応を検討する」大学は５９％であった。 
（営業秘密ガイドラインを知っている場合）今後、ガイドラインに基づき、貴学において営業秘

密管理指針を策定する予定はありますか。 

①策定する予定がある。  

②策定する予定はない。  

③今後対応を検討する。  

（Ⅰ（ⅲ）３） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（３）営業秘密管理に関する取組みについて 
 
営業秘密の管理を行っている大学は、「一部のキャンパスや研究室のみで行っている」大

学まで含めると５４％であった。 
特許権を取得していない経済的に有用な技術情報や試験データ等の情報、いわゆる営業秘密に対

する侵害について、不正競争防止法では、法的保護が受けられることとなっていますが、貴学で

はこのような情報について営業秘密（設問「Ⅰ．２」参照）としての管理を組織として計画的に

行っていますか。 

①全学的に行っている。  

②一部のキャンパスや研究室でのみ行っている 

③現在は行っていないが、今後行う予定がある。 
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④現在は行っていないし、今後も行う予定はない。 

（Ⅰ（ⅱ）１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全学あるいは一部で営業秘密の管理を行っている大学14校のうち、最も多い管理方法は「企

業等と共同研究を行う場合、相手先から提供される営業秘密又は貴学から提供する営業秘

密の管理方法について、取り決めを行っている」であった。 
（全学あるいは一部において営業秘密管理を行なっている場合）貴学では営業秘密についてどの

ような管理を行っていますか。（複数回答可）  

①全学的な営業秘密の管理方針を策定している。 

②一部のキャンパスや研究室に用いる営業秘密の管理方針を策定している。 

③営業秘密として管理する必要のあるものとないものに分類した上で、必要なものについて管理

している。 

④営業秘密について、学内、研究室内でアクセスできる者を制限するようにしている。 

⑤教職員、学生等の相手先ごとに情報の管理方針が定められている。 

⑥教職員、学生等と必要に応じ、秘密保持契約を締結している。 

⑦企業等と共同研究を行う場合、相手先から提供される営業秘密又は貴学から提供する営業秘密

の管理方法について、取り決めを行っている。 

⑧総合的な情報セキュリティ管理の一環として、営業秘密の管理を行っている。 

⑨その他 

（Ⅰ（ⅱ）３） 
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（４）営業秘密に関する過去のトラブルについて 
 
営業秘密の漏洩については、「重要な営業秘密が漏洩したことがある」大学が８％で、可

能性まで含めると２４％の大学が漏洩を経験している。 
対外的に問題にしなかったケースも含めて、貴学の若しくは共同研究先等から提供を受けた営業

秘密が漏洩したことはありますか。 

①重要な営業秘密が漏洩したことがある。  

②それほど重要ではない営業秘密が漏洩したことがある。 

③漏洩した可能性はあるが、事実を確認できなかった。  

④営業秘密が漏洩したことはない。 

（Ⅱ１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
営業秘密が漏洩した理由としては、「営業秘密の管理方針が定められていなかった」が 
３３％であった。 
（営業秘密が漏洩したことがない大学以外）原因はどこにあったと考えますか。 

①営業秘密の管理方針が定められていなかった。 

②営業秘密の管理方針はあるが、漏洩した営業秘密は管理の対象になっていなかった。 

③営業秘密の管理方針があり、当該営業秘密は管理の対象となっていたが、その運営が適正にな

されていなかった。 

④その他 

 ・大学の「営業秘密」情報に対する認識の甘さ 

 ・営業秘密としての認識がない 

（Ⅱ３） 
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営業秘密が漏洩したことがない理由としては、「営業秘密を開示する又は開示を受けるに

あたっては、必ず秘密保持契約を交わしている」が５９％で最多であった。 
（営業秘密が漏洩していない場合）それは何故だと思いますか。 

①営業秘密が漏洩しないための管理方針が明確であり、適正に実施されている。 

②営業秘密を開示する又は開示を受けるにあたっては、必ず秘密保持契約を交わしている。 

③研究等に携わる人間との信頼関係が構築されている。 

④その他 

 ・ある程度は研究室レベルで①および②が達成され、全てではないが一部において②が達成さ

れている 

 ・漏洩したことを示す情報がない 

（Ⅱ５） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（５）営業秘密管理のために取組むべき方策について 
 
営業秘密の管理方法に「問題があると考えている」大学は９２％に上る。 
貴学における営業秘密の管理方法について、何か問題があると考えていますか。 

①問題があると考えている。  

②問題があるとは考えていない。  

（Ⅲ１） 
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営業秘密の管理方法に問題があると考えている大学２４校のうち、１８大学が「学生や外

部研究員に対して営業秘密の管理を徹底させるのが困難である」と回答している。 
（営業秘密の管理法に問題があると考えている場合）その問題は何ですか。（複数回答可） 

①管理方法が適切かどうか自信がない。 

②施設等の関係から、営業秘密に対する適切なアクセス制限を行うことが困難である。 

③管理方針等の学内体制は整備されているが、教職員に徹底するのが困難である。 

④学生や外部研究員に対して営業秘密の管理を徹底させるのが困難である。 

⑤営業秘密管理の手法・ノウハウを持つ人材がおらず、学内の体制整備が困難である。 

⑥営業秘密に該当する情報であるか判断するのが困難である。 

⑦その他 

 ・管理方法が確立されていない 

 ・教職員、学生への同知徹底が困難である 

（Ⅲ２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後、営業秘密管理を徹底するために必要な取組みとしては、「現行の営業秘密管理指針

の更なる周知徹底を図る」が１５校で最も多い回答となっている。 
今後、大学において営業秘密管理を徹底するためには、どのような取組みが必要だと思いますか。

（複数回答可） 

①各大学において自らが更なる積極的取組みを進める。 

②各大学において外部の専門家等を活用して、積極的な取組みを進める。 

③現行の営業秘密管理指針（大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドラインを含む）

の更なる周知徹底をはかる。 

④各大学における効果的な取組み方策等について、大学間での情報共有が可能となるような場を

設ける。 

⑤営業秘密管理の組織内での取組み手法に関する自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）を制定

する。 
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⑥⑤の自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）を制定し、政府が実施する調達や契約の際の条件

とする。 

⑦営業秘密管理の組織内での取組み手法に関する、第三者が認証する方式の標準（たとえばＪＩ

Ｓ）を制定する。 

⑧営業秘密管理のための組織内での取組みに関して、政府が営業秘密管理指針を超える何らかの

基準を策定・公表する。 

⑨その他 

（Ⅲ３） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
営業秘密管理指針のＪＩＳ化については、５４％が「標準を制定すべきである」と回答し

ている。 
平成１５年に経済産業省が策定した「営業秘密管理指針」では、企業の営業秘密管理の対応策に

ついて、「望ましい管理水準」を記載していますが、指針に記載してある営業秘密管理のための

組織的な管理方法が、自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）として制定されることをどのよう

に考えますか。 

①標準を制定すべきである。  

②標準を制定すべきではない。  

（Ⅲ４） 

 
 
 
 
 
 
 
標準を制定すべきである理由としては、「営業秘密管理の取組みを行うに当たっての学内

体制の構築を行うための基盤を提供することができるから」という回答が最多であった。 
（標準を制定すべきと回答した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。（複数回答可） 
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①営業秘密管理への取組みが十分ではなく、標準を参考にすることで営業秘密の漏洩を事前に防

止することができるから、制定すべきである。 

②営業秘密が侵害された場合に、その標準に準拠していることが不正競争防止法に基づく一つの

目安にできると考えられるから制定すべきである。 

③営業秘密管理のための取組みに自信がない場合に、標準に基づいて自らの取組みについてチェ

ックすることができるから、制定すべきである。 

④共同研究先の企業等の営業秘密管理に対する要望を充たすための基準としての役割を果たし

得るため、制定すべきである。 

⑤営業秘密管理の取組みを行うに当たっての学内体制の構築を行うための基盤を提供すること

ができるから、制定すべきである。 

⑥その他 

（Ⅲ５） 

 
 
 
 
 
 
 
 

その他：但し、簡易なツールとして 
 
標準を制定すべきでない理由としては、「営業秘密の管理方法は、研究内容、共同研究の

態様、営業秘密の種類、学生の参加状況等によって必然的に異なるものだから、そもそも

標準を定めることには馴染まない」という回答が最多であった。 
（標準を制定すべきでないと回答した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。（複数回

答可） 

①営業秘密の管理方法は、研究内容、共同研究の態様、営業秘密の種類、学生の参加状況等によ

って必然的に異なるものだから、そもそも標準を定めることには馴染まない。 

②各大学の実態に沿った独自の取組をかえって阻害してしまうことになるので制定すべきでは

ない。 

③自己宣言方式の標準を活用する場合、標準に準拠していることを評価結果として対外的に公表

しなければならなくなり、大学にとって負担が大きくなるので、制定すべきではない。 

④標準を実施したとしても不正競争防止法に基づく保護を受けられるとは限らないから、制定の

意味は無い。 

⑤標準を実施するには、学内体制の整備や自己宣言を行う等の様々なコストがかかるから、制定

すべきではない。 
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⑥標準が制定されると、共同研究の相手先等から当該標準の採用（管理体制の変更）を要求され

ることが予想され、既に管理体制を整備している大学にとっては、余分な負担を強いられるので、

制定すべきではない。 

⑦たとえ自己宣言方式の標準としたとしても、やがて必ず第３者認証のための標準として使われ

ることになるので、制定すべきではない。 

⑧共同研究先等の要望を充たすには秘密保持契約を結ぶことで対応すべきであるから、制定する

必要はない。 

⑨情報管理については、既にＩＳＭＳ適合性評価制度や ＪＩＳＸ５０８０が存在するので、屋

上屋を重ねるような新たな標準は不要である。 

⑩標準を実施するメリットは感じられないから、制定は不要である。 

⑪その他 

（Ⅲ６） 

 
 
 
 
 
 
 
 
その他：必要かつ重要な施設においては検討すべき。一般的には施行できない 
 
標準が制定された場合には、５６％の大学が標準を「実施する」と答えている。 
上述の営業秘密管理指針では、企業等における営業秘密の管理のための方策について記載されて

おりますが、指針に記載してある営業秘密管理のための組織的な管理方法が、自己宣言方式の標

準（たとえばＪＩＳ）として制定された場合、貴学では、この標準を実施すると思いますか。 

①実施する  

②実施しない  

（Ⅲ７） 
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標準化がなされた場合、５６％の大学が「標準があれば取組が進むと思う」と回答してい

る。 
営業秘密ガイドラインの標準化がなされた場合、この標準を利用して各大学における営業秘密の

管理への取組みが進むと思いますか。 

①標準があれば取組が進むと思う。  

②標準のあるなしに関わらず、取組が進むと思う。 

③標準があっても取組は進まないと思う。  

 

 
（Ⅲ１１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）営業秘密管理に関する経済産業省の取組みについての意見、要望 
 
大学における事例集の作成に関する要望が見られた。 
営業秘密管理に関する経済産業省の取組みについて、ご意見・ご要望があればご記入ください。 

（大学Ⅳ） 

 
・「営業秘密管理指針」及び「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」

の定期的な見直し、公開が望まれる。「営業秘密管理指針」は今後の取組みの参考となっ

た。 
・大学において想定される事例をさらに取り上げて欲しい。 
・営業秘密管理に関する意識の啓蒙。 
・具体的事例をもとにした解説本を作成し、啓蒙活動をする必要がある。具体例がないと

イメージがわかないと思う。 
・具体的な指針事例集の作成、提示を中心として、今後も更なる管理、活用のための取組

みを期待する。 
・民間企業に対する指導も強化して欲しい。これが大学にも反映する。 
 
４．大学アンケートまとめ 
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 知財本部レベルでは、不正競争防止法、営業秘密管理指針及び「ガイドライン」は

周知されているが、教員までは周知が進んでいないと推定される。  
 取組みを行う上でのネックになるのは、教員、学生等にいかに管理を徹底させるか

という点である。  
 標準については、５４％と、少なからず制定を望む声がある。 
 自由記載においては、具体的な事例集の作成を望む声がある 
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アンケート様式（大企業宛）
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営業秘密管理及び技術流出防止に関するアンケートへのご協力の

お願い 

                                平 成 １ ６ 年 ８ 月 
                      (財 )日 本 規 格 協 会 

                   経 済 産 業 省 
 
 ２００３年７月、小泉総理大臣が本部長を務める知的財産戦略本部において

「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」（以下「知的財産推進計画」

という。）が策定されました。この知的財産推進計画には、我が国の産業競争力

強化の観点からの具体的行動計画が記載されていますが、その中で営業秘密管

理や技術流出防止についても取り上げられており、また、今年の５月２７日に

取りまとめられた「知的財産推進計画２００４」では、これらについて次の記

述が盛り込まれました。 
 

営業秘密管理や技術流出防止に関する企業の取組を進めるため、「営業秘密管理指針」

や「技術流出防止指針」に記載された組織内マネジメントについて、自己適合方式※を

前提としたＪＩＳ化をすべく検討し、２００５年度末までに結論を得る。  
                              （経済産業省） 

※組織が、規格に書かれている事柄を組織の運営管理システムが満たしていることを、

自組織で評価及び判断し、自己の責任において、その評価結果や判断結果を対外的に

宣言（公表）すること 

 

