
平成26年３月

一般社団法人　日本機械工業連合会

この報告書は、競輪の補助金により作成しました。

http://ringring-keirin.jp

平成２５年度 機械工業における

技術流出防止策の調査研究報告書

―技術流出対策調査研究専門部会―

日機連25技術流出



 

 
 

は じ め に 
 

技術流出防止について、経済産業省が平成 15 年に技術流出防止指針を策定し、平成 25

年に営業秘密管理指針を改訂し対策に努めています。また、産業界においても、かねてよ

り各企業が個別に取り組んで参りました。 

 

しかし、退職者による技術流出が問題になっている他、海外展開に伴う製造ライセンス

や技術提携等、様々なルートを通じて我が国機械工業の技術の流出が続いています。 

 

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

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

あります。そこで、当会では経営課題研究委員会の会員企業・団体の有志の方々や有識者

で構成する「技術流出対策調査研究専門部会」を設け、対策を検討することに致しました。 

 

 今年度は、検討を始めるにあたり、有識者を招いて講演を拝聴した他、本専門部会の委

員企業・団体を対象に「技術流出の実態に関するアンケート調査」を実施し、加えて米国

の日系現地法人を訪問し、技術流出の現状やその対策に関するヒアリング調査を行いまし

た。 

 

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

会社に調査を委託しました。 

 

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

 

平成 26 年 3 月 

 

 

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

                        会長   岡 村   正 
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技術流出対策 

エグゼクティブサマリー 

 

1  調査研究の概要 

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

問題になっている。直近では、2014 年 3 月に、大手半導体メーカーの業務提携先の元技

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

年 2 月には、大手工作機械メーカーの元従業員が設計情報を不正に取得した刑事責任を問

わている裁判の公判が開始された。 

 意図した又は想定していた技術移転の範囲を超える「意図せざる技術流出」は、当該企

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

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

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

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

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

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

に対する罰則を強化する法改正も行われてきている。 

 しかしながら、技術流出は、一般によく注目される従業者による情報漏洩や、技術者の

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

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

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

な場面で生じている。技術流出を防ぐためには、技術流出が生じる多様なパターンを整理

し、機械工業において技術流出をもたらすメカニズムを分析して、技術流出発生のパター

ンに応じた技術流出防止策を検討する必要がある。 

 本調査は、次年度以降に、機械工業における実効的な技術流出防止策を検討して、機械

工業向けの技術流出防止の行動指針を策定し、業界への普及・啓発を図ると共に、政府に

技術流出防止指針の改定を働きかけることを目指して取り組んだものである。 
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2 日本の政府や産業界による技術流出防止策と日本における技術流出実態 

2.1 日本の政府による技術流出防止策 

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

施が予定されている政策を調査して整理した。 

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

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

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

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

省によって、「企業における戦略的対応を可能とするような『参考となるべき指針』として」 、

「技術流出防止指針」と「営業秘密管理指針」が策定された。 

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

罰則強化が行われてきている。 

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

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

識の下、労働法や企業専門的な知識を有する学識経験者や弁護士等で構成される委員会が

設置されて競業避止義務契約の有効性が検討された。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【取り組むべき施策】が示されている。 

 

2.2 日本の産業界による技術流出防止策 

2.2.1 日本の経済団体による技術流出防止に向けた取り組み 

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

ビジョン』策定に向けた提言～グローバル・イノベーション時代を勝ち抜く戦略的知財政
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策を目指して～」を発表し、「営業秘密、技術情報、ノウハウといった「権利化されていな

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

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

 

2.2.2 日本企業による技術流出防止策 

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

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

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

た。また、当初設定した自社の従業者の退職時だけでなく、従業者を雇用中常時、様々な

情報セキュリティ対策が講じられていることが分かった。 

 

2.3 日本における技術流出の実態と事後対策 

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

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

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

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

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

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

細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

おり見直しが検討される時期に来ているのではないかと考えられる。 
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3 海外の政府や産業界による技術流出防止策と海外における技術流出実態 

3.1 海外の政府による技術流出防止策 

3.1.1 米国の政府による技術流出防止策 

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

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

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

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

いたことに、この事件は警鐘を鳴らすこととなった。 

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

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

みなし、輸出管理規則の規制対象としている。 

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

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

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

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

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

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

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

情報を保有する防衛関連企業に提供されている 。 

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

も対象としている。 

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

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

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

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

して包括的に対応する「National Intellecual Property Rights Coordination Center」が

あり、企業の提供した情報に基づいて模倣品の国内流入や国外への技術流出を未然に阻止

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

行い、技術流出や模倣品の国内流入を未然に防ぐ本組織は、日本政府の今後の技術流出防

止体制のモデルになると考えられる。 
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3.1.2 韓国の政府による技術流出防止策 

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

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

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

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

している。 

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

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

非親告罪であるため、警察の独自捜査により立件に至る例も少なくない。 

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

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

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

の保護と管理活動を全般的に支援している 。 

 

3.2 海外の産業界による技術流出防止策 

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

況を調査するため、日本企業の米国現地法人に対して訪問ヒアリング調査を実施した。各

社に関する訪問ヒアリング調査結果を事例として紹介しているが、日本と比較した米国の

技術流出防止策の特徴としては、以下が挙げられる。 

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

時に他社の機密情報を持ち込ませないことに強く留意している。 

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

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

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

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

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

していく。 

◇労働市場の流動性が高く、同業種間での転職が一般的であることから、競業避止義務契

約は結ばれていない。 
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3.3 海外における技術流出の実態と事後対策 

 日本と異なり労働市場の流動性が高く転職が一般的な米国における技術流出の実態と事

後対策の状況を調査するため、日本企業の米国現地法人に対して訪問ヒアリング調査を実

施した。各社に関する訪問ヒアリング調査結果を事例として紹介しているが、日本と比較

した米国の技術流出防止策の特徴としては、以下が挙げられる。 

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

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

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

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

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

があった場合には必要な手段を講じるとしている。 

 

4 日本の機械工業における技術流出発生のパターンの整理と次年度の課題 

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

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

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

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

とが明らかになった。 

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

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

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

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

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

細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

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

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

でもあり、幅広い側面に関わる問題であると言える。 

 

4.2 米国の技術流出防止策をふまえた日本の技術流出防止策への示唆 

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

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

長い景気低迷の間に多数の技術者が解雇され、こうした元従業者を通じた「意図せざる技
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術流出」が大きな社会問題になっている。 

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

「National Intellecual Property Rights Coordination Center」が挙げられる。米国では、

特許商標庁、商務省や国務省の知的財産担当部署、国土安全保障省の入国・税関における

捜査担当部署や食品医薬局の捜査担当部署、消費者製品安全委員会、原子力規制委員会、

NASA、警察や軍等 17 の主要連邦政府機関に加えて、インターポール、ユーロポール、及

びカナダ警察とメキシコ政府の 21 の協力機関が連携して知的財産侵害に対して包括的に

対応する「National Intellecual Property Rights Coordination Center」があり、企業の

提供した情報に基づいて模倣品の国内流入や国外への技術流出を未然に阻止している。技

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

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

ルになると考えられる。 

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

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

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

れる。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

が、米国では、オープンイノベーションを推進する意味で、情報を常時精緻に区分するこ

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

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

の活性化を図っているケースがみられる。日本企業は、情報の区分や規制の精緻化に膨大
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な労力をかけたり、厳罰化により従業者のモチベーションの低下やオープンイノベーショ

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

国の対処策に見倣う点があると思われる。 

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

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

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

返却を求めるだけでそれ以上の措置はとられていない例も注目される。 

 その他、米国では、従業者の採用時に、転職元企業から違法な技術取得として提訴され

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

で交わしている企業が多く見られるが、さらに、仮に他社の企業機密が持ち込まれた場合

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

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

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

影響を防ぐことができると考えられる。 

 

4.3 次年度の課題 

 次年度以降は、機械工業における実効的な技術流出防止策を検討して、機械工業向けの

技術流出防止の行動指針を策定し、業界への普及・啓発を図ると共に、政府に技術流出防

止指針の改定を働きかけることを目指していく。 
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1 調査研究の概要 

 

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

問題になっている。直近では、2014 年 3 月に、大手半導体メーカーの業務提携先の元技術

者が、 先端の技術情報を韓国の大手半導体メーカーに渡したとして逮捕され、2014 年 2

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

いる裁判の公判が開始された。 

 意図した又は想定していた技術移転の範囲を超える「意図せざる技術流出」は、当該企

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

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

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

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

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

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

対する罰則を強化する法改正も行われてきている。 

 しかしながら、技術流出は、一般によく注目される従業者による情報漏洩や、技術者の

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

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

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

な場面で生じている。技術流出を防ぐためには、技術流出が生じる多様なパターンを整理

し、機械工業において技術流出をもたらすメカニズムを分析して、技術流出発生のパター

ンに応じた技術流出防止策を検討する必要がある。 

 本調査は、次年度以降に、機械工業における実効的な技術流出防止策を検討して、機械

工業向けの技術流出防止の行動指針を策定し、業界への普及・啓発を図ると共に、政府に

技術流出防止指針の改定を働きかけることを目指して取り組んだものである。 

 

1.1 調査の目的 

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

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

への流出が大きな問題になっている。 

 も直近の事例では、2014 年 3 月に、東芝と業務提携している米国の大手半導体メーカー

のサンディスクの元技術者が、東芝の主力製品であるデータ記憶媒体「NAND 型フラッシ
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ュメモリー」に関する 先端技術の研究データを自身の記録媒体にコピーし、2008 年にサ

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

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

の容疑で逮捕された。これ以前にも、大手工作機械メーカーのヤマザキマザックの中国籍

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

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

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

刑事責任が問われ、2014 年 2 月に公判が開始された。また、鉄鋼業の事例ではあるが、新

日鐵住金は、韓国鉄鋼大手ポスコとポスコの日本法人が新日鐵住金の元従業員 A を通じて

高機能鋼板の製造技術を不正取得・使用したとして、3 者に対して不正競争防止法に基づく

民事訴訟を提起している。1 

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

や技術提携、部品や製造機械の調達、共同研究など事業活動の様々な場面において、我が

国機械工業の技術は流出している。 

  

 「意図した又は想定していた技術移転の範囲を超える『意図せざる技術流出』」2は、当該

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

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

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

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

る。 

 

 こうした問題意識をふまえ、経済産業省では、2003（平成 15）年に「技術流出防止指針」

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

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

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

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

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

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

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

（2013 年 3 月）、各種新聞情報より。 
2 経済産業省「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～」（2003 年 3 月） 
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訟手続が整備されるなど、不正競争防止法について、技術流出に対する処罰を強化する法

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

た、2012 年度には、「人材を通じた技術流出に関する調査研究」が行われ、技術流出は、自

社の従業者や退職した従業者など人を通じて も多く発生するとの認識の下、競業避止義

務契約の有効性が検討された。3 

 

 しかしながら、技術流出は、一般によく注目される従業者による情報漏洩や、技術者の

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

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

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

な場面で生じている。 

 技術流出を防ぐためには、技術流出が生じる多様なパターンを整理し、機械工業におい

て技術流出をもたらすメカニズムを分析して、技術流出発生のパターンに応じた技術流出

防止策を検討する必要がある。 

 

 本調査は、次年度以降に、機械工業における実効的な技術流出防止策を検討して、機械

工業向けの技術流出防止の行動指針を策定し、業界への普及・啓発を図ると共に、政府に

技術流出防止指針の改定を働きかけることを目指し、取り組んだものである。 

 

 

図表 1-1 事業の全体像 

■平成 25 年度 

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

 ①日本の政府による技術流出防止策に関する調査 

 ②日本の産業界による技術流出防止策に関する調査 

 ③日本における技術流出の実態に関する調査 

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

 ①海外の政府による技術流出防止策に関する調査 

 ②海外の産業界による技術流出防止策に関する調査 

 ③海外における技術流出の実態に関する調査 

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

（2013 年 3 月）より。 
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(3)日本の機械工業における技術流出発生のパターンの整理とメカニズムの分析 

 

■次年度以降 

○日本の機械工業における技術流出をとりまく動向に関する調査 

○実効的な技術流出防止策の検討 

○機械工業における技術流出防止の行動指針の検討 

○機械工業における技術流出防止の行動指針の普及・啓発 

○政府に対する技術流出防止指針改定の働きかけ  等 

 

 

1.2 調査の方法 

 

 本調査は、以下の内容から構成される。 

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

 ① 日本の政府による技術流出防止策に関する調査 

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

されている政策を調査した。 

 

 ② 日本の産業界による技術流出防止策に関する調査 

 日本の工業会や経済団体等並びに各企業が実施している技術流出防止に向けた取り組み

を調査した。工業会については、機械工業関連に加えて、二十数年も前から技術流出防止

対策を講じている化学業界についても調査した。 

 

 ③ 日本における技術流出の実態と事後対策に関する調査 

 日本の機械工業における技術流出の実態と事後対策を調査した。技術流出は、一般によ

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

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

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

対応等の納入後の段階まで様々な段階において、様々な場面で生じている。また、業界の

取引慣行上、納入時に図面の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。

こうした様々な場面等における技術流出の実態と事後対策を多面的な観点で調査した。 
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(2) 海外の政府や産業界による技術流出防止策と海外における技術流出実態に関する調査 

 ① 海外の政府による技術流出防止策に関する調査 

 日本と同様に技術流出問題に直面している海外諸国の政府が実施している技術流出防止

のための政策を調査し、日本と異なる面があるか等を把握した。 

 

 ② 海外の産業界による技術流出防止策に関する調査 

 日本と同様に技術流出問題に直面している海外諸国の工業会や経済団体等並びに各企業

が実施している技術流出防止に向けた取り組みを調査し、日本と異なる面があるか等を把

握した。 

 

 ③ 海外における技術流出の実態と事後対策に関する調査 

 海外の機械工業における技術流出の実態と事後対策について調査し、日本と異なる面が

あるか等を把握した。 

 

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

 経済産業省「技術流出防止指針」（平成 15 年）で設定された技術流出の 7 つのパターン

を参考として、 新の技術流出の実態や課題もふまえ、現在の日本の機械工業における技

術流出が生じる多様なパターンを整理し、技術流出をもたらすメカニズムを分析した。 

 本調査の 初に仮説を提示し、(1)(2)の調査や委員会での検討をふまえて整理した。 

 

 

1.3 調査の対象と用語遣い 

 経済産業省の指針では、「日本国内におけるノウハウ等の流出防止は営業秘密管理指針に

おいてカバーされ」、技術流出防止指針は「国境を超える技術流出防止に焦点をあてる」4と

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

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

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

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

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

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

                                                  
4 経済産業省「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～」（2003 年 3 月）より。 
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おり、さらに近年では、外国企業から出資を受ける日本企業も少なくなく、技術流出が日

本国内で起きていても流出先が外国企業である事例も発生している。 

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

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

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

こととする。 

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

も対象としているが、本調査では、技術流出を調査対象としているので、純粋な営業情報

のみの流出は対象には含めないこととし、下図における赤線太枠内を本調査の対象とする。 

 

図表 1-2 事業者が保有する情報の分類 

営業上の情報

・経営戦略情報
・顧客情報
・営業情報
・管理（人事・経理等）情報

等

技術上の情報

営業秘密
（事業活動に有用な非公知情報を秘密管

理することで営業秘密となる）

個人情報
（特定の個人を識別さ

せる情報）

＊個人情報保護法に
より法律上の義務等

が課される

事業者が保有する情報全般

個別の技術上の情報

・金型図面
・金型加工データ

等

研究機関等における
・機械技術情報
・防衛秘密情報

等

＊外為法により法律上
の義務等が課される

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

等について」（2003 年 1 月、2013 年 8 月改訂）より三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)作
成 

 (注) 赤線太枠内が、本調査の対象範囲。 
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 すなわち、本調査では、技術流出を、技術流出防止指針に則りつつ流出場所を国外に限

定せず、「先端的技術が化体された 終製品・部品、設計図情報・製法等の生産技術・ノウ

ハウ、先端製造設備等に含まれる技術・ノウハウであって、文書化されたデータ・情報の

取得又は人を媒介としたノウハウの伝達等に伴い」「意図に反して又は想定していた範囲を

超えて」5 流出したものとする。 

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

ものであり、これが許諾を受けずに利用され意図を超えた技術流出が生じたとしても、権

利保護の行使、ライセンス契約等の実効性の問題」であるが、「知的財産権の保護が弱い地

域においては、権利行使が十分に行えないことがあることを事前に十分認識した上で、リ

バースエンジニアリングの予防策の導入などを含めて技術移転の考え方や契約内容を整理

しておくことは重要であるとの観点から」6、技術流出防止指針と同様、これらについては

本調査においても一部言及している。 

 

1.4 技術流出対策調査研究専門部会の開催概要 

図表 1-3 技術流出対策調査研究専門部会の開催概要 

会議名 開催日 開催場所 

第１回技術流出対策調査研究専門部会 2013 年 10 月

2 日（水） 

機械振興会館 

 １．挨拶・主旨説明 

２．部会長・副部会長選任 

３．講演：技術流出対策～海外も視野に入れて～ 

   北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士 生沼寿彦 氏 

４．説明：技術流出対策 調査研究企画書 

第２回技術流出対策調査研究専門部会 2013 年 12 月

16 日（月） 

機械振興会館 

 １．講演：韓国における技術流出の現状 

   ＪＥＴＲＯソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 

２．報告：技術流出の実態に関するアンケート調査結果 

３．報告：中国情報共有サイト対策 

第３回技術流出対策調査研究専門部会 2014 年 3 月

25 日（火） 

機械振興会館 

 １．報告：平成 25 年度 技術流出対策調査研究報告書（素案）について 

２．審議：上記報告書について 

 
                                                  
5 経済産業省「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～」（2003 年 3 月）より。 
6 経済産業省「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～」（2003 年 3 月）より。 
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2 日本の政府や産業界による技術流出防止策と日本における技術流出実態 

 

2.1 日本の政府による技術流出防止策 

 

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

施が予定されている政策を調査して整理した。 

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

知的財産戦略本部を設置し、2002 年 7 月に「知的財産戦略大綱」を策定した。そして、2003

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

産戦略を三位一体のものとして遂行する必要があるとの考え方の下、経済産業省によって、

「企業における戦略的対応を可能とするような『参考となるべき指針』として」 、「技術

流出防止指針」と「営業秘密管理指針」が策定された。 

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

罰則強化が行われてきている。 

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

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

識の下、労働法や企業専門的な知識を有する学識経験者や弁護士等で構成される委員会が

設置されて競業避止義務契約の有効性が検討された。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【取り組むべき施策】が示されている。 

 



 

9 
 

(1) 技術流出防止のために実施されてきたこれまでの政策 

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

知的財産戦略本部を設置し、2002 年 7 月に「知的財産戦略大綱」を策定した。そして、2003

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

産戦略を三位一体のものとして遂行する必要があるとの考え方の下、経済産業省によって、

「企業における戦略的対応を可能とするような『参考となるべき指針』として」7、「技術流

出防止指針」と「営業秘密管理指針」が策定された。 

 

① 技術流出防止指針 

 「技術流出防止指針」では、世界経済の発展において技術移転が果たしてきた役割は大

きいと評価しつつも、「意図した又は想定していた技術移転の範囲を超える『意図せざる技

術流出』」8 は、「模倣品等の被害の拡大、技術の適正な対価の受け取り機会の喪失による収

益の低下、海外企業の急速な技術のキャッチアップの加速化を通じた競争力の喪失等」に

つながるとして懸念している。また、「こうした問題は、一企業や一業種の問題にとどまら

ず、他社や他業種に対する悪影響も懸念される」と述べ、一企業のみならず我が国全体の

国際競争力にも影響する可能性があるとしている。 

 「技術流出防止指針」は、その策定に当たって、企業における技術流出の実態やその対

策の状況に関して企業秘密にまで及ぶ深掘りヒアリングが行われ、事例等をもとに、「意図

せざる技術流出」の主なパターンを次の通り 7 つに類型化して、事例を掲載している。 

 

図表 2-1 技術流出防止指針が示す「意図せざる技術流出」が発生する主なパターン 

1. 技術ライセンスや技術援助にまつわる技術の流出 

2. 海外生産の開始・拡大にともなう技術流出 

3. 製造に必要な部品や材料に化体された技術流出 

4. 製造に必要な機械や設備に化体された技術流出 

5. 製造に必要な図面やノウハウの流出を通じた技術流出 

6. ヒトを通じた技術流出 

7. その他の要因による技術流出 

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

                                                  
7 経済産業省「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～」（2003 年 3 月）より。 
8 7 と同じ。以下、本項の「」内は、いずれも同じ。 
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対策が不足していたことに伴う技術流出 

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

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

(出所) 経済産業省「技術流出防止指針」（2003 年 3 月） 

 

 そして、「国内海外に限らず自社の技術を他社に移転することは、一定の技術流出リスク

を伴うものであり、このリスクを確実にゼロにすることは不可能である。この点を念頭に

おいて、真に戦略的に重要な技術は移転しないという選択を含めて、各社の有する技術の

移転戦略を構築することが重要である」と指摘した上で、「意図せざる技術流出」防止のた

めの対策を 7 つの柱に沿って整理している。 

 

図表 2-2 技術流出防止指針が示す「意図せざる技術流出」防止のための対策 

1. 技術流出防止基本方針の策定 

2. 技術流出防止管理マニュアルの策定 

3. 技術流出防止のための社内組織体制の整備 

4. 事業活動を行う上での具体的対策の強化 

5. 関連情報の収集・提供及び社内教育の実施 

6. フォローアップの徹底 

7. 組織の 高責任者による見直し 

(出所) 経済産業省「技術流出防止指針」（2003 年 3 月） 

 

② 営業秘密管理指針と不正競争防止法 

 「営業秘密管理指針」は、「技術流出防止指針」と同じ 2003（平成 15）年に、経済産業

省によって、「企業における戦略的対応を可能とするような『参考となるべき指針』として」

9 策定された。 

 「営業秘密」とは、事業活動に有用な非公知情報を秘密管理することで、不正競争防止

法による保護対象と認められる情報である。情報の種類としては、営業秘密には、経営戦

略情報や顧客情報、営業情報、人事・経理等の管理情報などの営業上の情報と、技術やノ

ウハウ等、技術上の情報の両方が含まれる。10 

 

                                                  
9 経済産業省「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～」（2003 年 3 月）より。 
10 経済産業省「営業秘密管理指針 参考資料３ 我が国における情報管理に関する各種ガイド

ライン等について」（2003 年 1 月、2013 年 8 月改訂）より。 
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図表 2-3 事業者が保有する情報の分類 

営業上の情報

・経営戦略情報
・顧客情報
・営業情報
・管理（人事・経理等）情報

等

技術上の情報

営業秘密
（事業活動に有用な非公知情報を秘密管

理することで営業秘密となる）

個人情報
（特定の個人を識別さ

せる情報）

＊個人情報保護法に
より法律上の義務等

が課される

事業者が保有する情報全般

個別の技術上の情報

・金型図面
・金型加工データ

等

研究機関等における
・機械技術情報
・防衛秘密情報

等

＊外為法により法律上
の義務等が課される

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

等について」（2003 年 1 月、2013 年 8 月改訂）より三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)作
成 

 (注) 赤線太枠内が、本調査の対象範囲。 

 

 「営業秘密」として不正競争防止法により保護されるためには、①秘密管理性、②有用

性、③非公知性の 3 要件を全て満たしている必要がある11。 

 

図表 2-4 不正競争防止法により保護される営業秘密の 3 要件 

 秘密として管理されていること（秘密管理性） 

①情報にアクセスできる者を制限すること （アクセス制限） 

②情報にアクセスした者にそれが秘密であると認識できること （客観的認識可能性）

 

 有用な営業上又は技術上の情報であること（有用性） 

 当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、

経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。現実に利用されていなくて

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

（2013 年 3 月）より。 
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も良い。 

 公然と知られていないこと（非公知性） 

 保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。 

(出所)経済産業省 知的財産政策室「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」（2013
年 3 月） 

 

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

が行われてきている。まず、「営業秘密管理指針」が策定された 2003（平成 15）年に営業

秘密侵害行為のうち、特に違法性の高い行為類型を“刑事罰”の対象とする「営業秘密侵

害罪」が創設された。その後、2005（平成 17）年には、国外処罰規定、退職者処罰規定、

法人処罰規定等が導入される営業秘密侵害罪の罰則強化が行われ、2010（平成 22）年には、

目的要件の変更、第三者等による営業秘密の不正な取得に対する刑事罰の対象範囲の拡大、

営業秘密の開示はなくとも営業秘密の領得自体を刑事罰の対象とするさらなる罰則強化が

行われた。さらに 2011（平成 23）年には刑事訴訟手続が整備された。12 

 現在、営業秘密侵害罪は、不正競争防止法において次の類型が定められており、「不正の

利益を得る目的」又は「営業秘密の保有者に損害を与える目的」で行った営業秘密の不正

取得･領得･不正使用･不正開示のうちの一定の行為は、営業秘密侵害罪として、10 年以下の

懲役又は 1000 万円以下の罰金（又はその両方）が科されると定められており、法人の業務

として行われた場合には、法人も 3 億円以下の罰金となると定められている。さらに、民

事訴訟により、差止や損害賠償、信用回復措置を請求することができる。13 

 

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

（2013 年 3 月）より。 
13 経済産業省 知的財産政策室「営業秘密と不正競争防止法」（2013 年 8 月）より。 
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図表 2-5 営業秘密侵害罪の類型（不正競争防止法第 21 条第 1 項） 

 
(出所)経済産業省 知的財産政策室「営業秘密と不正競争防止法」（2013 年 8 月） 

 

