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米国の宇宙産業に関する調査（要約）（サンフランシスコセンター報告） 

 

商業宇宙産業は、米国の企業をはじめ連邦および州政府機関の間で大きなビジネス機会と

捉えられている。世界の衛星産業における売上高は 2000 年で 830 億ドルに達しており、政

府ならびに商業用の宇宙市場は 1,800 億ドルを上回るものと予測されている。こうした数

値を裏付けるビジネス機会は、衛星用の遠隔計測技術や宇宙輸送、測位システム、宇宙の

無重力環境を利用した製品開発の領域が主体となっている。 

 

・打ち上げ事業 

 

1970 年代、NASA では商業目的のものも含め、衛星に運搬する物資や機器等はいずれもシャ

トルに積載することを義務付けていたため、市場競争は非常に限られていた。この政策に

より、各打ち上げ作業に要する経費が上昇し、それに関連した新技術の開発活動が減速化

した。その結果、米国の打ち上げ事業における中国およびロシアへの差別化は縮小傾向に

向かい、米国の宇宙開発シェアを落とす結果にもなった。   

 

1984年から2003年の間に可決された法律は、米国の宇宙打ち上げ産業の促進を目的として

おり、米国市場の弱体化に影響を与え得る、諸外国の衛星技術開発向け構成材や部品の輸

入を視野に入れたものではない。衛星ならびに航空宇宙産業に介在する米国企業が、他の

事業と同様、高性能かつ低価格の製品を求め、国外から部品やサブシステム等を調達する

のはごく一般的である。しかしながら、連邦議会は海外のベンダーに対し、こうした調達

活動への優遇措置を執っていない。連邦議会の関心は、あくまで自国の宇宙発射事業や国

内製の衛星技術開発向け部品およびサブシステムの促進に集中している。 

 

Space Ship One（民間初の有人宇宙船）事業の成功を契機に、州および連邦政府は、衛星

および宇宙観光旅行を目的とした商用宇宙飛行の将来性に多大な関心を示し始めた。現在

の法案は施行されていないため、商用衛星産業の支援を後ろ盾に、2005 年に新たな提案事

項を議会に提出する必要がある。今後、こうした法案が議会を通過し、大統領の承認を得

た場合、法人所得税の控除ではなく投資税額控除が適用されることになる。しかし、議会

および大統領がこれら法案の幾つかを立法化させるかについては、予測がつきにくい。   

 

これまでのところ、連邦議会が全米の消費税を擁護したという経緯はない。現在の消費税

は、消費者の購買品を対象としており、州および地方の政府機関がその管轄に当たってい

る。自由主義を支持するシンクタンクBrookings Institute1が 2004 年の米大統領選挙期間

中に発議したように、州および地方政府が全米の消費税制度（欧州の例では VAT がこれに

相当する）に強く反発する可能性はある。  

  

一方、Federal Aviation Administration（FAA：連邦航空局）が認可した宇宙船基地は、

現時点でカリフォルニア州、フロリダ州、バージニア州、アラスカ州の全 4 拠点だが、こ

の他に 10 州が宇宙船基地の認可対象として検討されている。州政府は現在、空港への資金

                                                  
1 http://www.brookings.edu/views/articles/gale/20040924.pdf 
 

http://www.brookings.edu/views/articles/gale/20040924.pdf
http://www.brookings.edu/views/articles/gale/20040924.pdf


援助と同じ様な方法で建設国債を支給すると予測される。一方、衛星業者には優遇税制措

置や控除が適用されず、これら宇宙船基地の使用料を支払うことになる。財政赤字を抱え

ている関係で、連邦政府が宇宙船基地に対する優遇税制措置や融資を積極的に実行するこ

とは想像し難い。また、NASA も民営化に向けて動き始めている。  



米国における宇宙産業の動向等に関する調査 

（要約） 

 
第 1 章 宇宙分野における中核技術と流出防止対策を講ずべき技術 

 

1.宇宙分野における中核技術 

(1)航空宇宙委員会 

航空宇宙委員会（Aerospace Commission）は、宇宙分野の中核技術として「情報技術」、

「推進と出力」、「ノイズと排出物」、「エネルギー源」、「ヒューマンファクター」、

「ナノテクノロジー」をあげるとともに、「宇宙へのアクセス」、「宇宙空間での移動」、

「エネルギー源」、「放射線の影響」に関する政策提言を行っている。 

また、宇宙にアクセスする費用と時間の半減、宇宙空間での移動時間の半減、地球と

宇宙を継続的に監視・調査する能力の確保を 2010 年までに実現することを国家的優先事

項として採択するよう提言している。 

 