 これらの決定を受け、国内標準化活動を行っている(財)日本規格協会では、

経済産業省の協力の下、今年３月に「営業秘密管理指針及び技術流出防止指針

の標準化検討委員会（委員長：髙 巌（麗澤大学教授））を設置し、上記２指針

の標準化の必要性に関する検討を行い、その結果に基づいて、ＪＩＳ原案の作

成の検討を行うこととしています（今年度の委員会における「標準化の必要性

の検討」については、(社)日本機械工業連合会の標準化検討事業として実施し

ています）。 
この委員会での標準化の必要性についての検討にあたり、民間企業における

これら２指針の周知状況や、営業秘密管理及び意図せざる技術流出防止に関す

る取り組みの現状の把握が必要であると考えております。 
 

 そこで、経営法友会・知的財産協会の両団体のご協力の下、営業秘密管理及



 

65 

び意図せざる技術流出防止の実務に携わられておられる皆様から、各企業にお

ける取り組みの現状についてご教示いただき、現状を把握させていただいた上

で、標準化の必要性を委員会で検討してまいりたいと考えております。 
つきましては、ご多忙のところ大変恐縮ですが、何卒、本アンケートの趣旨

をご理解いただき、下記要領に基づき、別紙調査票及び回答票にご回答いただ

きたく、お願い申し上げる次第です。 
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記 
 
１．アンケート調査票 
  アンケートにご回答いただくにあたり、大変お手数ですが、同封の営業秘

密管理及び技術流出防止に関するアンケート調査票へのご記入をお願い致し

ます。 
 
２．アンケートご回答者 
  各設問へのご回答者については、最終的には各企業のご判断でご選定いた

だきたいと存じますが、以下に記載の趣旨についてご配慮いただきますよう

お願い致します。 
（１）営業秘密管理に関する質問について 

営業秘密の管理をご担当されている部署、例えば法務部や知的財産部等

のご担当者様からご回答いただきますようお願い致します。なお、本社、

各事業部、各工場単位で営業秘密管理のご担当部署が存在する場合には、

最も実情を把握しておられるご担当のご見解が反映されますようご配慮を

お願い致します。 
（２）技術流出防止に関する質問について 

海外への生産設備の展開や技術提携等にあたり、技術流出防止をご担当

されておられる部署、例えば海外事業本部や技術本部等のご担当者様から

ご回答いただきますようお願い致します。なお、本社、各事業部単位で技

術流出防止のご担当部署が存在する場合には、最も実情を把握しておられ

るご担当者様のご見解が反映されますようご配慮をお願い致します。 
 

３．ご回答期限 
本年９月３０日（木）までに、下記宛て返信用封筒にてご送付ください。 

 
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関１－３－１ 

            経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 
 
４．お問い合わせ 

財団法人日本規格協会標準部認証規格課 井上 
TEL:03-5770-1569    E-mail m_inoue@jsa.or.jp 

経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 福田、清水 
TEL:03-3501-3752  E-mail: fukuda-satoshi@meti.go.jp 

shimizu-taichi@meti.go.jp 
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（注１） 調査結果の利用について： 

頂いた個々のご回答は、本委員会における検討にのみ用い、他の用途には使用いた

しません。加えて、ご回答はすべて統計的に処理するとともに、事前のご承諾なく、

ご回答企業を判別できる形で外部に公表することは一切ありません。 

 

（注２） 関連する法律及び指針について： 

本アンケートに主として関係する「不正競争防止法」や「営業秘密管理指針」及び

「技術流出防止指針」に関して、詳しくお知りになりたい場合には、例えば、下記ホ

ームページをご参照下さい。 

http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.html 

 

（注３） 本アンケートで頻出する用語の定義について： 

• 「営業秘密」とは、 

a）秘密として管理されていること（秘密管理性）、 

b）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）、 

c）公然と知られていないこと（非公知性） 

の３要件を具備した情報として定義されます（不正競争防止法第２条第４項参

照）。 

具体的には、上記３要件を満たすような、顧客名簿や実験データ、生産技術

等が想定されます。個人的な洞察又は経験に基づく秘訣やコツといった、いわ

ゆる「ノウハウ」は、必ずしも上記３要件を満たすとは限らないため、不正競

争防止法上の「営業秘密」とは、概念的に完全には一致しません。 

• 「標準」とは、本アンケートでは便宜的に、日本工業標準調査会が制定する日

本工業規格（ＪＩＳ）のみならず、標準仕様書（ＴＳ）や標準報告書（ＴＲ）

を含むものとします。 

 なお、「標準」には、準拠を強制される標準（例えば自動車の部品の安全性に

関するＪＩＳ）と任意の標準（標準を実施するか否かは企業等が自由に決定す

る標準）が存在しますが、営業秘密管理及び技術流出防止の標準化を検討する

にあたっては、任意の標準を想定した検討を行っております。 

 

（注４） 参考となる資料添付のお願い： 

貴社における営業秘密管理及び技術流出防止の取組実態や過去に経験した具体的

事例に関して、貴社においてこれまでに作成された資料や新聞記事等であって、本

アンケートの参考となる資料がございましたら、差し支えない範囲でアンケート用

紙に添付下さい。また、資料が大部に渡り、本アンケートの返信用封筒に入りきら



 

68 

ない等の場合がございましたら、上述の「問合せ先」記載の連絡先までご一報下さ

い（E－mail での資料のご送付・ご連絡も可能です）。  
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Ⅰ．営業秘密管理や技術流出防止に関する取組み状況について 

(ⅰ)．営業秘密管理に関する取組みについて 

１．特許権を取得していない経済的に有用な技術情報や顧客リスト等の情報、いわゆる営

業秘密に対する侵害について、不正競争防止法では、差止請求、損害賠償請求等の法的

保護が受けられることになっていますが、貴社では、営業秘密の管理を組織として計画

的に行っていますか。 

 
  
 
 
 

 
２．（１において①を選択した場合）貴社では、どのような情報を営業秘密として管理し

ていますか。（複数回答可） 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
３．（１において①を選択した場合）貴社では何件程度の営業秘密を管理していますか。 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

①行っている。 ⇒２、３、４をご回答下さい 
②現在は行っていないが、今後行う予定がある。 ⇒９へお進み下さい 
③現在も行っていないし、今後とも行う予定もない。 ⇒５をご回答下さい 

④不正競争防止法の存在自体を知らなかった。 ⇒９へお進み下さい 

①特許出願前の研究開発成果など（技術データを含む） 
②製品又は製造技術（特許出願に足るものの敢えて営業秘密としているもの） 
③生産ノウハウ（特許出願に足らないもの） 
④金型や生産設備等の図面  
⑤販売マニュアル 
⑥顧客名簿・個人情報 
⑦他社から預かった営業秘密 
⑧その他 

①１～５０件 
②５１～１００件 
③１０１～２００件 
④２０１～３００件 
⑤３０１件以上 
⑥これまで数えたことがないので総数を把握していない。 
⑦営業秘密は各カンパニーや工場単位で存在し、それぞれが管理しているので、社として

の総数は把握していない。 
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４．（１において①を選択した場合）貴社では営業秘密についてどのような管理を行って

いますか。 （複数回答可）⇒６をご回答下さい 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
５．（１において③を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければその理由をお

教え下さい。 ⇒９へお進み下さい 

①営業秘密の管理の必要性を感じないから。 
②コスト等を考えると、営業秘密の管理に取組むのは難しいから。 
③その他 

    
６．（４にご回答いただいた場合）貴社では、営業秘密を管理するにあたり、自己の有す

る営業秘密と、取引や共同プロジェクトを行っている企業等の他者の営業秘密を区別し

て管理していますか。 
    ①区別して管理している。 ⇒７をご回答下さい 
    ②区別して管理していない。 ⇒８をご回答下さい 
  
７．（６において①を選択した場合）差し支えなければどのように区別して管理している

かをお教えください。 
   ①取引や共同プロジェクトの相手先等と営業秘密の管理方法について何らかの取り

決めを行った上で、取り決めに従い管理している。 
   ②取引や共同プロジェクトの相手先等と営業秘密の管理方法について、特段の取り

決めは行っていないが、社内で区別した上で管理している。 
   ③取引や共同プロジェクトを行っている相手先等との間で、秘密保持契約を締結し

た上で、管理を行っている。 
   ④その他 

①社内の営業秘密管理方針を策定している。 
②営業秘密として管理する必要のあるものとないものに分類した上で、必要なものについ 
て管理するようにしている。 

③営業秘密について、社内でアクセスできる者を制限するようにしている 
④他の企業や大学等と取引や共同プロジェクト等を行う場合に、秘密保持契約を締結する

ようにしている。 
⑤他の企業や大学と取引や共同プロジェクト等を行う場合、相手先から提供される営業秘

密又は貴社から提供する営業秘密の具体的な管理方法について相手先と協議している。 
⑥総合的な情報セキュリティ管理の一環として、営業秘密の管理を行っている。 
⑦その他    
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８．（６において②を選択した場合）差し支えなければその理由をお教え下さい。 

①特に他者から営業秘密の提供を受けていないから。 
   ②コスト等を考えると、営業秘密の管理に取組むのは難しいから。 
   ③その他 
    
９．過去に、取引先や共同プロジェクトの相手先企業等を選定するにあたり、候補となる

企業等の営業秘密管理に関する取組みを考慮したことがありますか。 
    
 
 
 

 
10．（９において③を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければその理由をお

教え下さい。 
   ①社内で営業秘密の管理を行っていないので、他者に求める必要はないから。 
   ②取引や共同プロジェクトを行う場合でも、秘密保持契約を結ばなければならない

ほどの営業秘密を開示することはないから。 
③その他 

 
11．取引や共同プロジェクトの相手先企業等から、貴社における営業秘密の管理強化を求

められ 
たことはありますか。 

   ①求められたことがある。 ⇒１２をご回答下さい 

  ②求められたことはない。 ⇒１３へお進み下さい  

 

12.（11 において①を選択した場合）どのように対応しましたか。貴社の取組みをお教え

下さい。（複数回答可） 

   ①取引や共同プロジェクトの相手先企業等と秘密保持契約を締結した。 

   ②社内の秘密管理体制を強化した。 

   ③特に対応しなかった。 

   ④その他 

 
13．もし、取引や共同プロジェクトの相手先企業等の営業秘密の管理水準が自社と異なっ

ていたり、複数の取引先から、秘密保持契約の内容として、それぞれ異なった管理方

法の採用を要求された場合、どのように対応しますか。（複数回答可） 

①営業秘密を開示する際には必ず秘密保持契約を締結する。 ⇒１１へお進み下さい 
②相手方の評判等に基づき、必要に応じ考慮することもある。 ⇒１１へお進み下さい 
③取組みを考慮したことはない。 ⇒１０をご回答下さい 
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① 全ての取引や共同プロジェクトの相手先企業等に対して、自社の管理方法に合わ

せるよう要求したい。 

② 第３者の作成した目安となるべき基準があれば、取引や共同プロジェクトの相手

先企業に対してこれに準拠するよう要求したい。 

③ 取引や共同プロジェクトの相手先企業等の全ての要求を充たすよう努力したい。

④ 自社内部のことについては、外部から調べようがないので、自社独自の方法で対

応する。 

⑤ 自社内で営業秘密の管理を行っていないので、取引先からも要求されないし、自

らも要求しない。 

⑥ 相手先企業の営業秘密の取り扱いについては、秘密保持契約の際に、取引先企業

での扱いや自社の扱いを踏まえつつ、契約全体の中で合意できるやり方を模索する。

⑦ その他 

        

  14．これまで、貴社における営業秘密の管理状況について、他社から監査の要求を受け

たことがありますか。 

   ①ある ⇒１５をご回答下さい  

   ②ない ⇒１６をご回答下さい  

 

 15．（14 において①を選択した場合）どのように対応しましたか。 

   ①監査を受け入れた ⇒（ⅱ）へお進み下さい 

   ②監査を拒否した ⇒（ⅱ）へお進み下さい 

 

16．（14 において②を選択した場合）もし、貴社における営業秘密の管理方法について、

取引や共同プロジェクトの相手先企業等からの監査要求があった場合はどうしますか。 

     ①全ての取引や共同プロジェクトの相手先企業等からの監査要求を受け入れる。 

   ②管理方法や備置すべき書面等及び監査が当該相手先企業等との間の秘密保持契約

で合意されている場合には、監査要求を受け入れる。 

③監査の扱いについては、秘密保持契約の締結にあたって、契約全体の中で合意で

きる扱いを模索し、その内容に従って取り扱う。 

  ④ＩＳＯ９０００のような第３者機関による認証制度があれば、これを活用したい。 

  ⑤営業秘密管理は企業内部の問題であり、取引や共同プロジェクトの相手先企業等

からの要求といえども拒否していく。 

    ⑥その他  

 

 
(ⅱ)．技術流出防止に関する取組みについて 

１．日本企業が中国をはじめとするアジア諸国等の知的財産権保護の弱い国に製造拠点を

設けた場合やそのような国の企業と取引等を行う場合に、自分の予想した範囲を超えた

技術が当該国の競業企業等に流出し、日本企業の競争力低下につながっているとの指摘
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があります。貴社では、このような「意図せざる技術流出」を防止するために、例えば

「３．（８ページ）」に掲げるような取組みを行っていますか。 
   ①取組みを行っている。 ⇒２、３をご回答下さい 
   ②取組みを行っていない。 ⇒（ⅲ）へお進み下さい 