 不正競争防止法の改正に合わせて「営業秘密管理指針」も改訂されてきており、2013 年

8 月に改訂された 新の「営業秘密管理指針」では、「営業秘密の管理のために実施するこ

とが望ましい秘密管理方法」として、情報の区分・秘密指定の方法やアクセス権者の指定

方法、物理的・技術的管理の方法、人的管理の方法を具体的に紹介している他、「営業秘密

の管理を適切に機能させるために実施することが望ましい組織的管理の在り方」を紹介し、

参考資料として、「営業秘密管理チェックシート」、「各種契約書の参考例」、「営業秘密を適

切に管理するための導入手順」等の実践的な内容を掲載している14。 

 

                                                  
14 経済産業省「営業秘密管理指針」（2003 年 1 月、2013 年 8 月改訂）より。 
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図表 2-6 営業秘密の望ましい管理方法 

①営業秘密の指定(例) 

 

②物理的管理(例) 
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③技術的管理(例) 

 

(出所) 経済産業省 知的財産政策室「営業秘密管理指針の概要」（2013 年 8 月） 

 

 また、営業秘密に関する裁判においては「諸般の事情を総合考慮し、合理性のある秘密

管理方法が実施されていたか否かという観点から、秘密管理性について判断され」、秘密管

理性が否定されるケースが少なくないことから、「事業者においては、具体的な管理方法を

適切に組み合わせ、その管理水準を一定以上にすることにより、秘密管理性に関する法的

判断における事後的な事情への依存度を軽減させ、営業秘密として法的保護を享受し得る

可能性を高くすることが望ましい」とアドバイスしている15。 

 

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

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

識の下、国内の製造業、情報産業やサービス業等の約 3 千社が回答したアンケート調査が

行われたと共に、労働法や企業専門的な知識を有する学識経験者や弁護士等で構成される

委員会が設置されて競業避止義務契約の有効性が検討された。競業避止義務契約の有効性

については、報告書において次のようにポイントが整理されている。16 

 

                                                  
15 経済産業省「営業秘密管理指針」（2003 年 1 月、2013 年 8 月改訂）より。 
16 経済産業省 知的財産政策室「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」

（2013 年 3 月）より。 
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図表 2-7 競業避止義務契約の有効性について 

 競業避止義務契約締結に際して 初に考慮すべきポイント 

・企業側に営業秘密等の守るべき利益が存在する。 

・上記守るべき利益に関係していた業務を行っていた従業員等特定の者が対象。 

 

 競業避止義務契約の有効性が認められる可能性が高い規定のポイント 

・競業避止義務期間が 1 年以内となっている。 

・禁止行為の範囲につき、業務内容や職種等によって限定を行っている。 

・代償措置（高額な賃金など「みなし代償措置」といえるものを含む）が設定されて

いる。 

 

 競業避止義務契約の有効性が認められない可能性が高い規定のポイント 

・業務内容等から競業避止義務が不要である従業員と契約している。 

・職業選択の自由を阻害するような広汎な地理的制限をかけている。 

・競業避止義務期間が 2 年超となっている。 

・禁止行為の範囲が、一般的・抽象的な文言となっている。 

・代償措置が設定されていない。 

(出所)経済産業省 知的財産政策室「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」（2013
年 3 月） 

 

③ 技術流出防止に関する政府のその他の指針・ガイドライン等の策定状況 

 以上のような指針を、中小企業等向けに分かりやすく解説した資料も経済産業省では作

成しており、「営業秘密管理指針」については、一部前掲したようなポイントを分かりやす

く整理したパワーポイントやパンフレットがウェブサイト上に公表されている。 

 また、受発注取引や共同研究等の連携の場面において、自社の知的財産や企業秘密を守

るための指針「誰でもわかる！ 取引・連携で知的財産を守るためのポイント ～しまっ

た！と思った時はもう遅い～ （知的財産、企業秘密保持への指針）」が 2004 年 3 月に策

定され、2006 年 11 月に改訂されている。本指針は、中小企業における知的財産や技術的

秘密保持の実態や課題を調査した上で、「技術流出防止指針」と「営業秘密管理指針」をベー

スに、分かりやすく、また中小企業が特に直面する問題に重点を置いて作成されたもので、

指針は失敗事例を提示して注意をひき、続いて失敗しないためのポイントを提示している。

表紙が赤色の指針と、青色の契約文例集の二分冊で構成され、指針本体は、イラスト入り
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で分かりやすく、さらに巻末には、切り離し可能で壁に貼ることができる指針のポイント

が書かれた大判の別紙も綴じ込まれている斬新な内容となっている。17 

 さらに、企業の海外進出先として中国が も多く、技術流出が主に中国を中心に発生し

ていることから、全国の中小企業の特に中国における模倣品被害や意図せざる技術流出お

よび技術という知的財産を移転した際の対価の回収が困難である問題などを調査し、日本

企業の知的財産戦略を検討した上で、中国において自社の技術（知的財産）を守りながら

ビジネスに成功するための指針「中国知財ビジネスの手引き～中国で 守って儲ける 自社

技術～」が、経済産業省 近畿経済産業局と(独)中小企業基盤整備機構 近畿支部により、

2007 年 3 月に策定されている18。本手引きは、翌年の 2008 年度にはマンガ版も発行され、

指針とのセットで好評を博し、増刷が繰り返された。 

 また、大学向けとして、「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」が、

経済産業省により、2004 年 4 月に策定され、2011 年 3 月に改訂されている。 

 一方、営業秘密の管理方法に関する詳細かつ高度な内容について、(独)情報処理推進機

構（IPA）が、「組織における内部不正ガイドライン」を 2013 年 3 月 25 日に策定している。 

 いずれも経済産業省のウェブサイトからダウンロードすることができる。 

(2) 技術流出防止に向けて今後実施が予定されている政策 

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

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

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

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

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

 「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）では、第 1 の柱である「産業競争力強化

のためのグローバル知財システムの構築」の一環として、「２．国際的な知財の制度間競争

を勝ち抜くための基盤整備」において、「(３)営業秘密の保護の強化」が項目立てされ、営

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

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

た【課題】が示され、【取り組むべき施策】が示されている。 

 

                                                  
17 経済産業省「誰でもわかる！ 取引・連携で知的財産を守るためのポイント ～しまった！

と思った時はもう遅い～ （知的財産、企業秘密保持への指針）」（2004 年 3 月、2006 年 11 月

改訂）より。 
18 経済産業省 近畿経済産業局、(独)中小企業基盤整備機構 近畿支部「中国知財ビジネスの手引

き～中国で 守って儲ける 自社技術～」（2007 年 3 月）より。 
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図表 2-8 「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）における 

「営業秘密の保護の強化」に関する記述 

【課題】 

・営業秘密侵害の訴訟手続に関しては立証責任の軽減など手当すべき部分が多く残され

ているとの指摘、米国での水際措置などの諸外国が推進している取組などを踏まえ、

営業秘密の保護に関する海外の制度、動向、取組を調査・研究しつつ、必要に応じ、

営業秘密の実効的な管理の実現、必要な制度などの整備に向けた検討を行い、適切な

措置を講ずることが重要となっている。 

・省庁横断的な官民フォーラムを創設し、営業秘密・技術情報の漏えいに関する情報交

換や意識の共有を図るとともに、社会への啓発活動を行うべきとの指摘を踏まえ、米

国の官民フォーラムなどの海外の制度、動向、取組を調査・研究しつつ、産業界と政

府とが一体となり、営業秘密の実効的な管理の実現のための情報共有・検討を行う体

制の構築が必要となっている。 

・営業秘密の実効的な管理の浸透が不十分であるという実態調査の結果を踏まえ、基本

的対策がとれていない企業を対象とした早急な支援が必要となっている。 

 

【取り組むべき施策】 

・営業秘密侵害の立証負担軽減（特に国外での使用・開示の証明など）などのために、

営業秘密保護に関する制度について、具体的課題、海外の制度や動向を調査・研究し

た上で、必要に応じ、不競法の検討のみならず、民事手続や刑事手続の在り方も含め

て幅広い観点から検討し、適切な措置を講ずる。（経済産業省、他） 

・営業秘密侵害行為により不正に製造された商品のグローバル流通を防止するための国

際協調の在り方や方策について、米国での水際措置などの海外の制度や動向を調査・

研究しつつ、検討し必要な措置を講ずる。（経済産業省、他） 

・日本における技術・営業秘密保護のための取組を促進するために、米国の「ＯＳＡＣ」、

「ＯＮＣＩＸ」などの諸外国の取組などを参考にしながら、官民フォーラムの場など

で産業界と政府が一体となり営業秘密保護に関する情報共有・検討などを行う体制の

構築を検討する。（内閣官房、経済産業省、他） 

・人材を通じた技術流出に関する実態調査の結果などを踏まえた対応として、営業秘密

の管理について基本的対策がとれていない企業（特に中小企業）・大学などを対象と

した早急な支援、例えば、既存の指針・ガイドラインの内容の一層の周知徹底、事例
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を集めた理解しやすいパンフレットの作成とこれを用いた周知活動などを実施する。

（経済産業省） 

(出所) 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日） 

 

 そして、2013 年度の行動計画である「知的財産推進計画２０１３」には、「営業秘密保護

に関する官民フォーラムなどの場の準備」が短期の施策として掲載され、巻末の「工程表」

においては、2013 年度に「場の在り方を検討」し、2014 年度に「必要に応じて試行的な取

組を実施」すると記載されている。 

 

図表 2-9 「知的財産推進計画２０１３」における「営業秘密の保護」に関する記述 

（３）営業秘密の保護 

【施策例】 

（営業秘密に関する海外の調査・研究） 

・営業秘密侵害の立証負担軽減（特に国外での使用・開示の証明など）、営業秘密侵害行

為により不正に製造された商品のグローバル流通の防止などの日本における営業秘密

保護の取組み促進のために、営業秘密保護に関する具体的課題、米国での水際措置な

どの海外の制度や動向、海外の機関（例えば、米国の「ＯＳＡＣ」、「ＯＮＣＩＸ」、韓

国の「営業秘密保護センター」など）の取組などについて、調査・研究を実施する。（短

期）（経済産業省） 

 

（営業秘密保護に関する官民フォーラムなどの場の準備） 

・日本における技術・営業秘密保護のための取組を促進するために、米国の「ＯＳＡＣ」、

「ＯＮＣＩＸ」」などの諸外国の取組などを参考にしながら、官民フォーラムの場など

で産業界と政府が一体となって営業秘密保護に関する情報共有・検討などを行うため

の準備を開始する。（短期）（内閣官房、経済産業省、他） 

 

（企業・大学などの営業秘密管理の強化支援） 

・人材を通じた技術流出に関する実態調査の結果などを踏まえ、営業秘密の管理につい

て基本的対策がとれていない企業（特に中小企業）・大学などへの早急な支援として、

既存の指針・ガイドライン（営業秘密管理指針など）の内容の一層の周知徹底を実施

する。 

（短期）（経済産業省） 
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・人材を通じた技術流出に関する実態調査の結果を踏まえ、営業秘密の管理について基

本的対策がとれていない企業（特に中小企業）への早急な支援として、事例を集めた

理解しやすいパンフレットの作成とこれを用いた周知活動を実施する。（短期）（経済

産業省） 

（営業秘密保護に関する官民フォーラムなどの場の準備）に関する工程表（抜粋） 

(出所) 知的財産戦略本部「知的財産推進計画２０１３」（2013 年 6 月 25 日） 

 

 以上のような「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）及び「知的財産推進計画２

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

て 2014 年 2 月に「営業秘密タスクフォース」を設置して、営業秘密侵害の現状と課題に関

する調査を行い営業秘密保護の対応策について検討を行うことが決定された19。そして、2

月に第 1 回、3 月に第 2 回の営業秘密タスクフォースが開催され、委員及び関係省庁より営

業秘密侵害の現状と課題等について報告が行われた他、営業秘密保護の強化に向けた、民

における秘密管理の取組強化、官民の情報共有・連携体制の構築、官における制度面の整

備に関する論点について意見交換が行われた20。知的財産戦略を担当する山本一太内閣府特

命大臣は、2014 年 3 月 14 日の記者会見において営業秘密保護の実効性を図るために、官

民フォーラムの設置による情報共有や連携、並びに、官側の対応として法改正や法整備も

考えられるとして、まずは営業秘密タスクフォースにおける議論の結果を「知的財産推進

計画２０１４」に取り込んでいくと述べている21。 

 

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

ンチャー企業及び大学支援強化タスクフォースの設置について」（2014 年 2 月 6 日）より。 
20 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 ウェブサイトより。 
21 内閣府「山本内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成 26 年 3 月 14 日」より。 
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2.2 日本の産業界による技術流出防止策 

 次に、日本の産業界が実施している技術流出防止に向けた取り組みを調査した。 

 

2.2.1 日本の経済団体による技術流出防止に向けた取り組み 

 

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

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

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

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

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

 

(1) 日本経済団体連合会による技術流出防止に向けた提言 

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

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

策を目指して～」を発表している。 

 同提言において、経団連は、「営業秘密、技術情報、ノウハウといった「権利化されてい

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

に営業秘密を持ち出した場合の刑事罰の加重、米国の経済スパイ法のような独立の営業秘

密保護法制の整備、国際的な営業秘密侵害訴訟における管轄権や準拠法の明確化、営業秘

密の取得・使用に関する立証責任の軽減（あるいは転換）、適正管理要件の充足性に関する

立証水準の明確化、証拠収集手続きの多様化等の法改正を提言している。また、営業秘密・

技術情報の保護に関する官民フォーラムの創設なども提言している。 

 

図表 2-10 日本経済団体連合会「『知的財産政策ビジョン』策定に向けた提言」 

（2013 年 2 月 19 日）目次 

I．基本認識 

 

II．わが国における「知的創造サイクル」の強化に向けて 

１．「知の創造力」の強化  

（１）民間企業の研究開発の促進  

（２）政府研究開発の仕組み改革  
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（３）政府資金の切れ目ない配分  

（４）産学官による国際的研究開発拠点の整備  

（５）リスクマネー増加策  

（６）人材育成の強化  

２．「知の保護力」強化  

（１）企業の事業リスクの軽減：職務発明の法人帰属化  

（２）企業戦略に応じた柔軟な権利化  

（３）営業秘密・技術情報の保護の強化  

３．「知の活用力」の強化  

（１）新規ビジネス創出に向けた著作権法改正  

（２）濫用的権利行使の是正策の検討  

（３）規制改革との連動  

 

III．グローバルレベルの「知的創造サイクル」の強化に向けて 

１．「知のグローバルな保護力」の強化  

（１）アジア等の新興国の知財関連法制整備  

（２）知財制度の国際的ハーモナイゼーション  

（３）国際協定の活用  

（４）現地日系企業の知財面からの支援  

２．「知のグローバルな活用力」の強化  

（１）企業戦略を支える国際標準・基準認証の展開  

（２）資金還流力の強化  

IV．体制整備 

１．知的財産戦略本部  

２．特許庁  

３．知的財産高等裁判所 

(出所)日本経済団体連合会「『知的財産政策ビジョン』策定に向けた提言～グローバル・イノベーション時

代を勝ち抜く戦略的知財政策を目指して～」（2013 年 2 月 19 日） 
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図表 2-11 日本経済団体連合会「『知的財産政策ビジョン』策定に向けた提言」 

（2013 年 2 月 19 日）における「営業秘密・技術情報の保護の強化」に関する記述 

 

（３）営業秘密・技術情報の保護の強化 

 近年、企業が秘匿によって守っている営業秘密、技術情報、ノウハウといった「権利

化されていない知財」の漏えいが大きな問題となっており、今後も深刻化が予想される。

特に海外のライバル企業との間でこうした事態が発生することは、わが国企業の競争力

を損なうばかりでなく、国富の損失である。政府においては、国家としての危機感をも

って対策を講じるべきである。 

 

①法改正による対応 

 不正競争防止法の改正により、営業秘密の定義がグローバルで見て遜色なくなったこ

とは高く評価されるが、海外に営業秘密を持ち出した場合の刑事罰の加重も図るべきで

ある。さらに、米国の経済スパイ法のような独立の営業秘密保護法制の整備も検討され

たい。他方、訴訟手続に関しては、手当てすべき部分が多く残されている。例えば、国

際的な営業秘密侵害訴訟における管轄権や準拠法の明確化、営業秘密の取得、使用に関

する立証責任の軽減（あるいは転換）、適正管理要件の充足性に関する立証水準の明確

化、証拠収集手続きの多様化等を行うことが必要である。なお、退職時の契約による競

合他社への一定期間の就業抑制等については、企業側で着実に実行すべきである。 

 

②営業秘密・技術情報の保護に関する官民フォーラムの創設 

 企業にとって営業秘密や技術情報の保護が重要であることは論をまたないが、人事管

理上の問題もあり、知財部門や研究開発部門のみでは対応できない。政府においても、

情報セキュリティや労働に関する政策が関係する。そこで、省庁横断的な官民フォーラ

ムを創設し、営業秘密・技術情報の漏えいに関する情報交換や意識の共有を図るととも

に、社会への啓蒙活動を行うべきである。 

 

③営業秘密・技術情報の漏えい防止に向けた国際取り決めの提案 

 営業秘密・技術情報の漏えいは、わが国のみならず発生しうる問題であることから、

その防止に向けた国際的な取り決めにつき、わが国から提案することも重要である。 

(出所)日本経済団体連合会「『知的財産政策ビジョン』策定に向けた提言～グローバル・イノベーション時

代を勝ち抜く戦略的知財政策を目指して～」（2013 年 2 月 19 日） 
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2.2.2 日本企業による技術流出防止策 

 

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

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

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

た。また、当初設定した自社の従業者の退職時だけでなく、従業者の在職中常時、近年の

情報技術の進歩も背景として、様々な情報セキュリティ対策が講じられていることが明ら

かになった。 

 

(1) 日本機械工業連合会会員アンケート調査結果に基づく技術流出防止策 

 日本機械工業連合会に設置された技術流出対策調査研究専門部会の委員を通じ、会員企

業において講じられている技術流出防止策について、簡易アンケート調査を実施した。 

 アンケート調査の実施に当たっては、経済産業省「技術流出防止指針」における「意図

せざる技術流出」の 7 つの主なパターン等やこれまでの調査経験等から三菱ＵＦＪリサー

チ＆コンサルティング(株)が設定した場面ごとに講じている技術流出防止策を尋ねた。 

 

(a) 共同研究開発時 

・共同研究開発を開始する前に、相手方に開示する自社保有の関連技術は、特許出願した

り、公証人市場で封印したりして、後日、当社の単独技術であることを証明できる形で

保全している。 

・共同研究開発を協議する前に秘密保持契約（NDA）を締結し、第三者への開示や目的外

利用を禁止している。 

＊この時、相手方に有利な条件を与えないように留意している。 

・共同研究の開始前に締結する契約書で当社の権利を明確化している。 

・共同研究開発の開始時には、成果の帰属や取扱いを規定した共同開発契約を締結してい

る。 

＊成果については、秘密保持義務を課し、特許出願や公表について相手方の事前承諾を

必要とすることを基本としている。 

＊成果については、開発区分を行い、共有成果を意図的に少なくしている。 

・共同研究開発相手との打合せで、自社独自のアイデアに関する資料を提示する際は、そ

の旨を明確にしたり、当社の機密表示や著作権表示をしたりしている。打合せは議事録

をとり、アイデアの帰属を明確にしている。 
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・共同開発契約に違反する行為がないかチェックしている。 

・契約違反があった場合、損害賠償請求等の責任を問えるように定めておくようにしてい

る。 

・共同開発はできるだけ避け、開発完了後に権利を全て回収できるか社外に残さない“開

発委託”の形態とするようにしている。 

 

(b) 引合・契約時 

・引合・打合せの段階から、秘密保持契約（NDA）を締結し、第三者への開示や目的外利

用を禁止している。 

・秘密保持契約や業務／取引契約を締結する前は、当社機密情報を開示しないように運用

を徹底している。 

・情報提供の際には、当社の機密表示や著作権表示をおこなっている。 

＊当社のコア技術については、当社に権利が帰属することを明記している。 

＊図面には「禁複写」と表示している。 

・図面を提出する先とは、当社の事前承諾がない限り第三者への図面の開示を禁止する契

約を締結している。 

・ノウハウプロテクトをかけた見積図面しか提出しないようにしている。 

・提供する全ての図面から、寸法、公差、材質、硬度等の情報や内部構造等の開示したく

ない情報を消している。 

・受注するまでは、図面や CAD 図等は、どんなに要求されても決して提供せず、アイデア

図等で説明することを社内で徹底している。 

・他社からの見積取得が可能な状態の図面やデータは開示しないようにしている。 

・受注するまでは、納入仕様図は提供せず、形状寸法を中心とした図面で対応し、注文書

を受け取ってから納入仕様図は提出している。 

・構造図、組立図、部品図は、外部には提供しないようにしている。 

・ノウハウとなる内部構造の分かる資料は原則提出しないようにしている。 

・採用のためには試作品の提出は避けられないため、試作品提出前の契約や、特許出願を

心がけている。 

・相手方に開示する自社保有技術について、ノウハウとして秘匿するか特許出願のいずれ

が適切かを事前に検討し、必要に応じて特許出願している。 

＊特許出願は、将来の受注数量が不透明な場合は、費用面から難しい場合も多い。 

・顧客が量産時に他社に転注する際は、事前に秘密保持契約を締結し、当社に優先発注す
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る等、相応の保証を受けるようにしている。 

・他社が代替できない製品を製造する。 

 

(c) 部品や材料の仕入時 

・秘密保持契約（NDA）を締結し、第三者への開示や目的外利用を禁止している。 

・契約において、外販を禁止している。 

・契約において、図面等の取り扱いを定め、事後に図面等の返却を受けている。 

・定常的な取引先とは、取引基本契約書において、秘密保持や図面返却等を規定している。

新規の取引先とは、これらをその都度指示するが、徹底しきれないケースはある。 

・情報提供の際には、当社の機密表示や著作権表示をおこなっている。 

＊当社のコア技術については、当社に権利が帰属することを明記している。 

＊図面には“複写不可”または“confidential”と明記している。 

・一つの設計図書に複数の情報を記載すると、工程の異なる複数の取引先に余分な情報を

提供してしまうことになるため、情報は、可能な限り文書を分けて記載するようにして

いる。 

・新規の仕入先・外部委託先については、社内の取引業者選定規定に基づき厳格に審査し

た上で取引を開始している。 

・機密情報を共有する調達先・委託先に対しては、情報セキュリティの自主チェックの実

施を要請し、セキュリティ確保を確認している。 

・相手方が目的外利用等をしていないか、機密情報を適切に管理しているか、立ち入り監

査できるような契約を締結している。 

・契約違反があった場合、損害賠償請求等の責任を問えるように定めておくようにしてい

る。 

・キーパーツは内製化している。 

 

(d) 製造機械の仕入時 

・（パラメータ提供前に）秘密保持契約（NDA）を締結し、第三者への開示や目的外利用を

禁止している。 

・契約において、（一定期間）他社への外販を禁止している。 

・情報提供の際には、当社の機密表示や著作権表示をおこなっている。 

＊図面には“複写不可”または“confidential”と明記している。 

・製造装置メーカーがメンテナンスを行う際には立ち会い、記憶媒体の管理を徹底してい
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る。 

・機密情報を共有する調達先・委託先に対しては、情報セキュリティの自主チェックの実

施を要請し、セキュリティ確保を確認している。 

・相手方が目的外利用等をしていないか、機密情報を適切に管理しているか、立ち入り監

査できるような契約を締結している。 

・契約違反があった場合、損害賠償請求等の責任を問えるように定めておくようにしてい

る。 

・機密漏洩を防ぐため、製造機械を分割して発注し、当社で 終組み立てをしている。 

・主に関係会社に製造委託するようにしている。 

・機密性が高い製造機械については、当社内で全てを内製化している。 

 

(e) 製造委託（ライセンス）時 

・子会社以外への技術ライセンスは、その内容を事前に慎重に検討している。 

・秘密保持契約（NDA）を締結し、目的外利用を禁止している。 

・製造委託契約において、必要に応じて、再委託や外販を禁止している。 

・製造委託先への情報開示は 低限の範囲とするよう指導している。 

＊製造パラメータや調整方法は秘匿している。 

＊図面全体ではなく加工指示書だけを提供し、全貌が分からないようにしているケース

はあるが、多くはない。 

・情報提供の際には、当社の機密表示や著作権表示をおこなっている。 

・情報提供の際には、特定の製造委託契約を根拠として提供している旨を注意書きしてい

る。 

・専用の材料を必要量だけ提供し、支給数量と残量、完成数量を確認・管理している。 

・製造委託の完了後、設備・金型・図面等を返却させ、その確認を徹底している。 

・管理対象物品は、毎日、終業時に保管倉庫へ保管させている。 

・製造委託先に監視カメラを設置している。 

・相手方に開示する自社保有技術について、ノウハウとして秘匿するか特許出願のいずれ

が適切かを事前に検討し、必要に応じて特許出願している。 

・相手方に開示する自社保有技術について、事前に特許出願して権利化し、契約外で市場

に製品が流通した場合、権利侵害品として摘発できるようにしている。 

・ライセンス先に対して、情報管理体制の構築、社員との秘密保持契約の締結等を要請し、

その実施を監査するようにしている。 
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・相手方が目的外利用等をしていないか、機密情報を適切に管理しているか、立ち入り監

査できるような契約を締結している。 

・契約違反があった場合、損害賠償請求等の責任を問えるように定めておくようにしてい

る。 

・製造委託は行わないようにしている。 

・模倣品について、品質チェックを行い、合格した模倣品については、相手先と交渉し、

相手先ブランドではなく、当社ブランドで販売を許可する契約を締結した。 

 