(2)航空宇宙工業会（AIA） 

航空宇宙工業会（Aerospace Industries Association）は、NASA の予算が減少傾向に

あることを問題視し、宇宙飛行能力、シャトルの寿命延長、推進力・出力に関する予算

増を要求し、2010 年までに新規の打ち上げ機を運行させることを提案している。 

また、ブッシュ大統領の月と火星に対する新プログラムに賛同し、NASA に 200 億ドル

を提供して、2010 年までに新たな有人輸送システムを導入させることを目標とする 5 ヵ

年の研究開発計画を発表した。 

 

(3)開発段階にある宇宙関連技術リスト 

開発段階にある技術リスト（Developing Science and Technologies List）は、国防

総省が関心を持つ技術とその内容を示したものである。宇宙関連技術としては、「宇宙

航空電子工学と自律制御」、「エレクトロニクスとコンピュータ」、「宇宙システム用

打ち上げ機」、「宇宙光学機器」、「電力と熱の管理」、「宇宙システム用推進機構」、

「宇宙システム用センサー」、「宇宙環境の克服」、「宇宙用構造材」、「統合システ

ム」、「宇宙配備レーザー（SBL）」に重点がおかれている。主な項目の中で、重要技術

として取り上げられているものは以下のとおりである。 

（宇宙航空電子工学と自律制御） 

ナビゲーション、姿勢制御、軌道決定、宇宙船の動力学的制御等を対象としている。

次世代時計関連技術としてイオントラップ、光学ポンプ、水素メーザ (分子増幅器)、

次世代のルビジウム技術やセシウム技術をあげるとともに、マイクロ衛星やナノ衛星

全体の自律的運行を可能にする GPS 技術と自律運行管理ソフトウェア、耐障害能力の

あるコンピュータや障害の検出・分離・回復技術などをあげている。 

（エレクトロニクスとコンピュータ） 

宇宙規格に適合する耐放射線性超大規模集積回路技術、宇宙空間での処理に欠かせ



ない高密度接続デバイス技術と高速データバス技術、システム内のスイッチング損失

を減少させるセンサーとアクチュエータ技術、広帯域無線周波数デバイス、衛星レー

ザー通信技術、放射線監視用量子ドット、宇宙システムの能力発現と自律制御を支援

する光学電子デバイスなどをあげている。 

（宇宙システム用打ち上げ機） 

大型ロケット、固体燃料エンジンと液体燃料エンジンの統合、複数段階のブースタ

ーなど、燃料とエンジンに関する技術に焦点が当てられている。打ち上げ時の振動負

荷と音響負荷を軽減させるペイロード分離技術、マイクロ衛星やナノ衛星の低軌道へ

の経済的な到達を可能とするレーザー打ち上げ技術などをあげている。 

（宇宙光学機器） 

光学システムと部品の設計、高精度軽量光学部品の生産技術、軽量光学機器用の特

殊材料、宇宙光学機器の製作や運用中における表面の原位置特性に関する精密計測技

術などをあげている。 

（電力と熱の管理） 

効率性、軽量性、耐用期間、信頼性に優れた太陽電池、軽量化と高効率化、機能追

加を可能とするエネルギー保存デバイス、効率良い除熱技術などをあげている。 

（宇宙システム用推進機構） 

固体およびハイブリッド推進のための非ハロゲン化固体酸化剤、高エネルギーのバ

インダーポリマーとモノマー、超微細材料などをあげている。液体推薬には、2推薬推

進システム用の高性能炭化水素成分などがある。この他、効率的な軌道保持と軌道投

入に有効な電気推進技術、低軌道（LEO）から静止軌道への移動に有効な太陽熱推進技

術などをあげている。 

（宇宙システム用センサー） 

宇宙配備型の電気光学機器とレーダーセンサー関連技術は、宇宙空間から地表の観

察を可能とするため、国家安全保障にとって決定的に重要である。赤外線センサー、