 
２．（１において①を選択した場合）貴社が「意図せざる流出」を防止したい技術はどの

ような技術ですか。（複数回答可）  
 

   ①製造ノウハウ 
   ②生産プロセス  
   ③製品・部品等の製造に用いる設計図 
   ④機械設備・金型等の設計図 
   ⑤工場レイアウト 
   ⑥その他 
 
３．（１において①を選択した場合）貴社における技術流出防止に関する取組みについて

お教え下さい。（複数回答可）  
   ①社内の技術流出防止基本方針を策定している。 
   ②現場向けの技術流出防止管理マニュアルを策定している。 
   ③技術流出防止のための社内組織体制を整備している。 
   ④海外進出を行っているため、現地の法体系等を参照の上、技術流出防止に関する

取組みを行っている。 
  ⑤外国企業との取引等を行う場合には、ライセンス契約等をはじめとする、機密保

持のための何らかの契約を締結している。 
  ⑥流出を防止したい技術について、営業秘密管理の一環で管理している。 

   ⑦その他 
 
 
(ⅲ)．営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の周知状況について 

１．経済産業省では、平成１５年に、営業秘密の管理に関する企業の参考となるべき指針

として、「営業秘密管理指針」を策定しましたがご存知でしたか。 
   ①知っている。 ⇒２をご回答下さい  

②知らない。 ⇒５へお進み下さい 
 
 

２．（１において①を選択した場合）貴社では、研究開発や生産工場等の現場を含め、営
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業秘密管理指針の内容を実施されていますか。 
   
 
 
 
 
 

   
３．（２において①、②又は③を選択した場合）営業秘密管理指針を実施するにあたって、

指針のどのような点が問題とお考えですか。（複数回答可） ⇒５へお進み下さい 

 
   ①どのような情報を営業秘密として管理しておくべきかが記載されていない。 
   ②判例を基にしたミニマムの水準についての記載が乏しく、どの程度の管理を最低

限行っておくべきかが理解しづらい。 
   ③秘密保持契約を締結する際の契約書等の実務で用いるためのツールが添付されて

おらず、活用しづらい。 
   ④ＪＩＳＸ5080 やＩＳＭＳ認証基準等の既存の情報セキュリティ管理規格との関係

が不明確である。 
   ⑤その他 

 
４．（２において④を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければ、その理由を

お教えください。（複数回答可） 

①既に独自に積極的な取組みをおこなっているから。 
②指針の内容を実施していたとしても、不正競争防止法の保護を受けられるとは限

らないから。 
   ③営業秘密の管理の必要性を感じないから。 
   ④コスト等を考えると営業秘密の管理に取組むのは難しいから。 
   ⑤指針の公表前から独自の管理方針を策定して実施しているから。 
   ⑥その他 
 
５．経済産業省では、平成１５年に、意図せざる技術流出の防止に関する企業の参考とな

るべき指針として「技術流出防止指針」を策定しましたがご存知でしたか。 

①指針の内容を実施している。 ⇒３をご回答下さい 
②指針の内容を参考にしつつ、独自の取り組みを行っている。 ⇒３をご回答下さい  
③指針の内容を実施することを検討している。 ⇒３をご回答下さい 
④指針の内容を実施していない。（指針の公表前から独自の管理方針を策定して実施して

いる場合を含む） ⇒４をご回答下さい  
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６．（５において①を選択した場合）貴社では技術流出防止指針の内容を実施しています

か。 
   ①指針の内容を実施している。 ⇒７をご回答下さい 
   ②指針の内容を参考にしつつ、独自の取り組みを行っている。 ⇒７をご回答下さ

い 
③指針の内容を実施することを検討している。 ⇒７をご回答下さい 
④指針の内容を実施していない（指針の公表前から独自の管理方針を策定して実施

している場合を含む）。 ⇒８をご回答下さい 
   
７．（６において①、②又は③を選択した場合）貴社で技術流出防止指針を実施するにあ

たって、指針のどのような点が問題であるとお考えですか。（複数回答可） ⇒（ⅳ）

へお進み下さい 

 
  
 
 
 
 

 
８．（６において④を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければ、その理由を

お教えください。（複数回答可）  
①既に独自に積極的な取組みを行っているから。  

  ②海外進出を行う際に移転する技術又は海外企業との取引の対象となる技術に、特

に流出を防止すべき技術が含まれていないから。 
   ③どのような取組みを行ったとしても技術流出は発生するものと考えているから。 

   ④指針の公表前から独自の管理方針を策定して実施しているから。  
⑤その他 

①知っている。 ⇒６をご回答下さい 
②知らない。 ⇒（ⅳ）へお進み下さい 
③海外企業等と取引等を行っておらず、流出を防止すべき技術が存在しないため、指針に

関心がない。 ⇒（ⅳ）へお進み下み下さい 
 

①失敗事例ばかりで成功事例が記載されていない。 
②海外企業と契約等を行う際に用いる契約書等のツールが添付されておらず、使いづら

い。 
③内容が漠然としていて理解しづらい。 
④その他 
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（ⅳ）不正競争防止法等の周知状況について 

１．特許権を取得していない経済的に有用な技術情報や顧客リスト等の情報、いわゆる

営業秘密に対する侵害について、不正競争防止法では、差止請求、損害賠償請求等の

法的保護が受けられることになっていますが、営業秘密管理の重要性について、社員

に周知するための取組み（情報管理一般に関する周知活動の中で行っている場合を含

む）を行っていますか。 

①社員全体に行っている。 ⇒２、３、４をご回答下さい 

②営業秘密を取り扱う一部の社員にのみ行っている。⇒２、３、４をご回答下さい 

③行っていない。 ⇒Ⅱへお進み下さい 

 

 

２．（１において①を選択した場合）周知のためにどのような取組みを行っていますか。

（複数回答可） 

  ①営業秘密に関する教育の責任者を定め、周知活動を統括させている。 

  ②営業秘密に関する一般的な研修を実施している。 

  ③営業秘密を扱う者の段階に応じた階層ごとの研修を実施している。 

  ④イントラネット等に営業秘密の重要性についての資料を掲載し、閲覧させている。 

  ⑤営業秘密管理に関する教材を作成し配付している。 

  ⑥その他 

 

 

３．（１において①を選択した場合）不正競争防止法に基づき営業秘密としての保護を

受けるためには、a)秘密として管理されていること（秘密管理性）、b)経済的に有用

な情報であること（有用性）、c)公然と知られていない情報であること（非公知性）

の３つの要件が認められなければ営業秘密として保護されませんが、この点について

社員への周知を行っていますか。 

①行っている。  

②行っていない。 

 
 
４．（１において①を選択した場合）昨年、不正競争防止法が改正され（平成１６年１

月１日施行）、従業員等が職務上知りえた営業秘密を不正に漏洩した場合等に、刑事

罰が課せられることとなりましたが、この点についても周知を行っていますか。 
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①行っている。 

②行っていない。  

 

 

                           引き続きⅡ．へお進み下さい        
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Ⅱ．営業秘密及び技術流出に関する過去のトラブルについて 

（ⅰ）営業秘密に関する過去のトラブルについて 

１．対外的な問題にしなかったケースも含めて、企業等との取引や共同プロジェクト等

を通じて、貴社の又は他者から開示を受けた営業秘密が漏洩したことはありますか。 
   
 
 
  

     
２．（１において①、②又は③を選択した場合）どのような営業秘密が漏洩（可能性も含

め）しましたか。（複数回答可） 
①特許出願前の研究開発成果など（技術データを含む） 
②製品又は製造技術（特許出願に足るものであえて営業秘密としているもの） 

  ③生産ノウハウ（特許出願に足らないもの） 
  ④金型や生産設備等の図面 
    ⑤販売マニュアル 
  ⑥顧客名簿・個人情報 
  ⑦他者から預かった営業秘密 
  ⑧その他 

 
３．（１において①、②又は③を選択した場合）差し支えのない範囲で、営業秘密が漏

洩した際の具体的事例をお教え下さい。（自由記述） 
 

４．（１において①、②又は③を選択した場合）原因はどこにあったと考えますか。 
    
 
 
 
 
 
 
５．（１において①、②又は③を選択した場合）その後、営業秘密が漏洩しないよう、何

らかの対策を取りましたか。（複数回答可） ⇒（ⅱ）へお進み下さい 

 

①重要な営業秘密が漏洩したことがある。 ⇒２、３、４、５をご回答下さい 
②それほど重要ではない営業秘密が漏洩したことがある。⇒２、３、４、５をご回答下さい

③漏洩した可能性はあるが事実を確認できなかった。 ⇒２、３、４、５をご回答下さい 
④営業秘密が漏洩したことはない。 ⇒６、７をご回答下さい 

①営業秘密の管理方針が定められていなかった。 
②営業秘密の管理方針はあるが、漏洩した営業秘密は管理の対象になっていなかった。 
③貴社には、営業秘密の管理方針があり、当該営業秘密等は管理対象となっていたが、その

運営が適正になされていなかった。 
④営業秘密の開示先（退職者、ライセンス先含む）が貴社との秘密保持契約に違反した。 
⑤その他 
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６．（１において④を選択した場合）それは何故だと思いますか。 

①営業秘密が漏洩しないための管理方針が明確であり、適正に実施されているから。 
②営業秘密の開示にあたって必ず秘密保持契約を締結しているから。 
③営業秘密に携わる人間との信頼関係が構築されているから。 
④その他 

     
 ７．（１において④を選択した場合）貴社でこれまで営業秘密管理の取組みを行われて

きた中で、最も効果的だったと思われる取組みについてお教え下さい。（自由記述） 
※また、御社におけるそのような取組みに関する資料等がございましたら、本アンケ

ート票をご返信いただく際に合わせてお送りくださいますようお願い致します。 
 
 
（ⅱ）技術流出に関する過去のトラブルについて 

１．これまでに海外との取引や海外での生産等を通じて、何らかの意図せざる技術流出が

発生したことはありますか。 
    
 
 
 
  ２．（１において①にご回答いただいた場合）技術流出が発生した国・地域はどこです

か。 
（複数回答可） 

①全社的に営業秘密の管理方針を明確にした。 
②漏洩に関連した部署において管理方針を明確にした。 
③管理の担当部門や担当者を定めた（兼務を含む）。 
④管理すべき営業秘密の見直しを行った。 
⑤管理方針を適正に実行するために、管理業務の見直しを行った。 
⑥管理方針を適正に実行するために、関連部署等を対象に研修を実施した。 
⑦特に何の対策も取っていない。 
⑧その他 

①発生したことがある。 ⇒２、３、４をご回答下さい 
②発生したことはない。 ⇒Ⅲへお進み下さい  
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 ３．（１において①にご回答いただいた場合）どのような技術が流出しましたか。（複

数回答可） 
①製造ノウハウ 

 ②生産プロセス  
 ③製品・部品の製造に用いる設計図 
 ④機械設備・金型等の設計図 
⑤工場レイアウト 

 ⑥その他 
 
４．（１において①に回答いただいた場合）差し支えのない範囲で、発生した技術流出

の具体的事例についてお教えください。（自由記述） 
 
 

                   引き続きⅢ．へお進み下さい 

 

 

Ⅲ．営業秘密管理及び技術流出防止のために取り組むべき方策について 

１．貴社における営業秘密の管理方法について、何か問題があると考えていますか。 
①問題があると考えている ⇒２をご回答下さい 
②問題があるとは考えていない ⇒３へお進み下さい 

 
２．（１において①を選択した場合）その問題は何ですか（複数回答可） 
 
 
 
 
 

①中国 
②台湾 
③韓国 
④タイ 
⑤ベトナム 
⑥その他 
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①管理方法が適切かどうか自信がない 
②管理方針等の社内体制は整備されているが、すべての社員に徹底するのが困難である。 
③秘密情報であっても営業的価値があるか否かで管理方法が分かれ、さらに営業秘密で

もその対象によって（例えば顧客情報と技術ノウハウ）管理方法や管理主管が分かれ、

管理が複雑になっている 
④営業秘密に該当する情報であるか判断するのが困難である。 
⑤その他 

 

 ３．今後、各企業が営業秘密管理及び技術流出防止を徹底するためには、どのような取

組みが必要と思いますか。（複数回答可） 

  ①各企業において自らが更なる積極的取組みを進める。 

  ②業界毎の営業秘密管理や技術流出に関する自主ルールを作成し、取組みを進める。 

  ③現行の営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の更なる周知徹底をはかる。 

  ④営業秘密管理や技術流出防止のための組織内での取組み手法に関する自己宣言方式

の標準（たとえばＪＩＳ）を制定する。 

  ⑤④の自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）を制定し、政府が実施する調達や契約

の際の条件とする。 

  ⑥営業秘密管理や技術流出防止のための組織内での取組みに関して、第三者が認証す

る方式の標準（たとえばＪＩＳ）を制定する。 

  ⑦営業秘密管理や技術流出防止のための組織内での取組みに関して、政府が営業秘密

管理指針及び技術流出防止指針を超える、何らかの基準を策定・公表する。 

  ⑧その他 

     

４．平成１５年に経済産業省が策定した「営業秘密管理指針」及び「技術流出防止指針」

では、企業の営業秘密管理や技術流出防止の対応策について、「望ましい管理水準」

を記載していますが、両指針に記載してある営業秘密管理及び技術流出防止のための

組織的な管理方法が、自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）として制定されること

を、どのように考えますか。 
 ①標準を制定すべきである。 ⇒５をご回答下さい 
②標準を制定すべきではない。 ⇒６をご回答下さい 

 