(f) 海外工場設置時 

・100％子会社には移転技術の制限を設けていないが、合弁会社に対する技術ライセンスは、

その内容を事前に慎重に検討している。 

・図面等の製造ノウハウは、役員の承認を得た上で、海外工場と技術ライセンス契約を締

結した上で、有償で供与している。 

・当社グループ全体に適用している機密管理規程を海外工場にも適用し、本社と同レベル

の社内体制・管理ルーチンを構築させ、それを徹底するように管理・監督している。 

・海外工場用の秘密情報管理規程を定め、規程にしたがって管理している。 

・海外での盗難リスクに応じて、工場内のセキュリティを強化している。 

・海外工場では、設計情報の管理を強化している。 

・重要なツールの管理と保管の仕組及び体制を構築している。 

・秘密情報をランク付けし、ランクごとに取り扱いを規定している。 

＊重要図面等の 重要機密情報については、施錠できる保管庫に保管し、責任者の許可

なしにコピーできないようにしている。 

＊コピーの必要がある場合は、シリアル番号を付け、相手への手渡しを義務づけている

（FAX・郵送は不可）。 

＊コピー発行者がコピーを紛失した場合は、発行者と責任者との連帯責任としている。 

・情報機器の管理ルールを定めている。 

 ＊暗号化している。 

 ＊鍵付きの保管庫で保管している。 

・日本の当社の社員を管理責任者としている。 

・責任者は、高級管理職全員の承認を得て選出されるようにしている。 

・重要な製品は、複数の海外工場で分割して製造している。 

・キーパーツは国内で製造してブラックボックス化した上で、海外工場へ提供している。 
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・工場閉鎖時には、設備を完全に破壊している。 

・海外工場には先端技術は極力移管しないようにしている。 

・海外工場に技術指導する人員を限定している。 

・海外工場の設置の際には、当社 100％出資での設立を前提に検討している。 

・現製品のメンテナンスを行う現地法人も併せて設立し、メンテナンス業務はその会社が

請け負うようにしている。 

・海外工場は設置しないようにしている。 

 

(g) 製品販売時 

・特許や意匠等を製品販売前に出願し、権利化することで、模倣すれば権利侵害となるよ

うにしている。 

・ノウハウについては、ブラックボックス化している。 

・リバースエンジニアリングが困難な設計にしている。 

 ＊アフターサービス上の障害となる可能性もある。 

・販売契約書でリバースエンジニアリングを禁止し、違反時には損害賠償を請求できるよ

うにしている。 

・一度解体したら再度組み立てできない構造にしている。 

・真正品と模倣品を組み合わせた場合に動作しなくなる対策をとっている。 

・製品に真贋を判定できる目印を付している。 

・製品資料については、当社独自資料であり、当社と顧客のみで使用される資料であるこ

とを明記して配布している。 

・顧客に提出する承認図にも 低限のプロテクトをかけて提出している。 

 

(h) 販売後対応時 

・顧客であっても、秘密保持契約（NDA）を締結し、第三者への開示や目的外利用を禁止

している。 

・販売契約においては、提供物を明確に規定し、それ以外については相手に何ら使用許諾

するものではないことや、秘密保持義務があることを規定している。 

・工場見学については、見学用のルートを設定し、重要工程は見学ルートに含めず、秘密

情報にアクセスできないようにしている。 

＊しかし、不良品を出した場合の立ち入り検査の際には、必要な工程の見学を認めざる

を得ない。 
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・どうしても秘密部分を見学させる必要がある場合は、秘密保持義務を課すようにしてい

る。 

・工場見学受け入れ時には、撮影は禁止している。 

・修理対応に公開できない情報が必要な場合は、自社社員を派遣して対応するようにして

いる。 

・契約違反があった場合、損害賠償請求等の責任を問えるように定めておくようにしてい

る。 

 

(i) 従業者の在職中 

・国内外の従業者全員に対して秘密保持誓約書の提出を義務づけている。 

・（退社時に加え）入社時に秘密保持誓約書を提出させている。 

・就業規則に秘密保持条項を含めている。 

・ウイルスや不正プログラムによる情報流出を防止する対策をとっている。 

＊サーバー、PC、スマートデバイス（タブレット PC、スマートフォン）の OS に対する

セキュリティパッチの適用やウイルス対策ソフトの導入を徹底している。 

＊ウイルスや不正プログラムの侵入をフィルタリングで防止している。 

＊情報流出につながる危険ソフトウェアの一覧を作成している。 

＊サポートが終了したソフトウェアの利用を禁止している。 

＊PC やスマートデバイスに導入されたソフトウェアを監視している。 

＊未知ウイルスを検出する装置を導入している。 

＊不審なメールの添付ファイルを開かないといった従業者教育を徹底する。 

＊ウイルスメールの感染を予防する訓練として、擬似ウイルスメールを配信している。

メール利用者が擬似ウイルスメールの添付ファイルを実行すると、利用者のクライア

ント PC 上に Web ブラウザが起動され、訓練である旨の表示と、ウイルスに関する教

育用コンテンツおよびアンケート入力フォームが表示される。また、ウイルスへの対

処法を模擬実践する予防接種をしている。 

＊予行演習を行う。 

・外部からのサーバー侵入を防止する対策をとっている。 

＊インターネットと社内ネットワークの間にファイヤーウォールを設置している。 

＊IT 企業と契約し、ファイヤーウォールを常に更新している。 

＊サーバーへの侵入防御装置（IPS；Intrusion Prevention System）を導入している。 

＊サイバー攻撃による異常なトラフィックを監視している。 
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＊セキュリティ診断を実施している。 

＊パスワード管理を徹底している。 

＊許可されていない端末の接続を規制している。 

＊無線 LAN 接続時には、高度な認証をしている。 

・情報共有サイトへのアップロードを禁止している。 

・通信フィルタをかけている。 

・USB メモリーの使用を制限している。 

・機密データを書き出せる PC を制限し、その PC のログを監視している。 

・社外に持ち出す PC はハードディスク無しとしている。ハードディスクありの場合は、暗

号化している。 

・社外での紛失対策。 

・メール誤送信対策 

・FAX 誤送信対策 

・物理的な入口対策と出口対策を採っている。 

・本社・工場には、守衛が常駐し、関係者以外は容易に入室できないようにしている。 

・秘密情報の管理規程を設け、情報の取り扱い規定を定めている。 

・重要技術情報及び製造プロセス情報は、別扱いで厳重に管理している（パスワード管理、

アクセス管理、ログ管理とそれに基づく兆候管理、アクセス権者の異動・退職に際して

の誓約書管理等）。 

・図面の管理を徹底している。 

＊図面には出力制限をかけ、誰がいつ出力したかを分かるようにしている。 

＊技術部以外の図面閲覧には可否をシステムで設定している。 

＊支店で／技術部以外で図面を閲覧する際には、ログイン・パスワードを管理し、ログ

を収集している。 

・文書を電子印鑑で承認している。 

・違法行為を社内で発見した場合に通報する制度を設けている。 

 

(j) 従業者の退職時 

・秘密保持誓約書を提出させている。 

＊退職届に秘密保持条項を含めている。 

＊退職時に上長による面談を実施し、本人に業務来歴を記載させて当社及び他社の機密

情報を確認した上で、これらを当社の承諾なく使用・開示しないことを誓約した誓約
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書を提出させている。 

・退職時に、当社に帰属する物品・資料及びその複製物を全て返却または消去させ、それ

について誓約書を提出させている。 

・（特定の）退職者には、競業避止の誓約書を提出させている。 

・退職予定者の機密情報へのアクセス権限を制限したり、操作ログを取得したりしている。 

・退職後は、メールアドレスやネットワークアクセス権を直ちに廃止する。 

・転職先を知ることができた場合は、必要に応じて、転職先に対し、退職者は当社に対し

て秘密保持を誓約しており、当社の機密保持を尊重し、侵害することがないよう、注意

喚起する文書を送付している。 
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(2) 日本企業による技術流出防止策（本調査研究専門部会での発言より） 

 日本機械工業連合会に設置された技術流出対策調査研究専門部会における委員の発言か

ら得られた技術流出防止策に関する情報についても、会員企業に対する簡易アンケート調

査結果と同様の枠組みで、以下に整理する。 

 

(a) 共同研究開発時 

・秘密保持契約を締結する。その上で、開示する情報は 低限の範囲とする。 

 

(b) 引合・契約時 

・秘密保持契約を締結する。その上で、開示する情報は 低限の範囲とする。 

・サンプルや詳細データは提供しない。提供したら流出すると思っておく。 

・打合せ後に資料を回収する。 

 

・（外国企業との取引時）外国では、日本の常識で考えて法規で守ってもらえると思わない

ようにする。秘密保持の黙示の義務が日本と同様に認められるとは考えないようにする。 

・（外国企業との取引時）どういう人が多いかということは、ある程度は言えるので、国に

よって対応を変える。 

・（外国企業との取引時）技術流出に対して、欧米であれば、法律に則って損害賠償請求で

きる。しかし、アジア諸国では訴訟に労力をかける意味がない国もある（例：中国では

模倣品を差し押さえに行ったら工場が無かったということがよくある。インドネシアで

は裁判官も賄賂を受け取る。）。 

・（外国企業との取引時）秘密保持契約を過信せず、交渉の議事録を作成して相手方に送付

するとプレッシャーになる。 

 

(c) 部品や材料の仕入時 

・秘密保持契約を締結する。その上で、開示する情報は 低限の範囲とする。 

 

(d) 製造機械の仕入時 

・秘密保持契約を締結する。その上で、開示する情報は 低限の範囲とする。 

 

(e) 製造委託（ライセンス）時 

・秘密保持契約を締結する。その上で、開示する情報は 低限の範囲とする。 
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・製造工程を分割し、全体を委託しない。 

・図面は開示せず、製造指示書だけを与える。 

 

(f) 海外工場設置時 

・技術情報の営業秘密としての保護は、アジア諸国では難しいと認識し、社外に出さない。

いったん流出してしまったら元には戻らないことを認識し、もう渡してもよい、模倣さ

れてもよいという技術だけ出すようにする。 

・進出しないのも一つの経営戦略である。 

・製造工程を分割し、誰にも全体を把握させないようにする。 

・図面は開示せず、製造指示書だけを与える。 

 

(g) 販売時 

・秘密保持契約を締結する。その上で、開示する情報は 低限の範囲とする。 

 

(h) 従業者の在職中 

・退職時だけでなく、退職する十分前に、現職の従業者と会社が秘密保持契約を締結する。 

・（米国の例）技術を漏えいした等、悪いことをした従業者は即刻解雇する。即刻解雇しな

いとむしろ社内の規律が乱れる。 

・技術を特許出願し、権利化する。 

・権利化しない技術情報は、不正競争防止法で保護される営業秘密と認められる方法で管

理する。3条件のうちビジネスにとって有用であることと、非公知であることは満たして

いても、秘密管理性という要件を満たしていないために、保護されないことが多い。不

正競争防止法で保護されるためには、暗黙知を形式知化した上で、会社として意識的・

能動的に管理する必要がある。 

・物理的なアクセス制限を講じる。 

・情報を開示する範囲を制限する。 

・（米国の例）情報を、個々の従業者ではなく会社が管理する。例えば、図面にはシリアル

番号を付して管理し、作成者であっても修正できないようにする。 

・図面は全てセキュリティ保護する。 

・（韓国の例）技術流出が起きた場合に流出した情報が営業秘密であったと認められるよう、

コンサルティング会社と契約し、客観的にみてその情報が営業秘密として管理されてい

ることをコンサルティング会社に確認してもらっておく。 



 

35 
 

・（韓国の例）引き抜きが多いため、効率は悪くなるが、キーパーソンをつくらず、一人の

人が引き抜かれても全体像が見えないようにする。 

 

(i) 従業者の退職時 

・秘密保持契約を締結する。 

・競業避止義務契約を秘密保持契約に条項として入れる。ただし、日本では極めて限定的

にしかその有効性が認められないのが実情。年限・地域を制限し、競業避止手当を支払

っているなどしていないと有効性は認められない。さらに、営業秘密侵害で提訴して、

製造差し止めの仮処分が出ても、営業秘密侵害がよほど明らかでない限り、裁判所は従

業者の職業選択の自由に重きを置く。工場内で使用されていたとしても社外から把握す

ることはできず、実際には営業秘密侵害の証明は非常に難しい。警告書を送るくらいし

かできない。ただし、警告書によって相手に嫌な思いをさせることはできるので、競業

避止義務契約を締結しないよりはしておいた方がよい。 

・（米国の例）どの情報が重要でどの情報が重要でないか、どの情報はいつまで開示しては

いけないかを従業者にきちんと教育する。競業避止義務契約を従業者に正確に理解させ

るようにする。 

・（米国の例）従業者の転職を防ぐため、人事考課においては、相手が納得いくまで時間を

かけて上司が面談を行い、個々人に合った個別の雇用契約を CEO が定期的に更改する。 

 

(j) その他 

○米国裁判におけるディスカバリー時 

・文書をいつ廃棄できるかを定め、規程通りに廃棄を行う。 

○展示会出展時 

・中国で開催される展示会では、古い製品のみ展示し、カタログも置かない。新製品は奥

に隠しておき、信頼できる顧客にだけ見せる。 

 

(k) 全般 

・不正競争防止法では、“相手があげた利益を損害とする”との規定があるが、営業秘密の

損害を立証するのは難しい。迅速に損害賠償を請求できるように、秘密保持契約では、 

“相手の売上を損害とみなす”といった条項を定めておけるとよいが、実務上は、相手

方が納得しないため、“損害が発生したら賠償請求する”としか書けない。そうすると効

力は弱くなってしまうため、実際は、秘密保持契約は紳士協定程度の意味しかない。 
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・顧客に技術情報が流出した場合は、実際には顧客を相手に提訴することは難しい。した

がって、自社から技術が流出しないように対策を講じることがとにかく重要である。 
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(3) 日本企業による技術流出防止策（その他ヒアリング結果等より） 

① 総合機械メーカー 

 

(a) 従業者の在職中 

○セキュリティを強化した特注の OS を導入している。 

 当社の PC に導入されている OS は、マイクロソフト社に依頼してセキュリティを強化し

た特注の Windows OS である。 

 

○PC は何度もパスワードを入力しないと利用できないようにしている。 

 当社の PC は、ブートアップのパスワード OS のパスワード、社内 LAN のパスワードを

入力しないと利用できないようになっており、パスワードは一定期間ごとに強制的に変更

を求められる 

 また、一定時間操作をしないとパスワード保護され、パスワード入力を要求するように

している。 

 

○ノート PC は暗号化ソフトを用いて暗号化している。 

 ノート PC については、さらに暗号化ソフトを用いてハードディスクを暗号化しており、

紛失しても中身を解読できないようにしている。 

 

○機密情報について社内でのメールによる授受をパスワード保護している。 

 技術関係の機密情報については、社内メールが誤って社外に流出した場合に開封できな

いように、特別な操作をしない限り、社外へ添付ファイルつきのメールは発信できない。 

 

○社外へ送信する添付ファイルは自動的に二重にパスワード保護されるようにしている。 

 社外へ送信する添付ファイルは、暗号化ソフトにより自動的に暗号化される。添付ファ

イルは、別の方法によっても二重に暗号化されている。 

 

○社内ネットワークには、従業者の個人端末（PC、タブレット、USB メモリ）の接続を禁

止している。USB メモリーは暗号化ソフトにより保護されたもののみ認められている。な

お、USB メモリーなどの外部記憶メディアに情報を書きだした場合はログが収集され、上

司に通知される。 
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(b) 情報のコンタミネーション（混交）防止策 

○競合する複数の事業者からの受注において社内で情報共有が行われないようにしている。 

 複数のユーザーからの受託がある場合には、担当者を完全に分ける。性能試験等の現場

を完全分離するなど、人と場の分離を徹底している。当然のごとく部外者は絶対立ち入り

禁止である。 

 電子情報も部門や業務によってアクセス権が設定され、担当業務外のデータへのアクセ

スはできない。 

 

(c) 従業者の退職時 

○退職時に競業避止義務を課している。 

 以前から退職時には数年程度の競業避止義務を課している。競業の範囲は、在職中の担

当業務内容で決めている。 

 退職時の誓約書に会社に損害を及ぼした時の損害賠償についても署名させようとしてい

るが、苦労している。 

 退職時に誓約書で縛ろうとしても、拒否されてしまえば終わりであるため、近年では、

採用時に、退職時の競業避止義務を含めて、あらゆる事を想定した契約を従業者と契約す

ることを考えている。 

 

○特定の同業他社への転職については相互に配慮している。 

 同業界で直接ライバル関係にある企業 2 社への転職は基本的にない。お互いに技術者を

引き抜く結果になるようなことはしていないが、転職を繰り返した後に同業へ転職された

場合には把握しきれない。 

 

 

② 自動車メーカー  

 

(a) 従業者の在職中 

○カメラ機能を無効にした携帯電話を支給している。 

 会社から支給する携帯電話を、コストをかけてカメラ機能を無効にした特注品としてい

る。 
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(b) その他 

○従業者が社外で講演等を行う際は資料を配付しない。 

 社外で講演等の依頼を受けた場合には、講演内容の流出を防ぐため、資料の配付はせず、

また投影するパワーポイントも当日ファイルを持参して持ち帰るようにしている。 

 

 

③ 自動車メーカー  

 

(a) 従業者の在職中 

○ハードディスクドライブがない PC を支給している。 

 研究所では、ハードディスクドライブがない PC を従業者に支給している。 

 

○PC の社外持ち出しは許可制としており、その許可も一定期間ごとに更新を義務づけてい

る。 

 

○従業者が社外に発信する全メールをチェックしている。 

 外部業者に委託して、従業者が社外に発信する全メールをチェックしている。 
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2.3 日本における技術流出の実態と事後対策 

 

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

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

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

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

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

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

細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

おり見直しが検討される時期に来ているのではないかと考えられる。 

 

(1) 日本機械工業連合会会員アンケート調査結果に基づく技術流出実態と事後対策 

 日本機械工業連合会に設置された技術流出対策調査研究専門部会の委員を通じ、会員企

業において生じた技術流出の実態と、それに対して講じた事後対策について、簡易アンケー

ト調査を実施した。 

 アンケート調査の実施に当たっては、経済産業省「技術流出防止指針」における「意図

せざる技術流出」の 7 つの主なパターン等やこれまでの調査経験等から三菱ＵＦＪリサー

チ＆コンサルティング(株)が設定した場面ごとに、技術流出の実態と、それに対して講じた

事後対策を尋ねた。 
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(a) 共同研究開発時 

・共同研究の成果の可能性があるアイデアを特許出願等する際は、事前確認した上で、単

独ないし共同で特許出願等を行う契約を締結していたにもかかわらず、単独で勝手に特

許出願された。 

・共同開発中、互いにアイデアを出していた中で、単独で勝手に特許出願された。 

 →発覚後、協議し、共同出願に切り替えさせた。 

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

究に参加した学生が、他社の研究者に研究内容を話してしまった。 

 

〈可能性〉 

・コア部分を自社で、ノンコア部分を外部活用で開発を実施する際、両者のインターフェー

ス部分でコア部分の技術が流出する可能性がある。 

・共同研究先がアウトソースした先から、共同先の管理不足により技術が流出する可能性

がある。 

 

(b) 引合・契約時 

・顧客に提出した技術提案図／参考図面／図面が、他社に流され、その他社がより低価格

で受注し、当社の受注件数が減った／なくなった。 

・引合に対し、見積書と構造図面を提出したところ、顧客がその図面を使用して競争入札

を実施した。 

・受注になりそうなので CAD による納入仕様図を提供してほしいと依頼され提供したとこ

ろ、発注はなく、他の加工先から当社の図面書式で社名だけ消された見積図面が届いた。 

・初回受注の際に、要求されて製品と共に図面／断面図を提出したところ、二回目以降の

発注は、より低コストで製造できる他社に図面／断面図が流されて発注されている。 

・納入時に提出した製品図が他社にばらまかれ、低コストで製造できる企業との競合が発

生している。 

・販売提携している商社が、当社製品の模倣品を韓国／台湾企業に製造させ、当社製品に

混ぜて販売した。 

・図面がネット上に流出したという話を聞いた。 

・顧客に説明した新機構を、顧客が特許出願した。 

・試作品を性能確認のために提出したところ、ユーザーは、当社に確認結果を提供せず、

当社試作品を基に社内で量産化した。 
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〈可能性〉 

・情報提供依頼書（RFI）に基づいて提案依頼書（RFP）を作成する際のフリーディスカッ

ション段階で技術が流出する可能性がある。 

 

(c) 部品や材料の仕入時 

・見積用に「見積用図面」と押印して提供した図面が、見積依頼していない他の部品メー

カーにも流れていた。 

・材料メーカーが、当社独自の配合の材料を他社に転用している。まったく同じでなくて

も関連情報が流出する可能性がある。 

・事例としてあっても、実際に情報流出を確認することが難しい。 

 

(d) 製造機械の仕入時 

・製造設備については、要求仕様を提示すること自体にリスクが伴う。例えば、製造設備

メーカーに対し、製造設備に求める安全仕様を提示したところ、その後、その安全仕様

が、その製造設備メーカーの標準安全仕様として販売されているケースがあると聞いた。 

・専用機メーカー等は実際に類似したスペックの製品を製造している。このことから、構

造やパラメータ等の情報が流用されている可能性は否定できない。 

・当社専用の製造機械の製造を製造機械メーカーに委託したところ、心臓部の特殊技術を

その製造機械メーカーが勝手に特許出願した。 

 

(e) 製造委託（ライセンス）時 

・製造委託先の社員が試作品を盗み、インターネットオークションで売却した（日本国内

での事例）。 

・技術提携が終了した途端に競合相手になった。 

・海外の技術援助先が、援助契約範囲外の製品について模倣品を製造していた。 

 

〈可能性〉 

・製造委託先において不具合が発生した際、過剰に指導すると、技術流出が発生する可能

性がある。 

・製造委託先が原価低減目的で指定部材の変更を提案してきた際、指定部材が技術的重要

性を伴う場合、その採否の議論の過程で技術が流出する可能性がある。 
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(f) 海外工場設置時 

・海外工場で生産することで、部品生産を含む全ての技術を盗まれたという話を聞いた。 

・当社製品の図面のコピーが競合他社に流出していた。 

・海外の関係会社の新工場において、セキュリティシステムが稼働する前に、部分引き渡

しを受けた事務所の机上に置いたノート PC が盗難にあった。 

 

(g) 製品販売時 

・当社製機械の現物が模倣され、中国で流通している／展示会に出品されていた。 

・中国、台湾、韓国で、当社製機械の形状のみならず、性能に関係のない型番、刻印、ロ

ゴ等までコピーされた模倣品が製造された。 

・三次元計測機で形状模倣された模倣部品が中国で出回っている。 

・入手が比較的容易で、リバースエンジニアリングが容易で、構造が比較的単純で形状模

倣が容易な製品は、模倣品が多く流通している。リバースエンジニアリング自体は違法

性を問うことは難しいため、模倣品製造の時点での対策が重要と考えている。 

・製品が分解され、内部部品がスケッチされて、他社に部品の製造が発注された。 

・顧客にのみ開示した製品資料が第三者に流出していた。 

・顧客が当社製品の仕様等を他社に開示した。 

 

(h) 販売後対応時 

・顧客企業の生産設備の特殊技術的課題について口頭で解決方法を提案したところ、当該

企業が単独で特許出願してしまい、同方法を当社は他社に提供できなくなった。 

・事故や緊急性を要するトラブルで消耗品部品の図面の開示を求められて提出すると、図

面が現地企業に流されて部品製造が発注され、当社への注文は来なくなる。 

・クレーム対応として、QC 表や現地監査により製品の加工方法等の詳細を要求されて提示

したところ、その後、顧客企業内で全て内製化された。 

・海外へ販売した製品のメンテナンスは、本来、日本国内で行うべきものだったが、別の

日本企業の海外現地法人が無断でメンテナンスを行う中で技術ノウハウが流出し、その

後、同社の銘板が貼られた模倣品が市場に出回った。 

 

(i) 従業者の在職中 

・ウイルス付きメール等によるサイバー攻撃が増加している。 
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・顧客から提供された図面データの記録媒体を介してウイルス感染する危険性もある。 

・公開ウェブサーバーへの不正アクセスにより、営業秘密が流出した可能性のある事例が

あった。 

・海外の関係会社の従業者が社内情報を USB メモリーで持ち出して、学位取得のためのプ

レゼンテーションに利用し、情報が流出した。 

・海外情報共有サイトに、海外の関係会社の従業者が社内情報を不正にアップロードし、

情報が流出した。 

・顧客との打ち合わせ等のために持ち出した図面等を置き忘れ、技術が流出する可能性が

ある。 

・図面等をメールや FAX で意図しない先に誤って送信し、技術が流出する可能性がある。 

・戦略なく特許を出願したことで技術が公開され、結果的に自社の競争力が低下した可能

性がある。 

 

(j) 従業者の退職時 

・メンテナンス業務を担当していた従業者が退職した際、メンテナンスに使用するソフト

ウェアを持ち出し、転職したメンテナンス会社においてそのソフトウェアを使用した。 

・アナログ製品の工場技術者が数十人単位で高収入を条件に外国企業にスカウトされて製

造技術が流出したという話を聞いた。研究開発に百億円単位で投資することは珍しくな

いため、同規模の投資でノウハウを手っ取り早く入手できるため行われていると聞く。 

・従業者が、退職前に図面をコピーし、転職した競合先に技術が漏えいした。 

・従業者が退職後に同業種の会社を起業し、当社製品とほぼ同様の仕様の製品が製造され

て競合が生じている。 

・従業者が競合他社に転職し、技術が流出した可能性があるが、その有無は分からない。 

・関係会社の社員が、仕事終了時に技術情報を持ち帰った。 

・従業者教育用のツール類が、従業者退職時に盗まれて流出する可能性がある。 

・従業者の転職時に流出した技術があっても、会社の技術情報なのか従業者本人のスキル

なのか判断が難しいケースもあると思われる。 

 

(k) その他 

○工場見学受入時 

・顧客を数回にわたり工場見学に招いたところ、製造ノウハウを持ち出され、自社生産に

活用されてしまった。 
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・工場見学時に写真を撮られ、デザイン等を盗まれた。 

 

