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発刊にあたって
今日、技術の流出は様々な形態で発生しています。とりわけ、企業、政府機関等からの
技術（技術情報を含む。）の流出は、産業競争力及び安全保障上の観点から大きな問題とな
っています。すなわち、技術の流出により損なわれる利益は、企業の競争力を喪失させる
ものから、国家の安全保障を脅かすものまでに至っています。それらは、不法行為として
行われるものもあれば、合法的な経済取引を装うなど、様々な行為によって引き起こされ
ています。
冷戦時代、旧ソ連をはじめとする旧共産圏諸国は、外交官、通商代表部、ジャーナリス
ト等を肩書きとして相当数のスパイを西側諸国に送り込み、内外政策や軍事、科学技術に
関する諜報活動を活発に行いました。1991 年のソ連邦の崩壊後、諸外国は、内外政策や軍
事に関する情報よりも技術情報の収集に一層力を入れるようになり、このため従来からの
情報機関員によるスパイ行為という脅威に加えて、研究者、留学生等を先進諸国の大量に
派遣し、先端技術企業や防衛関連企業関係者に対する技術移転の働きかけや彼らを通じて
技術取得をするなどの脅威が出現しました。さらに、情報化社会の進展により、サイバー
空間における諜報活動という新たな脅威が生じています。
一方、1980 年代後半から 1990 年代半ばにかけて、経済のグローバル化の進展、特に急
成長するアジア地域におけるビジネスチャンスの拡大によって、我が国製造業の海外展開
が増加しました。企業の海外展開に伴って、意図あるいは想定した範囲を超えて、
「意図せ
ざる技術流出」が多く生じており、その結果、海外企業の急速な技術のキャッチアップの
加速化を通じさせ、海外展開した我が国企業の競争力の喪失等が懸念される状況となって
います。
さらに、1990 年以降の厳しい経済環境のなかで、技術や生産ノウハウを有する製造業か
らの退職者を通じた国外への技術・ノウハウの流出が大きな問題として顕在化してきてい
ます。
本調査研究は、戦後我が国で発生した技術流出の実態と対応策への取組みを幅広い観点
から総合的に調査し、今後の情報管理の施策・対応に資する情報を取り纏めたものであり
ます。
本調査研究が、我が国の技術流出防止に関連する情報管理の施策・対応等の検討の資と
なれば幸甚であります。
平成２６年２月
公益財団法人
理事長

防衛基盤整備協会
宇田川

新一
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はじめに
今日、技術流出は 2 つの面から捉えられなければならない。1 つは、我が国の富を
守り、産業競争力を確保するための知的財産の保護であり、もう 1 つは、我が国の安
全保障上の脅威に直接結びつく技術の保護である。さらに加えるならば、特定の技術
の流出防止は国際的責務であるということである。そして、流出防止の対策を考える
場合に、問題を難しくしているのは、最先端技術が軍民両用技術となっていること、
及び従来からの情報機関員のスパイ行為に加えて、我が国の先端技術企業に勤務する
（相手国の）技術者等を利用した営業秘密の窃取、市場取引・企業の取得（M＆A）
・
共同研究などの合法的な経済活動を装った技術移転、サイバー空間を利用した営業秘
密の窃取等、相手国は使用可能なあらゆる手段を使って執拗に技術を狙っていること
である。
知的財産の侵害は企業に損失をもたらす。しかし、この被害を金銭的価値に換算す
ることは難しい。盗まれた技術を開発するための実際の経費なのか、将来の収益と利
益を見積もるのか、あるいは両者を合計した金額なのか。公式な換算方法が存在しな
い。それにもかかわらず、各国はそれぞれに被害額を公表している。
2013 年
（平成 25 年）5 月 22 日に、
「米国の知的財産侵害に関する委員会（Commission
on the Theft of American Intellectual Property）」は、米国に対する国際的な知的財
産侵害のスケールは前例のないものであり、年間数千億ドルの損害を与えている。そ
れは米国のアジアへの輸出額（3000 億ドル以上）とほぼ同額である、とする報告書１
を公表した。この知的財産侵害には、特許侵害、企業秘密の窃取（サイバーエスピオ
ナージを含む）、登録商標侵害及び著作権侵害が含まれる。また、同報告書は、「知的
財産侵害は 2 つの面に影響する。1 つは、侵害された知的財産に関係した仕事の喪失
とともに、それらを発明した人々またはライセンスを購入した人々の収入と報酬に相
当の損失を与える。すべての規模の米国企業が犠牲者である。もう 1 つは、さらに致
命的な影響として、不法な知的財産侵害は企業家の革新しようとする意欲を阻害する
ことである。現在の傾向が改善されない限り、あらゆる人々の繁栄と生活の質を向上
し続けることができる新しい発明と産業の発展を遅らせるリスクがある。そして、そ
れは先進国及び発展途上国双方に悪影響を及ぼす」と委員会は警鐘を鳴らしている。
今日、米国にとって知的財産の保護は喫緊の課題となっている。
我が国においても 2013 年（平成 25 年）3 月、文化庁は部外委託により著作権侵害
の損失額を調査し、その結果を公表した２。それによると、「コンテンツ類型別入手・
視聴の侵害規模を北京、上海、広州、重慶の４都市で行い、仮に全国ネットユーザー
で推計した場合、年間 530 億件、金額ベースでは、ネット広告費換算で約 135 億円、
有償ダウンロード換算で約 3 兆 8,000 億円となる。」とされている。
1

我が国においても、国の富を守り、産業競争力を確保するために、知的財産の保護
は喫緊の課題となっている。
一方、安全保障上の脅威に直接結びつく技術の流出は、国家間に生じている技術力
の格差を一気に縮めることが可能となり、被害国の経済的競争力や軍における技術的
優位性の喪失を引き起こすこととなる。
軍事関連技術の流出について、かつて、コックス報告書は、
「中国は、米国の 7 つの
最新熱核兵器に関する設計情報を盗んだ。それにより人民解放軍は、核兵器の設計、
開発及びテストを速めることができた。」と述べた。さらに、2008 年 1 月に、米中経
済安全保障調査委員会のウォーツェル委員長は、
「①中国は 1986 年 3 月に『863 計画』
を決め、バイオ、宇宙、レーザー、情報技術、オートメーションなどの技術の外部から
の取得を国家政策として決めた。②その一環として、制限された外国の技術は産業ス
パイなど秘密や違法の手段でも取得する方針が決められ、実行されている。」と述べた。
2011 年に公表された「外国の経済情報収集および産業スパイに関する議会への年次報
告３」は、「中国及びロシア政府は、特にサイバー空間において、センシティブな米国
の経済情報及び技術の、積極的かつ有能な収集家である。」と指摘している。他方我が
国においても、中国、ロシア、北朝鮮の関係者が関連した不正貿易による技術流出事
案等が継続して多数発生している。
米国でも我が国でも、軍事関連技術の流出に関しては、伝統的な情報機関員による
スパイ行為が主たる脅威となっている。諸外国ではスパイ防止法によりこれらの脅威
を直接取り締まることができるが、スパイ防止法が整備されていない我が国では、隠
密に行動するスパイに適切に対応することができず、“スパイ天国４”とも言われてい
る。グローバル化が進み、情報交換や共同開発・生産が拡大する状況の中で、安全保
障上の脅威に直接結びつく流出を防止すること、さらに諸外国の信頼を得ることのた
めに、スパイ防止法等の制度の整備が喫緊の課題となっている。
本調査研究は、上記の課題を踏まえて、技術流出の防止策を考察するものである。
以下、はじめに、技術流出の実態を調査し、次に、技術流出を防止する枠組みを調査
し、それを基に、技術流出の態様別に個人又は組織が取るべき対策を考察し、最後に
企業が技術流出防止のために今後措置すべき事項を提言として取り纏める。
以下余白
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第1章

技術流出の実態

本章では今日世界で発生している技術流出について、主として日本の事例を中心に
形態別に調査し、整理する。
経済産業省「技術流出防止指針」によれば、技術（先端的）とは「化体された最終製
品・部品、設計図情報・製法等の生産技術・ノウハウ、先端製造設備等に含まれる技
術・ノウハウ」である、と定義されている。本稿もこれを準用するとともに、「技術」
には技術情報が含まれるものと定義する。ただし、関連する法規等に定義されている
場合は、その法規等によるものとする。
冷戦時代には、旧ソ連をはじめとする旧共産圏諸国は、外交官、通商代表部、ジャ
ーナリスト等を肩書きに持つ相当数のスパイを、我が国を含め西側諸国に送り込み、
内外政策や軍事、科学技術に関する諜報活動を活発に行った。冷戦後それらの国は、
内外政策や軍事に関する情報よりも技術の収集に焦点を当てはじめた。これにより、
伝統的な情報機関員による諜報活動及び不正貿易による技術流出に加え、先端技術企
業に勤務する外国籍技術者による技術流出事案が出現した。
一方、我が国の産業界は、近年、安い労働力、サプライチェーンの効率化、専門知
識・技能などを求め、多くの企業が海外に進出した。その結果、
「意図せざる技術流出」
が新たな問題として浮上してきた。また、サムスン電子や LG 電子といった韓国企業
が、日本の大手電機メーカーから多数の技術者を引き抜いたことで、
「頭脳流出」が問
題になった。そして、現在、それらは退職者による技術流出という問題に繋がってい
る。さらに、近時、情報化社会の進展により、サイバー空間を利用した諜報活動によ
る技術流出が問題として浮上した。
現在、我が国で憂慮される技術流出の形態には、①伝統的なスパイの諜報活動によ
る営業秘密等の漏えいである「諜報活動による技術流出」、②安全保障管理制度の下で
輸出が規制された技術の不正輸出である「不正貿易による技術流出」、③企業の海外事
業展開等に伴い、意図した又は想定していた技術移転の範囲を超える先端的技術の流
出である「意図せざる技術流出」、④退職者（中途及び定年退職者）の関与した営業秘
密等の漏えいである「退職者による技術流出」、及び⑤標的型メール攻撃等のサイバー
攻撃による営業秘密等の漏えいである「サイバー諜報活動による技術流出」が考えら
れる。
本調査では、
「漏えい」でなく「流出」という用語を使用している。漏えいが「秘密」
が暴露したという意味で使用されるのに対し、
「流出」は、紛失などを包含する広い概
念として使用される。ただし、引用等の場合はこの限りではない。本調査では、保護
されていない技術、つまり特許権のない技術又は秘密とされていない技術の「意図せ
ざる技術流出」等を取り扱うため、より広い概念を持つ「流出」を使用した。
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以下、
「意図せざる技術流出」
、
「退職者による技術流出」、
「諜報活動による技術流出」、
「不正貿易による技術流出」及び「サイバー諜報活動による技術流出」について順次
述べる。