合成開口レーダー、量子井戸型赤外線検出器、ハイパースペクトル撮像、先進的宇宙

配備レーダー、宇宙センサー用薄膜シリコンウィンドウなどに関する技術などをあげ

ている。 

（宇宙環境の克服） 

過酷な宇宙環境を解析するための高エネルギー粒子検出器、イオン化粒子放射のマ

ッピングシステム、過度のガス放出や圧力の加わる条件を発生させずに宇宙空間にお

ける劣化と腐食に耐える材料などをあげている。 

（宇宙用構造材） 

打ち上げと軌道投入の振動・音響や過酷な宇宙環境に耐えられる、軽量で剛性が高

く安定した宇宙用構造材や部品に関する技術などをあげている。 

（統合システム） 

システムが宇宙空間に配備された後、長期間にわたって送られる新たな要求に適合

するための、ドメインアーキテクチャ、プロトコルアーキテクチャ、データを使用し

たランタイム・ディスパッチ、内観言語（introspective languages）、複数ランタイ

ムバージョンのモジュール、アジェンダ・アーキテクチャなどのソフトウェア技術を

あげている。 

（宇宙配備レーザー（SBL）） 



コヒーレント放射源の形成コストを削減する設計・製作・サポート技術、アプリケ

ーション用のマイクロ・ナノレーザー、レーザーの短波長化および小型部品への使用

範囲の拡大に関する技術などをあげている。 

 

2.宇宙関連技術の輸出管理と違法流出事例 

(1)輸出管理 

国防総省は、軍事重大技術リスト（Militarily Critical Technologies List）を作成・

運用している。このリストは、軍事的優位の維持に重大であると国防総省が考える技術

が体系化されており、「武器技術」、「大量破壊兵器」「開発段階の重要技術」の 3 部

からなっている。 

   
(2)宇宙関連技術の違法流出事例：ヒューズとボーイングによる中国への技術供与 

  国務省は 2002 年末に、ヒューズ・エレクトロニクス社とボーイング・サテライト・シ

ステムズ社が、大陸間ミサイル開発支援に役立つ技術を中国に違法に提供したと告発し

た。ヒューズとボーイングは、当時、中国に適用されていたのは商務省の規制のみであ

り、国務省の指摘は誤りであると主張している。一方で、中国で同様な活動に関わった

ロラール・スペース＆コミュニケーションズ社については、1,400 万ドルの罰金の支払い

と海外への技術移転に関する社内体制の変革を行ったとして告発を見送った。2003 年 3

月、ボーイングとヒューズは、国務省の告発に対して、3,200 万ドル支払うことに合意し

た。 

 

 

第 2 章 宇宙関連技術の移転を管理する法制度 

 

1.宇宙関連技術の知的所有権保護 

宇宙関連技術、中でも連邦政府が資金提供した研究から生まれた技術に対する知的所有

権の保護は、一般的な知的所有権制度に例外を設ける形で実施されている。NASA では、航

空宇宙契約による調達を行っているが、通常の物品・サービスの調達契約と知的所有権の

扱いが異なり、契約の性質や当事者の貢献度に従って知的所有権を分配できる。 

知的所有権の分配は、①他の契約者の貢献、②契約の目的、③契約における弁済の可否、

④創造活動に対する NASA の関与の有無、⑤ロイヤリティーの分配機会、⑥外国組織への不

適切な技術移転の回避などを考慮して決定される。 

NASA は、新たな発明がなされる可能性が低い契約における知的所有権に関しては「弁済・

非弁済の双方に適用できる簡易条項」、発明がなされる可能性が高い契約には「標準弁済

不能条項」、NASA が研究、実験、開発、エンジニアリング、実証、設計を行い、それに対

して民間参加者から弁済を受ける契約には「標準弁償可能条項」を使用している。 

 