○展示会出展時 

・海外の展示会では、競合先が必ずカタログを入手し、写真を撮影し、模倣品製造に活用

している。 
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(2) 日本企業における技術流出実態と事後対策（本調査研究専門部会での発言より） 

 

(a) 共同研究開発時 

・中断した共同研究の成果（失敗情報の場合もある）をベースにして相手方の企業が単独

で研究開発をおこなった場合、その成果の権利は誰に帰属するのか。 

 

(b) 引合・契約時 

・サンプルを提供したら特許出願され、それが冒認出願として無効にならず、逆にこちら

が特許侵害で訴えられた。 

 

(c) 製造委託（ライセンス）時 

・ライセンスや技術指導において、教えようと思っていた以上に問われ語りに情報を獲ら

れてしまった。 

・ライセンスや技術指導において、教えた事は過不足なかったが、提供した機械を模倣さ

れた。 

 

(d) 製品販売時 

・リバースエンジニアリングで技術が流出した。 

 

(e) 従業者の退職時 

・従業者が引き抜き等で他社に転職し、暗黙知が根こそぎ流出した。(例)金型、電気機械 

 

(f) その他 

○米国裁判におけるディスカバリー時 

・米国訴訟における証拠開示制度。 

○評価委託時 

・技術の評価を他社に委託した際、評価結果データが先方の手元に残された。 

○包括クロスライセンス時 

・（他社の特許を侵害せずに製品化することが難しい家電分野等で、分野だけを規定して特

許番号を指定しないで相互に包括的にライセンス契約を締結した結果）意図しない技術

の流出が生じた。 

○技術の標準化時 
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・意図しない技術流出ではないが、標準化された技術は、世界中の企業が自由に使える状

況になるため、日本という国の単位でみると技術流出と言える。 

○企業買収時 

・中国や韓国の企業に買収されて、自社の技術が丸ごと相手企業に流出した。 

○工場見学受入時 

・工場見学に来た際に見せた技術が特許出願された。中国では、冒認出願として無効にな

らないため、特許登録されてしまった。 

○展示会出展時 

・展示会に出展した製品のパンフレットから技術情報が流出した。 
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(3) 日本企業における技術流出実態と事後対策（既存報告書・新聞報道等より） 

 既存の調査報告書や新聞報道等により明らかにされている日本企業における技術流出実

態と訴訟等の事後対策の状況には、以下のような事例がある。不正競争防止法違反で容疑

者が逮捕された刑事事件は、これまでに下記②～④の 3 件が発生している。 

 

① 新日鐵住金 

 新日本製鐵（現在の新日鐵住金）は、韓国鉄鋼大手ポスコとポスコの日本法人が新日本

製鐵の元社員 A を通じて、「方向性電磁鋼板」と呼ばれる高機能鋼板の製造技術を不正取得・

使用したとして、ポスコ、ポスコ日本法人、元社員Ａに対し、不正競争防止法に基づく民

事訴訟（1000 億円の損害賠償請求と同鋼板の製造・販売の差し止め請求）を提起している。

22  

 本件は、ポスコが元社員 A を中国企業に対する技術流出で提訴したところ、流出した技

術は新日本製鐵の技術であると証言したことから発覚した。 

 日本の技術が、韓国を経由して中国にまで流出していることが明らかになったとして注

目を集めた事例である。 

 

図表 2-12 新日鐵住金の訴訟において争いとなっている技術流出の構図 

 
(出所)経済産業省 知的財産政策室「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」（2013

年 3 月） 

 

                                                  
22 本文は、経済産業省 知的財産政策室「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査に

ついて」（2013 年 3 月）より。企業名はニュース情報等より。 
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② ヨシツカ精機 

 国内大手プレス機械メーカーのヨシツカ精機（川崎市中原区）の元従業員甲が、在職中

に乙（同社の関連会社の元従業員）の依頼を受け、2009 年 11 月に会社のサーバーにアク

セスして図面データ 258 点をハードディスクに保存。甲は同年末に同社を退職した後、デー

タを複製したＣＤを乙に手交。その後、乙が 2010 年 1 月に競合関係にある中国のプレス機

械会社に当該図面データを郵送。これら一連の行為について、不正競争防止法違反（営業

秘密の不正開示）の刑事責任が問われている。 なお、乙が役員を務める会社と中国企業は

技術提携関係にあった。23 

 「流出データは自動車用エンジン部品などをつくるプレス機械の設計図」24で、258 点の

図面データは「機械 1 台の製造に必要な設計図」25。甲と乙は、いずれもヨシツカ精機の元

従業員で、当時、甲は「設計部門の課長」26で、乙は関連会社で営業を担当していた。2 人

は、中国のプレス機械会社から報酬を受領していたとされ、一連の行為について、2012 年

6 月 20 日に神奈川県警により逮捕された。27 

 

図表 2-13 ヨシツカ精機における技術流出の構図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(出所)経済産業省 知的財産政策室「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」（2013

年 3 月） 

 

                                                  
23 本文は、経済産業省 知的財産政策室「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査に

ついて」（2013 年 3 月）より。企業名はニュース情報より。 
24「中国企業へ機密情報か 設計図不正流出容疑 2 人を逮捕」『日本経済新聞』（2012 年 6 月

21 日）より。 
25 24 と同じ。 
26 24 と同じ。 
27 「」内以外はニュース情報等より。 
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③ ヤマザキマザック 

 工作機械大手のヤマザキマザック（愛知県大口町）の中国籍の元従業員が、2011 年 8 月、

不正の利益を得る目的で、社用パソコンから同社のサーバーに接続し、営業秘密として扱

われていた工作機械の設計情報などのファイル 6 件を取得。その後、私物のハードディス

クに複製したとして、不正競争防止法違反（営業秘密の不正取得）の刑事責任が問われて

いる。28 

 2014 年 2 月 3 日の初公判では、元従業員である被告が私物のハードディスクに複製した

設計図面は「3 万件以上」29で、それを中国の工場に売却して利益を得ようと、中国の地方

政府関係者に売り込んでいたと検察側は主張した。また、被告が日本国内の同業他社への

転職が内定した 2012 年 3 月に、「競合する機種の設計図面などの技術データの 98％に当た

る約 1 万件のファイル」30を複製したことも明らかにされた。しかし、被告は、データは営

業秘密には当たらず、また、自身の勉強のために持ち出したものであるとして無罪を求め

ている。31 

 本事件は、2009 年の不正競争防止法の改正により、営業秘密を不正に他社等に開示して

いなくても、営業秘密を不正に取得すること自体に対して新たに罰則が科された後の初の

事例である32。 

図表 2-14 ヤマザキマザックにおける技術流出の構図 

 
(出所)経済産業省 知的財産政策室「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」（2013

年 3 月） 

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

（2013 年 3 月）より。企業名と容疑者の国籍はニュース情報より。 
29 「中国人の元社員、起訴内容を否認 ヤマザキマザック漏洩」『日本経済新聞』（2014 年 2 月

3 日）より。 
30 29 と同じ。 
31 「」内以外は、「技術情報の不正取得、起訴内容を否認 中国籍の元社員」『朝日新聞』（2014
年 2 月 3 日）、「設計図不正取得:被告人質問は非公開 企業秘密保護 名地裁、特例適用へ」『毎

日新聞』（2013 年 12 月 28 日）より。 
32 経済産業省「近事の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」（2013 年 3 月）

より。 
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④ 東芝 

 警視庁は 2014 年 3 月 13 日に、東芝と業務提携している米国の大手半導体メーカーのサ

ンディスクの元技術者が、2007 年 4 月～2008 年 5 月に三重県四日市市にある東芝の開発

施設で、同社の主力製品であるデータ記憶媒体「NAND 型フラッシュメモリー」に関する

先端技術の研究データを自身の記録媒体にコピーし、2008 年にサンディスクを退職した

直後に韓国の大手半導体メーカーの SK ハイニックスに転職してこのデータを同社に渡し

た疑いがあるとして、元技術者を不正競争防止法違反（営業秘密の不正開示）の容疑で逮

捕した33。また、東芝は、サンディスクの元技術者が東芝の機密情報を不正に持ち出し、SK

ハイニックスがこれを不正に取得・使用しているとして、サンディスクの元技術者と SK ハ

イニックスに対して損害賠償等を請求する民事訴訟を提起した。34 

 東芝は 2004 年以降、フラッシュメモリーの特許を侵害したとして SK ハイニックスを日

米で提訴し、ハイニックスも東芝を逆提訴して両社は争っていたが、2007 年 3 月に両社は、

半導体技術に関する特許クロスライセンス契約と製品供給契約を締結し、日米における両

者間での全ての特許係争を終結させた35。今回の機密情報の不正持ち出しは、その特許係争

終結の直後の 2007 年 4 月から発生している点が注目される。 

 東芝は、また、2011 年 7 月に SK ハイニックスと、MRAM 技術を共同開発することで合

意し、韓国の SK ハイニックスの研究施設に両社の技術者を集結して共同開発を進めてきて

いる。これは、NAND 型フラッシュメモリーと RAM 等を組み合わせたメモリシステムと

してのビジネスが拡大してきていることを受けて、共同開発により開発コストの負担を抑

制しつつ MRAM の実用化に向けた取り組みを加速し、メモリシステムビジネスを推進する

ことが狙いであり、将来的な製造での協業も協議が予定されている。36 

 このように東芝は、SK ハイニックスとは「現在、提携・取引関係」にあり、それは継続

するものの、「一方で、NAND 型フラッシュメモリーの分野では互いに競争関係」にあると

して、今回の訴訟提起に至ったとしている37。 

 
                                                  
33 「東芝の元提携先社員逮捕 記憶媒体技術、韓国へ流出容疑」『朝日新聞』（2014 年 3 月 13
日）より。 
34 (株)東芝プレスリリース「韓国 SK ハイニックス社に対する訴訟の提起について」（2014 年 3
月 13 日）より。東芝がサンディスクの元技術者も提訴していることは「東芝の元提携先社員逮

捕 記憶媒体技術、韓国へ流出容疑」『朝日新聞』（2014 年 3 月 13 日）より。 
35 (株)東芝プレスリリース「東芝と韓国・ハイニックス・セミコンダクター社間の特許クロスラ

イセンス契約と製品供給契約の締結について」（2007 年 3 月 20 日）より。 
36 (株)東芝プレスリリース「韓国ハイニックス社とのＭＲＡＭ技術の共同開発について」（2011
年 7 月 13 日）より。 
37 34 と同じ。 
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(4) 日本企業における技術流出実態と事後対策（その他ヒアリング結果等より） 

 

① 総合機械メーカー 

 当社は、プラントの設計（engineering）、調達（procurement）、建設（construction）

を一括して請け負う EPC を事業としている。 

 プラントは、大型のため、日本で製造して輸出することは不可能であり、また稼働後の

メンテナンスも考慮して、資材や製品・部品は全て現地で調達する。また、建設に際して

は、現地のサブコンに施工を委託し、ワーカーも全て現地調達される。当社は、工法を決

定し、設計を行い、建設に必要な資材や製品・部品を調達し、サブコンを手配し、日本の

親会社からエンジニアの派遣を受けてサブコンの施工を監理し、建設後には試運転を行い、

顧客が鍵を回せばすぐにプラントが稼働する状態にする「フルターンキー契約」で、プラ

ント建設プロジェクトを一括して請け負う。 

 プラントは、その立地する場所の法規や環境条件に従って建設される必要があり、同じ

場所で複数の同じプラントが建設されることはないため、毎回オーダーメードで設計・建

設される。顧客の要求する機能を持つプラントについて、設計・調達・建設の仕方の違い

によって、どれだけ性能が優れているか、どれだけ電力や水等の使用量が少なくて済むか、

どれだけ物流量が少なくて済むか、あるいはどれだけ低コストで建設できるか等の特性を

付与することによって、他社との差別化を図る事業である。 

 

(a) 引合・契約時 

○引合・契約時に顧客に提示するプラントの設計図面や関連情報から技術ノウハウが流出

する。 

 プラントは建設後に数十年間稼働するものであるため、その間の日常的な部品交換等の

メンテナンスは顧客自身が行う。そのために必要なこともあり、プラントの設計図面は、

顧客には必ず提供する。したがって、顧客が意図的に技術ノウハウを学ぼうと思えば学ぶ

ことができる。例えば中国などは、プラント建設の技術ノウハウを学びたい意向があり、

各種プラントの建設を、その都度、欧州、日本、米国と様々な国に発注して、技術ノウハ

ウの蓄積に努めている。 

 設計図面に当社名は記載しているが、全く同じプラントが再度建設されることは通常な

いため、当社の図面を参考にしたかどうかを判断するのは難しい。 

 

 さらに中国は、引合の段階でも、複数の企業から合見積を取得し、詳細情報の開示を要
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求することで、技術ノウハウを獲得しようとする傾向がある。例えば、当社のプラントが

一定の性能を発揮できると説明した場合に、なぜそうできるのか資材や製品・部品の仕様

に加えて様々な工夫・ノウハウを引きだそうとしたり、プラントに対する要求仕様を変更

して、様々な検討をさせたりする。 

 資材や製品・部品のメーカーは、性能は保証するが、その根拠等は開示できないと言う

ことが多い。特に海外のメーカーは、それなら調達しなくてよいと言う。 

 しかし、当社の場合は、プラント全体の性能の根拠説明として、各種情報を提示せざる

を得ず、結果的に技術ノウハウが顧客に流出する。 

 

 このようにして設計図面や関連情報から顧客に技術ノウハウが流出することに対する事

後対策は、現状はなく、また流出を防ぐことも難しい。 

 設計図面は、また、顧客を通じて競合他社に流出することもあるが、これも防ぎようが

ない。実際、中国で当社の設計図面を見つけたことがある。逆に、当社も、顧客の事務所

で他社の設計図面を見たことがある。そういう時には強度検討の方法等が勉強になること

もあり、相互に学び合いの側面もある。 

 

(b) 業務委託時 

 プラントの建設に際しては、現地のサブコンに施工を委託し、ワーカーも全て現地調達

される。適切な施工のためには、サブコンに対してプラントの設計図面を開示し、なおか

つ教育する必要がある。 

 この過程で、いわゆる技術流出ではないが、技術ノウハウが流出し、サブコンだと思っ

ていた会社が、いつの間にか競合企業に成長していたケースもある。 

 サブコンに開示する図面には、当社名を記載し、業務終了後は返却し、他の業務への使

用を禁止する契約を締結しているが、コピーされてしまえばどうしようもなく、また、他

の業務において参考にされたかどうかを判断するのも難しい。 

 また、プラントを建設した場所の法規や環境条件などを整理したデータベースもサブコ

ンに開示する。本データベースは、個々の情報は公開情報が中心で特別の価値はないが、

プラント建設に必要な情報を体系だてたデータベースとしては価値ある情報である。ただ

し、データベースのフォーマットは汎用的な活用可能性があるものの、データは、同じプ

ラントの二期工事か近隣で類似のプラントを建設する場合以外には活用できない。 

 このように業務遂行時にサブコンに技術ノウハウが流出することに対する事後対策は、

現状はなく、また流出を防ぐことも難しい。EPC は、業務を遂行することが、そのまま現
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地企業の技術力向上の支援となってしまう特性を持っている。ただし、プラントは、リバー

スエンジニアリングが事実上不可能であり、航空写真を撮れば配管状況等は分かるものの、

設計思想まで設計図面等だけから学ぶのは難しいため、全ての技術ノウハウが即座に流出

するものではない。競合企業に成長したサブコンも、当社の過去の技術しか有さないため、

その間に当社の技術が向上していれば、優位性を保つことは可能である。しかしながら、

顧客は、地域によっては必ずしも 新の高価な技術を求めておらず、多少性能が劣ってい

たり、プラントサイズが大きくなっても安価であることを求められる場合に、かつてのサ

ブコンに顧客を奪われるケースがある。よって、顧客のニーズに対してベストソリューシ

ョンを提供できるように努める必要がある。 
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(5) 中国の文書共有サイトを通じた技術情報流出38 

 中国では、誰でも自由にデータをアップロードでき、不特定多数の人が閲覧・ダウンロー

ドできる文書共有サイトが複数存在しており、そこに日本企業の内部資料がアップロード

されて公開される事態が起きている。週刊誌等でも多数の日本企業の内部文書と思われる

資料がアップロードされている事態が明らかになり、問題になった。 

 も知名度が高く、掲載文書数の多い文書共有サイトは、百度(バイドゥ)社が運営する

「百度文庫」である。百度文庫では、文書の閲覧は誰でも可能だが、ダウンロードするた

めにはポイントが必要で、そのポイントは主に文書をアップロードすることにより得られ

るため、不特定多数の人が継続的に新規のファイルをアップロードするインセンティブと

なっている。他のサイトも、百度文庫とほぼ同様の仕組みを採用しているが、ポイントが

換金できる等、よりインセンティブを確保する仕組みになっているサイトもある。 

 対策としては、各文書共有サイトとも、文書の削除を申し立てれば対応してくれるため、

自社の機密情報がアップロードされていることを発見次第、削除を申し立てることが重要

である。しかし、誰がいつ何をアップロードするか分からないため、日常的に各サイトを

監視している必要がある上、文書内容が中国語であることが多く、削除依頼も中国語で行

う必要があり、中国語を理解できる担当者の確保が必要である。対応するには相応の費用

がかかることから、監視や削除依頼を代行するサービスを提供している弁護士事務所等も

存在している。 

 (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）では、機密文書がアップロードされていることを見付

けた場合には、後々の民事・刑事等の法的措置実施の可能性に備えて、サイト画像や ID 情

報等の画面をキャプチャする等、証拠保存することが重要と勧めている。特に重要な文書

で法的措置を講じる可能性が高いものは、中国では民事訴訟の場合の証拠は公証する必要

があるため、該当画面を公証人に公証してもらうことが重要な対応となるとしている。さ

らに、再発防止のため、文書内容や ID 情報等から、可能な限り、流出経路について調査を

実施するべきとしている。 

 また、中国では日本より従業者の離職率が高いことをふまえ、そもそも内部文書が流出

しないように営業秘密の社内管理を徹底することを勧めている。 

 

                                                  
38 (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）「中国文書共有サイト対策マニュアル－「百度文庫」の調

査・削除方法－」、(独)日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所 知識産権部より。 
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(6) アジア諸国に対する日本人技術者を通じた技術流出 

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

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

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

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

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

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

しが検討される時期に来ているのではないかと考えられる。 

 他方、日本人技術者・研究者が「意図せざる技術流出」を含む技術移転を行うのは、「『働

きがいやボランティア精神』、『当該技術者等がおかれた境遇に対しての不満』等を理由と

するものであると考えられる。こうした事態への対処については、「各企業において技術者

の処遇を今一度見直すことを促すとともに、能力に応じた成果や環境が選択できる雇用環

境の整備を図ることが適切である」との指摘がある。日本の機械工業企業側も、退職した

日本人技術者の使命感に応え、日本の中小企業に対して人材を斡旋する人材バンクの活用

やボランティア・ネットワークの形成を通じて、「彼らが有する技術・ノウハウを我が国の

今後の経済成長に繋げていくための仕組みについて検討する」べきと考えられる。39 

 

① 韓日産業・技術協力財団「日本優秀退職技術者誘致事業」 

 韓日産業・技術協力財団（KJCF）は、「日本優秀退職技術者誘致事業」を実施しており、

これまでに「著しい成果を達成した」と、韓日産業・技術協力財団創立 20 周年セミナー「素

材部品の競争力強化法案」資料（2012 年）に記載されている40。 

 韓日産業・技術協力財団（KJCF）は、1992 年 6 月の日韓両政府首脳会談で「日韓貿易

不均衡是正等のための具体的実践計画」が合意され、日韓両国にそれぞれ「産業技術協力

財団」を設立し、産業技術協力を促進するための事業を実施することが決定されたことに

基づき設立された財団で、日本側のカウンターパートは、(一般財団法人)日韓産業技術協力

財団（JKF-日韓財団）である。また、(一財)日韓産業技術協力財団（JKF-日韓財団）は、

2008 年 4 月に日韓中小企業情報交流センター（JK-BIC）を設置し、日本企業とビジネス

を希望する韓国企業の情報提供・紹介から訪問のアレンジ、通訳の手配等、成約に至るま

                                                  
39 経済産業省 産業構造審議会 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会「技術情報等

の適正な管理の在り方に関する研究会 報告書」（2008 年 7 月 8 日）より。 
40 (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国にお

ける技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）より。 
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での様々なサービスを無償で提供している。41 

 (一財)日韓産業技術協力財団（JKF-日韓財団）も同財団 日韓中小企業情報交流センター

（JK-BIC）も、現在の事業概要には「日本優秀退職技術者誘致事業」は見当たらないが、 

(一財)日韓産業技術協力財団（JKF-日韓財団）が 2008 年以来毎年、韓日産業・技術協力財

団（KJCF）と共同開催している「日韓中小企業商談会」は、『日韓産業技術フェア』のプ

ログラムの一つとして開催されており、同フェアの一環で韓日産業・技術協力財団（KJCF）

の単独事業として、日本企業を退職した技術者が韓国企業における技術伝授の機会を模索

する42「技術指導相談会」が開催されている43。 

 なお、(一財)日韓産業技術協力財団（JKF-日韓財団）に対しては、経済産業省と外務省

が共同で「日韓中小企業商談会」や「日韓部品素材調達・供給展示商談会（逆見本市）」の

開催を支援するため、2013 年度には 1.2 億円を拠出している44。 

 韓日産業・技術協力財団（KJCF）の「日本優秀退職技術者誘致事業」は、元々、日本企

業を退職した人の利活用のために、定年退職者のデータベースを構築していたが、 近は、

リストラ等にあったと思われる 30～40 代の人も含まれており、現在約 750 人が登録されて

いる45。 

 韓国は既に日本に肩を並べる工業国に発展しており、技術協力／援助を目的とした人材

紹介事業については、一定の役割を既に終えており見直しが検討される時期に来ているの

ではないかと考えられる。 

 

                                                  
41 (一般財団法人)日韓産業技術協力財団（JKF-日韓財団）ウェブサイト、(一般財団法人)日韓産

業技術協力財団 日韓中小企業情報交流センターウェブサイト、日本商工会議所「４月に開設「日

韓中小企業情報交流センター」（（財）日韓産業技術協力財団）」『トレンドボックス』（2008 年 2
月 5 日）＜http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2008/0205172544.html＞より。 
42 「ソウルでの韓日産業技術フェア 民間企業が交流」『聯合ニュース（YONHAP NEWS）』
（2013 年 10 月 1 日）＜

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2013/10/01/0200000000AJP20131001000300882.
HTML＞より。 
43 (一般財団法人)日韓産業技術協力財団「『日韓産業技術フェア 2013』開催」（2013 年 10 月 2
日）＜http://www.jkf.or.jp/photonews/0271.html＞、「同 基本プログラム」（2013 年 10 月 2
日）＜http://www.jkf.or.jp/up_pdf/20131015141915_1.pdf＞より。 
44 経済産業省「平成 25 年度経済産業省予算案関連事業の PR 資料一覧」（2013 年 1 月 29 日） 
45 (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国にお

ける技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）より。 
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図表 2-15 (一般財団法人)日韓産業技術協力財団（JKF-日韓財団）の概要 

(注)ゴシック、下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 

○設立年月日：1992 年 12 月 

○設立目的 

 1992 年 6 月の日韓両政府首脳会談で「日韓貿易不均衡是正等のための具体的実践計

画」が合意され、その中の 重要項目として、日韓両国にそれぞれ「産業技術協力財団」

を設立し、産業技術協力を促進するための事業を実施することが決定されたことに基づ

き、日韓両国間における産業技術協力の促進を目的として設立された。 

○理事長：佐々木 幹夫（三菱商事(株) 相談役（前・会長）） 

○主要事業 

1.産業技術人材育成への支援と協力 

2.生産性向上・品質向上等への支援と協力 

3.産業技術並びに産業人の交流促進 

4.セミナーの開催、調査研究と広報の推進 

○近年実施している主な事業の概要 

□日韓ビジネス交流促進事業 

 ・日韓中小企業ビジネス促進事業 

 日韓ビジネスマッチングサイト(JK-BIC)により、日韓でビジネスを希望する両

国の企業情報・商品情報をインターネットで紹介している。韓国との製品・商品の

売買、生産委託／受託、技術提携等に関心のある企業に対して、IT を活用して個々

の相談を日常的に支援している。 

 ・日韓中小企業商談会（「日韓産業技術フェア」の一プログラムとして開催） 

 日韓両国の中小企業の商談会を 2008 年から毎年、東京とソウルで開催している。

 2013 年度は日本（東京）で 2013 年 6 月 12 日に、韓国（ソウル）で 2013 年 10

月 1、2日に開催した。2014 年度は日本（東京）で 2014 年 7 月に、韓国（ソウル）

で 2014 年 10 月に開催予定。 

 ・日韓部品素材調達・供給展示商談会（逆見本市） 

 日本の自動車・電気・電子・機械・鉄鋼・化学等のメーカーが出展し、韓国の部

品・素材サプライヤーと商談を行う。2008 年 4 月の日韓首脳会談において、日韓

EPA 交渉再開に向けた環境醸成の一環として、産業間交流事業を強化することが

合意され、2009 年に経済産業省主催で開催したところ、韓国政府高官から高い評

価と関心が寄せられたことから 2010年以降 2012年まで毎年ソウルで開催された。
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□産業・技術交流事業 