 

 

 

 



 

82 

 

５．（４において①を選択した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。（複数

回答可） 

①営業秘密管理への取組みが十分でなく、標準を参考にすることで営業秘密の漏洩及     
び技術の流出を事前に防止することができるから制定すべきである。 
②営業秘密が侵害された場合に、その標準に準拠していることが不正競争防止法に基  

づく一つの目安とできると考えられるから制定すべきである。 
③営業秘密管理の取組みを独自に行うことに自信がない場合に、標準に基づいて自ら

の取組みについてチェックすることができるから、制定すべきである。 
④取引先の企業等の営業秘密管理等に対する要望を充たすための基準としての役割を

果たし得るため、制定すべきである。 
⑤営業秘密管理や技術流出防止への取組みを行うに当たっての社内体制の構築を行う

ための基盤を提供することができるから、制定すべきである。 
⑥それぞれの企業等が独自の方法と用語で管理方法を定めると、取引先の管理状況を

確認する際に無用の確認作業が生じるので、基準となる指標が存在するのが望まし

いから、制定すべきである。 
⑦その他 

 
 ６．（４において②を選択した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。（複数

回答可） 
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７．営業秘密管理指針及び技術流出防止指針では企業の営業秘密管理や技術流出防止の

対応策について記載してありますが、両指針に記載してある営業秘密管理及び技術流

出防止のための組織的な管理方法が、自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）として

制定された場合、貴社ではこの標準を実施すると思いますか。 
 ①実施すると思う。 ⇒８をご回答下さい 

  ②実施しないと思う。 ⇒１０をご回答下さい 
 

８．（７において①を選択した場合）貴社における営業秘密管理ならびに技術流出防止

の体制の整備状況について、必要なレベルに達しているか否かについて、第３者に検

証を依頼したいと思いますか。 
①検証を依頼したい。 ⇒９をご回答下さい 
②検証を依頼しない。 ⇒１１へお進み下さい 

①営業秘密の管理方法は、企業規模、業種、営業秘密の種類、取引の態様、取引先の属

する国等によって必然的に異なるものだから、そもそも標準を定めることには馴染ま

ない。 
②各企業の実態に沿った独自の取組みをかえって阻害してしまうことになるので制定

すべきでない。 
③自己宣言方式の標準を活用する場合、標準に準拠していることを評価結果として対外

的に公表しなければならなくなり、企業にとって負担が大きくなるので、制定すべき

ではない。 
④企業内で標準を実施したとしても不正競争防止法に基づく保護を受けられるとは限

らないから、制定の意味はない。 
⑤標準を実施するには、社内体制の整備や自己宣言を行う等の様々なコストがかかるか

ら、制定すべきではない。 
⑥標準が制定されると、取引先等から当該標準の採用（管理体制の変更）を要求される

ことが予想され、既に管理体制を整備している企業にとっては、余分な負担を強いら

れるので、制定すべきではない 
⑦たとえ自己宣言方式の標準としたとしても、やがて必ず第３者認証のための標準とし

て使われることになるので、制定すべきではない。 
⑧取引先の要望を充たすには秘密保持契約を結ぶことで対応すべきであるから、制定す

る必要はない。 
⑨企業における情報管理については、既にＩＳＭＳ適合性評価制度やＪＩＳＸ５０８０

が存在するので、屋上屋を重ねるような新たな標準は不要である。 
⑩標準を実施するメリットは感じられないから、制定は不要である。 
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９．（８において①を選択した場合）どのような機関に検証を依頼すると思いますか。     

⇒１１へお進み下さい 

①コンサルティング会社に依頼する。 
②監査法人に依頼する。 
③弁護士事務所に依頼する。 
④弁理士事務所に依頼する。 
⑤①～④以外の第三者機関に検証を依頼する。 
⑥その他外部識者に依頼する。  

    
10．（７において②を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければ、その理由

をお教え下さい。（複数回答可） 
 ①既に独自に積極的な取り組みを行っており、これ以上の取組みは必要ないから。 
②営業秘密の管理方法は、企業規模・業種・営業秘密の種類等によって、必然的に異な

るものだから。 
 ③営業秘密の管理方法は、各企業が自己責任で策定し実施するものだから。 
④現在、企業では自己責任のもとに独自に営業秘密管理を実施しており、ＪＩＳのよう

な標準を必要としていないから。 
⑤標準を実施しなくても、秘密管理性、非公知性、有用性の３要件を充たせば不正競争

防止法の保護が受けられるから。 
⑥その他      

  
 
11．上述（Ⅲ．４）の標準化がなされた場合、各社での営業秘密管理及び技術流出防止

への取組みが進むと思いますか。 
  ①現在十分な取組みを行っておらず、取組みの目安となるべき標準があれば取組みが

進むと思う。  

②標準のあるなしに関わらず、取組みが進むと思う。 
③標準化がなされた場合、第三者から標準の採用を求められると、企業の実態に沿っ

た独自の取組みをかえって阻害する。 
④標準があっても取組みは進まないと思う。  

   
12．営業秘密管理指針が標準化された場合、取引先や共同プロジェクトの相手企業等が

これを実施しているか否かを、取引を開始するにあたり考慮すると思いますか。 
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 13．営業秘密管理指針が標準化された場合に、取引先や共同プロジェクトの相手企業等

から、貴社における営業秘密の管理方法として、この標準を実施することを求められ

た場合、これを実施すると思いますか。 
①実施すると思う。  

  ②実施しないと思う。   
  ③秘密保持契約を締結することで相手方の要求の真意は満たされるので、標準を実施

するか否かは、相手方の要求とは無関係に判断する。 
④現時点では分からない。  

   
14．営業秘密管理指針が標準化された場合、取引を行う海外企業等がこの標準の内容を

実施することを希望しますか。 
 ①希望する。 
 ②希望しない。 
 ③秘密保持契約を締結することで対応し、標準の実施までは特に希望しない。 

 

 

①考慮すると思う。  
②標準を実施していたとしても、適切に営業秘密が管理されているか確証が持てないから特

に考慮しないと思う。 
③営業秘密を開示する際には秘密保持契約をきちんと締結するので、標準の実施は特に考慮

しない。 

引き続きⅣへお進み下さい
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Ⅳ．その他 

 

１．不正競争防止法に関するご意見・ご要望があればご記入下さい。（自由記述） 
 
２．営業秘密管理、技術流出防止に関する経済産業省の取組みについて、ご意見・ご要望

があればご記入下さい。（自由記述） 
 

 

これでアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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アンケート様式（中小企業宛）
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営業秘密管理及び技術流出防止に関するアンケートへのご協力のお

願い 

        

平 成 １ ６ 年 ８ 月 
                      (財 )日 本 規 格 協 会 

                   経 済 産 業 省 
 
 ２００３年７月、小泉総理大臣が本部長を務める知的財産戦略本部において

「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」（以下「知的財産推進計画」

という。）が策定されました。この知的財産推進計画には、我が国の産業競争力

強化の観点からの具体的行動計画が記載されていますが、その中で営業秘密管

理や技術流出防止についても取り上げられており、また、今年の５月２７日に

取りまとめられた「知的財産推進計画２００４」では、これらについて次の記

述が盛り込まれました。 
 

営業秘密管理や技術流出防止に関する企業の取組を進めるため、「営業秘密管理指針」

や「技術流出防止指針」に記載された組織内マネジメントについて、自己適合方式※を

前提としたＪＩＳ化をすべく検討し、２００５年度末までに結論を得る。  
                              （経済産業省） 

※組織が、規格に書かれている事柄を組織の運営管理システムが満たしていることを、

自組織で評価及び判断し、自己の責任において、その評価結果や判断結果を対外的に

宣言（公表）すること 

 

 これらの決定を受け、国内標準化活動を行っている(財)日本規格協会では、

経済産業省の協力の下、今年３月に「営業秘密管理指針及び技術流出防止指針

の標準化検討委員会（委員長：髙 巌（麗澤大学教授））を設置し、上記２指針

の標準化の必要性に関する検討を行い、その結果に基づいて、ＪＩＳ原案の作

成の検討を行うこととしています（今年度の委員会における「標準化の必要性

の検討」については、(社)日本機械工業連合会の標準化検討事業として実施し

ています）。 
この委員会での標準化の必要性についての検討にあたり、民間企業における

これら２指針の周知状況や、営業秘密管理及び意図せざる技術流出防止に関す

る取り組みの現状の把握が必要であると考えております。 
          

 そこで、日本商工会議所、東京商工会議所、東大阪商工会議所の各団体のご
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協力の下、営業秘密管理及び意図せざる技術流出防止の実務に携わられておら

れる皆様から、各企業における取り組みの現状についてご教示いただき、現状

を把握させていただいた上で、標準化の必要性を委員会で検討してまいりたい

と考えております。 
つきましては、ご多忙のところ大変恐縮ですが、何卒、本アンケートの趣旨

をご理解いただき、下記要領に基づき、別紙調査票及び回答票にご回答いただ

きたく、お願い申し上げる次第です。 
 なお、頂いたご回答は、すべて統計的に処理いたしますとともに、事前のご

承諾なく、ご回答企業を判別できる形で外部に公表することは一切ございませ

ん。 
ご多忙のところ大変恐縮ですが、何卒、本アンケートの趣旨をご理解いただ

き、是非ご協力くださいますようお願い申し上げます。 
 

 

記 
 
１．アンケート調査票 
  アンケートにご回答いただくにあたり、大変お手数ですが、同封の営業秘

密管理及び技術流出防止に関するアンケート調査票へのご記入をお願い致し

ます。 
 
２．アンケートご回答者 
  貴社における営業秘密管理及び技術流出防止のご担当者様よりそれぞれご

回答下さいますようお願い致します。（直接に、営業秘密管理及び技術流出

防止のご担当者がいらっしゃらない場合には、最も関連すると思われる業務

のご担当者よりご回答下さいますようお願い致します） 
 

３．ご回答期限 
本年９月３０日（木）までに、下記宛て返信用封筒にてご送付ください。 

〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関１－３－１ 
            経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 
 
４．お問い合わせ 

財団法人日本規格協会標準部認証規格課 井上 
TEL:03-5770-1569    E-mail m_inoue@jsa.or.jp 

経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 福田、清水 



 

90 

TEL:03-3501-3752  E-mail: fukuda-satoshi@meti.go.jp 
shimizu-taichi@meti.go.jp 

 
（注１） 調査結果の利用について： 

頂いた個々のご回答は、本委員会における検討にのみ用い、他の用途には使用いた

しません。加えて、ご回答はすべて統計的に処理するとともに、事前のご承諾なく、

ご回答企業を判別できる形で外部に公表することは一切ありません。 

 

（注２） 関連する法律及び指針について： 

本アンケートに主として関係する「不正競争防止法」や「営業秘密管理指針」及び

「技術流出防止指針」に関して、詳しくお知りになりたい場合には、例えば、下記ホ

ームページをご参照下さい。 

http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.html 

 

（注３） 本アンケートで頻出する用語の定義について： 

• 「営業秘密」とは、 

a）秘密として管理されていること（秘密管理性）、 

b）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）、 

c）公然と知られていないこと（非公知性） 

の３要件を具備した情報として定義されます（不正競争防止法第２条第４項参

照）。 

具体的には、上記３要件を満たすような、顧客名簿や実験データ、生産技術

等が想定されます。個人的な洞察又は経験に基づく秘訣やコツといった、いわ

ゆる「ノウハウ」は、必ずしも上記３要件を満たすとは限らないため、不正競

争防止法上の「営業秘密」とは、概念的に完全には一致しません。 

• 「標準」とは、本アンケートでは便宜的に、日本工業標準調査会が制定する日

本工業規格（ＪＩＳ）のみならず、標準仕様書（ＴＳ）や標準報告書（ＴＲ）

を含むものとします。 

 なお、「標準」には、準拠を強制される標準（例えば自動車の部品の安全性に

関するＪＩＳ）と任意の標準（標準を実施するか否かは企業等が自由に決定す

る標準）が存在しますが、営業秘密管理及び技術流出防止の標準化を検討する

にあたっては、任意の標準を想定した検討を行っております。 

 

（注４） 参考となる資料添付のお願い： 

貴社における営業秘密管理及び技術流出防止の取組実態や過去に経験した具体的

事例に関して、貴社においてこれまでに作成された資料や新聞記事等であって、本
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アンケートの参考となる資料がございましたら、差し支えない範囲でアンケート用

紙に添付下さい。また、資料が大部に渡り、本アンケートの返信用封筒に入りきら

ない等の場合がございましたら、上述の「問合せ先」記載の連絡先までご一報下さ

い（E－mail での資料のご送付、ご連絡も可能です）。  
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Ⅰ．営業秘密管理や技術流出防止に関する取組み状況について 

（ⅰ）不正競争防止法の周知状況について 

１．特許権を取得していない経済的に有用な技術情報や顧客リスト等の情報、いわゆる

営業秘密に対する侵害について、不正競争防止法では、差止請求、損害賠償請求等の

法的保護が受けられることをご存知ですか。 

①知っている。 ⇒２、３、４をご回答下さい 

②知らない。 ⇒（ⅱ）へお進み下さい 

 

２．（１において①を選択した場合）不正競争防止法に基づき営業秘密としての保護を

受けるためには、a)秘密として管理されていること（秘密管理性）、b)経済的に有用

な情報であること（有用性）、c)公然と知られていない情報であること（非公知性）

の３つの要件が認められなければ、営業秘密として保護されないことをご存知ですか。 

①知っている。  
②知らない。 

 