1．「意図せざる技術流出」
我が国製造業の海外での現地生産比率は、高まる傾向にある。内閣府の「企業行動
に関するアンケート」によれば、我が国製造業の海外現地生産比率は上昇傾向で推移
しており、2011 年には過去最高の 18.4％まで上昇した。また、5 年前の当年度見通し
と比較してみると、おおむね同見通しよりも速いスピードで海外現地生産が進展する
ことが分かる。（図表 1-1 参照）
なお、海外生産比率は、特に円高時に上昇する傾向が認められているものの、一方
で海外現地市場開拓を目的として海外生産比率を高めるという傾向も存在している。
したがって、近年の海外生産比率の動向は、とりわけ新興国を中心とする海外市場の
動向等にも大きく影響を受けるという点に留意することが必要である。
図表 1-1 我が国製造業の海外現地生産比率の実績と見通し５

また、企業の海外生産移転や「業務提携・技術提携」に基づく技術供与などを伴う
海外事業展開は、技術や生産ノウハウ等の諸外国への移転が必然的となる。特に、我
が国に比して知的財産保護が弱い国や知的財産制度等が我が国と大きく異なる国にお
いては、我が国の技術が流出する可能性が高く、その上日本国内で想定し得ない形態
による流出が考えられる。この「想定し得ない形態の流出」は、
「意図せざる技術流出」
と呼ばれる。
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経済産業省「技術流出防止指針」によれば、
「意図せざる技術流出 」とは、企業の海
外事業展開等に伴い、意図又は想定していた技術移転の範囲を超える先端的技術（化
体された最終製品・部品、設計図情報・製法等の生産技術・ノウハウ、先端製造設備等
に含まれる技術・ノウハウ）が、文書化されたデータ・情報として取得されること又
は人を媒介としたノウハウの伝達等により海外に流出すること、と定義される。
次の囲み記事は、最近生起した新幹線の技術を巡る大規模な国際ビジネスに関連し
た「意図せざる技術流出」の具体的な事例である。
「新幹線の技術流出事件」
2012.10.09 のビジネスジャーナル紙は次のように報じた６。
「2011 年 6 月、中国鉄道省は、日本から供与を受けた高速鉄道車両の製造技術の
特許を米国など 5 カ国・地域で一括出願した。中国は海外企業による中国への現地
進出や技術供与を認める条件として技術の完全公開や技術移転を求める。そして、
中国は、技術供与料やロイヤルティを支払うことなく公然と技術を盗用した訳であ
る。
当該技術を供与した川崎重工は、
『米紙ウォール・ストリート・ジャーナルの取材
に対し、中国が“自主開発”と主張して中国で運行している高速鉄道車両は、技術
を供与した我々のものと瓜ふたつ。その上、それより速いものを作り海外に輸出し
始めたことに不満を表明した。川崎重工によると中国政府との契約では供与した技
術は中国国内だけでしか使用できず、その技術を応用して作った製品を輸出するこ
とはできないことになっている。』と述べている。」
2013.11.5 の MNS 産経ニュースは、次のように報じた７。
「タイは、バンコクと北部のチェンマイなどを結ぶ４路線で、海外の技術を導入
して高速鉄道を整備する計画で、早ければ来年（2014 年）にも国際入札を行う。中
国はタイのほか、マレーシアやオーストラリアなど向けにも高速鉄道の輸出を打診
している。中国の高速鉄道は日本企業が『中国国内限定』で供与した新幹線技術を
ベースに造られており、輸出は契約違反にあたる疑いがある。川重との契約では、
供与された技術の輸出は認められないが、中国の関係者は、『あくまでも独自開発
の技術で輸出も問題はない』と主張している。」
上記の「新幹線の技術流出事件」は、ライセンス先の相手の法制度や慣行を良く調
査せず、ライセンス契約において本来講じることができた対応策を契約内容に盛り込
まず、自社が意図した範囲を超えた技術が活用されてしまった事例である。
（下記事例
1 に該当する。）
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次の、もう一つの囲み記事の事例は、ルポルタージュ『アップル帝国の正体 ８』に
記載された我が国の「匠」の技の流出の具体的な事例である。
「『ついにこの日がや
ってきたか……』2005 年春、
「小林研業」の作業場では、異様な光景が広がってい
た。小林と数人の職人たちは黙々と仕事をこなしていた。40 年以上前に建てた本造
平屋建ての作業場は十数畳の広さしかないが、そこでは世界中の若者から人気を集
めている、アップルの携帯音楽プレーヤー・iPod のステンレス製の裏蓋が美しい鏡
のように磨かれていた。しかしこの日は、小型のビデオカメラを片手に、朝から晩
まで、じっと彼らの動作を撮影している男が立っていた。
「ちょっと作業風景を撮影させてほしい」アップルに金属部品を納めている地場
の金属加エメーカーから派遣されてきたというこの男は、職人らに近寄ると、彼ら
の手元にレンズのピントを合わせていった。まだ灰色のステンレスの iＰod 用のケ
ースが、クルクルと回転する磨き布の羽布（バフ）に当たるとピカピカになってい
く。ケースを当てる角度や、力の入れ具合、そして研磨をする時間まで、カメラは
延々と作業を記録していた。
親方の小林は、このビデオ撮影が何を意味するのか、直感的に理解していた。」
（中略）
ビデオ撮影を受け入れてからほどなくして、小林はこの仕事から手を引いた。そ
して、ピーク時には地元の研業者 20 社が 1 日で 1 万 5,000～2 万台も磨き上げて
いた iPod の仕事は、地元から消えてしまった。
上記のルポジュタージュの事例は、取引先企業からビデオ撮影を求められ、営業上
の観点から余儀なく撮影を認めた。その後、当該技術がもっと安い人件費で、大量に
磨ける中国へ移転され、大量の受注減を招いた事例である。
（下記事例 16 に該当する。）
上記の 2 つの具体的な事例は、必ずしも「意図せざる技術流出」とは言えない。リ
スクを承知していたが、受注のためにやむにやまれず相手の要求を受け入れたとも言
える。
以下、
「意図せざる技術流出」の事例を、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及び⑦その
他の要因による技術流出、の 7 つのパターンに類別・整理して提示する。
（以下の事例
は、経産省が作成した「技術流出防止指針」に掲載されている事例である。）
（1）技術ライセンスや技術援助にまつわる技術の流出
●事例 1：事前の調査や契約内容が不十分であることなどに起因する技術流出の事
例
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○ライセンス先の相手が説明する法制度や慣行を鵜呑みにしたため、ライセンス
契約において本来講じることのできた対応策を契約内容に盛り込まず、自社が意
図した範囲を超えた技術が活用されてしまった。（上記囲み記事の再掲）
●事例 2：契約自体は適切であっても、事後的な管理が不十分であることに起因する
技術流出の事例
○ライセンス契約では、第三国に輸出する場合は事前に協議すると定めたにもか
かわらず、ライセンシー（特許ライセンスを受け取る側）が事前協議もなく第三
国市場に輸出し低価格販売を行った。そのため、当該市場での販売について自社
の総代理店契約をしている会社から損害賠償を請求された。
○サブライセンスを契約で禁止していたが、合弁相手の監督を怠ったため、合弁
相手の企業から別の当該国企業にサブライセンスされて被害を受けた。
（2）海外生産の開始・拡大にともなう技術流出
●事例 3：契約交渉において当初の意図を超えた技術提供を余儀なくされた事例
○当該製品に関する技術移転の方針を事前に社内で明確にしていなかった。その
ため、交渉相手から競合する欧米企業との比較を持ち出されて、短期間で当該製
品の技術を供与する、と判断してしまった。
●事例 4：事後的な管理が不十分だったことにともなう技術流出の事例
○合弁会社の工場の夜間や休日の管理が不十分であった。その弱点を突いて、勤
務時間外に契約外の製品などを製造・横流す等の被害を引き起こしている疑いが
生じた。
●事例 5：技術指導にともなう技術流出の事例
○現地法人を立ち上げるに際して、従業員を日本で研修させたところ、現地の同
業他社に転職してしまった。
●事例 6：ユーザー企業の海外展開を後追いした現地生産にともなう技術流出の事
例
○部品の製造プロセス自体に様々な技術・ノウハウがあるにもかかわらず、納入
先から現地生産という強い要請を受けた。そのため、現地生産の是非の判断や現
地生産にともなう製造ノウハウを管理するための対策が不十分なままであった
が、現地生産に踏み切り、技術流出が生じてしまった。
（3）製造に必要な部品や材料に化体された技術流出
●事例 7：製造に必要な部品や材料に化体された技術流出の事例
○材料管理が不十分であったため、技術指導先の企業から受け入れた研修生が生
産現場で使用材料のメーカー、品番をメモした。その後、技術指導先の企業が、当
該使用材料のメーカーに同じ材料を発注した。