 ・先進企業技術交流事業 a：日本語教育 

 韓国の中堅・中小企業の技術者に対して、後記事業（ｂ 企業実習）に先立ち、

コミュニケーション能力の向上を図って、日本企業での実習が効果的に行われるこ

とを目的に日本で日本語教育を実施する。 

 ・先進企業技術交流事業 b：企業実習 

 前記事業（ａ 日本語教育）が終了後、韓国の中堅・中小企業の技術者が日本企

業において技術及び経営上の課題をテーマとして約 2 ヶ月間の実習を行い、その成

果を所属企業の業務に反映させる。 

 ・環境・省エネルギー関連事業 

 韓国中堅・中小企業の経営者と専門技術者を対象として日本の環境経営、省エネ

ルギー関連技術・ビジネスに関わる様々な企業活動、省エネルギー・省コスト活動

等について講義し、事例紹介として工場見学、活動の実際、展示会視察を実施する。

 ・日韓海外・地域間産業連携事業 

 日本の地域と韓国の交流や、日韓両国が連携による第三国での協業展開を推進す

るための会議や視察を行う。 

 ・次世代理工系研究人材交流事業 

 日本の理工系大学院生（博士または修士課程在学中）を夏休みの期間に韓国に派

遣する(SI)とともに、韓国の理工系大学院生（博士または修士課程在学中）を冬休

みの期間に日本に招聘し、両国の公的研究機関で相互に専門分野の研究研修を行

う。 

□調査・広報関連事業 

 ・日韓経済連携関連事業 a：新産業貿易会議 

 後記事業（ｂ 日韓経済人会議）に先立ち日韓で取上げたテーマを基に事前討議

を進める会議を開催する。 

 ・日韓経済連携関連事業 b：日韓経済人会議 

 日韓両国の経済連携の方向性や方法を探るための両国経済人による会議を開催

する。 

 ・各種調査・研究事業 

 既に韓国で生産・営業活動を営んでいる日系進出企業の現地経営の高度化を支援

するために実施する。主にソウルジャパンクラブ（SJC）経営研究会を支援する。

(出所) (一般財団法人)日韓産業技術協力財団ウェブサイト、(一般財団法人)日韓産業技術協力財団「『日韓
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産業技術フェア 2013』開催」（2013 年 10 月 2 日）、(一般財団法人)日韓産業技術協力財団「『日韓部

品素材調達商談会』開催報告」（2011 年 11 月 2 日）、(一般財団法人)日韓産業技術協力財団「『日韓

部品素材調達・供給展示商談会（逆見本市）2012』開催報告」（2012 年 11 月 6 日） 
(注)ゴシック、下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 

 

図表 2-16 (一般財団法人)日韓産業技術協力財団 日韓中小企業情報交流センター

（JK-BIC）概要 

○開設年月：2008 年 4 月 

○設置・運営主体：(一般財団法人)日韓産業技術協力財団 

○設置目的 

 日本と韓国の企業間に、日常的なビジネス情報交流の場を提供し、事業連携・経済交

流・人的交流の拡大に貢献し、日韓の貿易インバランス解消を目的に設置された。 

○韓国側カウンターパート 

  韓日産業・技術協力財団（KJCF） 日本ビジネス協力センター 

○主要事業：ビジネスマッチングから成約まで支援 

・日本とのビジネスを希望する韓国企業情報の公開「韓国企業 WATCH」 

  会員登録すれば自由に閲覧できる。1,000 社以上の韓国企業情報を公開。 

・ビジネスパートナー候補企業紹介 

・企業信用情報提供 

・パートナー候補を探す為の企業情報を韓国語に翻訳後、韓国サイト及び冊子に掲載

して引合を待つ 

・候補企業とのコミュニケーション（韓国語）代行 

・候補企業への見積もり照会代行 

・企業訪問アレンジ 

・商談時の通訳手配 

○利用費用 

  全てのサービスを無料で提供。（日本企業の旅費は自己負担） 

(出所) (一般財団法人)日韓産業技術協力財団 日韓中小企業情報交流センターウェブサイト、 
開設年月のみ、日本商工会議所「４月に開設「日韓中小企業情報交流センター」（（財）日韓産業技術

協力財団）」『トレンドボックス』（2008 年 2 月 5 日） 
＜http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2008/0205172544.html＞ 
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図表 2-17 「日韓産業技術フェア 2013」の開催概要 

(注)ゴシック、下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 

◆日程：2013 年 10 月 1 日（火）～2 日（水） 

    ＊2008 年から東京とソウルで毎年開催しており、今年で 6 回目 

◆場所：ロッテホテルソウル（韓国ソウル市） 

◆主催：（韓国側） 韓日産業・技術協力財団 

    （日本側） (一般財団法人)日韓産業技術協力財団 

 

◆プログラム・各事業実施概要 

１．「開会式」  

 

２．「日韓産業協力賞」 

 ・日時： 10 月 1 日（火）10:30～10:50 

 ・会場： ロッテホテルソウル 2 階 Crystal Ballroom 

 ・産業通商資源部長官賞（8 名） 

  －日本企業受賞者：シンクロテック(株) 瀬尾 和隆 社長 

 ・韓日財団理事長賞（4 名） 

  －日本企業受賞者：(株)廣野鐵工所 廣野 幸誠 社長 

 

３．「フェア開幕セレモニー」 

 

４．「特別講演」 

 ・日時： 10 月 1 日（火）11:10～12:20 

 ・会場： ロッテホテルソウル 2 階 Crystal Ballroom 

 ・講師： 

  －名古屋大学 総長 濱口 道成 教授：「名古屋大学の目指す人材育成」 

  －名古屋大学 特別教授 益川 敏英 博士（2008 年ノーベル物理学賞受賞） 

 ・対談：益川教授、濱口総長（フロアからの質問あり） 

５．「第 21 回 日韓中小企業商談会」（参加日本企業：27 社） 

 ・日時： 10 月 1 日（火）13:30～17:30、 2 日（水）10:00～17:30 

 ・会場： ロッテホテルソウル 2 階 Crystal Ballroom 

 ・主な実施・協力機関： 
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   (一般財団法人)日韓産業技術協力財団、韓日産業・技術協力財団 

 ・参加企業： 

 日本から 27 社、韓国から 129 社が参加し、2 日間にわたり 200 件を超える商談

が行われた。商談終了時点の日本企業アンケートにて、本日商談の 48%が有望で今

後商談を継続したいと報告され、今回の商談会が有効であったとの評価を多くの企

業から得た。 

 また、初日（1 日）商談終了後 18:00 から、商談会場傍の Emerald Room にて、

日本企業参加者が集まり、情報交換・交流を行う「日本企業交流会」を(一般財団

法人)日韓産業技術協力財団が開催した（約 50 名）。 

６．「第三国ビジネスにおける日韓協力セミナー」 

 ・日時： 10 月 2 日（水）14:00～17:00 

 ・会場： ロッテホテルソウル 2 階 Emerald Room 

 ・主な実施・協力機関： 

   (一般財団法人)日韓産業技術協力財団、韓日産業・技術協力財団 

   SJC、韓国経済新聞 

 ・研究発表（5 件）：野村総研ソウル支店、韓国丸紅、みずほ銀行ソウル支店、 

          グンホン・インターナショナル、日韓財団 

 ・パネル討論（7 名）：上記発表者、三菱商事ネピドー事務所長、韓日財団  

 ・参加者：韓国企業等約 120 名が参加して熱心に聴講・質疑が行われた。 

７．技術指導相談会（参加日本技術者：40 名） 

 ・日時・会場： 

   10 月 1 日（火）13:30～17:30 ロッテホテルソウル 2階 Crystal Ballroom 

   10 月 2 日（水）10:00～12:00 ロッテホテルソウル 2階 Emerald Room 

 ・主な実施・協力機関： 

   韓日産業・技術協力財団 

８．協力諸機関による商談会（参加日本企業：18 社） 

 ・日時： 10 月 2 日（水）10:00～17:30 

 ・会場： ロッテホテルソウル 2 階 Crystal Ballroom 

 ・主な実施・協力機関： 

  －協力諸機関による商談会（参加日本企業：12 社） 

    韓日産業・技術協力財団、 
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    大阪商工会議所（8 社）、岐阜県産業振興センター（2 社）、 

    ERINA（公益財団法人 環日本海経済研究所）（2 社） 

  －プラント調達商談会（参加日本企業：6 社） 

    韓国機械産業振興会、日本機械輸出組合 

９．自動車産業交流会（参加韓国企業：約 10 社） 

 ・日時：10 月 2 日（水）10:00～17:00 

 ・会場：ロッテホテルソウル 2 階 BELLE-VUE SUITE 

 ・主な実施・協力機関： 

   韓日経済協会、三菱自動車（調達 4 人） 

(出所) (一般財団法人)日韓産業技術協力財団「『日韓産業技術フェア 2013』開催」（2013 年 10 月 2 日） 
＜http://www.jkf.or.jp/photonews/0271.html＞、「同 基本プログラム」（2013 年 10 月 2 日） 
＜http://www.jkf.or.jp/up_pdf/20131015141915_1.pdf＞ 

(注)ゴシック、下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 
「技術指導相談会」について、2013 年 10 月 1 日の『聯合ニュース（YONHAP NEWS）』「ソウルで

の韓日産業技術フェア 民間企業が交流」には、「韓日産業技術フェア」は、「韓国産業通商資源部」

が開催したとあり、次の記述がある：「技術指導の商談会では、日本の大企業を退職した４３人の技

術者が技術伝授の機会を模索。これら技術者は半年から１年、韓国企業に赴き技術を指導する予定

だ。」＜ 
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2013/10/01/0200000000AJP20131001000300882.HT
ML＞ 

 

② 韓国「部品素材競争力向上のための総合対策」46 

 韓国政府 知識経済部は、素材中心に中核部品素材を輸入に頼っている慢性的な構造を改

善するため、2008 年で 1,835 億ドルの部品素材の輸出を 2018 年までに 5,000 億ドルに拡

大し、部品素材産業を輸出と付加価値創出の主翼に発展させることを目指した「部品素材

競争力向上のための総合対策」を 2009 年 11 月に確定・発表した。本総合対策においては、

技術開発支援とその事業化支援のみならず、国産部品採用企業への損害保険、海外企業の

買収支援、海外ファンドからの投資促進など幅広い政策を展開しているが、その一環とし

て、部品素材専用の工業団地を整備して「日本とドイツの部品素材企業を中心に」誘致す

ることと「日本の退職技術人材の国内再就職支援を拡大」すると掲げている。2011 年７月

には東京で、「部品素材専用工業団地」への日本の部品素材企業の誘致のためのセミナーが

開催されている。 

 

                                                  
46 韓国政府知識経済部ウェブサイト  
＜http://www.pmcomplex.go.kr/Front_Jpn/08_Data/01_Notice_View.asp＞ 
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図表 2-18 韓国「部品素材競争力向上のための総合対策」に係る政府報道資料 

○ 韓国政府 知識経済部 報道資料「『部品素材競争力向上のための総合対策』-10 大中核素

材の開発に 1兆円を投入」（2009 年 11 月 16 日） 

-政府、2018 年「世界 4 大 部品素材産業大国」を目標に戦略確定 
-援助研究人材の長期派遣、信頼性保険の活性化、素材産業の集中育成など 11 項目を推進

-R&D 推進方式も国内外を対象に前面開放、競争方に転換 

 
•政府は 2018 年までに「世界 4 大 部品素材産業大国」を目標に戦略確定  
 （略） 
 
•対策の主要内容 
（1．、2．略） 
 
3.部品素材企業の強化のため、  

①Ｍ＆Ａや海外直接投資誘致を支援し部品素材企業の大型化を支援  
· 産業銀行などが参与する「部品素材海外 M&A ファンド」を活用し海外部品素材企業と

の M&A を支援（産業銀行と政府が 3,000 憶ウォンにより設立予定  
 
· 需要企業の部品素材企業に対する投資拡大を誘導するため、需要企業の投資と政府の

R&D 支援を連携する「需要企業投資連携型 技術開発事業」を 2010 年から着手  
 
· グローバル需要期行47と連携した海外 VC の国内部品素材企業への投資誘致活動展開

（トヨタファンド、インテルキャピタル、ジーメンスキャピタルなど）  
 
· 亀尾、浦項、益山、釜山鎮海など 4 箇所に造成中の部品素材専用工業団地に日本とドイ

ツの部品素材企業を中心に投資誘致推進  
 

②本対策における画期的な対策として、部品素材技術人材の養成・支援を大幅に強化する

計画 
（１）化学・材料・金属など素材学科を中心に優秀大学・学生を選定、教育段階から集中

支援し、卒業後のキャリアを特別に管理 
  （略） 
 
（２）中小・中堅部品素材企業の研究人材不足を解消するため、出捐する研究機関の研究

人材を部品素材企業に長期間派遣する制度を来年から実施 
  （略） 
 
（３）部品素材企業が海外高度技術人材をスカウトし活用できるよう日本の退職技術人材

の国内再就職支援を拡大し、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)を通じて海外技術人材と

国内企業間の連結を支援 
 

（4．略） 
(出所) 韓国政府知識経済部ウェブサイト  

＜http://www.pmcomplex.go.kr/Front_Jpn/08_Data/01_Notice_View.asp＞ 
(注)下線は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 
 

                                                  
47 期行：「企業」の誤植ではないかと思われる。 
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図表 2-19 韓国「部品素材専用工業団地」への日本の部品素材企業誘致セミナー案内 

○ 日韓 次世代成長分野 協力カンファレンス（2011 年 7 月 5日～6日） 
【案内状】 
 韓国では次世代ディスプレイ、ECO-LED、再生エネルギーなどを次世代成長分野とした 経
済成長戦略を 掲げており、政府と大手企業が中心となって当該市場への積極的な投資および研
究開発を行っています。 
 特に当該分野においては、製品の融合化・モジュール化の進展により国や企業が単独ですべ
ての領域の技術において優位に立つことが困難になってきており、企業は競争激化によって不
足領域をいち早く補完する方向へ戦略の修正を余儀なくされています。 
 このような中、社団法人 韓国部品・素材投資機関協議会(KITIA)では知識経済部の後援によ
り、次世代成長分野における R&D 戦略及び今後の展望に関わる日韓企業間のディスカッショ
ン、Open Innovation などの長期的な技術革新に必要な新たな日韓事業協力機会、グローバル
市場進出戦略を考察する「日韓 次世代成長分野 協力カンファレンス」を開催致します。 
 
� 主催 ： 社団法人 韓国部品・素材投資機関協議会(KITIA) 
� 後援 ： 知識経済部(MINISTRY OF KNOWLEDGE & ECONOMY)、日本アジア証券、デ

ィスプレイバンク 
� 日程 ： 2011 年 ７月 5 日（火）／6 日（水） 
� 場所 ： ホテルニューオータニ (東京千代田区) ガーデンコート 宴会場階 

 

(出典)韓国政府知識経済部ウェブサイト  
＜http://www.pmcomplex.go.kr/Front_Jpn/08_Data/01_Notice_View.asp＞  
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3 海外の政府や産業界による技術流出防止策と海外における技術流出実態 
 
3.1 海外の政府による技術流出防止策 

 日本と同様に技術流出問題に直面している海外諸国の政府が実施している技術流出防止

のための政策を調査し、日本と異なる面があるか等を把握した。 

 

3.1.1 米国の政府による技術流出防止策 
 

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

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

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

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

たことに、この事件は警鐘を鳴らすこととなった。 

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

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

みなし、輸出管理規則の規制対象としている。 

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

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

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

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

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

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

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

情報を保有する防衛関連企業に提供されている 。 

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

も対象としている。 

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

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

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

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

て包括的に対応する「National Intellecual Property Rights Coordination Center」があり、

企業の提供した情報に基づいて模倣品の国内流入や国外への技術流出を未然に阻止してい

る。技術流出に関わる政府機関と諸外国の警察までもが連携して、自律的に捜査を行い、
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技術流出や模倣品の国内流入を未然に防ぐ本組織は、日本政府の今後の技術流出防止体制

のモデルになると考えられる。 

 

(1) 経済スパイ法 

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

イ法（The Economic Espionage Act of 1996）である。米国では、経済スパイ法により、営

業秘密を海外で使用する目的で、または、図利・加害目的で窃盗、無許可複写、不正に取

得した場合には、 高 15 年以下の懲役又は 50 万ドル以下の罰金又はその両方が科される

こととなっている。 

 米国経済スパイ法は、2001 年 5 月に、(特殊法人)理化学研究所（現在の(独)理化学研究所；

理研）脳科学総合研究センター 神経変性シグナル研究チームのチームリーダーだった岡本 

卓 氏が、理研に赴任する前の 1999 年 7 月に、勤めていた米国のクリーブランド・クリニ

ック財団（オハイオ州）の研究所から遺伝子の一部を無断で持ち出し、一部を破壊したこ

とが、理研の利益を図るためだったとして、米国総務省から刑事訴訟を受けた事件で大き

な注目を集めた。これに対して理研は、外部の専門家に調査を依頼し、理研の関与を否定

する結果を受けて、刑事訴訟は理研の名誉を不当に傷つけるものであると米国法務省に対

して抗議した。2004 年 3 月、米国から請求があった岡本氏の身柄引き渡しについて、東京

高等裁判所は、岡本氏の行為は、研究者の同僚に自分の研究を乗っ取られたくないという

気持ちからの嫌がらせで、理研とは関係のない、スパイの意図のない個人の行為であり、

経済スパイ法の嫌疑で岡本氏を米国に引き渡すことはできないとの判断を示して、この事

件は中断の形になった。48 

 当時、米国では既に、先端技術の知的財産の保護が重視され、また、研究試料や研究成

果の帰属が定められていたのに対し、日本の対応が遅れていたことに、この事件は警鐘を

鳴らすこととなった。 

 

図表 3-1 米国の「経済スパイ法（The Economic Espionage Act of 1996）」の概要 

○発効の時期と背景 

 デジタル化の進展とともに物理的な侵害行為を伴わないかたちでの営業秘密（トレー

ドシークレット）の窃取が容易になったことを背景に、1996 年に発効した連邦レベル

                                                  
48 (独)理化学研究所「理研八十八年史 第Ⅱ編 科学技術史に輝く理研 第 7 章 脳科学～未知の

メカニズムにメス～」（2005 年３月 20 日）、「遺伝子スパイ事件：岡本被告を米に渡さず 東京

高裁決定」『毎日新聞』（2004 年 3 月 29 日）より。 
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の刑事法規。 

 

○基本的な禁止行為 

 ①トレードシークレットを窃盗、無許可占有、取得、持ち出し、隠匿、あるいは欺罔、

偽計、又は詐術によって入手すること 

 ② 許可なく複写、複製、写生、作図、撮影、ダウンロード、アップロード、変更、

破壊、写真複写、模写、送信、引き渡し、送達、郵送、通信、又は運搬すること

 ③ 盗まれたこと、あるいは許可なく占有、入手、又は横領されたことを知りつつト

レードシークレットを受領、購入、もしくは所持すること 

 ④ その他、これらの未遂・共謀等も処罰対象とされている 

 

○犯罪類型 

 ①経済スパイ（§1831） 

 外国政府、外国の関連団体、あるいは外国の代理人を利することを目的としつつ又

はこれを知りつつ、一定の禁止行為によってトレードシークレットを窃取等するこ

と。 

 法定刑は、50 万ドル以下の罰金若しくは 15 年以下の懲役又はその併科。両罰規定

として、団体に 1,000 万ドル以下の罰金。 

 

 ②トレードシークレットの窃取（§1832） 

 所有者以外の何者かの経済的利益のために横領する目的で、当該トレードシークレ

ットの所有者に損害を与えることを目的としつつ又はこれを知りつつ、一定の禁止行

為によってトレードシークレットを窃取等すること。 

 法定刑は、25 万ドル以下の罰金若しくは 10 年以下の懲役又はその併科。両罰規定

として、団体に 500 万ドル以下の罰金。 

(出所) 経済産業省 産業構造審議会 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会「技術情報等の適正

な管理の在り方に関する研究会 報告書」（2008 年 7 月 8 日） 
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(2) みなし輸出規制49 

 米国の輸出管理規則（EAR：Export Administration Regulations）では、米国産の技術

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

みなし、輸出管理規則（EAR）の規制対象としている。これを「みなし輸出（Deemed Export）」

規制と言う。 

 輸出管理規則とは、国家安全保障、外交政策の推進等を目的とした制度で、（１）特定の

国に対する輸出の原則禁止、（２）特定の品目の原則輸出禁止、（３）特定の 終用途

（end-use）又は 終使用者(end-user）への輸出禁止を柱としており、米国から兵器以外の

兵器の開発に利用可能な貨物・ソフトウェア・技術（デュアル・ユース）を海外へ輸出す

る際に許可を得ることを義務付けている。日本の外為法に該当する制度であるが、再輸出

（輸出先から第３国への輸出）規制、みなし輸出規制の部分について、日本よりも規制範

囲が広いものとなっている。 

 「みなし輸出（Deemed Export）」規制となるのは、輸出管理規則の規制対象となる米国

技術と同じであり、技術の開示には、視察、口頭、または米国で修得した知識や技術経験

を海外で活用することが該当するとしている。 
 

図表 3-2 米国の「みなし輸出（Deemed Export）」規制の概要 

○技術の開示の定義 

 ① 視察による開示 

 ② 口頭による開示 

 ③ 米国で修得した知識や技術経験を海外で活用すること 

  

○対象者 

 以下に該当しない外国人 

 ① 米国市民権を得た外国人 

 ② 永住権（グリーンカード）を得た外国人 

 ③ 8 U.S.C §1324b（a）（３）に基づく「保護を受ける人（難民等）」 

 

○対象技術 

 EAR の規制対象となる米国産技術（ただし、以下のものを除く） 

                                                  
49 経済産業省 産業構造審議会 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会「技術情報等

の適正な管理の在り方に関する研究会 報告書」（2008 年 7 月 8 日） 
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 ① 公開情報（何らかの形態によって公になったもの） 

 ② 基礎研究情報（科学コミュニティで発表及び共有される基礎及び応用科学技術の

研究成果） 

 ③ 教育上の情報（大学等の研究室で使用される教育文書） 

 ④ 特許出願情報（全て外国起源の技術データで構成される米国特許出願に関するも

の 

(出所) 経済産業省 産業構造審議会 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会「技術情報等の適正

な管理の在り方に関する研究会 報告書」（2008 年 7 月 8 日） 
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(3) 海外セキュリティ・アドバイザリー協議会（OSAC：Overseas Security Advisory 

Council）50 

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

を向上させるために民間部門と政府とで構成される「海外セキュリティ・アドバイザリー

協議会（Overseas Security Advisory Council；OSAC）」が設置されている。同協議会では、

民間と政府の情報交換や議論等を通じて、海外における米国企業のセキュリティ確保に関

するガイドラインやレポートを発行し、海外において取り組むべき対策の提示や脅威のト

レンド等に関する情報を提供しており、日本政府の「知的財産戦略ビジョン」は、海外セ

キュリティ・アドバイザリー協議会を参考に、「省庁横断的な官民フォーラムを創設し、営

業秘密・技術情報の漏えいに関する情報交換や意識の共有を図るとともに、社会への啓発

活動を行うべきとの指摘を踏まえ・・・産業界と政府とが一体となり、営業秘密の実効的

な管理の実現のための情報共有・検討を行う体制の構築が必要」51としている。 
 

図表 3-3 米国の「海外セキュリティ・アドバイザリー協議会 

（Overseas Security Advisory Council；OSAC）」の概要 

○体制 

 

                                                  
50 特に明記した箇所を除き、経済産業省 産業構造審議会 技術情報等の適正な管理の在り方に

関する研究会「技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会 報告書」（2008 年 7 月 8 日）

より。 
51 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）より。 
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○設立の経緯 

 テロの増加及び絶え間ない海外における米国の国益に対する脅威が続き、1985 年に、

著名な米国企業から出向している幹部公務員数名が、セキュリティ問題における米国政

府と民間部門の協力を国務長官に促したことから設立された。 

 

○目標と活動 

 ・米国国務省のセキュリティ機能と民間部門の間の、連携の継続及びセキュリティ協

力の提供 

 ・海外のセキュリティ環境を向上させる、民間部門及び米国国務省の通常及びタイム

リーな情報交換 

 ・セキュリティ計画のコーディネート及びセキュリティ・プログラムの実行のための

手法の推薦及び素材の提供 

 ・世界的な米国の産業競争力の保護に関する手法の提案 

 

○出版物 

（ガイドライン） 

・海外における米国企業情報保護ガイドライン 

・海外における米国企業セキュリティガイドライン 

・海外における米国人ビジネス危機対策ガイドライン 

・米国人ビジネストラベラーのためのセキュリティガイドライン 

・海外におけるセキュリティ完全性 等 

（レポート等（例）） 

・経済スパイの情報収集手法 

・電子デバイスのためのサイバーセキュリティ 

・不正入手：全ての事業で知っておくべき従業員の窃盗 

・危機管理ハンドブック 等 

(出所) 経済産業省 産業構造審議会 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会「技術情報等の適正

な管理の在り方に関する研究会 報告書」（2008 年 7 月 8 日） 
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(4) 不審情報報告制度 

 米国では、米国国防保全局（DSS）が、防衛関連企業に対する不審な情報収集活動の報

告義務を課し、これら報告を分析・評価して企業に公開することにより、脅威に対する注

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

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

機微情報を保有する防衛関連企業に提供されている52。 

 具体例としては、国家防諜責任者室（Office of the National Counterintelligence 

Executive；ONCIX）が、1995 年度情報活動権限法第 809 条（b）項に基づき、とりまと

めている外国による経済情報収集及び産業スパイ活動の網羅的なレポートがある53。 

 国家防諜責任者室（ONCIX）は、米国政府、米国インテリジェンス・コミュニティー｛国

家情報長官以下 6 省 15 機関で組織（CIA、FBI など）｝される政府におけるスパイ防止活

動及び安全保障のための機関で、米国民間部門に対し、スパイ防止活動の戦略策定や支援

を行っている。54 

 

(5) 営業秘密侵害品の水際対策 

 日本の不正競争防止法違反物品の水際差止制度では、周知な商品等表示の混同惹起行為、

著名な商品等冒用行為、商品形態模倣行為、技術的制限手段回避装置の提供行為を組成す

る物品を輸入禁制品と規定しており、営業秘密の侵害行為を組成する物品は対象外である

が、米国では、米国企業が新興国企業と公正なレベルプレイングフィールドで適切に競争

できる環境を実現するため、連邦法、新州法、既存州法、米国際貿易委員会（ITC）といっ

た手段を使い、新興国で IT（ソフトウェア、ハードウェア、営業秘密など）を不正入手し

て安価に商品を製造する行為や不正に製造された（安価な）商品を自国で取締まることを

進めている。55 

 水際対策については、米国で訪問ヒアリングした企業も強化されていると指摘していた56。  

 