２．輸出管理 

(1)一般的管理制度 

1979 年の輸出管理法の改正により、軍民共用の物品、ソフトウェア、技術の輸出・再

輸出を許可する権限は、他の省庁との相談を必要とするものの、商務省に与えられた。

商務省は、多国間で合意された輸出管理に加え、国家安全保障や外交政策等を理由に国

務省が国際テロリズム支援国家に指定した国々や、国内決議や国連制裁の対象となる



国・組織・個人に対する輸出規制を行っている。さらに、敵国貿易法と国際緊急経済力

法に基づき、特定の国・組織・個人との取引を禁止する規制も行っている。 

輸出管理品目リストとしては、商品管理リスト（Commerce Control List）、軍需品リ

スト（United States Munitions List）、原子力規制委員会管理リスト（Nuclear Regulatory 

Commission Controls）が重要である。商品管理リストは、ワッセナー協定、原子力供給

者グループ、ミサイル技術管理レジーム、オーストラリア・グループ、米国の外交政策

等を推進するための管理品目からなっている。軍需品リストは、軍事用の物品とサービ

スの規制に使用されている。原子力規制委員会管理リストは、原子力設備と物質を規制

している。リストに記載される物品・サービスは輸出許可申請が必要であり、申請者の

資格、取引に関与する当事者、最終用途に対する輸出内容の質的・量的妥当性、法制面

の問題、国家安全保障上の問題、外交政策上の観点などから審査される。また、これ以

外に、拡散管理強化構想（Proliferation Control Initiative）があり、要注意ミサイ

ルプロジェクトおよび政府が指定する要注意エンドユーザーに対して、共用設備・ソフ

トウェア・技術を許可無く輸出することを禁止している。なお、NATO 加盟国、日本、オ

ーストラリアなど特定の国に対する武器の輸出については、輸出許可プロセスを簡素化

する国防貿易安全保障構想（Defense Trade Security Initiatives）が適用されている。 

 

(2)宇宙関連品目特有の輸出管理制度 

  宇宙関連品目では、多国間の取り決めとして、ミサイル技術管理レジーム（MTCR）と

従来型兵器・軍民共用の商品・技術の輸出管理に関するワッセナー協定が存在する。 

MTCR は 1987 年に創設され現在 33 ヶ国が加盟しているが、正式な国際協定ではないた

め、加盟国は自らの輸出管理制度を通じて国家レベルで規制を実施している。また、他

の加盟国が却下した輸出案件を緩い条件で許可すること（アンダーカット）を禁止して

おり、実効性を高めている。ワッセナー協定は、従来型兵器と軍民共用技術の取引を制

限するため 1996 年に創設された。MTCR 同様、加盟国の国内法で運用されているが、非加

盟国への技術移転を禁止する拒否権メカニズムがないことが問題となっている。 

米国は、衛星と部品の世界最大の輸出入であるが、世界で最も厳格な輸出規制を行っ

ている。しかし、多くの政治家や国防総省は、「米国の安全保障が商売の犠牲にされて

いる」という危惧を表明している。この背景には、コックス委員会による中国向け技術

移転に関する調査と、ボーイング社（シー・ローンチ社）によるロシアおよびウクライ

ナ向け技術移転に関する調査があり、政府による制裁措置や輸出管理強化の形で米国企

業に影響を及ぼしている。 

規制強化の動きに対して企業は、輸出管理を厳格に行っても却下された技術を各国が

入手することは時間の問題であり、その間に国際競争力が低下すると批判している。衛

星メーカーは、輸出許可に長期間を要したことが原因となって取引を失った例を示し、

大規模な事業損失をもたらしていると主張している。国内産業の強化と要注意技術の規

制との間で、微妙なバランス維持する必要が高まってきている。 

 

(3)衛星および部品の輸出管理に関する航空宇宙工業会（AIA）の勧告 

 宇宙産業団体である航空宇宙工業会（AIA）は、2004 年に、宇宙関連品目・技術の輸出

管理の改正に関する多くの要望を発表した。概要は以下の通り。 



（輸出許可手続きの迅速化） 

輸出許可手続きの簡素化が進められているが、いまだ許可に時間がかかり過ぎている。

特に NATO や他の同盟国向けについては、より簡単に輸出許可を取得できる制度を導入す

べきである。例えば、商務省所管時に用いていた制度と同様のものを国務省が使用する

ことや、入札提案、輸出、技術移転に関して別々に輸出許可を必要とするのではなく、

すべて一件の輸出申請として許可することがあげられる。 

（法制面の変更） 

輸出許可に関して、国務省は武器輸出管理法（AECA）に基づく運用を続けなければな

らず、同盟国向けの輸出でも議会への通知が義務付けられるとともに、武器移転の禁止

を目的とする様々な規制の対象となる。このため、通信衛星に関する許可権限を商務省

に戻し、軍民共用品として審査する枠組みを復活させることがあげられる。 

 

3.その他の情報管理体制 

(1)安全保障に関する機密取扱者 

  政府の機密情報にアクセスできる機密取扱者認定を取得するには、連邦機関または請

負業者のために働き、高度に機密性を帯びた情報に正当にアクセス可能となるまで仕事

を続ける必要がある。連邦政府との契約等により要注意情報へのアクセスが必要となる

組織は、自らの従業員に連邦政府による機密取扱者人物調査を受けさせる義務を負って

いる。機密取扱者認定によりアクセス可能となる情報には、コンフィデンシャル、シー

クレット、トップシークレット、要注意情報の 4 つがあり、さらに、特に機密性の高い

情報へのアクセスを可能とする機密取扱者認定もある。 

 