7

○同一社内のキーパーツの事業部門と最終製品事業部門との連携が不十分であっ
た。その結果、知的財産保護の弱い国にキーパーツを含む部品を多数輸出し、最終
製品の模倣品製造・販売を助長した。
（4）製造に必要な機械や設備に化体された技術流出
●事例 8：自社が直接関与して製造設備等を供与して生じた技術流出の事例
○相手企業の求めに応じて技術指導する際、相手は機械メーカーではないことか
ら油断し、自社と同じ機械を導入させた。その結果、当該企業に出入りする現地
の機械メーカーがその機械の模倣品を製造し、極めて低価格で他国で販売してい
るという予想を超えた事態が生じた。
●事例 9：他社の関与により製造設備等に化体された技術が流出した事例
○製造装置のパラメーター情報を、同装置を製作するメーカーに渡していた。し
かし、同メーカーが類似の装置を販売する際に、信義則に反して、元の装置のパ
ラメーター情報を流出した。
（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
●事例 10：自社の管理下にある図面・ノウハウなどを通じた技術流出の事例
○従業員が毎日早朝出社して図面・ノウハウに関わる文書をコピーして持ち出し
た。
○3 次元 CAD 等、図面に関する情報が電子媒体の形態により管理されていた。し
かし、情報管理の徹底していない企業・従業員への安易な送信や、現地の従業員が
勝手にそれらをコピーし、また他へ安易に転送してしまったことにより、技術流
出を招いた。
●事例 11：自社の取引相手等の管理下にある図面・ノウハウなどを通じた技術流出
の事例
○金型製作技術について、知的財産保護の意識が十分でない国の依頼元の中小金
型企業を経由して情報が漏洩した。
○金型メーカーのノウハウが含まれた図面を、メンテナンスのためという理由で
守秘義務契約を結ぶことなくユーザー企業に提出した。その結果、当該ユーザー
企業から図面で示したノウハウの情報が海外の金型メーカーに流出した。
○コスト削減のため、コンピュータ・シミュレーション等の開発工程の一部を知
的財産保護の弱い国の企業に委託した。しかし、委託契約においてソフトウェア
の取り扱いについて不明確であったこともあり、そこから重要なソフトウェアが
流出した。
（6）ヒトを通じた技術流出
●事例 12：日本国内の技術者などを通じた技術流出の事例
○企業の技術者が週末に知的財産保護の弱い国の（潜在的）ライバル企業に技術
支援した。
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●事例 13：進出先国の自社従業員などを通じた技術流出の事例
○従業員が毎早朝出社して技術関係の文書をコピーして持ち出した。（再掲）
○金型の模倣品被害を受けたために原因を追跡すると、必ず元従業員や元代理店
が関与している。
●事例 14：進出先国の自社の取引相手等の従業員などを通じた技術流出の事例
○自社のコア技術の１つを複数企業にライセンスした。しかし、ライセンス先の
企業は単独で製作することが不可能な製造装置までを供与し、さらにその製造ノ
ウハウも開示した。その結果、ライセンス先の管理職がライセンス契約時の想定
を大幅に超える技術レベルを取得して自らの会社を作り、製造装置を自作して低
価格で模倣品の販売を開始した。しかし、それに対して有効な法的対抗措置はと
れなかった。
（7）その他の要因による技術流出
●事例 15：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
一方針や対策が不足していたことにともなう技術流出
○事例５の再掲：同一社内のキーパーツの事業部門と最終製品事業部門の双方連
携が不十分であったために、キーパーツを含む多数の部品を知的財産保護の弱い
国に輸出した。その結果、最終製品の模倣品製造・販売を助長した。
○知的財産保護に関して脆弱な国における技術管理の観点を十分考慮せずに作成
した展示会用のカタログなどにより、そこに記載された詳細な製品情報を通じて
技術の流出が生じた。
●事例 16：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とも
なう技術流出事例
○取引先企業から工場見学等を求められ、営業上の観点から余儀なく見学を認め
た。その際、製造ノウハウのメモをとられ、当該情報が競合企業に流出し、その後
受注減を招いた。（上記囲み記事の再掲）
●事例 17：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
る技術流出事例
○産学共同研究において、共同研究の相手方（大学・公的研究機関等）と事前に具
体的な秘密保持について契約を締結していなかった。そのため、同相手方から技
術情報が海外の競合企業に流出した。

2．「退職者による技術流出」
経産省が 2006 年（平成 18 年）度に実施した「我が国製造業のおける技術流出問題
に関する実態調査９」
（製造業関係企業 625 社にアンケートを依頼、回収企業数は 357
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件）の中で、
「人を介した技術流出」という問いに対して、
「退職者」を介するという回
答が全体の 60％（③日本人と⑦現地人の合計）を占めている。（図表 1-2 参照）
図表 1-2

人を介した技術流出の要員別割合

さらに、
「人材流出」の問に対しては、半数の企業がコア人材の引き抜きに脅威を感
じており、国内の他企業への流出の懸念と並んで中国、韓国に対する脅威を多く感じ
ていると回答している。
次の囲み記事は最近発覚し、世間の注目を引いている「退職者による技術流出」事
例である。
「ポスコ事件」
以下は、読売新聞１０が報じた事件の概要である。
「多額の報酬で社員 OB が抱き込まれ、鋼板製品に関する最先端技術を盗用され
たとして、新日鉄住金（東京）が韓国の鉄鋼最大手ポスコを相手取り、不正競争防
止法に基づき 986 億円の損害賠償や同製品の製造・販売の差し止めなどを求めた訴
訟の第１回口頭弁論が 2012 年 10 月 25 日、東京地裁であった。
ポスコ側は『盗用の事実はない』と請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を示し
た。盗用の疑いがあるのは、発電所の変圧器などに使われる『方向性電磁鋼板』の
製造技術。新日鉄住金が 40 年以上かけて改良を重ね、特許は取らず『営業秘密』
として管理してきた技術だが、2007～08 年、中国の製鉄会社への秘密漏えい事件
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で韓国検察に逮捕・起訴されたポスコの元研究員（有罪確定）が、
『漏えいしたのは
新日鉄の技術』と供述したことで、盗用の疑いが発覚した。
新日鉄住金は訴状で、ポスコが 1987 年以降、同社の日本法人を介するなどし
て、新日鉄（当時）の元社員４人に多額の報酬を約束したり、元社員が設立した会
社と技術供与契約を結んだりして技術情報を盗用していたと主張。『ポスコの組織
的・計画的な不正行為により、市場での優位性が著しく損なわれた』としている。
これに対し、ポスコ側は答弁書で『盗用は事実無根』と反論。新日鉄住金からの
盗用を認めた元研究員の供述についても、『信用に値しない』と主張している。」
因みに、ポスコ事件の OB は、退職にあたって秘密保持の誓約書を書いている。
この裁判が注目される理由は２つある。１つは、提携関係がある両社が裁判で争う
ことになったこと、もう１つは、新日鉄の OB が提訴されたことである。
このポスコ事件は、退職者が設立した会社から技術が漏えいした事例である。その
他に、退職者による技術流出にはどの様な形態があるのであろうか。使用できる技術
流出に関連した調査研究報告書が見つからなかったので、本調査では米国のインサイ
ダーに関する調査研究１１の資料を参考に、技術流出に関連する退職者を次の４つのタ
イプに分類した。
①競合会社を設立した退職者
退職後、技術流出を目的に会社を設立する者、あるいは会社設立後、外国企業から
の働きかけを受け技術を流出させる者。
②外国企業の引き抜きに応じた中途退職者
日本企業に在職中に、外国企業からの高額な報酬を条件に勧誘されて中途退職し、
外国企業に再就職した者。このケースでは、日本国内の外国企業に再就職するケ
ースと、海外の外国企業（以下、海外企業という。）に再就職するケースに細分さ
れる。
③海外企業に再就職した定年退職者
現役時代の経験やそれまで得たノウハウを持って社会に貢献したいと思い、海
外企業に再就職したが、金銭的報酬などの狡猾な手段で元会社への忠誠心を失
い、結果海外企業に取り込まれた者。
④組織に復讐する退職者
解雇、異動、降格、減給などに不満をもって退職し、元の組織に復讐する目的で
海外企業に再就職した者。
上記のいずれの場合も、
「平成 17 年改正不正競争防止法」により、在職中に申し込
みや請託があった場合は、処罰の対象になることとなった。
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以下、競合会社を設立した退職者による技術流出、外国企業の引き抜きに応じた中
途退職者による技術流出、海外企業に再就職した定年退職者による技術流出、及び組
織に復讐する退職者による技術流出のケースについて考察する。
（1）競合会社を設立した退職者による技術流出
先端技術企業を退職した優秀な技術者が設立した会社は、外国企業から狙われや
すい。新会社設立時は、新しいビジネスや顧客を渇望している。そこに目をつけ、外
国企業は接近し取引を持ちかける可能性がある。上記のポスコ事件はこの一例であ
る。
一方、何故退職者は他の企業に取り込まれたか。
「ポスコに限らず、日本企業の退
職者を積極的に雇用する外資は多い。雇用に当たっては多額の報酬が提示されるこ
ともある。『エージェントを通じて慎重に接触し、籠絡する』（事情通）ケースもあ
る。」（産経新聞 2012 年５月 26 日）
これは、後述するスパイが協力者を獲得するのと同じ手法である。技術流出を目
的に会社を設立する退職者がいる可能性は少ないと考えられる。しかし、会社設立
後、外国企業からの巧みな働きかけを受け、籠絡されて技術流出したのではないか
と推察される。
（2）外国企業の引き抜きに応じた中途退職者による技術流出
日本からの「頭脳流出」が初めて問題になったのは約 20 年前、サムスン電子や
LG 電子といった韓国企業が、日本の大手電機メーカーから多数の半導体や白物家電
の技術者を引き抜いた時期である。このような引き抜きによる日本からの人的資源
の流出も伴って、韓国企業はその後、世界のトップメーカーに躍り出た。対照的に、
日本の電機大手は長い不振に陥った。テレビの主要メーカーのソニー、パナソニッ
ク、シャープは、韓国勢の進出と競争を背景に、2011 年度の損失額が計 210 億ドル
に上ったとみられている１２。
サムスンは、97 年のアジア通貨危機以降、日本の設計思想を吸収し、その技術に
キャッチアップすることで、より高いレベルの開発を進めることを目的とした「ジ
ャパン・プロジェクト」を開始した１３。そして、日本企業の設計技術者を積極的に
採用した。その理由は、多大な時間とコストを要する開発設計に努力しても、製品
化されるものは少なく効率が悪いため、先行メーカーの技術者を引き抜くことで日
本企業に追い着くというものであった。
サムスンの技術者引き抜きの実態は次のようなものである １４。サムスンは、10 人
前後のヘッドハンティング部隊を日本の主要都市に常駐させている。このヘッドハ
ンティング部隊が独自に作成した人材候補リストには、候補者の社名、所属部署、
年齢（30～50 代）、会社と自宅の電話番号、メールアドレス、実家の住所等が記載さ
れている。技術者の担当分野はリチウムイオン電池、太陽光発電、エアコンのイン
バータ技術などで、彼らの勤務先はパナソニック、シャープ、東芝、ダイキン工業、
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三菱電機などである。技術者に提示される条件は、例えば役職は取締役、年収は 6000
万～１億円で、契約期間は 3～5 年。年収とは別に、転職にともなう契約金が数千万
円支払われる。専属秘書と運転手付きの車が支給されるほか、30 坪超の家具付きマ
ンションが無償貸与される。日本への帰省費用、家族の韓国への招待等も会社が実
費負担する、というものである。このような魅力的な条件に惑わされて、多くの優
秀な技術者が外国の企業へ転職した。
以上のような技術者の引き抜きがあることはよく知られており、退職者を通じた海
外への技術漏えい（営業秘密の漏えい）が危惧されていた。しかし、2005 年（平成 17
年）までは、営業秘密漏えいに関しては、退職者は如何なる場合でも不可罰であった。
そのため同年に不正競争防止法が改正され、退職者は、在職時に漏えいの請託を受け、
又は申し出たのであれば、退職後に営業秘密を使用・開示した場合は可罰となった。
それでも、海外企業への技術流出の証拠を押さえることは不可能に近かった。上記の
ポスコ事件では、中国の製鉄会社への秘密漏えい事件で韓国検察にポスコ元社員が逮
捕・起訴されたことにより、新日鉄住金が「証拠」を押さえる幸運に恵まれ、提訴に踏
みきることができた、稀なケースであった。
実際に外国企業の引き抜きがあったかは定かではないが、引き抜きがあったと思わ
れる事例を紹介する。以下の事例は、経済産業省知的財産政策室が作成した資料で紹
介されているものである１５。
●事例 1
日本国内に生産拠点を持たない外国企業が東京近郊に「デザインセンター」を設置
し、リストラで早期退職した社員を大量に雇用している。雇用された社員は毎日出勤
する必要はないらしいが、2 年の間にノウハウを吸い取ったら解雇される。
●事例 2
プラズマディスプレイの生産部門の責任者である事業部長が外国企業に移籍し、
その部下数名も移籍した。その後の外国企業の開発・実用化のスピードをみるに、
この移籍した元部長らが退職時に営業秘密が記録されたデータ等を持ち出したとし
か考えられない。
（3）外国企業に再就職した定年退職者による技術流出
優れた技術やノウハウを持った定年技術者の活用は国内のみならず、海外からも
注目を集めている。海外企業、特に中国企業が日本人技術者の獲得に動き出してお
り、また第二の人生を海外において自身の知識と経験を生かしたいと考える定年技
術者も少なくない。
2007 年に JETRO が「中国における日本人定年技術者の再雇用実態調査」を行
っている１６。これによると、定年退職後も働き続けることについての質問に対して、
最も多くの人が「技術を活かしたい」、
「技術を伝えたい」と回答している。その次に
多かったのは、経済的な理由という回答であった。また、インタビューの対象者（4
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名）は、すべて退職後は、まず日本での就職を考えたという。しかし、日本国内で
は、シニア向けの職業はボランティアか、これまでの専門や特性と関連性のない仕
事が多く、最後は日本での就職をあきらめている。そして、彼らが中国で就職した
のは、
「中国には自分の技術に対するニーズがあるから」であったことによると述べ
ている。
このような定年技術者による技術流出の懸念には次の 2 点が考えられる。1 つは、
匠の技術の流出の懸念である。匠の技術が海外に流出することにより、製造業にお
ける独自の技術や加工能力の強みがなくなることになる。その結果、新興国家との
製品競争や技術競争、経済競争が難しくなるのではないのか、というのである。
石黒憲彦経済産業政策局長は、「日本の製造業の場合、技術の競争力の源泉は知
的財産権よりも、生産現場におけるノウハウ、経験知、暗黙知にある場合が多い。も
のづくりは、素材を切る、削る、混ぜる、焼くといった料理の工程と基本的に同じで
す。特に、熱処理や温度管理はまさに鍋、釜、オーブンにおける「火加減」の技術な
のです。段取りと火加減で料理のうまさ、手早さ、ばらつきのなさが決まってしま
うように、製造業でも、老舗の板前を一人引き抜けば、新装開店の店でもそこそこ
の味が出せるようになってしまう場合がある。これは企業にとっては、10 年 20 年
蓄積した技術リードを一瞬にして失う場合もありうる深刻な危機管理上の問題 」で
あると述べている１７。このような匠の技術の流出は止めようがない。たとえ、退職
者に対して秘密保持義務を課したとしても、職人の頭の中にある知識や、体に染み
込んだノウハウは営業秘密とならない。匠の技術を持った定年技術者を受け入れる
海外企業は、彼らの持つノウハウを役立たせることを目的に受け入れているのであ
ろう。
もう 1 つは、営業秘密の流出の懸念である。海外企業に再就職した定年技術者は、
最初は守秘義務を順守していたが、再就職企業からの金銭的報酬などの狡猾な手段
で取り込まれ、その結果、元会社への忠誠心を失い、海外企業に営業秘密を漏えい
することが考えられる。
残念ながら、定年技術者による「匠の技術の流出」及び「営業秘密の流出」に関
する具体的な事例が見つからなかった。事例が見つからなかったことは、このよう
な事象が発生していないことを意味しない。海外での事象であることから発覚して
いないだけであろう。我が国の産業競争力の低下に直接結びつく定年技術者による
技術流出に対する警戒心を高めることが必要である。
（4）組織に復讐する退職者による技術流出
2013 年（平成 25 年）1 月に NHK で放映されたドラマ「メイドインジャパン」
が、退職後に組織に復讐するために海外企業に再就職した技術者の姿を描いている。
ドラマのあらすじはこうである。
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「円高、欧州債務危機、中国・韓国等新興国の追い上げにより製造業が軒並み危
機を迎える中、巨大電機メーカーが、「余命３か月」の倒産の危機に追い込まれる。
営業マンをはじめとして会社の命運を握る男たちが起死回生の倒産回避に奔走する。
だが彼らの前に、1 人の日本人技術者が立ちはだかる。男は営業マンの盟友だった
が、会社をリストラされ壮絶な過去を経ていた。男は己のリチウムイオン電池技術
を武器に、自分を切り捨てた友へ宣戦布告する。」
このドラマのような事例ではないが、サイバーの世界では、退職後に組織に復讐
するためにサイバー攻撃する IT 技術者の例が少なからず報告されている１８。技術
流出の予防策として退職後に組織に復讐する技術者対策も重要である。

