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〔要約〕 

事業の実施内容及び成果に関する報告 

（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（敬称略） 
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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           

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 
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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。   

 

  ２) 成果 

２．１） 標準化に関する必要性 

      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。                     

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の整理を行った。 

     

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？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？ 

－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？ 
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        －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？ 

 

③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？  

     

    以上の方策を検討するに当たり考えられる論点の整理を踏まえ、標準化の必要性

の検討結果を示す。 

 

   ２．１．１）現時点での標準化は時期尚早とする立場からの意見 

   ・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。 

 

   ２．１．２）標準化を推進（検討）すべきとの立場からの意見 

 ・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。 
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   ２．１．３）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。 

    

   ２．２）マネジメントシステム規格との関係の論点整理 

     当初、営業秘密管理指針及び技術流出防止指針をＩＳＯ９００１やＩＳＯ１４

００１のような既存のマネジメントシステム規格のフレームワークを用いて、指針

の規格化を模索した。そこで、マネジメントシステム規格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、ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）やＪＩＳＸ５

０８０と営業秘密管理の相違点・共通点についての検討を参考人から説明頂き現状

把握を行った。検討の結果、組織の規模、業態の違いなどより、委員コンセンサス

が得られず、営業秘密管理指針及び技術流出防止指針のマネジメントシステム化は

見送られた。 

 

２．３ ）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。次にアンケート結果概要

を記す。 

 

    ２．３．１）アンケート概要  

委員会での検討の一環として、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 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 に、大学の

状況把握のために「知的財産本部 」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。 
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 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％ 

  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％  

     

２．３．２）アンケート実施の背景 

 ２００３年７月に知的財産戦略本部において、「知的財産推進計画」が策定さ

れた。この推進計画では、保護分野の計画として、営業秘密等の保護を強化する

ことが盛り込まれた。また、２００４年５月に策定された「知的財産推進計画２

００４」では、さらに踏み込んで、「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宣言方式を前提としたＪＩＳ化をすべく

検討し、２００５年度末までに結論を得る。」との記載が盛り込まれた。 
この背景には、近年、人材の流動化や情報化等の進展を背景に、国内外の競合

他社に営業秘密が漏洩しているという状況がある。実際、経済産業省が、２００

１年に営業秘密に関するアンケート調査を行ったところ、約２割の企業が、営業

秘密に関し、何らかのトラブルを経験したことがあるとの回答を得た。また、技

術流出に関しては、我が国企業の海外展開、特にアジア諸国等の知的財産保護の

弱い地域への進出に伴い、技術やノウハウ等の「意図せざる流出」が増加してお

り、模倣品被害の拡大、技術の適正な対価の受取機会の喪失、現地企業の技術の

キャッチアップ等を通じた、競争力の低下が懸念されていた。 

 

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。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。また、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、次のとお

りである。 

 

①国外犯処罰の導入 
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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。 

 

 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
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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。 

 

 

以上 
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