(2) 国防総省による技術移転 

 国防総省は、技術移転を国家安全保障上の使命追及と不可分の要素と捉え、自らが開

発した技術の民間移転を行っている。省内で中心的役割を果たしているのは、技術移転

局（Office of Technology Transition）であり、技術移転プログラムの開発・実行、軍

民共用技術の取扱方針の決定、国防総省の製造技術プログラムの監督、国防技術情報セ

ンターによる科学技術情報の収集・配布などを行っている。国防総省は自身が持つ技術

を国内産業の強化を目的に使用することを奨励する通達を発表したが、同時に、外国政

府や企業に対する技術移転も輸出管理法に準拠する形で許可している。 

 

(3)NASA による国際的技術移転 

 NASA に対する外国組織からの技術提供要望は通常は却下されるが、国際合意上の責任

を果たすために必要な場合や、公共の安全衛生に関する場合、米国に経済的利益が発生

する場合などは許可されることがある。 

 

第 3 章 宇宙関連技術の流出を防止する企業システム 

 

1.積極的奨励制度 

企業は、業務改善を奨励し、創造・工夫、技術革新を触発し、自社に対する忠誠心を維

持するため、一連の奨励制度を採用している。最も直接的な方法は金銭的な奨励制度であ



り、知的所有権は企業に留め、商業化され利益を生んだ際に報酬を与える例もある。しか

し、多くの大手の宇宙関連企業では、いずれの奨励制度も採用していない。宇宙関連企業

の技術開発の多くは政府との契約に基づいて行われているため、発明に対する権利関係は

中小企業や研究所と比較しはるかに複雑である。 

一方で、宇宙関連企業は、幅広い職業訓練プログラムを行っている点に特徴がある。多

くの企業は独自の社内教育とトレーニングを従業員に提供しているが、社外での教育・ト

レーニングを受ける機会を与える場合もあり、修士号や博士号、業務に関連した資格を取

得する従業員に授業料を支給している例もある。熟練した研究者や設計者に、技能を表彰

し、会議やワークショップでの交流の場を提供する場合もあるが、これは従業員と雇用主

の双方に有形・無形の利益をもたらしている。 

 