                                                  
52 経済産業省 産業構造審議会 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会「技術情報等

の適正な管理の在り方に関する研究会 報告書」（2008 年 7 月 8 日）より。 
53 と同じ。 
54 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）より。 
55 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）より。 
56 米国の日系自動車メーカーヒアリング結果（2014 年 1 月 27 日）。 
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(6) National Intellecual Property Rights Coordination Center (IPR Center) 

 「National Intellecual Property Rights Coordination Center (IPR Center)」（国立知的

財産コーディネーション・センター（略称：知財センター）57）は、グローバルな知的財産

侵害への対応と国際通商法の執行の 前線に立つ米国政府機関で、米国国土安全保障省58

（Department of Homeland Security）内の組織で米国内外における人や物の違法な動きを

捜査する59「U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Homeland Security 

Investigations (HSI)」（ICE-HSI）が統括している。本センターは、ICE-HSI の長官が、

HSI の長官代理並びに米国国土安全保障省 税関・国境取締局（U.S. Customs and Border 

Protection (CBP)）の長官代理と共に率いており、米国バージニア州アーリントン

（Arlington）に所在している。60 

 本センターのミッションは、国民の健康と安全、米国経済等を守ることにより国家の安

全保障を確保し、世界経済を脅かす不公正貿易を止めることである61。 

 この目的を達成するため、本センターは、米国特許商標庁、商務省や国務省の知的財産

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

署、消費者製品安全委員会、原子力規制委員会、NASA、警察や軍等 17 の主要連邦政府機

関に加えて、インターポール、ユーロポール、及びカナダ警察とメキシコ政府の 21 の協力

機関とのタスクフォースを設置している。本センターは、タスクフォース構造であること

によって、各協力機関のリソースやスキル、権限をバランスさせ、知的財産侵害に対して

包括的に対応することができている。62 

 本センターは、知的財産侵害に対して、以下を含む戦略的で多層のアプローチで対応し

ている。 

・調査：模倣品の製造・流通に関与した組織を破壊し、起訴し、解体する 

・ 阻止：ターゲットを定めた検査により、模倣品・海賊版を米国のサプライチェーンや市

場の外に保つ 

・ アウトーリーチと研修：国内法・国際法の施行のための研修を提供し、法執行能力を世

                                                  
57 和訳は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 
58 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
59 「U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Homeland Security Investigations 
(HSI)」（ICE-HSI）ウェブサイトより。 
＜http://www.ice.gov/about/offices/homeland-security-investigations/＞ 
60 National Intellecual Property Rights Coordination Center (IPR Center)ウェブサイトより。 
＜www.iprcenter.gov＞ 
61 60 と同じ。 
62 60 と同じ。 
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界的に強化する 

 グローバル経済とｅコマースは知的財産侵害との闘いをより複雑にし、国境における安

全保障、国家安全保障、米国経済の安定に対する脅威は増している63。本センターでは、企

業に対して情報提供を呼びかけ、各企業の提供した情報に基づき、模倣品の国内流入や国

外への技術流出を未然に阻止している他、各州におけるこうした行為に対する法制化も働

きかけている64。 

 模倣品の国内流入については、日本のある自動車メーカーが当センターに相談したとこ

ろ、輸入する港湾を限定している他の自動車メーカーについては水際対策を強化している

とのことで、輸入港湾を限定すれば水際で取り締まると言われたため、日本本社に物流ルー

トの見直しを進言したとのことである65。 

 また、米国企業の持つ技術の国外流出も、企業のリスクを国家のリスクとして捉えて、

当センターが未然に阻止している。これまでに、ペプシのレシピを中国へ売却しようとし

た人を当センターが実行前に逮捕したと聞く66。 

 日本の場合、担当窓口が複数の府省に分かれている他、技術ノウハウの流出の立証責任

は当事者にあり、警察が独自に捜査することはないが、米国の当センターでは、企業等か

らの情報提供を受けると、米国連邦捜査局（FBI）が独自に捜査して未然に阻止してくれる

点が企業にとっては有用である67。技術流出に関わる政府機関と諸外国の警察までもが連携

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

府の今後の技術流出防止体制のモデルになると考えられる。 

 

図表 3-4 米国の「National Intellecual Property Rights Coordination Center 

 (IPR Center)」のタスクフォースを構成している協力機関 

•Air Force Office of Special Investigations (AFOSI) 

•Defense Criminal Investigative Service (DCIS) 

•Defense Logistics Agency (DLA) 

•Department of Commerce（商務省）68 's Office of Intellectual Property Rights 

(OIPR) 

                                                  
63 60 と同じ。 
64 米国の日系自動車メーカーヒアリング結果（2014 年 1 月 29 日）。 
65 64 と同じ。 
66 64 と同じ。 
67 64 と同じ。 
68 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
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•EUROPOL 

•Federal Bureau of Investigation (FBI)（米国連邦捜査局）69 

•Food and Drug Administration (FDA)（米国健康福祉省 食品医薬品局）70 ’s  Office 

of Criminal Investigations (OCI) 

•General Services Administration’s Office of the Inspector General 

•INTERPOL 

•Mexican Revenue Service 

•National Aeronautics and Space Administration (NASA)（米国航空宇宙局）71 

•Nuclear Regulatory Commission（原子力規制委員会） 

•Royal Canadian Mounted Police 

•U.S. Army Criminal Investigation Command 

•U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)（消費者製品安全委員会）72 

•U.S. Customs and Border Protection (CBP)（米国国土安全保障省 税関・国境取締局）

73 

•U.S. Department of State（国務省）74 ’s Office of International Intellectual Property 

Enforcement (IPE) 

• U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland Security 

Investigations (HSI) 

•U.S. Naval Criminal Investigative Service (NCIS) 

•U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)（米国特許商標庁）75 

•U.S. Postal Inspection Service (USPIS) 

(出所) National Intellecual Property Rights Coordination Center (IPR Center)ウェブサイト 
 
(7) その他 

 米国政府は、日本政府のように、企業を対象としたガイドラインの発行はしていない。

輸出入状況については、通商に及ぼす影響が大きいため、政府も介入しており、模倣品の

水際対策も強化されているが、情報セキュリティについてはそうではない。76  
 
                                                  
69 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
70 和訳は厚生労働省ウェブサイトより。 
71 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
72 和訳は消費者庁ウェブサイトより。 
73 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
74 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
75 和訳は特許庁ウェブサイトより。 
76 米国の日系自動車メーカーヒアリング結果（2014 年 1 月 27 日）。 
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3.1.2 韓国の政府による技術流出防止策 

 

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

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

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

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

している。 

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

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

親告罪であるため、警察の独自捜査により立件に至る例も少なくない。 

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

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

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

の保護と管理活動を全般的に支援している 。 

 

(1) 産業技術の流出防止及び保護に関する法律77 

 韓国では、「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」が制定されており、同法に基づ

き、産業技術のうち経済的価値が高く、海外に流出した場合に国家の安全保障及び国民経

済の発展に重大な悪影響を与えるおそれのあるものを「国家核心技術」として指定し、当

該技術の保有・管理者に対し、流出防止のための保護措置を定め、輸出承認の義務、外国

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

 また、同法に基づき、関係省庁及び民間有識者からなる「産業技術保護委員会」が組織

され、同委員会は、①国家核心技術の指定、②産業技術の流出防止及び保護に関する基本

計画の策定、及び③産業技術保護指針の策定を行っている。 

 

(2) 不正競争防止及び営業秘密保護法78 

 韓国では、1992 年 12 月に営業秘密漏えい禁止等を盛り込んだ「不正競争防止及び営業

秘密保護法」が施行され、その後、数度にわたって法改正が行われてきている。 

                                                  
77 経済産業省 産業構造審議会 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会「技術情報等

の適正な管理の在り方に関する研究会 報告書」（2008 年 7 月 8 日）より。 
78 (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国にお

ける技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）より。 
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 営業秘密として保護されるための 3 要件は日本と同じである。しかし、営業秘密侵害に

対する罰則については、韓国では、韓国国内で使用した場合より海外で使用した場合に重

く規定されている79。大きな違いは、営業秘密侵害は、日本では親告80罪だが、韓国では非

親告罪である点であり、そのため韓国では、警察の捜査が先行し、立件に至る例が少なく

ない。 

 

図表 3-5 特許法と不正競争防止法における罰則等の日韓比較 

  特許法   不正競争防止法  

 実施行為 親告/非親告 侵害に対する 

主な罰則 

親告/非親告 侵害に対する 

主な罰則 

海外使用等の重罰 

日本 生産 

使用 

譲渡 

輸出 

輸入 等 

非親告罪 

(秘密保持命

令違反を除

く) 

10 年以下の懲役

1000 万円以下の

罰金 

親告罪（営業

秘密流出等）

非親告罪（模

倣品等） 

10 年以下の懲役

1000 万円以下の

罰金 

なし 

韓国 生産 

使用 

譲渡 

賃借 

輸入 等 

親告罪 7 年以下の懲役 

 または 

1 億ウォン以下

の罰金 

（併科の規定な

し） 

非親告罪 

(秘密保持命

令違反を除

く) 

5 年以下の懲役 

 または 

5 千万ウォン以

下の罰金 

（ただし、違反行

為による利得額

の 10 倍に相当す

る金額が 5 千万

ウォンを超過す

る場合、その利得

額の 2 倍以上 10

倍以下） 

あり 

10 年以下の懲役 

 または 

1 億ウォン以下の罰

金 

（ただし、違反行為

による利得額の 10

倍に相当する金額が

1 億ウォンを超過す

る場合、その利得額

の 2 倍以上 10 倍以

下） 

(出所) (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国における技

術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）掲載表を、2014 年 1 月 31 日付の改正不正競争防止法施行に

伴い、岩谷氏提供情報に基づいて三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)修正。 

 

(3) 営業秘密保護センター 

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

ンター」が設立され、韓国の営業秘密の保護と管理活動を全般的に支援している81。 

 韓国特許庁の「知識財産基盤の創造経済実現戦略」をふまえて設立されたもので、中小

企業の営業秘密漏えいを防止するため、公正取引委員会、中小企業庁、特許庁（営業秘密

                                                  
79 日本の罰則規定は、国内使用の時点で韓国より重い。韓国での海外使用の場合の罰則が、（国

内外を区別していない）日本の罰則と同じとなる。 
80 親告：被害者が告訴すること。 
81 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）より。 
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保護センター）、警察（産業技術流出捜査隊）等が連携し、営業秘密の保護に関するワンス

トップサービスを提供している。主要なサービスは、 

 ・営業秘密原本証明サービス 

 ・各機関と連携した営業秘密流出に関する相談対応 

 ・営業秘密標準管理システムの提供 

 ・営業秘密管理状況の無料診断 

 ・企業担当者等の教育、カンファレンス、教育コンテンツ作成 

である。82 

 「営業秘密原本証明サービス」は、営業秘密侵害事件等の裁判で特定の時点でその情報

を保有していたことの立証を容易にするサービスで、企業内で文書にタイムスタンプを押

して管理していればそれでもよいが、オンラインで文書を営業秘密保護センターに提出す

れば、韓国政府がタイムスタンプを発行してくれるサービスである。基本料金は初年度 1

万ウォン、維持料が年間 3 千ウォンである。ただし、書類の存在は証明してくれるが、書

類の内容が営業秘密に該当するかどうかは証明してくれない83。 

 日本企業も利用できるが、2013 年 11 月時点で 3 万件ほどの登録がある中で、日本企業

の利用実績はない84。 

 

図表 3-6 営業秘密原本証明サービスの仕組み 

営業秘密原本証明制度

営業秘密保護センター

営業秘密文書をオンラインで提出

タイムスタンプの発行
暗号化情報をセンターで保管

営業秘密侵害事件の裁判
で、当該時点における当該
情報保有の立証が容易に

*基本料金1万ウォン/初年、維持料3千ウォン/年、オンライン申請により利用し、韓国法人名義の公認認証書が必要
*2013年11月時点で3万件以上の利用あり（ただし、日本企業の利用実績はなし）

 
(出所) (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国における技

術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日） 

 

                                                  
82 (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国にお

ける技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）より。 
83 (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国にお

ける技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）より。 
84 84 と同じ。 
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3.2 海外の産業界による技術流出防止策 

 

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

況を調査するため、日本企業の米国現地法人に対して訪問ヒアリング調査を実施した。以

下、各社に関する訪問ヒアリング調査結果を事例として紹介する。 

 日本と比較した米国の技術流出防止策の特徴としては、以下が挙げられる。 

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

時に他社の機密情報を持ち込ませないことに強く留意している。 

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

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

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

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

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

していく。 

◇労働市場の流動性が高く、同業種間での転職が一般的であることから、競業避止義務契

約は結ばれていない。 

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

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

術か事前に十分に検討し、経営判断を下した上で行う。 

 

3.2.1 米国の産業界による技術流出防止策 

 

(1) 米国企業による技術流出防止策 

 

① 自動車メーカー米国現地法人  

 当社では、技術情報は、法律、人事、情報セキュリティ、敷地の警備によって管理して

いる。 

 

(a) 社外の人の来社受入時 

 受付で、社外の人が持ち込むコンピュータ、携帯電話、カメラ、録音機材等を申告して

もらい、社内で使用する場合は必要な手続を踏んでもらう。社内で使用しない場合は、USB
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ポートやカメラのレンズ部分にシールを貼り、使用できないようにしている。 

 

(b) 従業者の採用時 

○入社時に従業者の義務を記した書類に署名させている。従業者は署名しなければ入社で

きない。 

 

○他社の機密情報が入り込まないようにしている。 

 当社は当社の技術の保護に努めているが、他の会社の技術も大切にする。 

 当社において機密情報を真に保護するために、他社の機密情報が当社に入り込まないよ

うにしている。 

 日米欧の競合他社も、競合の激しい国際市場で知財保護に努力しており、同じ立場と考

えている。技術開発のためにどれだけ莫大な投資をしてきたかをお互いに分かっているの

で、お互いの技術は尊重している。また、当社の評判を維持することが重要と考えている。

もし当社が他社の技術を不正に取得しているとの噂が流れれば、評判を落とすことになる。 

 ただし、これまでに日本以外のアジアの国の同業他社と話をしたことはない。 

 

(c) 情報セキュリティのための技術的ツール 

 情報セキュリティのための技術的ツールは以下の通りである。 

 

○日本の親会社による情報セキュリティシステム  

 日本の親会社が導入している非常に高水準の情報セキュリティシステムで、例えば、研

究開発関連の情報は、パスワード保護等が行われ、特定の人しかアクセスできないように

なっている。 

 

○研究開発関連の情報セキュリティの考え方 

 2 年ほど前に導入した研究開発関連の情報セキュリティの考え方を示したものである。ポ

リシーや手続がいくらあっても、チームメンバーに意識がなく、ポリシーや手続に従わな

ければ意味がないためつくった。 

 

○電子化された情報のセキュリティ保護のための指針 

 社員が情報を持ち出す際のチェックポイントを示したもの。例えば「どのような手段で

持ち出すのか？（How is it moved?）――電子メールか、FAX か、リムーバブルメディア
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か？」、「どのような情報を持ち出すのか？（What is moved?）」、「いつ持ち出すのか？（When 

is it moved?）」といったチェックポイントが示されている。 

 

○新規に導入された社員に情報の分類を強制するプログラム 

 情報を 4 つの分類に明確に区分する新プログラムを 近導入した。 

 

(d) 従業者の在職中 

○全てのプリンターやコピー機は従業者が着用しているバッジがないと利用できず、利用

状況を管理している。 

 

○従業者教育 

 重要なことは、チームメンバーにデータはお金であると、データを失うことはお金を失

うことであると、競争力やブランドなど多くのものに影響すると、教育することである。 

 技術流出が起こるのは、従業者が、何が秘密情報か分かっていないためであり、すなわ

ち、上司が、あるいは会社が、何が秘密情報かを教えていなかったためである。 

 完全なシステムをつくっても、従業者が従わなければ意味がない。そこで、従業者とそ

の管理者に対する研修に力を入れている。新規に導入された社員に情報の分類を強制する

プログラムも、その一環で導入されたものであり、従業者の気付きを高めるのに効果的だ

と考えている。 

 

○PC の USB ドライブは利用できないようにしている。 

 

(e) 従業者の離職時 

○退社時に義務を記した書類に署名させている。従業者は必ず署名しなければならない。 

 

○退職時の書面に競業避止義務条項は含めていない。 

 職業選択の自由を制限することは、米国では、カリフォルニア州など以外では認められ

ていない。 

 

(f) 販売時 

 リバースエンジニアリングは非常に一般的であり、他社の製品を分解して研究している。 
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(g) 研究開発時 

 リバースエンジニアリングを防ぐことができないため、特許を取得することが重要と考

えている。もう一つの方法として、プロセス関連の技術などは営業秘密にしている。研究

者には、新規に何かを発明した場合、全ての情報を報告させている。それをふまえて技術

情報に関する法務部門が、特許出願するか、営業秘密とするか、あまり重要でない情報か

を判断している。 
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② 輸送機械メーカー米国現地法人  

 

(a) 従業者の採用時 

○入社時に秘密保持誓約書に署名させている。 

 入社時に、全従業者に秘密保持誓約書に署名させている。なお、以前は入社時に署名さ

せていなかったため、現在、署名を働きかけている在職中の従業者も存在している。 

 

○前職での秘密情報を使用しないことを誓約しない限り採用しないようにしている。 

 米国は、日本より労働力の流動性が高く、中途採用求人への応募者には同業他社の従業

者も含まれる。しかし、米国人の営業秘密に対する意識は一般に日本より高く、前勤務先

の機密情報を持ち込まないとする意識は高い。 

 また、当社側も、持ち込ませないようにするため、以前の勤務先での知識を当社では使

用しないことを誓約した書面に署名させている。署名しない人は採用しない。 

 ただし、稀に、何が機密情報なのか線引きが分からないといった理由で、個人の信条と

して署名しない人はいる。その場合は採用できない。 

 

(b) 従業者の在職中 

○各文書をセキュリティレベルに応じてランク付けして監理している。 

 日本本社が定めた文書のランク付けの規定に従って、3 段階にランク付けしている。トッ

プランクの文書は、アクセスを限定し、施錠できるところで保管して、入室記録も管理し

ている。 

 

○文書保管規定（document retention policy）を定めて年 2 回文書の廃棄を確認している。 

 全世界の拠点で定めており、法務部門が年 2 回管理状況を確認して、廃棄状況を確認し

ている。米国では、e ディスカバリーの制度があるため、文書の廃棄だけでなく、データ管

理も重要である。 

 

○一般的な話としては、米国では、日本以上に詳細に規則を定め、更にシステムで漏洩を

防止しようとする傾向がある。米国の方が、規則とシステムで管理しようとする傾向があ

る。 

 一方、日本では、規則を定めるところは米国と同じだが、その規則もルールを守る人の

良心に任せる傾向がある。ただし、漏洩や事故が起きるたびに規則を厳正化していく。シ
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ステムで管理する範囲が広がると、特定の規則は簡素化できるが、技術進化に合わせたシ

ステム対応が欠かせない。 

 具体的には、日本では、PC の社外持ち出しは許可制としており、その許可も一定期間ご

とに更新を義務づけている。一方、米国では、会社貸与の PC の社外持ち出しは管理してお

らず、自由としている。これは、会社貸与の PC は、ハードディスクが暗号化されており、

盗まれても容易には内容を見られることがなく、また、会社のネットワークにつながって

いれば利用状況をモニタリングできるシステムになっているため、それで管理できると考

えているためである。 

 

○従業者のメールは常に監視されている。 

 

(c) 従業者の退職時 

○退職時に秘密保持誓約書に署名させている。 

 当社では、従前から研究開発部門で勤務する従業者については、当社で知り得た機密情

報を転職先では使わないとする文書に署名させていたが、現在は全従業者に署名させてい

る。 

 

○競業避止義務は課していない。 

 米国では、一般に、自分の業務の範囲が明確であるため、特定の専門領域に限って、自

己の経験と知識を転職によって高めていくことが多い。職業選択の自由を奪うような契約

規定は、基本的には無効と判断されることが多いためである。ただし、社内の秘密に熟知

している様な特定の役員、従業者などは別である。 

 

○特定の退職者の PC のハードディスクの内容を保管している。 

 次の条件に合致する従業者が退職した際は、退職者の PC のハードディスクの内容を、そ

れぞれ一定期間保存しておいて、何かあった時にフォローできるようにしている。 

・在籍中に特定の訴訟に関係していた従業者 

 <保管期間> 関係する訴訟が終了したと思われる時点で PC は保管解除する。 

・社内で特定レベル以上のポジションについていた上級管理職や役員 

 <保管期間> 相当の長期間保管する。 

・特定の機密情報を扱う業務に従事していた社員（特にエンジニア）及びその他ケースバ

イケースで必要と認める従業者 
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 <保管期間> 一定の期間保管し、その期間が過ぎたら、ハードディスクの中身をデータ

だけ吸い上げて PC は保管解除する。 
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③ 自動車部品メーカー米国現地法人  

 

(a) 従業者の採用時 

○入社時に、前勤務先の機密情報を持ち込まないとする合意文書を締結している。 

 米国では、同業他社への転職も含めて、人の流動が日本に比べて大きいため、入社時と

退職時に従業者と、機密情報及び知財に関する合意文書を、第三者の立ち会いのもとで締

結している。 

 入社時の内容は、他社の機密情報及び知的財産の持ち込みを禁止するものである。 

 

(b) 従業者の在職中 

○情報管理 

 日本本社と同じ情報管理規程に従って、各種情報のセキュリティレベルを「Top secret（極

秘）」「Secret（マル秘）」「Confidential（関係者外秘）」「Non-classified (Unlabeled)（社外

秘）」「Public（公知）」の 5 段階に定めている。セキュリティレベルは、社外に漏洩した時

の当社の信用への影響度に応じて定めている。 

 初に設定した際に過去の情報についてもさかのぼって設定した。 

  

 情報のセキュリティレベルに応じて、ハンドリング、ラベリング、コピー印刷、ハンド

デリバリー等の各種行動によって情報共有してよい範囲が定められている。 

 ただし、規定にかかわらず、在職中の職員は、上司の許可等の一定の手続を取れば、規

定を超える範囲でも情報を持ち出すことができることとし、業務遂行の柔軟性は保ってい

る。 

 規定類は、データベースに保存されており、従業者はいつでも参照することができる。

また、規定を超える範囲で情報を持ち出す場合も、同じデータベースを使って申請登録し、

データベース上で上司が許可するシステムとしており、誰がいつ何の目的で持ち出し誰に

提供したかをトラッキングできるようにしている。 

 なお、当社の関連会社にまでは情報統制はとっていない。 

 

○従業者の PC を暗号化ソフトを用いて暗号化している。 

 

○機密情報を社内で暗号化して保存し、仮にデバイスに保存して持ち出しても利用できな

いようにしている。 
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 USB ドライブを無効化することはしていない。 

 

○従業者の PC の作業ログを収集・保存している。 

 何かあった時のために情報部門では PC のログを保存しており、承認を得ずに情報をメー

ル送信していないかや、誰がどのくらいのデータ量をダウンロードしたか等を後からチェ

ックできるようにしている。特に、図面はデータ量が多いため、データのダウンロード量

を情報部門から管理者に定期的に発信して、不自然な場合は確認している。 

 

○コピー機の利用状況を管理している。 

 情報流出の経路としては、紙、ネットワーク、デバイスの 3 つがあると考えており、紙

のコピーによる持ち出しは、コピー機の利用状況で管理している。 

 ただし、個人単位で誰が利用したかまでの管理はしていない。 

 

○従業者に対して情報管理教育を定期的におこなっている。 

 年１回、従業者に情報管理のトレーニングを受けるさせている。一定レベルを正解しな

いと合格せず、合格するまで受講し続けなければならない仕組みとしている。 

 

○独占禁止の観点からの競合他社との情報共有を規制している。 

 技術流出とは別の観点だが、競合他社との間での情報の授受について、独占禁止法に抵

触しないよう法務担当が規定を定めている。例えば、競合他社との共同開発においては、

顧客の潜在的な不利益につながるような情報（具体的には将来的に価格カルテルにつなが

る可能性がある情報など）の授受は厳しく制限されている。 

 また、本件に関する従業者教育を全従業者に対して毎年おこなっている。 

 

○従業者の転職を防ぐため会社における将来像が見えるようにしている。 

 米国では労働者の流動性が高いため、有能な従業者を引き留め、技術流出につながる恐

れのある転職を防ぐことが重要である。会社における自分の将来が見えないと転職につな

がりやすいため、管理職から従業員への仕事の与え方に留意し、会社内でのキャリアパス

を意識的に話して従業員に見えるようにしている。そのために会社から管理職に対する支

援も強化している。 

 また、米国人は残業を嫌うため、PC を自宅に持ち帰って在宅で仕事をすることを許可す

るなど柔軟な勤務を可能にしている。 
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 給与水準の話になると、きりがないため、就労環境全体で満足度を高めるように努めて

いる。 

 

(c) 従業者の退職時 

○退職時に従業者が確認を行うチェックリストを用意している。 

 退職時に従業者が、PC 等の貸与物や情報の返却などするべき事項を確認する“exit 

checklist（チェックリスト）”を用意している。 

 