3．諜報活動による技術の流出
諜報とは「相手の情報などをひそかにさぐって知らせること。また、その知らせ。」
（広辞苑）である。諜報には合法（公然又は隠密）なものと非合法（隠密）なものがあ
る。一般的にスパイ活動には、諜報、謀略、宣伝等の活動が含まれるが、本稿では、非
合法あるいは隠密に行われる技術に関する諜報活動に焦点を当てている。
諜報活動には 3 つの形態、すなわち、①スパイを相手国に送り込み隠密に情報を収
集する（伝統的な諜報活動）、②相手国に住んでいる自国の技術者、留学生等を通じて
情報を収集する（非伝統的な諜報活動）、及び③相手国との商業的繋がりを利用して情
報を収集する（経済活動を装った諜報活動）、が考えられる。
さらに、今日、IT 技術の発展とインターネットの普及により国内外からコンピュー
タネットワークを通じて行われる諜報活動が急増している。これらはサイバー諜報活
動と呼ばれる。サイバー諜報活動については第 5 項で述べる。
以下、伝統的な諜報活動、非伝統的な諜報活動及び経済活動を装った諜報活動につ
いて考察する。
（1）伝統的な諜報活動
伝統的な諜報活動は一般的に情報機関員が外交官、通商代表部、ジャーナリスト等
になりすまし隠密に活動する、スパイ活動を言う。中には、長期間相手国の組織に潜
入し、秘密情報にアクセスできる地位にまで上り詰めるスパイがいる。
戦前摘発されたゾルゲ事件はそのようなスパイ事件であった。ソ連赤軍第 4 本部に
所属していたゾルゲは，偽装のためナチス党へ入党、ドイツの新聞社の日本特派員と
して 1933 年 9 月に来日し，1933 年から 1941 年までの 8 年にわたってゾルゲ諜報団
を組織して日本の政治、外交、軍事の動向に関する諜報活動を行った。戦後日本では、
こうした伝統的な諜報活動が摘発された事例がないので、以下、米国の事例を紹介す
る。
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米国の国家対情報局（ Office of the National Counterintelligence Executive ：
ONCIX）が作成した「外国の経済情報収集および産業スパイ活動に関する議会への年
次報告(2007 年)」１９に次の囲み記事が掲載されている。
「米国企業に浸透した中国人スパイ事件」
「2007 年度に米国の技術または企業秘密を外国へ移転するために窃盗した罪で
有罪判決を受けた人々の多くは、民間部門の人々であった。他方、情報機関との関
連は明らかではないが、外国政府の収集家の活動も同様に活発であった。例えば、
米国で 20 年以上活動し続けて 2007 年に有罪判決を受けた中国系米国人のエージ
ェントの事例は、米国が外国情報機関からの巧みな収集脅威に直面していることの
例証である。
当該エージェント（中国人技術者）は、1978 年に香港経由で米国に入国した後、
米国の主要な情報・防衛企業に勤務し、着実に地位を向上しながらセンシティブ情
報へのアクセスを増加した。当該エージェントは、逮捕後の連邦捜査局（FBI）の
取調べで、1983 年初頭にセンシティブなプロジェクトに関する情報を中国へ渡し
たことを認めた。彼と彼の妻は、1985 年に帰化し米国市民となった。さらに、彼
は、1996 年に保全適格証を付与された。彼は、中国のためにスパイ活動を継続し、
約２年に一度、妻を同行して中国に旅行し人民解放軍の運営者（handler）に情報
を届けるとともに新たな任務を受領した。
他方、当該エージェントの弟（元解放軍宣伝工作将校）は、2001 年 5 月、妻と
息子と共に米国に移住した。彼らは永住権を取得する一方で、解放軍のために運び
屋として活動した。当該エージェントは、米国のセンシティブ情報を可搬式磁気媒
体に記録し、それを弟に渡した。弟とその妻は、最終目的地を隠すために、しばし
ばバンクーバーから香港経由で中国を訪れた。さらに、彼らの成人した息子も中国
へ旅行し、そこで解放軍の将校に接触して任務を受領し、米国に帰国後直ちにその
内容を当該エージェントに伝えた。
この事例により、中国情報機関が、彼らの活動を隠蔽するために使用する秘密工作
方法が明らかになった。例えば、通信保全のため、エージェントとその仲間は、米
国から中国への電話連絡を避けた。また、彼らは航空機による直行便の使用を避け
た。さらに、彼らは、ラップトップおよびデスクの情報を暗号化し、さらに隠語を
使用した。しかし、最も重要なことは、この事例が、人民解放軍のスパイ工作にお
ける忍耐強い、かつ断固とした取組みを示していることである。つまり、エージェ
ントには、企業に浸透してからセンシティブ情報にアクセスできる地位に就くまで
十分な時間が許容されていることである。
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この事件は、中国がエージェントに対して収集を命じる情報と技術の範囲を明ら
かにした。米連邦捜査局（FBI）が押収した命令書には、
“より専門的組織に所属し、
専門的主題のセミナーにより多く参加し、そして講演の配布資料を収集せよ”とい
う指示が含まれていた。さらに、命令書には、エージェントが標的とすべき宇宙応
用・推進技術、核攻撃技術、および多数のその他のセンシティブ技術を含む軍事技
術のリストが含まれていた。」
この「米国企業へ浸透した中国人スパイ事件」は、中国が“忍耐強いかつ断固とし
た”諜報活動をしていることを示している。このようなスパイはスリーパーと呼ばれ
る。スリーパーの存在を知るには、相手側に潜入させた味方のスパイからの「機密情
報が漏えいしている」との“諜報”が必要となる、しかし、真の意味のインテイジェン
ス活動を実施していない我が国では、このような情報は期待できないであろう。
以下、戦後、日本で発生した伝統的な諜報活動（技術漏えい事件）の事例を時系列
にそって列挙する。
●事例 1：1971 年（昭和 46 年）7 月