３．（１において①を選択した場合）昨年、不正競争防止法が改正され（平成１６年１

月１日施行）、営業秘密の侵害に対する刑事罰が導入されたことをご存知ですか。 

①知っている。  
②知らない。  

 

４．（１において①を選択した場合）不正競争防止法では、他者（例えば共同プロジェク

トを行っている企業等）の有する営業秘密の管理について、損害賠償や刑事訴追等の

責任を問われる可能性があることをご存知ですか。 

①損害賠償の責任を問われる可能性があることは知っている。 
②刑事訴追の責任を問われる可能性があることは知っている。 

③上記の①、②ともに知っている。 

④いずれも知らない。 

 

 

(ⅱ)．営業秘密管理に関する取組みについて 

１．上述（（ⅰ）１．）のように、特許権を取得していない経済的に有用な技術情報や

顧客リスト等の情報、いわゆる営業秘密に対する侵害について、不正競争防止法では、

差止請求、損害賠償請求等の法的保護が受けられることになっていますが、貴社では、

営業秘密の管理を組織として計画的に行っていますか。 
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２．（１において①を選択した場合）貴社では、どのような情報を営業秘密として管理し

ていますか。（複数回答可） 
   ①特許出願前の研究開発成果など（技術データを含む） 

  ②製品又は製造技術（特許出願に足るものの敢えて営業秘密としているもの） 
  ③生産ノウハウ（特許出願に足らないもの） 
  ④金型等の図面  
  ⑤販売マニュアル 
  ⑥顧客名簿・個人情報 
  ⑦他社から預かった営業秘密 

⑧その他 
 

 ３．（１において①を選択した場合）貴社では何件程度の営業秘密を管理していますか。 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
４．（１において①を選択した場合）貴社では営業秘密についてどのような管理を行って

いますか。（複数回答可）⇒６をご回答下さい 

 

①行っている。 ⇒２、３、４をご回答下さい。 
②現在は行っていないが、今後行う予定がある。 ⇒９へお進み下さい 
③現在も行っていないし、今後とも行う予定もない。 ⇒５をご回答下さい 

④不正競争防止法の存在自体を知らなかった。 ⇒９へお進み下さい 

①１～５０件 
②５１～１００件 
③１０１～２００件 
④２０１～３００件 
⑤３０１件以上 
⑥これまで数えたことがないので総数を把握していない。 
⑦営業秘密は各支社や工場単位で存在し、それぞれが管理しているので、社として   

の総数は把握していない。 
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５．（１において③を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければその理由をお

教え下さい。 ⇒９へお進み下さい 

①営業秘密の管理の必要性を感じないから。 
②コスト等を考えると、営業秘密の管理に取組むのは難しいから。 
③その他 

 
６．（４にご回答いただいた場合）貴社では、営業秘密を管理するにあたり、自己の有す

る営業秘密と、取引や共同プロジェクトを行っている企業等の他者の営業秘密を区別し

て管理していますか。 
    ①区別して管理している。 ⇒７をご回答下さい 
    ②区別して管理していない。 ⇒８をご回答下さい 
     
７．（６において①を選択した場合）差し支えなければどのように区別して管理している

かをお教えください。 
   ①取引や共同プロジェクトの相手先等と営業秘密の管理方法について何らかの取り

決めを行った上で、取り決めに従い管理している。 
   ②取引や共同プロジェクトの相手先等と営業秘密の管理方法について、特段の取り

決めは行っていないが、社内で分別した上で管理している。 
③取引や共同プロジェクトを行っている相手先等との間で、秘密保持契約を締結し

た上で、管理を行っている。 
④その他 

 
８．（６において②を選択した場合）差し支えなければその理由をお教え下さい。 

①社内の営業秘密管理方針を策定している。 
②営業秘密として管理する必要のあるものとないものに分類した上で、必要なものについて

管理するようにしている。 
③営業秘密について、社内でアクセスできる者を制限するようにしている。 
④他の企業や大学等と取引や共同プロジェクト等を行う場合に、秘密保持契約を締結するよ

うにしている。 
⑤他の企業や大学と取引や共同プロジェクト等を行う場合、相手先から提供される営業秘密

又は貴社から提供する営業秘密の具体的な管理方法について相手先と協議している。 
⑥総合的な情報セキュリティ管理の一環として、営業秘密の管理を行っている。 
⑦その他    
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①特に他者から営業秘密の提供を受けていないから。 
   ②コスト等を考えると、営業秘密の管理に取組むのは難しいから。 
   ③その他   
 
９．過去に、取引先や共同プロジェクトの相手先企業等を選定するにあたり、候補となる

企業等の営業秘密管理に関する取組みを考慮したことがありますか。 
    

 
 
 
 
10．（９において③を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければその理由をお

教え下さい。 
   ①社内で営業秘密の管理を行っていないので、他者に求める必要はないから。 
   ②取引や共同プロジェクトを行う場合でも、秘密保持契約を結ばなければならない

ほどの営業秘密を開示することはないから。 
③その他 

 
11．取引や共同プロジェクトの相手先企業等から、貴社における営業秘密の管理強化を求

められ 
たことはありますか。 

 
①求められたことがある。 ⇒１２をご回答下さい 

  ②求められたことはない。 ⇒１３へお進み下さい  

 

12.（１１において①を選択した場合）どのように対応しましたか。貴社の取組みをお教

え下さい。（複数回答可） 

   ①取引や共同プロジェクトの相手先企業等と秘密保持契約を締結した。 

   ②社内の秘密管理体制を強化した。 

   ③特に対応しなかった。 

   ④その他 

 
13．もし、取引や共同プロジェクトの相手先企業等の営業秘密の管理水準が自社と異なっ

ていたり、複数の取引先から、秘密保持契約の内容として、それぞれ異なった管理方

法の採用を要求された場合、どのように対応しますか。（複数回答可） 

①営業秘密を開示する際には必ず秘密保持契約を締結する。 ⇒１１へお進み下さい 
②相手方の評判等に基づき、必要に応じ考慮することもある。 ⇒１１へお進み下さい 
③取組みを考慮したことはない。 ⇒１０をご回答下さい  
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14．これまで、貴社における営業秘密の管理状況について、他社から監査の要求を受けた

ことがありますか。 

   ①ある。 ⇒１５をご回答下さい  

   ②ない。 ⇒１６をご回答下さい  

 

15．（14 において①を選択した場合）どのように対応しましたか。 

   ①監査を受け入れた。 ⇒（ⅱ）へお進み下さい 

   ②監査を拒否した。 ⇒（ⅱ）へお進み下さい 

  

16．（14 において②を選択した場合）もし、貴社における営業秘密の管理方法について、

取引や共同プロジェクトの相手先企業等からの監査要求があった場合はどうしますか。 

  ①全ての取引や共同プロジェクトの相手先企業等からの監査要求を受け入れる。 

   ②管理方法や備置すべき書面等及び監査が当該相手先企業等との間の秘密保持契約で

合意されている場合には、監査要求を受け入れる。 

③監査の扱いについては、秘密保持契約の締結にあたって、契約全体の中で合意でき

る扱いを模索し、その内容に従って取り扱う。 

④ＩＳＯ９０００のような第３者機関による認証制度があれば、これを活用したい。 

⑤営業秘密管理は企業内部の問題であり、取引や共同プロジェクトの相手先企業等か

らの要求といえども拒否していく。 

⑥その他  

 
 

(ⅲ)．技術流出防止に関する取組みについて 

①全ての取引や共同プロジェクトの相手先企業等に対して、自社の管理方法に合わせるよう

要求したい。  
②第３者の作成した目安となるべき基準があれば、取引や共同プロジェクトの相手先企業に

対してこれに準拠するよう要求したい。 
③取引や共同プロジェクトの相手先企業等の全ての要求を充たすよう努力したい。 
④自社内部のことについては、外部から調べようがないので、自社独自の方法で対応する。 
⑤自社内で営業秘密の管理を行っていないので、取引先からも要求されないし、自らも要求

しない。 
⑥相手先企業の営業秘密の取り扱いについては、秘密保持契約の締結の際に、取引先企業で

の扱いや自社の扱いを踏まえつつ、契約全体の中で合意できるやり方を模索する。 
⑦その他 



 

97 

１．日本企業が中国をはじめとするアジア諸国等の知的財産権保護の弱い国に製造拠点を

設けた場合やそのような国の企業と取引等を行う場合に、自分の予想した範囲を超えた

技術が当該国の競業企業等に流出し、日本企業の競争力低下につながっているとの指摘

があります。貴社では、このような「意図せざる技術流出」を防止するために、例えば

「３．（本ページ）」に掲げるような取組みを行っていますか。 
   ①取組みを行っている。 ⇒２、３をご回答下さい 
   ②取組みを行っていない。 ⇒（ⅳ）へお進み下さい 

  
２．（１において①を選択した場合）貴社が「意図せざる流出」を防止したい技術はどの

ような技術ですか。（複数回答可）  
   ①製造ノウハウ 
   ②生産プロセス  
   ③製品・部品の製造に用いる設計図 
   ④機械設備・金型等の設計図 

⑤工場レイアウト 
   ⑥その他 
 
３．（１において①を選択した場合）貴社における技術流出防止に関する取組みについて

お教え下さい。（複数回答可）  
 

   ①社内の技術流出防止基本方針を策定している。 
   ②現場向けの技術流出防止管理マニュアルを策定している。 
   ③技術流出防止のための社内組織体制を整備している。 
   ④海外進出を行っているため、現地の法体系等を参照の上、技術流出防止に関する

取組みを行っている。 
  ⑤外国企業との取引等を行う場合には、ライセンス契約等をはじめとする、機密保

持のための何らかの契約を締結している。 
  ⑥流出を防止したい技術について、営業秘密管理の一環で管理している。 

   ⑦その他 
 

(ⅳ)．営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の周知状況について 

１．経済産業省では、平成１５年に、営業秘密の管理に関する企業の参考となるべき指針

として、「営業秘密管理指針」を策定しましたがご存知でしたか。 
   ①知っている。 ⇒２をご回答下さい  

②知らない。 ⇒５へお進み下さい 
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２．（１において①を選択した場合）貴社では、研究開発や生産工場等の現場を含め、営

業秘密管理指針の内容を実施されていますか。 
   
 
 
 
 
 

 
３．（２において①、②又は③を選択した場合）営業秘密管理指針を実施するにあたって、

指針のどのような点が問題とお考えですか。（複数回答可）⇒５へお進み下さい 

   ①どのような情報を営業秘密として管理しておくべきかが記載されていない。 
   ②判例を基にしたミニマムの水準についての記載が乏しく、どの程度の管理を最低

限行っておくべきかが理解しづらい。 
   ③秘密保持契約を締結する際の契約書等の実務で用いるためのツールが添付されて

おらず、活用しづらい。 
④ＪＩＳＸ5080やＩＳＭＳ認証基準等の既存の情報セキュリティ管理規格との関係

が不明確である。 
⑤その他 

 
４．（２において④を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければ、その理由を

お教えください。（複数回答可） 

①既に独自に積極的な取組みをおこなっているから。 
②指針の内容を実施していたとしても、不正競争防止法の保護を受けられるとは限

らないから。 
   ③営業秘密の管理の必要性を感じないから。 

④コスト等を考えると営業秘密の管理に取組むのは難しいから。 
⑤指針の公表前から独自の管理方針を策定して実施しているから。 
⑥その他 

 
 
５．経済産業省では、平成１５年に、意図せざる技術流出の防止に関する企業の参考とな

るべき指針として、「技術流出防止指針」を策定しましたがご存知でしたか。 

①指針の内容を実施している。 ⇒３をご回答下さい 
②指針の内容を参考にしつつ、独自の取り組みを行っている。 ⇒３をご回答下さい  
③指針の内容を実施することを検討している。 ⇒３をご回答下さい 
④指針の内容を実施していない。（指針の公表前から独自の管理方針を策定して実施して

いる場合を含む） ⇒４をご回答下さい  
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６．（５において①を選択した場合）貴社では技術流出防止指針の内容を実施しています

か。 
    
 
 
 
 

   
 
７．（６において①、②又は③を選択した場合）貴社で技術流出防止指針を実施するにあ

たって、指針のどのような点が問題であるとお考えですか。（複数回答可） ⇒Ⅱへお

進み下さい 

 
  

 
 
 
 
 
 
８．（６において④を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければ、その理由を

お教えください。（複数回答可）  
 

①既に独自に積極的な取組みを行っているから。  
  ②海外進出を行う際に移転する技術又は海外企業との取引の対象となる技術に、特

に流出を防止すべき技術が含まれていないから。 
   ③どのような取組みを行ったとしても技術流出は発生するものと考えているから。 

   ④指針の公表前から独自の管理方針を策定して実施しているから。  
⑤その他の内容  

 

①知っている。 ⇒６をご回答下さい 
②知らない。 ⇒Ⅱへお進み下さい 
③海外企業等と取引等を行っておらず、流出を防止すべき技術が存在しないため、指針に

関心がない。 ⇒Ⅱへお進み下み下さい 

①指針の内容を実施している。 ⇒７をご回答下さい 
   ②指針の内容を参考にしつつ、独自の取り組みを行っている。 ⇒７をご回答下さ

い 
③指針の内容を実施することを検討している。 ⇒７をご回答下さい 
④指針の内容を実施していない（指針の公表前から独自の管理方針を策定して実施してい

る場合を含む）。 ⇒８をご回答下さい  

①失敗事例ばかりで成功事例が記載されていない。 
②海外企業と契約等を行う際に用いる契約書等のツールが添付されておらず、使いづら

い。 
③内容が漠然としていて理解しづらい。 
④その他 
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                           引き続きⅡ．へお進み下さい        
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Ⅱ．営業秘密及び技術流出に関する過去のトラブルについて 