○退職する従業者には、機密情報を持ち出さないとする合意文書を締結している。 

 米国では、同業他社への転職も含めて、人の流動が日本に比べて大きいため、入社時と

退職時に従業者と、機密情報と知財に関する合意文書を、第三者の立ち会いのもとで締結

している。 

 退職時の内容は、当社で知り得た機密（Confidential）とされた情報及び知的財産の社外

への持ち出しを禁止するものである。 

 ただし、当社は、日本で基盤技術を開発した製品の小さな修正等は手がけているが、技

術開発は手がけておらず、特許も基本的には日本の本社が出願し、当社による出願は少な

いため、流出を懸念する技術情報はそれほど有していない。営業担当者が持つ顧客情報（い

わゆる営業秘密）の流出を主に気にしている。また、技術情報としては、当社が顧客との

間で守秘義務を交わして受領した顧客の機密情報が流出することを懸念している。 

 

 なお、中国や韓国への技術流出の懸念は、米国ではあまり強くない。米国では、中国に

対するガードが日本より堅く、中国に対する輸出管理は非常に厳しい。また、中国人は、

米国での労働ビザを取得しにくく、学会等のための一時的な滞在でも、米国からのインビ

テーションがないとビザが取得できないなど、そもそも情報流出しにくい環境にある。 

 

○競業避止義務は要求していない。 

 退職後の労働市場は、自動車業界が中心となるのが通常であるため、競業避止義務は締

結していない。 

 

(d) 共同研究開発時 

○共同研究開発に当たって相手先と秘密保持契約を締結している。 

 共同研究開発の際には、共同開発期間中に得た情報について相互に秘密を保持する契約
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を締結している。 

 

(e) 引合・契約時 

○引合先から機密情報の開示要請を受けた際、交渉して開示範囲を限定している。 

 米国の大半の自動車メーカーは、部品を調達する時、将来的な技術開発の際に、同技術

であれば他社からも調達できるようにするために、技術に関する機密情報を開示すること

を要求する企業が多く、それに同意しないと仕事が得られない現実がある。 

 開示された技術を意図的に第三者に提供して安価に部品を製造させることを意図してい

るわけではないようだが、他社に提供される可能性がないわけではなく、要求通りに応じ

てしまうと技術流出となってしまうため、当社で情報をレベル分けして、ぎりぎり開示で

きる範囲を設定し、それ以上は開示しなくて済むように交渉して対応している。 

 ノウハウは多くあるため、きちんと開示範囲を限定すれば、容易に技術のキャッチアッ

プをされることはないと考えている。 

 なお、日系自動車メーカーの場合は、相互の機密を尊重する条件で契約することができ、

このような要求は受けない。 

 

(f) 部品や材料の仕入時 

○調達に当たっては調達先と秘密保持契約を締結している。 

 部品や材料の仕入れに当たっては、仕入先と、相互に機密情報を他社には開示しないこ

とを誓約する秘密保持契約を締結している。 

 ただし、当社以外への販売を禁止するようなことはしていない。 
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④ プラントエンジニアリング業米国現地法人  

 

(a) 社外の人の来社時 

 社外の人は、受付で手続を行い、従業者とは色の異なるセキュリティバッジを受け取ら

ないと、社内に入ることはできず、また一度退出すると再入場できないようになっている。 

 

(b) 従業者の採用時 

○採用の際に秘密保持誓約書を提出させている。 

 従業者及び契約社員には、採用の際に、標準の秘密保持誓約書を提出させている。 

 

(c) 情報セキュリティ 

○社内サーバー上の情報についてアクセス制限をしている。 

 当社では、EPC85という当社の業務特性として、情報が流出しても、自社に影響が及ぶこ

とは少ないため、顧客から受領した情報を社外に流出させないことに も留意している。 

 機密保持すべき情報としては、工事の仕様書、根拠を示す計算書、これらをふまえた図

面など“プロジェクトを遂行するための情報”と、工事の手続規定や、工事の進め方等を

定めた当社の標準、データシート、チェックリストなど“プロジェクトを遂行するための

スタンダード”に関する情報があるが、これらの情報を保存しているフォルダには、プロ

ジェクトマネージャーが許可を与えた人のみがアクセスできることとしている。エンジニ

アが、自身が参加していないプロジェクトの情報を閲覧するには、上位者の許可を必要と

している。 

 また、プロジェクト終了後に、後世に残る形で体系的に関連情報をまとめた“プロジェ

クト・アーカイブ”については、それを管理する人の許可を得て初めてアクセスできる仕

組みとしている。 

 なお、社内サーバーは、社外のデータセンターにあるため、物理的にアクセスすること

は不可能である。 

 

○記録媒体に情報を保存できる人を制限している。 

 情報へのアクセス権がある人のみ、USB メモリー等の記録媒体に情報を保存して持ち出

すことができる。持ち出したログは記録・管理している。 

                                                  
85 EPC：建物や工場、発電所等の建設において、設計（engineering）、調達（procurement）、
建設（construction）を含む建設プロジェクトの工事を一括して請け負うこと。 
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 日本の本社では、記録媒体に情報を保存することは、そもそもできない。 

 

○米国現地法人から日本の親会社のサーバーには、一定のファイヤーウォールを通してし

かアクセスできないようにしている。 

 

○従業者の PC からは、社外のインターネットにアクセスできないようにしている。 

 

○従業者の PC に対するその他の規定は、日本の親会社による PC に関する情報セキュリテ

ィ規定に従っている。 

 

(d) 従業者の在職中 

○写真付きのセキュリティバッジで入退出を管理している。 

 従業者であることを示す写真付きのセキュリティバッジがないと社内には入れないよう

にしている。 

 以前は、社員でも立ち入ることができない場所もあった。 

 

○情報流出防止と従業者に対する情報公開のバランスに留意している。 

 従業者にとって魅力的な就労環境とするためには、情報へのアクセスをあまり制限する

のはよくないため、情報流出防止と従業者に対する情報公開のバランスに留意している。 

 

○有能な従業者を引き留めておくことに留意している。 

 米国では一つの会社に 30 年以上在職する人はまずいない。有能な従業者を引き留める有

効な方法の一つは、金銭面での処遇である。当社では、有能な従業者にはボーナスをイン

センティブとしている。ただし、米国人は、会社の株主が変わることや転勤など環境が変

わることを嫌う人が多く、そうしたケースについては、インセンティブを付与しても退職

してしまう場合が多い。 

 金銭での処遇以外では、会社がいかに魅力的か、自身のキャリアアップになるかどうか

で会社に継続して勤務するかどうかが判断される。良い仕事を受注し、会社が成長してい

るかが重要であり、好景気の地域に立地している場合は特に、他社への人材流出を警戒し

なければならない。人材の流出を 小限にするためにもある程度の情報公開は必要であり、

やりがいのある職場の提供が望まれている。 
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(e) 引合・契約時 

○引合時には秘密保持契約を必ず締結している。 

 日本では秘密保持契約を締結しないような場面でも、米国では必ず、秘密保持契約を締

結している。 

 

○3D CAD 情報は提供せず図面で提供している。 

 プラントは建設後に数十年間稼働するものであるため、その間の日常的な部品交換等の

メンテナンスは顧客自身が行う。そのために必要なこともあり、プラントの設計図面は、

顧客には必ず提供する。ただし、その際にも、顧客には 3D CAD 情報は提供しない。3D CAD

情報には、様々な重要な情報が入っているためである。また、設計図面からは、使用する

部品の属性を削除して提供している。 

 しかし、顧客の中には、系列会社にメンテナンスをさせるために 3D CAD 情報の開示を

要求するところがある。3D CAD 情報は開示したくないが、顧客からの条件となれば開示

せざるを得ない。 

 なお、顧客の中には、通常はエンジニアリング会社に自由度が認められている部分につ

いても、細かく基準を規定して公開している場合もある。毎回個別に設計するよりも、世

界共通の基準を定めることにより、トータルコストを抑えることを狙っているものである

が、エンジニアリング会社にも勉強になる面がある。 

 

(f) 部品や材料の仕入時 

○部品や材料の仕入先には設計図面は基本的に全面開示している。 

 プラントは建設後に数十年間稼働するものであるため、その間の日常的な部品交換等の

メンテナンスは顧客自身が行う。そのため、部品や材料は、現地で容易に入手できる市販

品を用いる。従って、部品や材料の仕様については、秘匿すべき情報はなく、部品や材料

のメーカーに設計図面を開示する時には、関係する部分において基本的に全面開示してい

る。 

 ただし、一部の重要製品の仕様に関する情報は秘匿している。 

 

(g) 工事遂行時 

○協力会社の従業者に秘密保持誓約書を提出させている。 

 協力会社の従業者には、標準の秘密保持誓約書を提出させている。 
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○顧客から要望がある場合は工事現場を覆い隠し、関係者外の入場を制限している。 

 顧客から要望がある場合は、工事現場の周囲にパーティションを付けて覆い隠し、周囲

から見えないようにすると共に、関係者以外のアクセスを制限している。 

 

(h) 従業者の退職時 

○退職時に秘密保持誓約書を提出させている。 

 退職時に、工事の進め方等を定めた当社の標準など当社で知り得た情報を他社では使用

しないと誓約する書面に署名させている。 

 

○競合避止義務は課していない。 

 米国では、魅力的な仕事があるところに人は流れるものであり、同業他社を渡り歩く人

が多い。次の就職を阻害するような契約を行うことは職業選択の自由を阻害することにも

なりかねないので競合避止義務は課していない。 
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⑤ 電気機械メーカー米国現地法人  

 

(a) 従業者の採用時 

○前職で知り得た機密情報を持ち込まないようにさせている。 

 従業者の採用時に、前職で担当していた業務や出願に関わった特許等を報告させている。

また、特許は公開情報だが、前職で知り得た機密情報がある場合は、当社には持ち込まな

いようにさせている。 

 

(b) 他社との情報交換時 

○適度に情報を開示してオープンイノベーションを推進している。 

 当地では、夜を中心に“meet up”と称する研究者が情報交換する会合が多数開催されて

いる。日本の親会社の知財本部は、こうした会への参加は認めているが、公知の情報以外

は開示しない方針としている。しかし、ウェブサイト等の情報発信手段が充実している現

在では、既にウェブサイトに記載されているような公知の情報しか話さないと、情報交換

の意味はなく、こうした会合に参加できなくなる。公知かそうでないかグレーな領域にお

いて情報を少し開示することにより、会社に貢献できる情報を得られればその方が得であ

る。 

当地では、人々は相手に応じて話す内容を変える。当社が役に立つ情報を知っていると分

かれば話してくれるが、相手からの情報入手が目的では、製品情報のような公知な情報し

か話してくれない。シリコンバレーでの関心事は、情報か事業資金である。開示し過ぎて

はいけないが、他社との情報交換を通じてオープンイノベーションを推進しないのであれ

ば、当地に研究拠点を置いている意味もない。 

 なお、2000 年頃は、少し情報交換をすると、すぐに秘密保持契約が締結されていたが、

現在は、そうしたことは行われていない。スタートアップ企業は簡単に標準の秘密保持誓

約書に署名するよう求めてくるが、ベンチャーキャピタルは、秘密保持契約を要求するな

ら、話を聞かないと言うようになっている。 

また、当社も含めて大企業は、相手によって文面を変更するため、秘密保持契約を締結

しようとすると 1～3 週間かかってしまう（ある精密機器メーカーとは 2 年もかかったこと

があった）。大企業が秘密保持契約に慎重な理由は、組織が大きいため、これから相手企業

の秘密であるとして聞く内容が、同時並行で同社の別部門が手がけている内容と同じであ

っても把握していない可能性があり、安易に秘密保持契約を締結すると危険と考えている

ためである。そのため、 近は、秘密保持契約を締結しなくて良い範囲でまずは話す、締
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結ししても情報は特定せず、話した内容について良識をもって秘密を守るくらいになって

いる。 

 ただし、ある大手情報通信機器メーカーは、 近その場で簡単な秘密保持契約を締結す

るようになっている。この背景には、早く話を進めて早く物事を進めたいという意向と、

会社の体質を変えたいという意向の両方があると思われる。また、当地を代表する会社と

いえるグーグルやアップルは、従業者が担当業務を開示することを許可していないようで、

従業者は、“meet up”に、大学時代の研究内容を話したり、その場で思った個人の意見を

話したりすることで参加している。アップルなどは、誰がどのような業務を担当している

か構造さえ分からない。情報が必要な場合は、資金は持っているので、買えばいいとの考

え方と思われる。 

 

○オープンイノベーションの推進のため適切な情報開示ができるように従業者を教育して

いる。 

 立地を活かして、他社との情報交換を通じてオープンイノベーションを推進するために

は、従業者が適切な情報開示を行えるように教育することが重要であると考えている。 

 なお、会社は、従業者に“meet up”への参加を認めているが、誰がどこの“meet up”

に参加しているかを把握はしていない。 

 

(c) 従業者の在職中 

○サーバーへのアクセスを制限し、アクセス状況を管理している。 

 サーバー上のデータにアクセスできる人を制限し、アクセス状況を管理している。 

 

○USB へデータを保存することは禁止していない。 

 プログラム全体を持ち出すことは、ほぼ不可能であるため気にかけておらず、USB へデー

タを保存して持ち出すことは禁止していない。 

 

○知的財産教育をおこなっている。 

 従業者に対して、企業の知的財産がどこに帰属するかを教育している。 

 

○魅力的な就労環境を提供することで、有能な従業者の引き留めに努めている。 

 米国企業は、給与は日本企業よりも高いことが多いが、ジョブ・ディスクリプションが

明確に定められており、個人の自由度がない。一方、日本企業では、現場レベルから個人
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の自由度が高く、自分のペースで自分のやりたいことができる。居心地の良さという日本

企業の特長で有能な従業者の引き留めに努めている。 

 また、魅力的なプロジェクトがあれば、魅力的な人が集まってくるが、米国企業は、プ

ロジェクトが終われば解雇されることもある。長期的な研究の機会が得られることも日本

企業の魅力になる。 

 キャリアに迷い違う職に就きたいと考えた場合、米国では、会社を退職し、大学に入り

直して学び直し、転職するのが一般的であるが、以前、当社では、システムエンジニアと

して採用したがマーケティングに職務を変更したいと希望する人に対して、引き抜きがあ

った時に、当社の中での異動を実現させてキャリアパスを会社の中で与えたことによって

引き留めることができたことがある。 

 米国人は、昔の日本の会社が持っていた家族ぐるみでのつきあいを好む傾向があり、家

族ぐるみで知り合いになると退職しにくくなる。近所の公園での出入り自由の簡素なパー

ティでも喜んで参加するものであり、こうしたパーティを開くと米国企業になったと言わ

れたりする。 

 このように様々な手段で米国人にとって魅力的な就労環境を提示することで、従業者の

引き留めに努めている。 

 また、米国は、日本以上に縁故による人のつながりを大切にする文化があり、大学の同

窓生や元の職場の同僚という関係で、正社員として、あるいは契約社員として雇用すると

いうように助け合う傾向にある。契約社員などは公募していても、既に採用対象者は決ま

っていることが多い。インド系、中国系といった民族コミュニティも強く、リーダーがイ

ンド系だと部下はインド系ばかりに、中国系だと中国系ばかりになる傾向にある。 

 採用は、ほとんどが縁故関係による入社であり、紹介者がいるうちは退職しないため、

人の紹介で、次々に採用できるようになると効率が良い。有能な人材を引き留めるという

意味では、これが効果的である。面接だけで雇うのは難しい。 

 

(d) 従業者の退職時 

○退職時には、資料や貸与 PC・携帯電話を返却させ、公知でない情報の他社での使用を禁

止する誓約書に署名させている。 

 日本に比べれば圧倒的に人材の流動性が大きく、ほとんどの場合、競合企業に転職する。

退職時には、資料や、貸与した PC・携帯電話は返却させ、当社で知り得た公知でない情報

は他社では使用しないと誓約する文書に署名させている。 

 ただし 近は、PC や携帯電話については、“bring your own device”の動きがあり、個
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人の PC や携帯電話を在職中に業務に使用していたからといって回収したりはしていない。 

 また、経験から身に着いたノウハウを使わないようにするのは無理があるため、技術ノ

ウハウの流出はあると思われるが、これを防ぐのは難しいと考える。 

 書類に署名させれば、流出を抑止することはできるが、絶対に流出しないわけではない。 

何かあった時に一定の対応ができるように署名させている。 

 

○競業避止義務は課していない。 

 日本では、当社を退職して業務が類似している同業他社へ転職することは、人事部同士

のネットワークで分かってしまい、採用されることがないため、起こりえないが、米国で

は、同じ業界内の他社に転職するのが一般的であり、競業避止義務は課していない。逆に、

他業界へ転職する方が驚かれる。 

 米国では、IBM やインテルなど一部の企業を除き、従業者は、会社への忠誠心（loyalty to 

company）よりも、自身の専門分野への帰属意識の方が強い。自身の専門能力を活かせる

場所で働きたいとの意識が強く、会社は“お世話になる場所”との認識である。米国人の

忠誠心は、会社ではなく、自分に仕事を与えてくれ、スキルを磨いてくれる上司に対して

向けられている（loyalty to boss）。したがって、従業者が退職する時には、その部下が一

緒に退職することを警戒する必要がある。 

 また、他社に転職した後の出戻りもあり、人材の流動性には寛容である。 

 

(e) 研究開発時 

○できるだけ特許で保護するようにしている。 

 製造業と異なり、アイデアと PC があれば作れてしまうのがソフトウェアである。そこで、

当社で発明されたものは、特許登録するのが も保護できる方法である。 

 従業者には、就業時間外であっても、当社の業務と関連することはしないと誓約させて

いるので、当社の業務と関連する発明の権利は当社に移転させている。 

 特許にならないノウハウについては保護が難しく、日本の親会社では厳格に秘匿する方

針としているが、米国では、人材は流動することを基本認識として個人の見識に任せてい

るところが多いため、流出防止は難しい。 

 したがって、ソフトウェアは、できる限り特許出願して権利化するようにしている。特

許化は、ビジネスモデル特許よりも、現在では、ハードウェアに実装する形で特許化する

傾向にある。例えば、検索エンジンであれば、検索装置として特許出願する。 

 



 

99 
 

3.2.2 ドイツの産業界による技術流出防止策 

 

(1) ドイツの業界団体による技術流出防止策 

 

① ドイツ機械工業連盟（VDMA）による技術流出防止策 

 ノウハウ保護は、製品の模倣防止よりも包括的であり重要であるとしている。 

 そして、ISO の情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）は、「デリケートで企

業にとって重要な情報を、長期に且つ常に必要な慎重さを以て管理すると共に、データの

喪失または操作によって生じる損害を回避するための総体的なアプローチである。そのた

めに手順のほかに保護対策も推奨されている。かくして情報は企業における基本的な保護

の意味でセキュリティが確保される。」とし、ISO の情報セキュリティマネジメントシステ

ム（ISMS）“ISO2700x”シリーズがノウハウ保護に適した手順と対策であるとして、これ

を導入すると良いことが実地に確認されているとしている。86 

 

                                                  
86 ドイツ機械工業連盟（VDMA）「Status Quo des Know-how-Schutzes（機械・設備製造業に

おけるノウハウ保護の現状）」（2013 年 3 月 25 日）より。 
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3.3 海外における技術流出の実態と事後対策 

 

 日本と異なり労働市場の流動性が高く転職が一般的な米国における技術流出の実態と事

後対策の状況を調査するため、日本企業の米国現地法人に対して訪問ヒアリング調査を実

施した。以下、各社に関する訪問ヒアリング調査結果を事例として紹介する。 

 日本と比較した米国の技術流出防止策の特徴としては、以下が挙げられる。 

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

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

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

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

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

があった場合には必要な手段を講じるとしている。 

 

3.3.1 米国における技術流出の実態と事後対策 

 

(1) 米国企業における技術流出実態と事後対策 

 

① 自動車メーカー米国現地法人  

 

(a) 従業者の退職時 

 退職が決まった従業者の転職先が競合他社だった場合や、従業者が企業情報を不正に持

ち出したことが疑われる証拠がある場合は、社内調査を行う。もし、不正な情報持ち出し

が発見された場合は、その従業者にその事実を把握しているという状況を伝え、その情報

の返却を要請する。転職先の競合他社にも連絡する場合もある。 
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② 輸送機械メーカー米国現地法人  

 

(a) 部品や材料の仕入時 

○部品メーカーとは、相互にノウハウを開示しながら部品開発を行う事があり、ノウハウ

管理の上でも重要なポイントとなっている。自社から出した情報や、相手側から受け取っ

た情報の管理には、十分注意する必要があり、転職が多いアメリカでは、この点に注意す

る必要がある。 

 

(b) 従業者の退職後 

○退職従業者が同業他社に転職したような場合 

 過去においては、退職従業者が同業他社に転職したかどうかの事実確認は難しいケース

が多かった。 社内に残る友人による手がかりであったり、先行退職者による従業者の引

き抜きがあった時に判明するなどの不確定な情報しかなかった。SNS が普及した今となっ

ては、自らが情報発信している様なケースもあり、比較的容易に転職先が特定出来ること

もある。しかし、転職＝情報漏洩とはつながらないために、退職から情報漏洩につながる

証拠が無ければ、訴訟を提起するにはかなり難しいと言わざるを得ない。 

 

＜事後対策＞ 

 しかし、事後対策は非常に難しい。まず、元従業者が、どこにに勤務しているかどうか

が通常は分からないケースが殆ど。当社の従業者の中にその元従業者と親しい友人がいて

分かる場合や 近は SNS で本人が情報発信していて分かる場合もあるが、退職者の転職先

は通常は分からない。情報漏洩の事実を把握する事自体が難しいが、損害を特定すること

もまた難しい。特許であれば、特許請求の範囲で、ある程度の損害対象の特定が可能であ

るが、ノウハウなどのトレードシークレットの場合、ノウハウの及ぶ範囲、ノウハウ自体

の価値の特定も難しい。 

 仮に元従業者がその競合企業に勤務しているのが判明したとしても、元従業者の転職と

機密情報の流出の因果関係を証明することが難しい。情報漏洩によるものなのか、リバー

スエンジニアリングなのか、独自開発なのか、事実関係を特定するだけでも、多くの障害

がある。 弁護士に相談すると、特許の裁判に比べて営業秘密の裁判は非常に大変だとの

ことである。営業秘密として秘密管理性、非公知性などの立証を求められるのは米国でも

日本同じである。会社対会社や会社対個人の民事訴訟、個人の刑事罰訴追など法制度は整

っているが、実際に訴訟をおこすとなると、手間と費用のかかる分野だと思う。これだけ



 

102 
 

容易に訴訟を起こすことができる米国でも、営業秘密の裁判は難しい。 

 中国では、中国企業同士や中国企業が米国企業を営業秘密で訴えている訴訟が結構ある

が、どのようにして流出原因や被害額を特定しているのか興味がある。 
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③ 自動車部品メーカー米国現地法人  

 

(a) 引合・契約時 

○米国の自動車メーカーは機密情報の開示を要求する。 

 米国の大半の自動車メーカーは、部品を調達する時、将来的な技術開発の際に、同技術

であれば他社からも調達できるようにするために、技術に関する機密情報を開示すること

を要求する企業が多く、それに同意しないと仕事が得られない現実がある。要求通りに応

じてしまうと技術流出となってしまう。 

 なお、日系自動車メーカーの場合は、相互の機密を尊重する条件で契約することができ、

このような要求は受けない。 

  

(b) 販売時 

 リバースエンジニアリングにより技術が流出したという話は米国内では聞いたことがな

い。 

 中国では、ほぼ同じ製品がアフターマーケットで売られており、実際にそうした店舗が

並ぶ商店街を調査したこともある。 

 

(c) 従業者の退職時 

 他社に転職した元従業者から技術が漏れたとしても、把握は困難である。 

 

 

④ 自動車メーカー 

 ある自動車メーカーでは、他社からの転職者が機密情報を持ち込んだ場合は、その従業

者を解雇し、また、機密情報は封印して元の企業に返却しているとのことである。他社の

機密情報を売り込みに来るケースも未だにあるらしいが、もちろん受け入れないとのこと

である。87  

 

 

                                                  
87 米国の日系自動車メーカーヒアリング結果（2014 年 1 月 29 日）。 
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(2) 米国における技術流出実態に関する調査結果 

① CERT による米国における情報セキュリティ事故状況調査結果88 

 米国では、インターネット上のセキュリティに対処する組織である CERT の Insider 

Threat Study team が 1996 年から 2002 年までに、技術の流出に限定されないが 150 の情

報セキュリティに関する、特に内部犯行の事例を収集し、重要インフラを含む特定部門の

事例分析を行い、2009 年に発表した「Common Sense Guide to Prevention and Detection 

of Insider Threat」の中で内部犯行の予兆の検知、犯行に対する防護のためのベストプラク

ティスを公表している。 

 CERT は、米国国防総省89（Department of Defense）国防高等研究計画局90（Defense 

Advanced Research Projects Agency；DARPA）がカーネギーメロン大学内に設立した研

究所である Software Engineering Center の一部門として 1988 年に設立され、カーネギー

メロン大学により運営されている91。 

 CERT が 2008 年に発表した調査研究「Insider Threat Study」では、情報セキュリティ

に関する内部犯行者を次の 3 つの条件を満たす者と定義している。 

 

図表 3-7 米国における情報セキュリティに関する内部犯行者の定義 

以下の 3 つの条件を満たす者 

1. 現在もしくは過去の社員、その他の被雇用者もしくはビジネスパートナー 

2. 組織の IT システム（ネットワーク、システム、データ）への正規に認められたアク

セス権を持っている、もしくは持っていた者 

3. 意図的にそのアクセス権を用い、組織の情報の機密性、完全性、可用性に対して負

の影響をもたらした者 
(出所) (独)情報処理推進機構（IPA）「組織内部者の不正行為によるインシデント調査報告書」（2012 年 7

月） 

 