コノノフ事件

在日ソ連大使館付武官補佐官ハビノフ陸軍中佐及びコノノフ空軍中佐が、米軍基地
に出入りしていた通信機器部品の販売ブローカーであるＡに巧みに働き掛けを行い、
多額の現金と引換えに米軍機密資料等の入手を企てていた事件である。警視庁は、Ａ
を刑事特別法違反で検挙した。ソ連側は、スパイの誓約書に署名させた上、交信用の
暗号表、乱数表、タイムテーブル等を手渡し、Ａを本格的スパイに仕立て上げていた。
（焦点第 269 号）
ハビノフは、米空軍機密である F-4 ファントム戦闘機搭載のミサイル、レーダー等
に関するテクニカル・オーダー（技術指示書）の収集を企てていたとの報道がある。
Ａは、昭和 48 年 1 月 11 日、東京地方裁判所において、刑事特別法違反で懲役 2 年、
執行猶予 3 年の判決を受けた。
●事例 2：1976 年（昭和 51 年）1 月

汪養然事件

香港において貿易商社 3 社を経営し、手広く中国貿易を行っていた香港在住中国人、
汪養然は、昭和 46 年ころ、中国情報機関員から「香港において中国と取引する中国人
業者は、祖国の建設と祖国防衛に協力する義務がある」と迫られ、中国との貿易取引
を継続する見返りとして、日本における軍事、産業技術等の情報収集活動を行うよう
指示され、以後、汪養然は、貿易業務を装って頻繁に来日し、内妻宅をアジトに日本
人エージェント数人を利用しながら、
「中ソ国境地図等のソ連関係情報」、
「外国の航空
機エンジン等の軍事関係情報」、「我が国の政治、経済、産業技術に関する情報」等の
幅広い情報収集活動を行い、51 年 1 月に検挙された。（焦点第 269 号）
汪養然は、同年 11 月 16 日、東京簡易裁判所において、外国為替及び外国貿易管理
法違反で罰金 20 万円の判決を受けた。
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●事例 3：1976 年（昭和 51 年）5 月

マチェーヒン事件

昭和 51 年 5 月 12 日夜、東京・池袋において、警視庁の警察官が挙動不審の外国人
２人を職務質問した。その結果、１人は呈示した身分証明書によりアメリカ海軍の空
母「ミッドウェー号」の乗組員Ａ一等兵曹と確認された。しかし、他の 1 人は、パス
ポートの呈示を拒んで逃げようとしたので、出入国管理令違反（旅券等の呈示拒否）
として現行犯逮捕した。その後、逮捕された男は、ソ連のノーボスチ通信社東京支局
特派員マチェーヒン（38）と判明した。マチェーヒンは取調べに対し、ほぼ完全に黙
秘した。一方、Ａ一等兵曹は、50 年 5 月、横浜港祭りを見物中、「あなたの撮った写
真がほしい。」と言葉巧みに近づいたマチェーヒンと知り合い、以後、マチェーヒンか
ら、「子供の誕生日のプレゼントだ。」と称して高価なおもちゃを贈られたり、レスト
ラン等で食事に誘われるなど家族ぐるみの交際を続けてきた。さらに、
「アメリカ海軍
の軍事機密を持って来てくれれば、１件につき 1､000 ドル支払う｡」と持ち掛けられ、
具体的に「ミッドウェー号」の艦載機の電子装置、レーダー装置等に関する機密文書
や暗号表の入手を要求されたが拒否した旨供述した。警視庁は、Ａ一等兵曹の供述そ
の他の状況を慎重に検討した結果、マチェーヒンの行為は「刑事特別法」違反（合衆
国軍隊の機密侵害の未遂罪）に該当すると判断し、51 年 5 月 14 日改めて同人を同法
違反の容疑で逮捕した。5 月 22 日、マチェーヒンは、起訴猶予処分となり、翌 23 日
急遽モスクワヘ向け出国した。（警察白書昭和 52 年）
●事例 4：1987 年（昭和 62 年）5 月

横田基地中ソスパイ事件

在日ソ連大使館員の働き掛けを受けた中国情報ブローカーA と、中国公司関係者か
ら働き掛けを受けた親中団体幹部 B が、在日米軍横田基地従業員 C 及び軍事評論家 D
らとともに、在日米空軍軍事資料の盗み出し・持ち出しグループを形成し、約 8 年間
にわたり、主として米空軍戦闘機、輸送機のテクニカル・オーダー（技術指示書）を、
多額の報酬を得てソ連及び中国に売却していた諜報事件である。B は、A からテクニ
カル・オーダー購入の話を持ちかけられ、訪中の際に公司関係者にテクニカル・オー
ダー・リストを渡し、55 年ころから訪中の都度、同公司関係者から注文を受けて、A
から買い取ったテクニカル・オーダーを中国に売却していた。本事件では、A の自宅
から諜報通信受信用タイムテーブルやマイクロフィルム等が発見された。
（焦点 269 号）
●事例 5：1997 年（平成 9 年）11 月

通商代表部員に係る業務上横領事件（チェルヌ

イーフ事件）
我が国の民間企業の代表取締役 A が、在日ロシア通商代表部員らから多額の報酬を
得て、7 年間にわたって、コンピュータ・ソフトウェアの仕様書、科学技術関係機関の
発行する軍事関係資料等を旧ソ連及びロシアに提供していた事件である。
（焦点 273 号）
Ａは、11 月 4 日、東京地方検察庁に業務上横領で書類送検されたが、起訴猶予処分
となった。
●事例 6：2000 年（平成 12 年）9 月

ボガチョンコフ事件（萩碕事件）
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GRU 機関員とみられる在日ロシア大使館付海軍武官ボガチョンコフ大佐が、日口防
衛交流を奇貨として知り合った海上自衛官から自衛隊内の秘密文書を入手していた事
件である。
警視庁と神奈川県警の合同捜査本部が、同自衛官を自衛隊法違反（秘密漏えい罪）
で検挙した。彼は、同武官から現金等を受け取り、その見返りとして自衛隊内の秘密
文書や内部資料を渡していた。（焦点第 269 号）
ボガチョンコフは、A に対し、我が国の防衛に関する秘密文書である戦術概説（改
訂第三版）、・将来の海上自衛隊通信のあり方（中間成果）の写しや海上自衛隊の内部
資料を要求したとの報道がある。
●事例 7：2002 年（平成 14 年）3 月

元通商代表部員に係る秘密保護法違反事件（シ

ェルコノゴフ事件）
元在日ロシア通商代表部員が、1999 年（平成 11 年）10 月、都内の飲食店におい
て、防衛関連会社社長に対し、米国政府から供与された防衛秘密であるレーザー誘導
ミサイル（「スパロー」）及び赤外線誘導ミサイル（「サイドワインダー」）の仕様書等
を要求した事件である。（焦点第 273 号）
警視庁は、シェルコノゴフを日米相互防衛援助協定等にともなう秘密保護法違反（防
衛秘密の探知収集の教唆罪）で検挙した。
●事例 8：2005 年（平成 17 年）4 月

防衛庁の元技官が「高張力鋼」情報を中国武官

に漏洩
防衛庁の元技官が、潜水艦などに使われる「高張力鋼」と呼ばれる鋼材についての
資料を持ち出し、知人を通じて中国武官に漏えいしていた可能性があることがわかり、
警視庁が関係先を窃盗容疑で家宅捜索した。防衛庁技術研究本部の元技官（63）は､３
年前に退職し、現在は民間企業に再就職している。元技官は防衛庁在任中の 2000 年２
月ごろ、
「高張力鋼」と呼ばれる鋼材に関する資料をコピーして持ち出し、資料は埼玉
県の貿易会社元社長（53）を通じて、中国の武官に渡った可能性がある。警視庁は３
月 12 日、10 数力所の資料を持ち出した窃盗容疑で元技官の勤務先や自動車などを家
宅捜索した。（報道）この事件はスパイ事件として立件されていない。
●事例 9：2005 年（平成 17 年）5 月

サベリエフ事件（東芝事件）

在日ロシア通商代表部員が、2004 年（平成 16 年）9 月ころから 2005 年（平成 17
年）5 月ころにかけて、日本人会社員から、その勤務先の会社の先端科学技術に関する
機密情報等を不正に入手し、対価として日本人会社員に多額の報酬を支払っていた事
件である。（焦点第 273 号）
東芝子会社の元社員（30）は背任容疑で書類送検された。ココム違反として、東芝
機械は 3 年間の対米輸出禁止、東芝本社も 3 年間アメリカでの政府調達禁止の制裁を
受けた。
●事例 10：2006 年（平成 18 年）