2.技術保護システム 

(1)企業秘密の保護 

企業秘密には財産としての価値があり、不適切な方法でそれを取得する者には、刑事

罰が下される。企業秘密は、規定を特に設けていない多くの州でも刑法によって保護さ

れている。企業秘密の定義は州ごとに異なっており、ニューヨーク州では、「ある者の

事業において使用される方式、パターン、考案品、情報の集まりであり、それを知らな

い、またはそれを使わない競争相手に対する優位性を獲得する機会を与えるもの」と定

義している。競争優位に立つために企業が開発に費やすコストを考えれば、企業秘密に

アクセスしていた従業員が会社を去る際に制約を課すことは妥当であると考えられてお

り、「秘密保護方針書の作成」、「秘密保護方針書に関する従業員教育」、「秘密保護

方針の強制」、「情報に対するアクセス制限」、「離職時の面談」などが行われている。 

(2)企業秘密の盗難例 

（ボーイングによるロッキード・マーチンの企業秘密の盗難） 

 ボーイングの元マネージャーは、ロッキード・マーチンから米空軍向けの数百万ドル

規模のプログラムに関する企業秘密を盗み出したとして、2003年に司法省の告発を受け

た。告発されたブランチとアースキンは、ボーイングの発展型使い捨て打ち上げ機（EELV）

プログラムを担当するマネージャーであった。 

ボーイングのEELV担当エンジニアであったアースキンは、ロッキード・マーチンのEELV

関連文書を入手するため、ロッキードからブランチを採用した。ボーイングとロッキー

ド・マーチンは、EELV関連の28件の契約内容に関する総額約20億ドルの見積を提出し、

ボーイングが28件中19件の契約を落札し、ロッキード・マーチンが残り9件を落札した。

ボーイングの弁護士の一人がアースキンとブランチの事務所の捜索を行い、「ロッキー

ド・マーチン社専有・競争上極秘」と書かれた様々な文書を発見した。EELVの競争入札

に詳しい空軍スタッフが確認したところ、ロッキード・マーチンのものと思われる141件

の文書が回収され、36件の文書に「ロッキード・マーチン社専有・競争上極秘」との表

示があった。16件の文書はロッキード・マーチン製EELVの製造コストに関連しており、

競争相手が入手した場合、入札結果に影響する可能性がある程度認められると判断され

た。また、この他の製造コストに関連する7件の文書は、競争相手が入手した場合、入札

結果に影響する可能性が高いと判断された。このスキャンダルの結果、ボーイングは自



社情報の取扱を含む多くの手続を変更し、「倫理的なビジネスと行動に関するガイドラ

イン」を策定した。 

（ノースロップ・グラマンとSpaceXにおける企業秘密の盗難） 

 ノースロップ・グラマン社と創業したばかりのスペース・エクスプロレーション・テ

クノロジーズ社（SpaceX）は、最先端のロケットプログラムに関して互いに相手を訴え

る訴訟を行っている。ノースロップは、ノースロップにより 2002 年に買収された TRW の

出身者を雇用し、TRW の技術を使用してエンジンを建造したと主張している。SpaceX は、

ノースロップが国防総省の助言者である立場を濫用して機密情報を入手したと主張して

いる。この問題は、軍の技術開発において、大手の請負業者を代理人として使用するこ

とが増えていることに根本的な疑問を投げかけている。技術者の削減、予算の引き締め、

国防プログラムの複雑化により、国防総省は大手の民間軍事請負業者に大きく依存する

ことを余儀なくされている。国防企業の合併により、国防総省の選択肢が狭められると

ともに、企業の持つ製品群の幅は広がっている。このため、ノースロップやロッキード・

マーチンのような最大手の請負業者は、政府から技術支援要請を受けることが多く、自

らの権益と監督下にある会社の権益との相反を招く可能性が高まっている。 

 空軍は、SpaceX のロケットに関する設計確認と打ち上げ安全性の評価をノースロップ

に依頼していた。この役割を果たす請負業者は、他社の機密情報へのアクセス権を持つ

従業員と、ライバル各社のプロジェクトに対抗する業務を行う従業員とを隔離すること

を要求されていた。SpaceX は、ノースロップからの参加した評価者の大多数が競合する

ロケットプログラムに関係していることを発見した。 

SpaceX とノースロップは見解の相違を解決できず、ノースロップは、SpaceX と推進系

を担当するチーフエンジニアがエンジン開発のために企業秘密を盗んだと訴えた。一方、

SpaceX は、ノースロップの訴訟が同社に損害を負わせることを意図した反競争的で違法

な行動であるとするとともに、ノースロップが政府の助言者として信頼を受ける立場を

濫用し、他社情報の保存・保護・不正使用防止を目的とする管理体制が崩壊の危機に瀕

していると主張している。 

潜在的利害相反の問題は、ノースロップの他の事業にも影響を与え、議会の調査機関

である政府責任説明局（Government Accountability Office）は 2004 年 8 月に、倫理管

理に根本的に欠陥があるとしてノースロップとの契約の取り消しを海軍に命じた。 

ノースロップが起こした訴訟に関しては、2005 年夏に公判が行われる予定である。

SpaceX が連邦裁判所で起こした訴訟に関しては、ノースロップによる棄却動議が却下さ

れ、2006 年 2 月の公判が予定されている。 

 

3.企業秘密を保護するメカニズム 

(1)従業員の雇用と競合企業への移籍時における適正評価（デューデリジェンス） 

高度な技能を持つ従業員は貴重な人材であるが、労働市場は非常に流動性が高く、短

い期間に何回も転職することがある。従って、雇用主は、新たに従業員を雇用する際に

も、競争相手の企業に異動する際にも、適正評価（due diligence）を行うべきである。

また、新規雇用と退職プロセスへの人事専門家の参加は、企業の権益を保護する上で不

可欠である。 



 

(2)下請業者が元請業者に与える権利 

 宇宙産業の元請業者が下請業者と交わす契約の多くは、下請業者がすべての知的財産

を有料で元請業者に譲渡すると規定している。これは、大手宇宙関連企業が新規のアイ

デアとともに、知的所有権を獲得・保護する方法の一つとなっている。 

 

(3)競業禁止と開示禁止の合意 

 企業は従業員に対し、雇用契約終了後にこれまで行っていた仕事と同様の仕事に従事

することを禁止する競業禁止の合意書への署名を求めることが多い。これは企業情報の

強力な保護手段である一方、従業員の自由な職業選択権を損なう可能性があり、使用に

は注意が必要である。 
 
 

 
 
この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

 

 

 