 そして、情報セキュリティに関する内部犯行を「システム悪用」、「情報の持ち出し」「破

壊行為」の 3 つに分類し、それぞれの概要と特徴を以下の通り整理している。このうち「情

報の持ち出し」については、内部犯行者は、例えば待遇に不満があるといった傾向を持ち、

組織を辞めた後に侵入可能なようにアクセス経路を作っていることが多いとし、ほとんど

                                                  
88 特に明記していない限り、(独)情報処理推進機構（IPA）「組織内部者の不正行為によるイン

シデント調査報告書」（2012 年 7 月）より。 
89 和訳は米国大使館ウェブサイトより。 
90 和訳は(独)科学技術振興機構ウェブサイトより。 
91 CERT ウェブサイトより＜http://www.cert.org/about/index.cfm＞。 
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の場合には前兆があるが、組織はそれを見落としているため、見落とさないようにモニタ

リングすべきで信頼がリスクを軽減するとしている。また、「破壊行為」は、単なる情報の

持ち出しではなく、「特定の個人や組織・・に損失を与えるという意志に基づいた悪意ある

行動」と定義され、金銭目的で持ち出されることは少なく、転職や起業等の際の自己のビ

ジネスの優位のため、また外国政府等へ持ち出すのが特徴としており、これがまさに近年

問題となっている技術流出と言える。調査研究では、持ち出す人は科学者、エンジニア、

プログラマー、営業担当であり、退職から 1 カ月以内に持ち出されるとし、持ち出される

対象は、通常の業務で扱っている情報が多いので、防ぐのは困難であるが、退職の 1 カ月

前と 1 カ月後を合わせた 2 カ月間の外部とのやり取りを全てログしておくべきとしている。 

 

図表 3-8 米国における情報セキュリティに関する内部犯行の分類と概要・特徴 

 

 
(出所) (独)情報処理推進機構（IPA）「組織内部者の不正行為によるインシデント調査報告書」（2012 年 7

月） 
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 そして、情報セキュリティに関する内部犯行調査で明らかになったポイントを以下の通

り整理している。 

 

図表 3-9 米国における情報セキュリティに関する内部犯行調査で 

明らかになったポイント 

1. 多くの内部犯行者は悪意ある行動に身を冒す個人的な傾向を有している 

2. 多くの内部犯行者の不満は期待が裏切られたことに端を発する 

3. 処罰や(従業員にとって)好ましくない出来事が破壊行為の発生確率を上げる 

4. 多くの場合、犯行の兆候を示す振る舞いが確認されている。しかしそれらは看過される 

5. 内部犯行者は侵入するため、そして痕跡を隠すために組織の経営層に気づかれぬように裏

口を設ける。大半の行為は退職後にその裏口を用いて行われる 

6. 組織は技術的な前兆を見落としている 

7. 物理的、技術的アクセス制御の欠如が破壊行為を容易にする 

(出所) (独)情報処理推進機構（IPA）「組織内部者の不正行為によるインシデント調査報告書」（2012 年 7
月） 

 

 CERT は、知的財産を対象とした内部犯行が近年注目されていることから、2010 年に調

査報告書「Spotlight On : Insider Threat from Trusted Business Partners」」を発表し、

この調査報告書で内部者の一種と位置づけられている「信頼あるビジネスパートナー

（Trusted Business Partner）」による知的財産の盗難のケースに焦点を当てて考察してい

る。具体的には、下表にある 5 つの項目について、「信頼あるビジネスパートナー」による

知的財産の盗難の特徴を明らかにしている。具体的には、「信頼あるビジネスパートナー」

が個人的に知的財産を盗む場合、犯行者は技術系であることが多く、犯行の場所は「信頼

あるビジネスパートナー」自身の組織かまたはリモート環境であり、破壊行為を行うこと

が多い。その目的は、経済的利得よりも復讐であるとしている。 
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図表 3-10 米国における「信頼あるビジネスパートナー」による知的財産の盗難の特徴 

 
(注)TBP：「信頼あるビジネスパートナー（Trusted Business Partner）」 
(出所) (独)情報処理推進機構（IPA）「組織内部者の不正行為によるインシデント調査報告書」（2012 年 7

月） 

 

 そして、「信頼あるビジネスパートナー（TBP）」による知的財産の盗難を検出・低減す

るために以下を提案している。 
 

図表 3-11 「信頼あるビジネスパートナー」による知的財産の盗難を 

検出・低減するためのアドバイス 

1. TBP のポリシーと処理手順を理解すること 

2. アクセスが許可された知的財産をモニターすること 

3. アクセス権限を管理すること 

4. TBP の人事ポリシーと処理手順を理解すること 

5. 職場で起こるネガティブな問題点を予測し、管理すること 

6. 関係者のアクセス権限を削除した際、システム上でも確実に実施すること 

7. 責務の分離を強化すること 

8. 情報を保護する責任がTBPにもあることを、明確に契約に記述すること 

(出所) (独)情報処理推進機構（IPA）「組織内部者の不正行為によるインシデント調査報告書」（2012 年 7
月） 
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② ベライゾンによる米国における情報セキュリティ事故状況調査結果 

 ベライゾン（VERIZON）が米国シークレットサービス（United States Secret Service；

USSS）と共同で公表している過去 3 年間にわたる調査結果によれば、技術の流出に限らな

いデータ漏洩／侵害に限定されているが、内部不正を行う人を職種別にみると、「一般従業

員／エンドユーザー」の割合が 85％と も高く、以下、「財務／会計スタッフ」が 22％、「幹

部」が 11％と続いている。この調査結果から、高い権限を持った人のみがそれを使って機

密データや価値の高い情報を窃取するのではなく、権限の低い人もその権限レベルで入手

できる（換金可能な）情報を不正に入手しようとすると指摘されている。92 

 

図表 3-12 米国における情報セキュリティに関する内部犯行の実行者の属性 

 
(原典) VERIZON「2011 年度データ漏えい／侵害調査報告書」 
(出所) (独)情報処理推進機構（IPA）「組織内部者の不正行為によるインシデント調査報告書」（2012 年 7

月） 

 

                                                  
92 (独)情報処理推進機構（IPA）「組織内部者の不正行為によるインシデント調査報告書」（2012
年 7 月）より。 
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(3) 世界各国における技術流出実態に関する調査結果 

 シスコ（CISCO）が発行したデータ流出に関する白書『2011 年度版 Data Leakage 

Worldwide: Common Risks and Mistakes Employees Make』では、世界 10 カ国93におけ

る 1 カ国当たり従業員 100 人と IT 管理者 100 人に対して行われた調査結果として、内部者

による機密情報の不正流出や不正利用、企業における情報セキュリティ対策の不備を次の

ように報告している。挙げられているケースの多くは、犯罪として立件されないようなも

のであるが、白書は、これらが「ごく一部でのみ発生するレアケースである可能性が低い

ことを示唆」し、データ流出を削減するためには、企業は、セキュリティを企業文化と一

体化させ、ネットワークや保存媒体、ソフトウェア、データ、そして他のユーザーとのや

り取りに伴うリスクを継続的に評価しなければならないとしている。94 

 

図表 3-13 世界各国における情報関連の内部不正 

（１）会社内で使用許可の無いアプリケーション利用 

 従業員全体のうち 78%が会社内のパソコンから個人使用の e-mailにアクセスしたこと

がある。 

 従業員全体のうち、63%が、会社のパソコンを業務目的以外（たとえばオンラインシ

ョッピング、インターネットバンキングなど）に毎日利用している。 

 従業員全体のうち、83%が、会社のパソコンを業務目的以外に時々利用している。 

 IT 管理者全体のうち、70％は、会社で発生するデータ漏洩・損失事故の半分は、その

ような従業員のパソコンの利用に起因していると信じている。 

 

（２）業務で利用するコンピュータの悪用 

 中国では 42％、ブラジルでは 26%、インドでは 20%の従業員が、会社のセキュリティ

ポリシーを無視し、設定を迂回している。 

 ブラジルでは 47％、インドでは 27％、イギリスでは 26％、イタリアでは 22％、ドイ

ツでは 24％の従業員が、会社の機密情報を部外者と共有したことがある。 

 中国では 43％、インドでは 28％の従業員が、会社で使用する機器を管理者に無断で、

                                                  
93 10 カ国は、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、中国、インド、オーストラリ

ア、ブラジル（シスコ（CISCO）『2011 年度版 Data Leakage Worldwide: Common Risks and 
Mistakes Employees Make』より）。 
94 (独)情報処理推進機構（IPA）「組織内部者の不正行為によるインシデント調査報告書」（2012
年 7 月）、シスコ（CISCO）『2011 年度版 Data Leakage Worldwide: Common Risks and 
Mistakes Employees Make』より。 
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部外者と共有したことがある。 

 全体では、32％の回答者が仕事上で使用する機器を同僚と共有、19％が家族、友人と

共有したことがある。 

 63％が少なくとも、1 日に 1 回は会社の PC を個人使用している。 

 

（３）不正アクセス 

 管理者の 46％が中企業、大企業の方が、小企業よりもそのような不正アクセスが横行

している。 

 管理者の 32％は小企業でもそのような不正アクセスが頻繁に発生していると回答して

いる。 

 ドイツでは 22％の従業員が、部外者に付添なしでオフィスを歩き回らせている。 

 

図表 3-14 従業員によるネットワーク、或いは立ち入り禁止区域への不正アクセスの

ケースに遭遇したことがある IT 管理者の割合 

(原典) シスコ（CISCO）『2011 年度版 Data Leakage Worldwide: Common Risks and Mistakes 
Employees Make』 

 

（４）リモート環境のセキュリティ 

 46％の従業員が、家で仕事をしているときに、業務用パソコンと個人使用のパソコン

の間で、業務で使用しているファイルを送受信したことがある。 

 75％以上の従業員は公共の場で、リモート環境で仕事をしているときに、プライバシー

ガードを使用していない。（この傾向は、ブラジル、インド、中国で顕著である。） 

 68％の従業員は、公共の場において電話で業務上の話をするときに、声を落として話

さない。 

 家で働く従業員の 13％は、会社のネットワークにアクセスができないので、自分の個

人使用のメールアカウントから、同僚、顧客に仕事上のメールを送る。 
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（５）パスワード、ログイン／ログアウト手順の悪用 

 全体では 18％の従業員が、自身のパスワードを同僚と共有し、特に、中国、インド、

イタリアでは 25％がそうしている。 

 全体では、少なくとも 3 人に１人の従業員が、長時間机から離れる際に、パソコンを

ロックせずにログオンの状態に放置している。 

 20％の従業員は、システムへのログイン、パスワード情報を自分の会社のパソコン内

に保存、紙に書いて机の上、鍵のかかっていないキャビネットなどに置きっ放し、或

いはパソコンに貼り付けている。 

 インド、イタリア、イギリスでは、10％の従業員が、職場のネットワークへのログイ

ン、パスワード情報を記したメモを机の上に置きっ放しにしている。その結果、パソ

コンが盗まれた場合、盗難者が機密データにアクセスできてしまう状態になっている。

 イギリス、フランスでは 5％の従業員が個人の口座（金融機関の口座も含む）のログイ

ン、パスワード情報を印刷したものを机の上に置きっ放しにしている。 

 中国では 28％の従業員が、自身の金融機関の口座にアクセスするためのログイン、パ

スワード情報を会社で使用する機器に保存している。 

(原典 ) シスコ（CISCO）『2011 年度版  Data Leakage Worldwide: Common Risks and Mistakes 
Employees Make』 

(出所) (独)情報処理推進機構（IPA）「組織内部者の不正行為によるインシデント調査報告書」（2012 年 7
月） 
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3.3.2 韓国における技術流出の実態と事後対策 

 

 韓国では、営業秘密保護に関する法制度は整っているものの、コンプライアンスに対す

る意識が低いと言われており、大手企業同士でも営業秘密の流出事件が多発している。韓

国に進出している日系企業でも、特に高い市場シェアを占める韓国企業との取引では、大

きな購買力を背景に製品やサンプルの詳細データの提供を求められ、技術情報の流出は絶

えないが、相手が大口顧客であるだけに事後対策は困難であるのが現実であり、厳罰化に

よる抑止力強化を政府間協議で働きかけることなどが期待されている。 

 

(1) 韓国企業における技術流出の実態と事後対策95 

 韓国では、大手企業同士でも営業秘密の流出事件が多発している。 

 

図表 3-15 サムスンとＬＧの営業秘密流出等をめぐる攻防 

⽇時 主要内容
2012年 京畿警察庁、サムスンモバイルディスプレイ(SMD)のOLED TV関連の核⼼技術流出の嫌疑で摘発

/SMD前現職研究院及びLGディスプレイの役員など関係者を⽴件4/5
7/15 ⽔原地⽅検察庁、関係者を非拘束のまま起訴

9/3 サムスンディスプレイ、OELD関連技術流出に関し、LGディスプレイに対し当該OLED技術流出関
連の記録及び細部技術に対する使⽤差⽌の仮処分を申⽴て(ソウル中央地⽅法院)

9/27 LGディスプレイ、OLED関連特許に関し、サムスン電⼦とサムスンディスプレイに対し特許侵害差
⽌及び損害賠償請求訴訟を提起(ソウル中央地⽅法院)

11/12 サムスンディスプレイ、LGディスプレイのOLED特許に対し特許無効審判を請求

12/7 サムスンディスプレイ、LCD関連特許に関し、LG電⼦とLGディスプレイに対し特許侵害差⽌及び
損害賠償請求訴訟を提起(ソウル中央地⽅法院)

12/26 LGディスプレイ、LCD関連特許に関し、サムスン電⼦とサムスンディスプレイに対しギャラクシ
ーノート10.1の⽣産及び販売差⽌の仮処分を申⽴て(ソウル中央地⽅法院)

2013年
1/15

サムスンディスプレイ、LGディスプレイのLCDパネル構造及び設計に関する特許に対し無効審判
を請求

2/4 サムスンディスプレイのキム・ギナム社⻑、LGディスプレイのハン・サンボム社⻑、知識経済部
のキム・ジェホン成⻑動⼒室⻑による会談

2/12 サムスン、LGに対する訴えを取下げ
2/20 LG、サムスンに対するギャラクシーノートの販売差⽌仮処分を取下げ

3/15 サムスンディスプレイとLGディスプレイ、和解のため特許交渉開始

4/9 ソウル地⽅警察庁国際犯罪捜査隊、LGディスプレイのOELD技術龍流出の疑いでサムスンディス
プレイの⼯場、本社に対し強制捜査

 
(出所) (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国における技

術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日） 

 

 
                                                  
95 (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国にお

ける技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）より。 
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(2) 韓国の日系企業における技術流出の実態と事後対策 

 「不正競争防止及び営業秘密保護法」が制定されて法制度は整っているものの、コンプ

ライアンスに対する意識が低いと言われており、韓国に進出している日系企業からは、特

に高い市場シェアを占める韓国企業との取引では、大きな購買力を背景に製品やサンプル

の詳細データの提供を求められ、秘密保持契約も締結してもらえず、仮に締結しても製品

やサンプルの詳細データが他社に流出したり、知らないうちに特許出願されて権利化され

てしまったりといった事例が数多く聞かれる。また、人材の引き抜きによる技術流出も後

を絶たないと言われている。96 

 事後対策は、しかしながら、相手が大口顧客であるだけに、一対一で法的措置に訴える

ことは困難であるのが現実である。そこで、日本政府から韓国政府に対して営業秘密保護

の強化を訴え、韓国企業の意識の向上を促すと共に、営業秘密流出に対する重罰化と損害

額の適正化による抑止力強化を働きかけることを求める声があがっている。また、営業秘

密対策に共同で対応する官民フォーラムの形成等も提案されている。97 

 

                                                  
96 (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国にお

ける技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）より。 
97 (独)日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣 氏 講演資料「韓国にお

ける技術流出の現状」（2013 年 12 月 16 日）より。 
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4 日本の機械工業における技術流出発生のパターンの整理と次年度の課題 

 

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

 

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

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

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

とが明らかになった。 

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

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

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

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

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

細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

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

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

でもあり、幅広い側面に関わる問題であると言える。 

 

 本調査研究では、経済産業省「技術流出防止指針」における「意図せざる技術流出」の 7

つの主なパターン等やこれまでの調査経験等から三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

(株)が設定した場面ごとに技術流出の実態と、それに対して講じた事後対策、また事前の技

術流出防止策を整理し、 新の技術流出の実態や課題もふまえ、現在の日本の機械工業に

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

に努めた。 

 本調査の 初の段階では、技術流出が発生する場面として、以下のような場面を想定し

ていた。 

a) 共同研究開発時 

b) 引合・契約時 

c) 販売時 

d) 部品や材料の仕入時 

e) 製造機械の仕入時 

f) 製造委託（ライセンス）時 
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g) 海外工場設置時 

h) 従業者の退職時 

i) 販売後対応時 

 

 本調査の結果、上記の場面の他、次のような場面においても、技術流出が発生すること

が確認された。 

○社外の人の来社時／工場見学受入時 

○（共同研究ではない自社内だけでの）研究開発時 

○製造時 

○従業者の在職中（情報セキュリティ対策） 

○米国裁判におけるディスカバリー時 

○評価委託時 

○包括クロスライセンス時 

○企業買収時 

○展示会出展時 

 

 その他、技術流出が発生する場面ではないが、他社からの不正な技術流入を防ぐために

は、各企業が 

○従業者の採用時 

に対策を取ることが重要であることも明らかになった。 

 

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

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

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

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

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

細技術情報の提出が求められ、技術流出が起こりやすい状況もみられる。 

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

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

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

 

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

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

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

術流出」が大きな社会問題になっている。 

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

「National Intellecual Property Rights Coordination Center」が挙げられる。米国では、

特許商標庁、商務省や国務省の知的財産担当部署、国土安全保障省の入国・税関における

捜査担当部署や食品医薬局の捜査担当部署、消費者製品安全委員会、原子力規制委員会、

NASA、警察や軍等 17 の主要連邦政府機関に加えて、インターポール、ユーロポール、及

びカナダ警察とメキシコ政府の 21の協力機関が連携して知的財産侵害に対して包括的に対

応する「National Intellecual Property Rights Coordination Center」があり、企業の提供

した情報に基づいて模倣品の国内流入や国外への技術流出を未然に阻止している。技術流

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

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

なると考えられる。 

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

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

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

れる。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

報機器について、私有機器の利用を認める“Bring your own device”の動きも広がってい
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ると言う。また、情報には機密情報かそうでないのかグレーな部分の存在が避けられない

が、米国では、オープンイノベーションを推進する意味で、情報を常時精緻に区分するこ

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

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

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

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

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

国の対処策に見倣う点があると思われる。 

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

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

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

返却を求めるだけでそれ以上の措置はとられていない例も注目される。 

 その他、米国では、従業者の採用時に、転職元企業から違法な技術取得として提訴され

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

で交わしている企業が多く見られるが、さらに、仮に他社の企業機密が持ち込まれた場合

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

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

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

影響を防ぐことができると考えられる。 

 

4.2.1 米国の技術流出防止策の特徴 

 米国における訪問ヒアリング調査をふまえた、日本と比較した米国の技術流出防止策の

特徴としては、以下が挙げられる。 

◇ 従業者の採用時に他社の機密情報を持ち込ませない。持ち込まれた場合には、相手方企

業に返却する。 

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

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

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

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

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

していく。 

◇ 従業者の退職時には機密情報を持ち出さないことを誓約させる。持ち出された場合には、
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従業者本人に連絡して情報の返却を求める。同業他社との情報交換がある場合等、転職

先企業に直接連絡して情報の返却を求めることも行われている。従業者が純粋に転職先

で自らの能力を高く見せたいだけで、会社に損害を及ぼす意図がない場合は、それ以上

の追求は行われていないが、悪意があった場合には必要な手段を講じる。労働市場の流

動性が高く、同業種間での転職が一般的であることから、競業避止義務契約は結ばれて

いない。 

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

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

術か事前に十分に検討し、経営判断を下した上で行う。 

 

4.2.2 日本政府による技術流出防止策への示唆 

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

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

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

術流出」が大きな社会問題になっている。 

 この問題に対し、政府の「知的財産政策ビジョン」（2013 年 6 月 7 日）では、「取り組む

べき施策」として、「営業秘密侵害の立証負担軽減（特に国外での使用・開示の証明など）

などのために、営業秘密保護に関する制度について、具体的課題、海外の制度や動向を調

査・研究した上で、必要に応じ、不競法の検討のみならず、民事手続や刑事手続の在り方

も含めて幅広い観点から検討し、適切な措置を講ずる。」としている。本調査研究を通じて

明らかになったように、米国には、米国特許商標庁、商務省や国務省の知的財産担当部署、

国土安全保障省の入国・税関における捜査担当部署や食品医薬局の捜査担当部署、消費者

製品安全委員会、原子力規制委員会、NASA、警察や軍等 17 の主要連邦政府機関に加えて、

インターポール、ユーロポール、及びカナダ政府警察とメキシコ政府の 21 の協力機関が連

携して知的財産侵害に対して包括的に対応する「National Intellecual Property Rights 

Coordination Center」がある。日本の場合、担当窓口が複数の府省に分かれている他、技

術ノウハウの流出の立証責任は当事者にあり、警察が独自に捜査することはないが、米国

の当センターでは、企業等の提供した情報に基づいて、米国連邦捜査局（FBI）他の警察組

織が自律的に捜査を行い、技術流出や模倣品の国内流入を未然に阻止している。また、韓

国でも、営業秘密侵害は、日本と異なり非親告罪であるため、警察の捜査が先行し、立件

に至る例が少なくない。日本政府の今後の技術流出防止体制のモデルになると考えられる。 
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4.2.3 日本企業による技術流出防止策への示唆 

 経済産業省では2012年度に有識者委員会を設置して競業避止義務契約の有効性を検討し、

契約の有効性が認められる可能性が高い規定のポイントや違反時に退職金を減額できるた

めの規定のポイントを発表している。しかし、労働市場の流動性が日本よりはるかに高い

米国において既に競業避止義務契約が難しくなっている現状をみると、今後、日本におい

ても労働市場の流動性がますます高まると、競業避止義務を課すことは難しくなってくる

可能性もあるのではないかと想像される。 

 また、国では、営業秘密の保護を強化するため、不正競争防止法を数年毎に改正して罰

則を強化してきており、現在、さらなる法改正または法整備を検討すると同時に、企業に

対しても一層の管理強化を求める姿勢を打ち出している。 

 企業機密の管理は必要なことであり、また罰則の強化は一定の抑止力としては機能する

と考えられる。しかしながら、管理強化は、事業活動の効率性とトレードオフの面がある

ことは否めず、また、オープンイノベーションの潮流の中で他社との情報交流を過度に抑

制することは、かえって企業の成長を妨げることになりかねない。 

 米国では、規則のみで人を縛るには限界があると考え、体系化されたシステムで不正を

防止する取組が行われている。精緻な規則を制定して事業活動の効率性を阻害したり、罰

則の厳罰化により抑止力に期待したりするのではなく、物理的対策や情報技術の活用等に

より“出来ないようにする”、“発生し得ないようにする”ことの方が、円滑な事業活動と

両立できるとの考え方である。また、こうしたシステムは、技術の進歩に合わせて改善し

ていくものとされている。技術的なシステムにより、“出来ないようにする”、“発生し得な

いようにする”対策は、日本企業も参考にすべきと考えられる。 

 さらに、米国では、PC やタブレット、スマートフォン等の情報機器について、私有機器

の利用を認める“Bring your own device”の動きも広がっていると言う。また、情報には

機密情報かそうでないのかグレーな部分の存在が避けられないが、米国では、オープンイ

ノベーションを推進する意味で、情報を常時精緻に区分することに労力を投じるのではな

く、グレーな情報の社外への開示の判断を従業者個々の判断に委ねているケースがみられ

る。一定の線を越える行為は技術的なシステムで“出来ないようにする”一方で、一定の

範囲内の行為は、精緻な規則と罰則で人を縛ろうとするのではなく、何が会社に危害を及

ぼす行為なのか、何がそうではないのかについて従業者を教育することで、会社に悪影響

を及ぼさない範囲での社外との情報交流の活性化を図っている。全般に米国では機密保持

に関する従業者教育は徹底しており、従業者の意識は日本より高く、どの情報をいつまで

は開示してはいけないかを明確に理解していると言われている。いくら規則を定め、罰則
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を強化しても、従業者が規則を理解していなければ何の意味もないと強調する声も多く聞

かれた。日本企業は、情報の区分や規制の精緻化に膨大な労力をかけたり、厳罰化により

従業者のモチベーションの低下やオープンイノベーションの阻害につながったりしないよ

う、オープンイノベーションと機密保持を両立させる米国の対処策に見倣う点があると思

われる。 

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

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

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

返却を求めるだけでそれ以上の措置はとられていない例も注目される。 

 その他、米国では、従業者の採用時に、「転職元企業から違法な技術取得として提訴され

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

で交わしている企業」98が「多く見られる」99が、さらに、仮に他社の企業機密が持ち込ま

れた場合には、持ち込んだ従業者を解雇すると共に、他社の機密情報を返却することが行

われている。日本においても、各企業が他社の機密情報に対しても保護意識を高く持ち、

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

出による影響を防ぐことができると考えられる。ただし、米国においても、これは同様の

コンプライアンス意識を有する国の企業同士の間でのみ機能しているとのことであり、コ

ンプライアンス意識や知的財産保護の弱い国の企業との間では成立しないことには留意が

必要である。 

 

                                                  
98 経済産業省「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～関連参考資料」（2003
年 3 月） 
99 98 と同じ。 



 

121 
 

4.3 次年度の課題 

 次年度以降は、機械工業における実効的な技術流出防止策を検討して、機械工業向けの

技術流出防止の行動指針を策定し、業界への普及・啓発を図ると共に、政府に技術流出防

止指針の改定を働きかけることを目指していくこととし、以下の事業を行っていく。 

 

図表 4-1 次年度以降の事業内容 

○日本の機械工業における技術流出をとりまく動向に関する調査 

○実効的な技術流出防止策の検討 

○機械工業における技術流出防止の行動指針の検討 

○機械工業における技術流出防止の行動指針の普及・啓発 

○政府に対する技術流出防止指針改定の働きかけ  等 
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