在日ロシア通商代表部員らによる窃盗事件
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在日ロシア通商代表部員の工作を受けた日本人の元会社員が、その勤務先の企業が
所有するミサイルの制御や誘導に転用できる「VOA 素子」を窃取し、これを在日ロシ
ア通商代表部員に提供した事件である。（焦点第 273 号）、
警視庁は、2006 年（平成 18 年）8 月 10 日、両名を窃盗罪で東京地方検察庁へ書類
送致した。
●事例 11：2006 年（平成 18 年）1 月

三菱総合研究所の軍事機密漏洩

「在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）」傘下の「在日本朝鮮人科学技術協会（科協）」
（東京都文京区）が、陸上自衛隊の最新型地対空ミサイルシステムに関する研究開発
段階のデータなどが記載された資料を入手していたことが 1 月 23 日、警察当局の調
べで分かった。データはすでに北朝鮮に送られているとみられ、警察当局は資料の流
出経路などについて捜査を進めている。警視庁公安部は 2005 年（平成 17 年）10 月、
無許可で医薬品を販売したとして、薬事法違反容疑の関連先として科協を家宅捜索。
その過程で資料が発見された。（報道）
●事例 12：2007 年（平成 19 年）3 月

イージス艦情報漏洩

2007 年（平成 19 年）1 月 19 日、神奈川県警がひとりの中国人女性を入管難民法違
反容疑で逮捕した際、県警の家宅捜査で押収したフロッピーディスクに秘密扱いにな
っている護衛艦のレーダー情報などがあったと報道された。当時 33 歳だったその妻は
かつて 2 回も不正入国をしていた。窃盗容疑で逮捕された際、不正入国が発覚し、強
制退去処分にあっている。ところが、再び日本に密入国し、横浜の中華街で働いてい
るときに知人の紹介で海上自衛隊の 2 曹と知り合い、2006 年（平成 18 年）の 10 月
に結婚。横須賀市内の 2 曹の自宅に転居した。結婚から 3 ヶ月後の 12 月にオーバー
ステイだと入国管理局に直接出頭し、翌月の 1 月に人管難民法違反容疑で逮捕された。
裁判は 4 月に行われ、懲役 1 年の実刑判決が言い渡された。強制送還ではなく実刑が
言い渡されたことで、2 曹との関係は中国の諜報活動の一環ではないかというハニー
トラップの疑いが濃くなっていった。
一方、海上自衛隊のイージス艦情報漏洩事件で、最高レベルの防衛秘密「特別防衛
秘密（特防秘）
」を含む資料を持ち出したとして、日米相互防衛援助協定等にともなう
秘密保護法違反罪に問われた海上自衛隊 3 等海佐に対し、横浜地裁は懲役 2 年 6 月、
執行猶予 4 年（求刑・懲役 3 年）を言い渡した。（報道）
（2）非伝統的な諜報活動
非伝統的な諜報活動とは、相手国の企業に勤務している技術者等を通じて秘密情報
を含む様々な情報を収集する活動を言う。
2005 年（平成 17 年）に政治亡命した在シドニー中国総領事館の一等書記官だった
陳用林氏は、中国のスパイ活動について日本の週刊誌とのインタビュー ２０で次のよう
に語っている。
「アメリカの軍事技術は、研究所に潜入した中国人スパイによってほと
んど盗まれている。実際、アメリカの国立研究所から中国のスパイが核爆弾やミサイ
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ルの技術を盗み出したというリポートが、99 年にアメリカの下院で報告されている。
軍事技術も、やはりダミー会社にビジネスマンとして派遺されるスパイが、商業取引
を通じて盗むことが多い。さらに大学に留学生や研究生を派遺することもあれば、す
でに留学している人をエージェントにすることにも余念がない。そうした学生たちが
大学を卒業すると軍事関連の企業に就職し、そこでも情報を盗んで中国に送っている」、
また、「同様のスパイ活動は、日本でも行なわれている。オーストラリアには 1000 人
ほどのスパイがいる。だが、日本にはより多くいるはずである。アメリカ同様、日本
の技術も貴重なものだから、研究生やビジネスマンなどに扮したスパイたちが、最先
端の技術を盗んでいる。日本にも数多くのダミー会社があり、そこにビジネスマンと
して赴任した中国人スパイが暗躍している。また、一流大学の留学生の中にも中国の
スパイは数多く入り込んでいる。アメリカのケースと同様に、大学の研究室で情報収
集に励み、さらには企業に就職した後も表向きの仕事とは別に、スパイ活動に従事す
ることになる。」
近年、グローバル化により外国人労働者や留学生が増加している。このような人た
ちを、我が国では「スパイ」ではないかと疑う人はまずいないであろう。しかし、必ず
しも安心できる人ばかりでないことは明らかである。
最近、我が国でも中国人技術者による次のような技術情報漏えい事件が発生してい
る。
●事例 13：2007 年（平成 19 年）3 月

デンソーの中国人社員による電子画面デー

タの国外漏洩事件
勤務先の大手自動車部品製造のデンソー（愛知県刈谷市）から大量の製品図面デ
ータを持ち出したとして、愛知県警外事課と刈谷署は 16 日、横領の疑いで中国籍の
同社社員楊魯川容疑者（41）を逮捕した事件である。
楊容疑者は会社のパソコン１台に社内のデータベース（DB）「量産図面参照シス
テム」から製品の電子図面データ 13 万件以上をダウンロードし、パソコンを自宅な
どに持ち出し、データを私物のハードディスク（HD）などにコピーした疑いがもた
れている。コピーしたのは各種センサー、産業用ロボット、燃料噴射装置など 1700
種の製品に関する図面で、このうち重要ランクのものが 280 種あった。2 月中旬、
会社から事情を聴かれた 2 日後に突然中国に帰国し、3 月 8 日、日本に戻った。私
物のパソコンは意図的に壊されており、証拠隠滅しようとした疑いもある。楊容疑
者は 1990 年（平成 2 年）、東京都内の工学系大学に就学。神奈川県内の企業を経て、
2001 年（平成 13 年）12 月からデンソーに正社員として勤務。日本の永住資格を持
ち、在日中国人でつくる自動車エンジニアの団体「在日華人汽車工程師協会」の副
会長を務めている。来日前は北京の理工系大学を卒業し、中国の軍事関連企業に勤
めていたという。
●事例 14：2012 年（平成 24 年）3 月

中国人従業員による営業秘密の領得事件
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大手工作機械製造会社「ヤマザキマザック」が管理する設計図のデータファイル
を不正に複製したとして、愛知県警が、中国籍の同社社員唐博容疑者を不正競争防
止法違反（営業秘密の領得）容疑で逮捕した事件である。（読売新聞平成 24 年 3 月
28 日）
●事例 15：2012 年（平成 24 年）6 月

国内大手プレス機械メーカーの元従業員を

不正競争防止法違反で逮捕。
国内大手プレス機械メーカーの元従業員甲が在職中に、乙（同社の関連会社元従
業員）の依頼を受け、2009 年（平成 21 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した。甲は同年末に同社を退職した後、
データを複製した CD を乙に手交した。その後、乙が 2010 年（平成 22 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た事例。
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。
（出典：経産省「近
時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」）
（3）経済活動を装った諜報活動
米国の国家対情報局が作成した「外国の経済情報収集および産業スパイ活動に関す
る議会への年次報告(2007 年)」２１によると、経済活動を装った諜報活動には①情報の
要求（ソーシャルエンジニアリング）、②売込みおよび市場取引、③企業の取得（M&A）
、
④学界・会議・見本市への参加、⑤公式訪問及び⑥共同研究の利用等がある。
・情報の要求
直接および間接の情報要求は、対情報コミュニティにより報告される最も頻繁に使
用される手口のリストの最上位に位置し続けている。要求された情報には、秘密に指
定された情報、センシティブ情報、または輸出規制品目に関連した情報が含まれる。
この方法は、外国政府および民間双方の収集家が使用している。
・売込みおよび市場取引
外国企業は、センシティブもしくは秘密に指定された情報、技術、またはプロジェ
クトへアクセスすることができる取引関係を求めて、米国企業に接近にしている。例
えば、外国のビジネスマンは、センシティブ技術に関連した仕事をしている米国の軍
事施設に対して、製品デザイン、ソフトウェア、またはエンジニアリングなどの様々
な頼まれもしない事業提案を持ち込んでいる。
・技術の取得
2007 年度（平成 19 年度）の対情報コミュニティのデータによると、収集家が利用
し続けている取得方法には、第三国やトンネル会社を通しての技術および情報の直接
および間接の買収、ならびに米国企業または技術の直接買収がある。米国の輸出規制
の影響をほとんど受けない米国と緊密な関係国は、しばしばセンシティブな米国技術
の転用を望む国の主要な活動拠点となる。外国の収集家は、米国技術を、架空の会社、
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幾層もの輸送会社、複数の国、又は自由経済圏を通過させるなどして彼らの活動を偽
装している。また、彼らは、彼らの活動を隠蔽するために不正貿易と合法貿易とを混
合している。
・学界、会議、および見本市
これらの公共の場は、外国の収集家にとって、米国の専門家と交流する機会、なら
びにデュアル・ユースおよびセンシティブ技術に関する情報を探り出す機会に溢れて
いる。国防保全局（DSS）は、これらの公開の場での収集が 2007 年度中の不審事案の
4％以上を占めていたことを指摘している。
その他の大規模な国際的イベント、特に、スポーツイベントが、米国に対するさら
なる経済スパイの場として登場してきた。米国企業は、しばしばそれらのイベントの
スポンサーとなり、何千人もの従業員を行事に派遣している。2008 年の中国での夏季
オリンピック、2010 年（平成 22 年）の上海での世界博覧会、および 2014 年（平成
26 年）のロシアのソチでの冬季オリンピックは大きな脅威環境の中で開催されるであ
ろう。この様なイベントは、主催国の情報機関に対して米国民間分野の中に新しい情
報提供者を発見し、評価し、そして勧誘する機会を提供するとともに、企業によって
イベントに持ち込まれた技術を通して当該企業のネットワークおよびデータベースへ
電子的にアクセスする機会を提供するであろう。
・公式訪問
情報および保全機関を含む外国の政府機関は、公式の交流および米国への訪問を通
して頻繁に情報を収集している。訪問先には、軍施設、兵器製造センターおよび国の
研究所が含まれる。2007 年度（平成 19 年度）だけでも、エネルギー省（DOE）への
外国の訪問者は１万人以上であった。その内、4,500 人以上が中国人であった。
・共同研究の利用
最先端の研究開発は、米国と外国の専門家の共同研究としてますます行われている。
最近公表された商務省（DOC）が資金援助して実施された研究においても、
“個々の米
国企業が、彼らの国際的競合企業と協力して、グローバルな研究機関を創設している。
また、米国の大学は、海外に分校を創設し、外国の大学と共同教育プログラムを創造
し、そして、最先端の研究を進める上で外国の学部と連携している。”ことが指摘され
ている。エネルギー省（DOE）は、分野別の研究所を横断した研究には科学的情報の
交換が不可欠であると報じている。多くの政府機関と民間企業は、不正な技術移転お
よび企業秘密の損失を防止するために軽減戦略（mitigation strategies）を採用してい
るが、進行中の多数の共同研究は、人との交流あるいは技術的手段による情報収集の
最高の機会となっている。
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４．不正貿易による技術流出
北朝鮮の核実験やミサイル発射等にも見られるように、大量破壊兵器や通常兵器の
拡散は大きな国際問題となっている。こうした中で我が国は、我が国の安全保障と国
際的な平和及び安全の維持の観点から、国際的な枠組みの中で、大量破壊兵器や通常
兵器の開発・製造等に関連する資機材並びに関連汎用品の輸出やこれらの関連技術の
非居住者への提供について、
「外国為替及び外国貿易法」に基づき、必要最小限の管理
を実施している。これは安全保障貿易管理と呼ばれる。安全保障管理制度の詳細は第
2 章で後述する。
物の輸出については、
「輸出者は、政令で定める特定貨物を特定の地域に向けて輸出
しようとする場合には、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」
（外為法第 48
条第 1 項）、また技術の提供については、「居住者が非居住者との間で、政令で定める
特定技術を特定の地域において、提供することを目的とする取引を行おうとする場合
には、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」
（外為法第 25 条第 1 項第 1 号）
とされているが、無許可による不正輸出、虚偽の申告による不正輸出、無許可による
持ち出しによる事例が少なからず生起している。
以下、無許可による不正輸出、虚偽の申告（品名又は仕向地）による不正輸出、及び
無許可持ち出し（従業員が携行）について、戦後の事例等を紹介する。
（１）無許可による不正輸出
●事例 1：1981 年（昭和 56 年）