（ⅰ）営業秘密に関する過去のトラブルについて 

１．対外的な問題にしなかったケースも含めて、企業等との取引や共同プロジェクト等

を通じて、貴社の又は他者から開示を受けた営業秘密が漏洩したことはありますか。 
   
 
 
 
  

    
２．（１において①、②又は③を選択した場合）どのような営業秘密が漏洩（可能性も含

め）しましたか。（複数回答可） 
①特許出願前の研究開発成果など（技術データを含む） 

  ②製品又は製造技術（特許出願に足るものであえて営業秘密としているもの） 
  ③生産ノウハウ（特許出願に足らないもの） 
  ④金型や生産設備等の図面 
  ⑤販売マニュアル 
  ⑥顧客名簿・個人情報 
  ⑦他者から預かった営業秘密 

 ⑧その他 
 
３．（１において①、②又は③を選択した場合）差し支えのない範囲で、営業秘密が漏

洩した際の具体的事例をお教え下さい。（自由記述） 
 
４．（１において①、②又は③を選択した場合）原因はどこにあったと考えますか。 

   ①営業秘密の管理方針が定められていなかった。 
②営業秘密の管理方針はあるが、漏洩した営業秘密は管理の対象になっていなかっ

た。 
③貴社には、営業秘密の管理方針があり、当該営業秘密等は管理対象となっていた

が、その運営が適正になされていなかった。 
④営業秘密の開示先（退職者、ライセンス先含む）が貴社との秘密保持契約に違反

した。 
⑤その他 

 
５．（１において①、②又は③を選択した場合）その後、営業秘密が漏洩しないよう、何

らかの対策を取りましたか。（複数回答可） ⇒（ⅱ）へお進み下さい 

①重要な営業秘密が漏洩したことがある。 ⇒２、３、４、５をご回答下さい 
②それほど重要ではない営業秘密が漏洩したことがある。⇒２、３、４、５をご回答下さい

③漏洩した可能性はあるが事実を確認できなかった。 ⇒２、３、４、５をご回答下さい 
④営業秘密が漏洩したことはない。 ⇒６、７をご回答下さい 
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   ①全社的に営業秘密の管理方針を明確にした。 
②漏洩に関連した部署において管理方針を明確にした。 
③管理の担当部門や担当者を定めた（兼務を含む）。 
④管理すべき営業秘密の見直しを行った。 
⑤管理方針を適正に実行するために、管理業務の見直しを行った。 
⑥管理方針を適正に実行するために、関連部署等を対象に研修を実施した。 
⑦特に何の対策も取っていない。 
⑧その他 

 
６．（１において④を選択した場合）それは何故だと思いますか。理由をお教え下さい。 

①営業秘密が漏洩しないための管理方針が明確であり、適正に実施されているから。 
②営業秘密の開示にあたって必ず秘密保持契約を締結しているから。 
③営業秘密に携わる人間との信頼関係が構築されているから。 
④その他 

 

 ７．（１において④を選択した場合）貴社でこれまで営業秘密管理の取組を行われてき

た中で、最も効果的だったと思われる取組みについてお教え下さい。（自由記述） 

  ※また、御社におけるそのような取組みに関する資料等がございましたら、本アンケ

ート票をご返信いただく際に合わせてお送りくださいますようお願い致します。 

 

 

（ⅱ）技術流出に関する過去のトラブルについて 

１．これまでに海外との取引や海外での生産等を通じて、何らかの意図せざる技術流出が

発生したことはありますか。 
    
 
 
  
   
２．（１において①にご回答いただいた場合）技術流出が発生した国・地域はどこです

か。 
（複数回答可） 

①発生したことがある。 ⇒２、３、４をご回答下さい 
②発生したことはない。 ⇒Ⅲへお進み下さい  
③海外と取引等を行っておらず、流出を防止すべき技術が無い。 ⇒Ⅲへお進み下さい 
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 ３．（１において①にご回答いただいた場合）どのような技術が流出しましたか。（複

数回答可） 
①製造ノウハウ 
②生産プロセス  
③製品・部品の製造に用いる設計図 
④機械設備・金型の設計図 
⑤工場レイアウト 
⑥その他 
４．（１において①に回答いただいた場合）差し支えのない範囲で、技術流出が発生した

際の具体的事例についてお教えください（自由記述） 
        

     引き続きⅢ．へお進み下さい 

 

Ⅲ．営業秘密管理及び技術流出防止のために取り組むべき方策について 

１．貴社における営業秘密の管理方法について、何か問題があると考えていますか。 
①問題があると考えている。 ⇒２をご回答下さい 
②問題があるとは考えていない。 ⇒３へお進み下さい 

 
２．（１において①を選択した場合）その問題は何ですか（複数回答可） 
①管理方法が適切かどうか自信がない。 
②管理方針等の社内体制は整備されているが全ての社員に徹底するのが困難である。 
③秘密情報であっても営業的価値があるか否かで管理方法が分かれ、さらに営業秘密で

もその対象によって（例えば顧客情報と技術ノウハウ）管理方法や管理主管が分かれ、

管理が複雑になっている。 
④営業秘密に該当する情報であるか判断するのが困難である。 
⑤その他 

 
 ３．今後、各企業が営業秘密管理及び技術流出防止を徹底するためには、どのような取

①中国 
②台湾 
③韓国 
④タイ 
⑤ベトナム 
⑥その他 
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組みが必要と思いますか。（複数回答可） 

  ①各企業において自らが更なる積極的取組みを進める。 

  ②業界毎の営業秘密管理や技術流出に関する自主ルールを作成し、取組みを進める。 

  ③現行の営業秘密管理指針及び技術流出防止指針の更なる周知徹底をはかる。 

④営業秘密管理や技術流出防止のための組織内での取組み手法に関する自己宣言方式

の標準（たとえばＪＩＳ）を制定する。 

⑤④の自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）を制定し、政府が実施する調達や契約

の際の条件とする。 

⑥営業秘密管理や技術流出防止の組織内での取組みに関して、第三者が認証する方式

の標準（たとえばＪＩＳ）を制定する。 

⑦営業秘密管理や技術流出防止のための組織内での取組みに関して、政府が営業秘密

管理指針及び技術流出防止指針を超える何らかの基準を策定・公表する。 

⑧その他 

       

４．平成１５年に経済産業省が策定した「営業秘密管理指針」及び「技術流出防止指針」

では、企業の営業秘密管理や技術流出防止の対応策について、「望ましい管理水準」

を記載していますが、両指針に記載してある営業秘密管理及び技術流出防止のための

組織的な管理方法が、自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）として制定されること

を、どのように考えますか。 
 ①標準を制定すべきである。 ⇒５をご回答下さい 
②標準を制定すべきではない。 ⇒６をご回答下さい 

 

５．（４において①を選択した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。（複数

回答可） 
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 ６．（４において②を選択した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。（複数

回答可） 

①営業秘密管理への取組みが十分でなく、標準を参考にすることで営業秘密の漏洩及び技術

の流出を事前に防止することができるから制定すべきである。 
②営業秘密が侵害された場合に、その標準に準拠していることが不正競争防止法に基づく一

つの目安とできると考えられるから制定すべきである。 
③営業秘密管理の取組みを独自に行うことに自信がない場合に、標準に基づいて自らの取組

みについてチェックすることができるから、制定すべきである。 
④取引先の企業等の営業秘密管理等に対する要望を充たすための基準としての役割を果た

し得るため、制定すべきである。 
⑤営業秘密管理や技術流出防止への取組みを行うに当たっての社内体制の構築を行うため

の基盤を提供することができるから、制定すべきである。 
⑥それぞれの企業等が独自の方法と用語で管理方法を定めると、取引先の管理状況を確認す

る際に無用の確認作業が生じるので、基準となる指標が存在するのが望ましいため、制定す

るべきである。 
⑦その他 
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７．営業秘密管理指針及び技術流出防止指針では企業の営業秘密管理や技術流出防止の

対応策について記載してありますが、両指針に記載してある営業秘密管理及び技術流

出防止のための組織的な管理方法が、自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）として

制定された場合、貴社ではこの標準を実施すると思いますか。 
  ①実施すると思う。 ⇒８をご回答下さい 
  ②実施しないと思う。 ⇒１０をご回答下さい 
    

８．（７において①を選択した場合）貴社における営業秘密管理ならびに技術流出防止

の体制の整備状況について、必要なレベルに達しているか否かについて、第３者に検

証を依頼したいと思いますか。 
 

①営業秘密の管理方法は、企業規模、業種、営業秘密の種類、取引の態様、取引先の 
属する国等によって必然的に異なるものだから、そもそも標準を定めることには馴 
染まない。 
②各企業の実態に沿った独自の取組みをかえって阻害してしまうことになるので制定 
すべきでない。 
③自己宣言方式の標準を活用する場合、標準に準拠していることを評価結果として対 
外的に公表しなければならなくなり、企業にとって負担が大きくなるので、制定す 
べきではない。 
④企業内で標準を実施したとしても不正競争防止法に基づく保護を受けられるとは限 
らないから、制定の意味はない。 
⑤標準を実施するには、社内体制の整備や自己宣言を行う等の様々なコストがかかる 
から、制定すべきではない。 
⑥標準が制定されると、取引先等から当該標準の採用（管理体制の変更）を要求され 
ることが予想され、既に管理体制を整備している企業にとっては、余分な負担を強 
いられるので、制定すべきではない。 
⑦たとえ自己宣言方式の標準としたとしても、やがて必ず第３者認証のための標準と 
して使われることになるので、制定すべきではない。 
⑧取引先の要望を充たすには秘密保持契約を結ぶことで対応すべきであるから、制定する必

要はない。 
⑨企業における情報管理については、既にＩＳＭＳ適合性評価制度やＪＩＳＸ５０８０が存

在するので、屋上屋を重ねるような新たな標準は不要である。 
⑩標準を実施するメリットは感じられないから、制定は不要である。 
⑪その他 
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９．（８において①を選択した場合）どのような機関に検証を依頼すると思いますか。    

⇒１１へお進み下さい 

①コンサルティング会社に依頼する。 
②監査法人に依頼する。 
③弁護士事務所に依頼する。 
④弁理士事務所に依頼する。 
⑤①～④以外の第三者機関に検証を依頼する。 
⑥その他外部識者に依頼する。  

 
10．（７において②を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければ、その理由

をお教え下さい。（複数回答可） 
   ①既に独自に積極的な取り組みを行っており、これ以上の取組みは必要ないから。 
  ②営業秘密の管理方法は、企業規模・業種・営業秘密の種類等によって、必然的に異

なるものだから。 
  ③営業秘密の管理方法は、各企業が自己責任で策定し実施するものだから。 

④現在、企業では自己責任のもとに独自に営業秘密管理を実施しており、ＪＩＳのよう

な標準を必要としていないから。 
⑤標準を実施しなくても、秘密管理性、非公知性、有用性の３要件を充たせば不正競争

防止法の保護が受けられるから。 
⑥その他 

 
 
11．上述（Ⅲ．４）の標準化がなされた場合、各社での営業秘密管理及び技術流出防止

への取組みが進むと思いますか。 
 ①現在十分な取組みを行っておらず、取組みの目安となるべき標準があれば取組みが 

進むと思う。 
②標準のあるなしに関わらず、取組みが進むと思う。  
③標準化がなされた場合、第三者から標準の採用を求められると、企業の実態に沿っ

た独自の取組みをかえって阻害する。 
④標準があっても取組みは進まないと思う。  

   

①検証を依頼したい。 ⇒９をご回答下さい 
②検証は依頼しない。 ⇒１１へお進み下さい 
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12．営業秘密管理指針が標準化された場合、取引先や共同プロジェクトの相手企業等が

これを実施しているか否かを、取引を開始するにあたり考慮すると思いますか。 
  ①考慮すると思う。 
②標準を実施していたとしても、適切に営業秘密が管理されているか確証が持てない

から特に考慮しないと思う。 
③営業秘密を開示する際には秘密保持契約をきちんと締結するので、標準の実施は特に

考慮しない。 
 
 13．営業秘密管理指針が標準化された場合に、取引先や共同プロジェクトの相手企業等

から、貴社における営業秘密の管理方法として、この標準を実施することを求められ

た場合、これを実施すると思いますか。 
①実施すると思う。  

  ②実施しないと思う。   
   ③秘密保持契約を締結することで相手方の要求の真意は満たされるので、標準を実施す

るか否かは、相手方の要求とは無関係に判断する。 
④現時点では分からない。  

   
14．営業秘密管理指針が標準化された場合、取引を行う海外企業等がこの標準の内容を 

実施することを希望しますか。 
 ①希望する。 
 ②希望しない。 
 ③秘密保持契約を締結することで対応し、標準の実施までは特に希望しない。 
   

 

 引き続きⅣへお進み下さい 
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Ⅳ．その他 

 