堀田ハガネ事件

大阪の特殊鋼輸出商社「堀田ハガネ」が、韓国の大韓重機工業に大量の砲身の半
製品を輸出していた事件である。（神戸地検において不起訴処分）（読売新聞大阪社
会部著『武器輸出』）
●事例 2：1989 年（平成元年）

朝鮮総連傘下団体幹部によるココム違反事件

在日本朝鮮人商工連合会幹部Ｋ（63）は、通商産業大臣の承認を受けず、税関長
に衣類、日用品と偽って申告をした上で、ココム規制対象品であるパソコン等を、
朝鮮総連の関係事務所を経由して、1988 年（昭和 63 年）9 月 5 日、新潟港を出港
する北朝鮮貨客船三池淵号でひそかに北朝鮮へ送り込もうとしていた事件である。
（警察白書平成元年）
●事例 3：1989 年（平成元年）

ダイキン工業ココム違反事件

大手空調機メーカーダイキン工業は、1986 年（昭和 61 年）2 月ころから 1987
年（昭和 62 年）5 月ころまでの間、通商産業大臣の承認を受けず、税関長に虚偽の
品質証明書を作成し、提出するなど、ココム規制対象品であるハロン 2402 をソ連に
不正輸出していた事件である。（警察白書平成元年）
●事例 4：1989 年（平成元年）

プロメトロンテクニクス・ココム違反事件
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機械器具の製造販売及び輸出入を行っているプロメトロンテクニクス社は、1987
年（昭和 62）年 2 月から 3 月の間、ココム規制対象品であるハフニウムワイヤー
（原子炉の制御棒としても転用可能な稀（き）少金属）を、また、同年 6 月から 9
月までの間、同じくココム規制対象品であるマスクアライナー（半導体製造装置）
を、それぞれ通商産業大臣の承認及び税関長の許可を得ず、東ドイツに不正輸出し
ていた事件である。（警察白書平成 2 年）
●事例 5：1991 年（平成 3 年） 大手航空電子機器会社によるミサイル部分品不正輸
出事件
大手航空電子機器会社は、F-4 ファントム戦闘機に装備するミサイルの部分品（ロ
ーレロン）について外国企業から修理の依頼を受け、同部分品を修理の上、シンガ
ポール経由でイラン向けに不正輸出していた事件である。（警察白書平成 4 年）
●事例 6：1994 年（平成 6 年）

中国向けココム違反事件

対中国貿易商社・株式会社トレーターズは、ハイテク兵器に転用可能で、ココム
で共産圏への輸出が規制されている電子機器（イメージ増強管）を中国へ不正輸出
した事件である。（警察白書平成 7 年）
●事例 7：1996 年（平成 8 年）

毒ガスの原材料の北朝鮮への不正輸出事件

毒ガスの原材料になるなどとして輸出禁制品に指定されているフッ化ナトリウム
等がコメ支援船によって北朝鮮に輸出された事件である。（警察白書平成 9 年）
●事例 8：2000 年（平成 12 年） 対戦車ロケット砲専用光学照準器部分品のイラン
への不正輸出事件
通商産業大臣の許可が必要な対戦車ロケット砲専用光学照準器の部分品を同大臣
の許可を受けずにイラン向けに不正輸出した事件である。
（警察白書平成 12 年）
●事例 9：2003 年（平成 15 年） ジェットミル（超微粉砕機）のイランへの不正輸
出事件
ミサイル関連機材として輸出規制されたジェットミル（超微粉砕機）をイラン向
けに不正輸出した事件である。（警察白書平成 16 年）
●事例 10：2003 年（平成 15 年）

直流安定化電源の北朝鮮への不正輸出事件

核兵器等の開発に用いられるおそれがあるものとして、輸出許可が必要な直流
安定化電源を、経済産業大臣の許可なくタイ王国経由で北朝鮮向けに輸出した事
件である。（警察白書平成 16 年）
●事例 11：2004 年（平成 16 年）

周波数変換器の中国への不正輸出事件

核兵器等の開発に用いられるおそれがあるものとして、輸出許可が必要な周波
数変換器を、経済産業大臣の許可なく中国向けに輸出した事件である。
（警察白書
平成 16 年）
●事例 12：2006 年（平成 18 年）

凍結乾燥機の北朝鮮への不正輸出事件
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東京都内の商社の元代表取締役(58)は、14 年 9 月、核兵器等の開発等のために
用いられるおそれがあるものとして輸出許可が必要な凍結乾燥機１台を、経済産
業大臣の許可なく台湾経由で北朝鮮向けに輸出した事件である。
（警察白書平成 19
年）
●事例 13：2007 年（平成 19 年）

無人ヘリコプターの中国への不正輸出事件

静岡県内の自動二輪車等製造販売会社の事業部長（58）ら 3 人は、17 年 12 月、
大量破壊兵器の運搬等に用いられるおそれがあるものとしてその輸出が規制され
ている無人ヘリコプター１台を、経済産業大臣の許可を受けることなく、中国に
向け輸出しようとした事件である。（警察白書平成 20 年）
●事例 14：2008 年（平成 20 年）

真空ポンプ等の北朝鮮への不正輸出事件

東京都内の貿易商社代表取締役（66）は、15 年 7 月、大量破壊兵器の開発等に
用いられるおそれがあるものとしてその輸出が規制されている真空ポンプ等を、
経済産業大臣の許可を受けることなく、台湾経由で北朝鮮向けに輸出した事件で
ある。（警察白書平成 21 年）
●事例 15：平成 21 年（2009 年）

タンクローリーの北朝鮮への不正輸出事件

貿易会社代表取締役（50）は、20 年 1 月、大量破壊兵器等の開発等に使用され
るおそれがあるものとして輸出が規制されている中古タンクローリー2 台を、経
済産業大臣の許可を受けることなく、北朝鮮に輸出するための経由地として、韓
国に不正に輸出した事件である。（警察白書平成 22 年）外為法違反

懲役 3 年、

執行猶予 4 年
●事例 16：2009 年（平成 21 年）

パワーショベルの北朝鮮への不正輸出事件

貿易会社社長らは、大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれがあるものとし
て、経済産業大臣により外為法に基づき輸出許可を要するとの通知を受けていた
パワーショベル１台を、同大臣の許可を受けないで、21 年４月、中国経由で北朝
鮮向けに不正に輸出した事件である。（警察白書平成 23 年）
●事例 17：2009 年（平成 21 年）

高性能工作機械の韓国への不正輸出事件

工作機械メーカー「ホーコス」
（広島県福山市）が、核兵器開発に転用可能な工
作機械を不正輸出したとされる事件である。（MSN 産経ニュース平成 21 年３月
25 日）
●事例 18：2011（年平成 23 年）12 月

炭素繊維不正輸出、クレハ子会社を書類

送検
軍事転用可能な炭素繊維製の板「PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）板」を
台湾などに無許可で輸出したとして、警視庁公安部は 7 日、化学メーカー、クレ
ハの子会社の合成樹脂製造「クレファイン」
（東京・中央）と同社の元管理部長（44）
を外為法違反（無許可輸出）の疑いで書類送検した。
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クレファインが輸出していた PEEK 板は昨年 4 月に規制対象から外れたが、公
安部は意図的に無許可輸出を繰り返しており悪質と判断、立件に踏み切った。輸
出した製品は中国企業に買い取られ、軍事転用された可能性もあるとみている。
（日本経済新聞２２）
（2）虚偽申告による不正輸出
●事例 1：1987 年（昭和 62 年）

東芝機械ココム違反事件

大手工作機械メーカー東芝機械は、ソ連の情報機関員とみられる全ソ技術機械
輸入公団幹部から働き掛けを受けた対ソ連貿易商社和光交易の仲介で、昭和 57 年
12 月から 58 年 6 月までの間に、ココム規制対象品である９軸同時制御の大型金
属工作機械４台を、ココム規制を受けない 2 軸同時制御の工作機械であると偽っ
て通商産業大臣の「非該当証明」を受け、ソ連に不正輸出していた。さらに、同社
は、59 年 6 月及び 7 月、通商産業大臣の承認及び許可を受けずに、上記工作機械
の部品及び修正プログラムをソ連に不正輸出していた事件である。
（警察白書昭和
63 年）
●事例 2：1987 年（昭和 62 年）