１．不正競争防止法に関するご意見・ご要望があればご記入下さい。（自由記述） 
 
２．営業秘密管理、技術流出防止に関する経済産業省の取組みについて、ご意見・ご要

望があればご記入下さい。（自由記述） 
 
 
これでアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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アンケート様式（大学宛）
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営業秘密管理に関するアンケートへのご協力のお願い 
 

                平 成 １ ６ 年 ８ 月 
                      (財 )日 本 規 格 協 会 

                   経 済 産 業 省 
 
 

  ２００３年７月、小泉総理大臣が本部長を務める、知的財産戦略本部にお

いて「知的財産推進計画」が策定されました。この知的財産推進計画には、我

が国の産業競争力強化の観点からの具体的行動計画が記載されていますが、そ

の中で営業秘密管理や技術流出防止についても取り上げられており、また、今

年の５月２７日に取りまとめられた「知的財産推進計画２００４」では、これ

らについて次の記述が盛り込まれました。 
 

営業秘密管理や技術流出防止に関する企業の取組を進めるため、「営業秘密管理指

針」や「技術流出防止指針」に記載された組織内マネジメントについて、自己適合方

式※を前提としたＪＩＳ化をすべく検討し、２００５年度末までに結論を得る。  
                              （経済産業省） 

※組織が、規格に書かれている事柄を組織の運営管理システムが満たしていること

を、自  組織で評価及び判断し、自己の責任において、その評価結果や判断結果

を対外的に宣言（公表）すること 

 

 これらの決定を受け、国内標準化活動を行っている(財)日本規格協会では、

経済産業省の協力の下、今年３月に「営業秘密管理指針及び技術流出防止指針

の標準化検討委員会（委員長：髙 巌（麗澤大学教授））を設置し、上記２指針

の標準化の必要性に関する検討を行い、その結果に基づいて、ＪＩＳ原案の作

成の検討を行うこととしています（今年度の委員会における「標準化の必要性

の検討」については、(社)日本機械工業連合会の標準化検討事業として実施し

てまいります）。 
この委員会での標準化の必要性についての検討にあたり、民間企業における

これら２指針の周知状況や、営業秘密管理に関する取り組みの現状等の把握が

必要であると考えております。 
加えて、昨今、大学において、産学連携や知的財産管理体制構築の動きが本

格化しているところであり、経済産業省としても、「大学における営業秘密管理

指針作成のためのガイドライン」を取りまとめたところです。 

 

 そこで、各大学において、営業秘密管理に携わられておられる皆様から、大
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学における取り組みの現状についてご教示いただき、現状を把握させていただ

いた上で、標準化の必要性について、委員会で検討してまいりたいと考えてお

ります。つきましては、下記要領に基づき、別紙調査票及びアンケートにご回

答いただきたく、お願い申し上げる次第です。 

 なお、頂いたご回答等は、すべて数字に置き換えて処理いたしますとともに、

事前のご承諾なく、ご回答大学を判別できる形で外部に公表することは一切ご

ざいません。 

ご多忙のところ大変恐縮ですが、何卒、本アンケートの趣旨をご理解いただ

き、是非ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

          

記 

 

１．アンケートご回答者 

 貴学「知的財産本部※」の営業秘密管理ご担当者様より、知的財産本部のご知見に基

づきご回答下さいますようお願い致します。 

なお、「○○についてご存知ですか」のような内容をお伺いする設問について、「知財

本部のご見解」と「平均的教員のご見解」についてご記載いただく欄を設けている場合

がございますが、「平均的教員のご見解」については、知財本部で現状をご認識いただ

いている範囲で予想していただき、又は、必要により適宜ヒヤリングを行っていただい

たうえで予想していただいた上で、可能な限りご記載いただきますようお願い致します。 

※「大学知的財産本部整備事業」の実施のため整備された機構。 

 

２．ご回答期限 

 本年９月３０日（木）までに、下記宛て返信用封筒にてご送付ください。 

〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関１－３－１ 

経済産業省知的財産政策室 

 

３．お問い合わせ 

財団法人日本規格協会標準部認証規格課 井上 
TEL:03-5770-1569    E-mail: m_inoue@jsa.or.jp 

経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 福田、清水 
TEL:03-3501-3752  E-mail: fukuda-satoshi@meti.go.jp 

shimizu-taichi@meti.go.jp 
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以上 
（注１） 調査結果の利用について： 

頂いた個々のご回答は、本委員会における検討にのみ用い、他の用途には使用いた

しません。加えて、ご回答はすべて統計的に処理するとともに、事前のご承諾なく、

ご回答大学を判別できる形で外部に公表することは一切ありません。 

 

（注２） 関連する法律及び指針について： 

本アンケートに主として関係する「不正競争防止法」や「営業秘密管理指針」及び

「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」に関して、詳しくお知

りになりたい場合には、例えば、下記ホームページをご参照下さい。 

http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.html 

http://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/sangakurenkei/daigaku_gaidora

in_4gatu.pdf 

 

（注３） 本アンケートで頻出する用語の定義について： 

• 「営業秘密」とは、 

a）秘密として管理されていること（秘密管理性）、 

b）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）、 

c）公然と知られていないこと（非公知性） 

の３要件を具備した情報として定義されます（不正競争防止法第２条第４項参

照）。 

具体的には、上記３要件を満たすような、顧客名簿や実験データ、生産技術

等が想定されます。個人的な洞察又は経験に基づく秘訣やコツといった、いわ

ゆる「ノウハウ」は、必ずしも上記３要件を満たすとは限らないため、不正競

争防止法上の「営業秘密」とは、概念的に完全には一致しません。また、大学

における研究データ等の情報も「営業秘密」の範疇に入りうるものと考えてお

ります。 

• 「標準」とは、本アンケートでは便宜的に、日本工業標準調査会が制定する日

本工業規格（ＪＩＳ）のみならず、標準仕様書（ＴＳ）や標準報告書（ＴＲ）

を含むものとします。 

 なお、「標準」には、準拠を強制される標準（例えば自動車の部品の安全性に

関するＪＩＳ）と任意の標準（標準を実施するか否かは企業等が自由に決定す

る標準）が存在しますが、営業秘密管理及び技術流出防止の標準化を検討する

にあたっては、任意の標準を想定した検討を行っております。 

 

（注４） 参考となる資料添付のお願い： 
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貴学における営業秘密管理の取組実態や過去に経験した具体的事例に関して、貴

学においてこれまでに作成された資料や新聞記事等であって、本アンケートの参考

となる資料がございましたら、差し支えない範囲でアンケート用紙に添付下さい。 
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Ⅰ．営業秘密管理に関する取組み状況について 

（ⅰ）不正競争防止法の周知状況について 

１．特許権を取得していない経済的に有用な技術情報や顧客リスト等の情報、いわゆる

営業秘密に対する侵害について、不正競争防止法では、差止請求、損害賠償請求等の

法的保護が受けられることをご存知ですか。 

①知っている。 ⇒２、３、４、５、６をご回答下さい 

②知らない。 ⇒（ⅱ）へお進み下さい 

 

２．（１において①を選択した場合）不正競争防止法に基づき営業秘密としての保護を

受けるためには、a)秘密として管理されていること（秘密管理性）、b)経済的に有用

な情報であること（有用性）、c)公然と知られていない情報であること（非公知性）

の３つの要件が認められなければ、営業秘密として保護されないことをご存知ですか。 

①知っている。  

②知らない。 

 

３．（１において①を選択した場合）不正競争防止法上の「営業秘密」の定義には、大

学の研究者の有する実験データ等の情報も含まれうることをご存知ですか。 
①知っている。 
②知らない。 

 
４．（１において①を選択した場合）不正競争防止法に基づき、営業秘密の保護を受け

ようとする場合、要件の一つとして「不正の競争の目的」が求められることがありま

すが、この「不正の競争の目的」については、営利を目的としない大学においても認

められる可能性があることをご存知ですか。 
①知っている。 
②知らない。 

 

５．（１において①を選択した場合）昨年、不正競争防止法が改正され（平成１６年１

月１日施行）、営業秘密の侵害に対する刑事罰が導入されたことをご存知ですか。 

①知っている。  

②知らない。  

 

６．（１において①を選択した場合）不正競争防止法では、他者（例えば共同プロジェク

トを行っている企業等）の有する営業秘密の管理について、損害賠償や刑事訴追等の

責任を問われる可能性があることをご存知ですか。 
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（ⅱ）営業秘密管理に関する取組みについて 

１．上述（（ⅰ）１）のように、特許権を取得していない経済的に有用な技術情報や試

験データ等の情報、いわゆる営業秘密に対する侵害について、不正競争防止法では、

法的保護が受けられることとなっていますが、貴学ではこのような情報について営業

秘密（「Ⅰ．２」参照）としての管理を組織として計画的に行っていますか。 
  ①全学的に行っている。 ⇒２、３をご回答下さい 
  ②一部のキャンパスや研究室でのみ行っている ⇒２、３をご回答下さい 

③現在は行っていないが、今後行う予定がある。 ⇒１１へお進み下さい 
 ④現在は行っていないし、今後も行う予定はない。 ⇒４をご回答下さい 
  

２．（１において①又は②を選択した場合）貴学では、どのような情報を営業秘密とし

て管理していますか。（複数回答可） 
  ①研究データ  
  ②未公表の論文 
  ③特許出願前の研究成果 
  ④研究開発で得たノウハウ 
  ⑤共同研究等を行っている企業等から示された研究データ等の他者の営業秘密 
  ⑥その他                          
 
３．（１において①又は②を選択した場合）貴学では営業秘密についてどのような管理

を行っていますか。（複数回答可） ⇒５をご回答下さい 

①損害賠償の責任を問われる可能性があることは知っている。 

②刑事訴追の責任を問われる可能性があることは知っている。 

③上記の①、②ともに知っている。 

④いずれも知らない。 
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４．（１において④を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければその理由を

お教え下さい。 
①営業秘密の管理の必要性を感じないから。 
②コスト等を考えると、営業秘密の管理に取組むのは難しいから。 
③営業秘密を管理することは大学における研究の理念に反するから。 
④研究室単位で独自に取組んでいるから、大学として組織的に取組む必要はないから。

⑤その他 
 

５．（３にご回答いただいた場合）貴学では、営業秘密を管理するにあたり、自己の

有する営業秘密と共同研究を行っている企業等の他者の営業秘密を区別して管理して

いますか。 
 ①区別して管理している。 ⇒６をご回答下さい 
 ②区別して管理していない。 ⇒７をご回答下さい 
   

６．（５において①を選択した場合）差し支えなければ、どのように区別して管理して

いるかをお教えください。（複数回答可） ⇒８へお進み下さい  

 

①全学的な営業秘密の管理方針を策定している。 
②一部のキャンパスや研究室に用いる営業秘密の管理方針を策定している。 
③営業秘密として管理する必要のあるものとないものに分類した上で、必要なものについて

管理している。 
④営業秘密について、学内、研究室内でアクセスできる者を制限するようにしている。 
⑤教職員、学生等の相手先ごとに情報の管理方針が定められている。 
⑥教職員、学生等と必要に応じ、秘密保持契約を締結している。 
⑦企業等と共同研究を行う場合、相手先から提供される営業秘密又は貴学から提供する営業

秘密の管理方法について、取り決めを行っている。 
⑧総合的な情報セキュリティ管理の一環として、営業秘密の管理を行っている。 
⑨その他 

①営業秘密として管理するべき情報について、共同研究先等との間で協議の上で、文書等で

特定した上で管理している。 
②共同研究先等との間で秘密保持契約を締結している。 
③共同研究先等と当該営業秘密の管理方法について何らかの取り決めを行っている。 
④共同研究先等との間で、研究成果の帰属や取り扱い等についての取決めを行っている。 
⑤その他 
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７．（５において②を選択した場合）差し支えなければ、その理由をお教えください。 
①特に他者から営業秘密の開示を受けていないから。 

   ②コスト等を考えると、営業秘密の管理に取組むのは難しいから。 
   ③営業秘密を管理することは、大学における研究の理念に反するから。 
   ④その他 
 
  ８．共同研究の相手先企業等から、貴学における営業秘密の管理強化を求められたこと

はありますか。 
    ①求められたことがある。 ⇒９をご回答下さい 
   ②求められたことはない。 ⇒１０へお進み下さい  
    

９．（８において①を選択した場合）どのように対応しましたか。貴学の取組みをお教

え下さい。（複数回答可） 
   ①共同研究の相手先企業等と秘密保持契約を締結した。 
   ②学内（研究室内等も含む）の秘密管理体制を強化した。 
   ③特に対応しなかった。 
   ④その他 
 
 10．これまで、貴学における営業秘密の管理状況について、共同研究の相手先企業等から

監査の要求を受けたことがありますか。 
   ①ある ⇒１１をご回答下さい  
   ②ない ⇒１２をご回答下さい  
 
 
 
  11．（１０において①を選択した場合）どのように対応しましたか。 
   ①監査を受け入れた ⇒（ⅱ）へお進み下さい 
   ②監査を拒否した ⇒（ⅱ）へお進み下さい 
   

12．（１０において②を選択した場合）もし、貴学における営業秘密の管理方法につい

て、共同研究の相手先企業等からの監査要求があった場合はどうしますか。 
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（ⅲ）営業秘密管理指針等の周知状況について 

１．経済産業省では平成１５年に、営業秘密の管理に関する企業の参考となるべき指針

として、  「営業秘密管理指針」を策定しましたがご存知ですか。 
①指針の内容まで知っている。  
②指針の名前だけは知っている。 
③指針の名前も知らない。  

 
２．経済産業省では、平成１６年に、「大学における営業秘密管理指針作成のためのガ

イドライン（以下ガイドライン）」を策定しましたがご存知ですか。 
  ①ガイドラインを知っている。 ⇒３をご回答下さい 

②ガイドラインを知らない。 ⇒Ⅱへお進み下さい 
 

３．（２において①を選択した場合）今後、ガイドラインに基づき、貴学において営業

秘密管理指針を策定する予定はありますか。 
①策定する予定がある。 ⇒４をご回答下さい 

   ②策定する予定はない。 ⇒６をご回答下さい  
    ③今後対応を検討する。 ⇒Ⅱへお進み下さい 
      
  ４．（３において①を選択した場合）貴学において営業秘密管理指針を策定するにあた

って、ガイドラインの内容をどの程度実現することができると思いますか。 
 
 
   ①全て実現することが可能である。 ⇒Ⅱへお進み下さい 
   ②大部分は実現することができる。 ⇒５をご回答下さい 
   ③一部分のみ実現することができる。 ⇒５をご回答下さい 

①全ての相手先からの監査要求を受け入れる。 
②管理方法や備置すべき書面等及び監査が当該相手先との間の秘密保持契約で合意されてい

る場合には、監査要求を受け入れる。 
③監査の扱いについては、秘密保持契約の締結にあたって、契約全体の中で合意できる扱い

を模索し、その内容に従って取り扱う。 
④ＩＳＯ９０００のような第３者機関による認証制度があれば、これを活用したい。 
⑤営業秘密管理は学内の問題であり、共同研究の相手先からの要求といえども拒否していく。 
⑥その他  
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   ５．（４において②又は③を選択した場合）ガイドラインのどのような点が実現困難だ

と考えますか。（複数回答可） 
   ①営業秘密として管理すべき情報や具体的な管理方法について、教職員との間で合

意を行うことが困難。 
    ②営業秘密として管理すべき情報や具体的な管理方法について、共同研究先等と合

意を行うことが困難。 
   ③秘密保持契約の締結も含め、営業秘密管理を学生にまで徹底させることが困難。 

④研究施設等の関係で、管理対象となっている情報にアクセス制限を行うことが困

難。 
    ⑤その他 
 

６．（３において②を選択した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。 
①指針の内容を実施していたとしても、不正競争防止法の保護を受けられるとは限

らないから。  
②営業秘密の管理の必要性を感じないから。 

    ③コスト等を考えると、営業秘密の管理に取組むのは難しいから。 
    ④営業秘密を管理することは大学における研究の理念に反するから。 
    ⑤その他 

 
   引き続きⅡへお進み下さい 
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Ⅱ．営業秘密に関する過去のトラブルについて 

１．対外的に問題にしなかったケースも含めて、貴学の若しくは共同研究先等から提供

を受けた営業秘密が漏洩したことはありますか。 
   ①重要な営業秘密が漏洩したことがある。 ⇒２、３、４をご回答下さい 

②それほど重要ではない営業秘密が漏洩したことがある。 ⇒２、３、４をご回答

下さい 
③漏洩した可能性はあるが、事実を確認できなかった。 ⇒２、３、４、をご回答

下さい 
④営業秘密が漏洩したことはない。 ⇒５をご回答下さい 

    
２．（１において①、②又は③を選択した場合）どのような営業秘密が漏洩（可能性も

含め）しましたか。（複数回答可） 
   ①研究データ  
   ②未公表の論文 
   ③特許出願前の研究成果 
   ④研究開発で得たノウハウ 
   ⑤共同研究等を行っている企業等から示された研究データ等の他者の営業秘密 
   ⑥その他 

 
３．（１において①、②又は③を選択した場合）原因はどこにあったと考えますか。 

    ①営業秘密の管理方針が定められていなかった。 
②営業秘密の管理方針はあるが、漏洩した営業秘密は管理の対象になっていなかっ

た。 
③営業秘密の管理方針があり、当該営業秘密は管理の対象となっていたが、その運

営が適正になされていなかった。 
④その他 

 
 
４．（１において①、②又は③を選択した場合）その後、営業秘密が漏洩しないよう、

何らかの対策を取りましたか。（複数回答可） ⇒Ⅲへお進み下さい 
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５．（１において④を選択した場合）それは何故だと思いますか。 
   ①営業秘密が漏洩しないための管理方針が明確であり、適正に実施されている。 

②営業秘密を開示する又は開示を受けるにあたっては、必ず秘密保持契約を交わし

ている。 
③研究等に携わる人間との信頼関係が構築されている。 
④その他 

 
引き続きⅢにお進み下さい。 

Ⅲ．営業秘密管理のために取組むべき方策について 

１．貴学における営業秘密の管理方法について、何か問題があると考えていますか。 

  ①問題があると考えている。 ⇒２をご回答下さい 

 ②問題があるとは考えていない。 ⇒３へお進み下さい 

 

２．（１において①を選択した場合）その問題は何ですか。（複数回答可） 

  ①管理方法が適切かどうか自信がない。 

  ②施設等の関係から、営業秘密に対する適切なアクセス制限を行うことが困難であ

る。 

  ③管理方針等の学内体制は整備されているが、教職員に徹底するのが困難である。 

  ④学生や外部研究員に対して営業秘密の管理を徹底させるのが困難である。 

  ⑤営業秘密管理の手法・ノウハウを持つ人材がおらず、学内の体制整備が困難であ

る。 

  ⑥営業秘密に該当する情報であるか判断するのが困難である。 

  ⑦その他 

 

３．今後、大学において営業秘密管理を徹底するためには、どのような取組みが必要だ

と思いますか。（複数回答可） 

①全学的に営業秘密の管理方針を明確にした。 
②漏洩に関連した研究室等において管理方針を明確にした。 
③管理の担当部門や担当者を定めた（兼務を含む）。 
④管理すべき営業秘密の見直しを行った。 
⑤管理方針を適正に実行するために、管理業務の見直しを行った。 
⑥管理方針を適正に実行するために、研修等を実施した。 
⑦特に対策は講じていない。 
⑧その他 
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    ①各大学において自らが更なる積極的取組みを進める。 

    ②各大学において外部の専門家等を活用して、積極的な取組みを進める。 

    ③現行の営業秘密管理指針（大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドラ

インを含む）の更なる周知徹底をはかる。 

    ④各大学における効果的な取組み方策等について、大学間での情報共有が可能とな

るような場を設ける。 

   ⑤営業秘密管理の組織内での取組み手法に関する自己宣言方式の標準（たとえばＪ

ＩＳ）を制定する。 

    ⑥④の自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）を制定し、政府が実施する調達や契

約の際の条件とする。 

    ⑦営業秘密管理の組織内での取組み手法に関する、第三者が認証する方式の標準

（たとえばＪＩＳ）を制定する。 

    ⑧営業秘密管理のための組織内での取組みに関して、政府が営業秘密管理指針を超

える何らかの基準を策定・公表する。 

    ⑨その他 

 

４．平成１５年に経済産業省が策定した「営業秘密管理指針」では、企業の営業秘密管

理の対応策について、「望ましい管理水準」を記載していますが、指針に記載してあ

る営業秘密管理のための組織的な管理方法が、自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）

として制定されることをどのように考えますか。 

  ①標準を制定すべきである。 ⇒５をご回答下さい 

  ②標準を制定すべきではない。 ⇒６をご回答下さい 

 

５．（４において①を選択した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。（複数

回答可） 

  ①営業秘密管理への取組みが十分ではなく、標準を参考にすることで営業秘密の漏

洩を事前に防止することができるから、制定すべきである。  

  ②営業秘密が侵害された場合に、その標準に準拠していることが不正競争防止法に

基づく一つの目安にできると考えられるから制定すべきである。 

   ③営業秘密管理のための取組みに自信がない場合に、標準に基づいて自らの取組み

についてチェックすることができるから、制定すべきである。 

  ④共同研究先の企業等の営業秘密管理に対する要望を充たすための基準としての役

割を果たし得るため、制定すべきである。 

  ⑤営業秘密管理の取組みを行うに当たっての学内体制の構築を行うための基盤を提

供することができるから、制定すべきである。 

  ⑥その他 
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６．（４において②を選択した場合）それはなぜですか。理由をお教え下さい。（複数

回答可） 

  ①営業秘密の管理方法は、研究内容、共同研究の態様、営業秘密の種類、学生の参

加状況等によって必然的に異なるものだから、そもそも標準を定めることには馴

染まない。 

  ②各大学の実態に沿った独自の取組をかえって阻害してしまうことになるので制定

すべきではない。 

   ③自己宣言方式の標準を活用する場合、標準に準拠していることを評価結果として

対外的に公表しなければならなくなり、大学にとって負担が大きくなるので、制

定すべきではない。 

  ④標準を実施したとしても不正競争防止法に基づく保護を受けられるとは限らない

から、制定の意味は無い。 

  ⑤標準を実施するには、学内体制の整備や自己宣言を行う等の様々なコストがかか

るから、制定すべきではない。 

⑥標準が制定されると、共同研究の相手先等から当該標準の採用（管理体制の変更）

を要求されることが予想され、既に管理体制を整備している大学にとっては、余

分な負担を強いられるので、制定すべきではない。 

⑦たとえ自己宣言方式の標準としたとしても、やがて必ず第３者認証のための標準

として使われることになるので、制定すべきではない。 

⑧共同研究先等の要望を充たすには秘密保持契約を結ぶことで対応すべきであるか

ら、制定する必要はない。 

⑨情報管理については、既にＩＳＭＳ適合性評価制度やＪＩＳＸ５０８０が存在す

るので、屋上屋を重ねるような新たな標準は不要である。 

⑩標準を実施するメリットは感じられないから、制定は不要である。 

⑪その他 

 

 

７．上述の営業秘密管理指針では、企業等における営業秘密の管理のための方策につい

て記載されておりますが、指針に記載してある営業秘密管理のための組織的な管理方

法が、自己宣言方式の標準（たとえばＪＩＳ）として制定された場合、貴学では、こ

の標準を実施すると思いますか。 

①実施する ⇒８をご回答下さい 

②実施しない ⇒１０をご回答下さい 

  

８．（７において①を選択した場合）貴学における営業秘密管理の体制の整備状況につ
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いて、必要なレベルに達しているか否かについて、第３者に検証を依頼したいと思い

ますか。 

    ①検証を依頼したい。 ⇒９をご回答下さい 
  ②検証を依頼しない。 ⇒１１へお進み下さい 

 
９．（８において①を選択した場合）どのような機関に検証を依頼すると予想しますか。 

    ①コンサルティング会社に依頼する。 
②監査法人に依頼する。 
③弁護士事務所に依頼する。 
④弁理士事務所に依頼する。 
⑤①～④以外の第 3 者機関に検証を依頼する。 
⑥その他外部有識者に依頼する。  
⑦検証は一切行わない。 

     
10．（７において②を選択した場合）それは何故ですか。差し支えなければ、その理由

をお教え下さい。 
    ①大学が独自に方針を定めればよいことだから。 

  ②営業秘密を管理することは、大学における研究の理念に反するから。 
  ③標準を実施したとしても、不正競争防止法の保護を受けられるとは限らないから。 

④標準を実施しなくても、秘密管理性、非公知性、有用性の３要件を充たせば不正

競争防止法の保護が受けられるから。 
⑤その他 
 

11．上述（「Ⅲ．４」（１２ページ））の標準化がなされた場合、この標準を利用して

各大学における営業秘密の管理への取組みが進むと思いますか。 
    ①標準があれば取組が進むと思う。 ⇒１３へお進み下さい  

②標準のあるなしに関わらず、取組が進むと思う。 ⇒１３へお進み下さい 
③標準があっても取組は進まないと思う。 ⇒１２をご回答下さい 

     
12．（11 において③を選択した場合）それは何故だと思いますか。     

①標準を実施するにはコストがかかるから。 
    ②標準を実施するメリットが感じられないから。 
    ③営業秘密の管理の重要性が認識されていないから。 
    ④大学の特殊性から、標準を実施することは困難であるから。 
     ⑤その他 
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13．営業秘密管理指針が標準化された場合に、共同研究の相手先等を選定するにあたっ

て、この標準への取り組みを考慮することはあると思いますか。 
    ①考慮すると思う。  
    ②標準を実施していたとしても、適切に営業秘密が管理されているか確証が持てな

いから特に考慮しないと思う。   
     ③営業秘密を開示する際には秘密保持契約をきちんと締結するので、標準の実施は

特に考慮しないと思う。  
 

14．営業秘密管理指針が標準化された場合に、共同研究の相手先等から、貴学における

営業秘密の管理方法として、この標準を実施することを求められた場合、これを実施

すると思いますか。 
①実施すると思う。  

    ②実施しないと思う。  
    ③秘密保持契約を締結することで相手方の要求の真意は満たされるので、標準を実

施するか否かは、相手方の要求とは無関係に判断する。  
     ④現時点では分からない。 

 
 

引き続きⅣ．にお進み下さい。 
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Ⅳ．その他 

１．不正競争防止法に関するご意見・ご要望があればご記入下さい。（自由記述） 
 
２．営業秘密管理に関する経済産業省の取組についてご意見・ご要望があればご記入下

さい。 
（自由記述） 

 
３．貴学における営業秘密管理のための取組みについて、お気づきの点があればご記入

下さい。 
  （自由記述） 
 
これでアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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