東明商事ココム違反事件

在日朝鮮人経営の対北朝鮮貿易商社東明商事は、60 年 11 月から 61 年 8 月まで
の間に、通商産業大臣の承認を受けず、あるいは虚偽の通関手続を行い、あるいは
税関長の許可を受けずに、ココム規制対象品であるシンクロ・スコープ等を北朝
鮮に不正輸出していた事件である。（警察白書昭和 63 年）
●事例 3：1999 年（平成 11 年）

測定装置の中国への不正輸出事件

通商産業大臣の許可が必要な核関連貨物である測定装置を、中国向けを韓国向
けであると偽って不正輸出した事件である。（警察白書平成 12 年）
●事例 4：2006 年（平成 18 年）

三次元測定機の不正輸出事件

神奈川県内の精密機器メーカーの代表取締役社長(67)ら 5 人は、13 年 10 月及
び 11 月、核開発等に転用可能であることから輸出規制されている三次元測定機２
台を、経済産業大臣に対する許可申請の不要な機器であると偽って、シンガポー
ル経由でマレーシア向けに輸出した事件である。（警察白書平成 19 年）
●事例 5：2009 年（平成 21 年）6 月

小型円筒研削盤をミャンマー連邦に向けて

不正輸出
①（有）東興貿易は、2008 年（平成 20 年）6 月、経済産業大臣から許可の申請を
すべき旨の通知を受けたにもかかわらず、必要な経済産業大臣の許可を得ずに、
輸出者名義について事情を知らない第三者とした上で、2008 年（平成 20 年）8 月
及び 11 月、小型円筒研削盤をミャンマー連邦に向けて不正輸出した。
②（有）東興貿易は、2008 年（平成 20 年）９月、経済産業大臣から許可の申請
をすべき旨の通知を受けたにもかかわらず、理研電子(株)と共謀し、輸出者名義を
理研電子(株)とし、最終仕向地をマレーシアと虚偽の輸出申告手続により、必要な
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経済産業大臣の許可を得ずに、2009 年（平成 21 年）1 月、直流磁化特性自記装置
をミャンマー連邦に向けて不正輸出した。
※関係機関の協力によりミャンマー連邦向けの不正輸出は未然に防止された。
（安
全保障貿易情報センター「不正輸出事件の概要」）外為法違反

2 年（執行猶予 4

年）
（3）無許可持ち出し
●事例 1：1987 年（昭和 62 年）

東明貿易ココム違反事件

在日中国人経営の対中国貿易商社東明貿易は、1984 年（昭和 59 年）7 月から
1986 年（昭和 61 年）1 月までの間に、通商産業大臣の承認及び税関長の許可を
受けずに、ココム規制対象品であるシグナル・ジェネレーター（信号発生機）等を
従業員に携帯させて持ち出し、中国に不正輸出していた事件である。
（警察白書平
成 63 年）
●事例 2：1988 年（昭和 63 年）

極東商会等ココム違反事件

対中国貿易商社極東商会及び新生交易は、1985 年（昭和 60 年）6 月ころから
1986 年（昭和 61 年）11 月ころまでの間、通商産業大臣の承認及び税関長の許可
を受けずに、ココム規制対象品であるデジタルメモリー等を従業員に携帯させて
持ち出し、中国に不正輸出していた事件である。（警察白書平成元年）
●事例 3：2012 年（平成 24 年）10 月

輸出規制の炭素繊維の中国への不正持ち出

し
軍事転用される恐れがある炭素繊維が、大阪府内の商社から中国に不正に持ち
出された疑いがあることが捜査関係者などへの取材で分かった。炭素繊維は外為
法で輸出が規制されており、外為法違反や詐欺の疑いも浮上。捜査関係者からは
「戦闘機に使われれば、燃費など中国の軍事レベル向上につながりかねない」との
声も上がっている。
関係者などによると、戦闘機の機体に転用したい中国軍事関係者が最新鋭旅客
機「ボーイング 787」の機体にも使われる東レの最先端の炭素繊維を入手するよ
う、大阪府内の商社に依頼。2009 年（平成 21 年）8 月に、この商社が約 1 キロ
の炭素繊維を経済産業省の許可を得ないまま、中国に持ち出した疑いがあるとい
う。
この商社は東レと取引実績がなかったため、静岡県内のベンチャー企業に東レ
の炭素繊維約 2 トンを 2 千万円で入手するよう依頼。ベンチャー企業は「工場で
生産する水素発生装置のボディーに使う」などと東レ子会社に虚偽説明を行い、
サンプル約 1 キロを確保した。商社はその後、中国側に炭素繊維を手渡したとみ
られている。（産経新聞）２３
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（4）その他（見なし輸出）
次の事例は、見なし輸出に関する大学の取組みを紹介するために付け加えた。米国
の輸出規制では、米国で雇用される外国人が輸出規制されているテクノロジーおよび
テクニカル・データに接することが可能な場合、これらがその外国人が国籍を有する
国に輸出されたものと同様であるという「みなし輸出」という概念を採用している。
我が国政府もこれに準じた、見なし輸出管理を指導している。
●事例：2010 年（平成 22 年）

イラン人留学生の受入を拒否した東工大が敗訴し

た事例
2003 年（平成 15 年）に来日し、2008 年（平成 20 年）に難民認定を受けた男性
は、2010 年（平成 22 年）6 月、がんの放射線治療を研究するため東工大原子炉工
学研究所に入学願書を提出した。大学は、イラン人への核関連分野の教育が行われ
ないよう要請する国連安全保障理事会決議や文部科学省の指導を踏まえ、男性が安
全保障上、管理対象となっている技術情報にアクセスする可能性があるとして同年
9 月、入学を拒んだ。東京地裁は 2011 年（平成 23 年）12 月 19 日、法の下の平等
を保障する憲法と教育の機会均等を定める教育基本法に反すると判断、不許可決定
を無効とした。(日本経済新聞 2011 年（平成 23 年）12 月 20 日)

５．サイバー諜報活動による技術流出
企業活動が情報通信技術への依存度を高める中、情報セキュリティ上のリスクが多
様化・高度化・複雑化している。最近は、防衛関連の企業や政府機関といった、特定の
組織を狙って、機密情報の窃取を目的とする標的型攻撃が注目されている。ある事例
では、PC1 台で 28 種類ものウイルスに感染しているものがあった。その中には、既に
数年前に危険性が指摘され、ウイルス対策ソフトを適切に使用していれば検知できた
はずのウイルスもあったが、その一方でゼロディ攻撃や新種のウイルスが使用された
などの高度の攻撃手法もあった。さらに、狙った企業を直接攻撃するのではなく、関
連会社からアプローチを図ったという巧妙な攻撃手法もあった。このように攻撃手法
の高度化・巧妙化がますます進んでいる。
このような情報の窃取を目的とするサイバー空間における諜報活動をサイバー諜報
活動という。
何故、サイバー空間において諜報活動が活発に行われるのであろうか。それはサイ
バー空間における固有の特徴に理由がある。次の５つの特徴により、サイバー空間は
攻撃側にとって、非常に魅力的な空間となっている。
①匿名性が高い：相手の顔や声を認識することはできず、筆跡、指紋等の物理的痕
跡も残らない。
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②責任の否認が可能である：利口な攻撃者は, 被攻撃国との外交関係が悪く, かつ法
執行機関同士の協力がない国を経由して攻撃を行う。従って, 被攻撃国は、特定の国
又は個人に責任を帰属することができない。
③探知されるリスクが少ない：ソフトウェアに脆弱性はつきものである。このため、
攻撃側が常に有利である。攻撃の発見が遅れるだけでなく、攻撃の被害に遭ってい
る事に気付くことができないこともあり得る。さらに、高度な技術を持った攻撃者
は、自らの攻撃の痕跡を消すために、ログを消去したり改竄したりすることもでき
る。
④膨大な量の情報を瞬時に移動できる：1GB の USB メモリーで約 7.4 年分の新聞
の文字情報が記録できる。現実世界の諜報活動でこれだけの書籍を持ち出すことは
不可能である。
⑤時間的、場所的な制約がない：国境などの地理的制限もなく、地球の裏側から 24
時間攻撃が可能である。
各国の諜報機関は、これまではスパイの養成に時間と金を掛け、彼らを危険な状態
に身を置かせ情報を窃取していた。しかし、今日、世界が相互接続されたネットワー
クを通じて、以前にはアクセスできなかった貴重な情報が埋まった豊かな鉱脈に到達
することができるようになった。そして、疑うことを知らない標的（被攻撃者）にフ
ィッシング電子メールを送ることによって、あるいは放置された脆弱性を利用してコ
ンピュータに侵入するハッキングによって、容易に情報を窃取することが可能になっ
た。このようにサイバー空間の魅力は、従来の諜報活動のコストとリスクに比べて、
ほんの僅かなコストとリスクで大きなリターンを得られることにある。付言するが、
従来からのスパイによる諜報活動も衰えていない。
相手の PC 等から情報を窃取するには幾つかの方法がある。1 つ目は、標的攻撃メー
ルによりマルウェアを挿入する方法である。2 つ目は、ハッキングによりセキュリテ
ィホールを突いて相手の PC 等に侵入し、マルウェアを挿入する方法である。3 つ目
は、マルウェアの入った携帯型記憶装置（USB メモリー等）を PC に挿入し、マルウ
ェアを実行させる方法がある。
現在、我が国で認知・公表されているのは諜報目的のサイバー攻撃のうち、攻撃方
法が分かっているのは標的型メール攻撃だけである。標的型メール攻撃は、メールが
証拠として残っているため判定しやすい。その他のサイバー攻撃については、マルウ
ェアは確認されているが攻撃方法（侵入方法）は判定されていない。
我が国で標的型攻撃が確認・公表されたのが 2011 年（平成 23 年）９月の三菱重工
などの防衛産業への標的型攻撃が最初である。それ以前に標的型攻撃が行われていた
可能性は大きいが、それは、認知・公表されていないのでここに事例として掲載する
ことはできない。
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以下、明らかに情報収集を目的としたサイバー攻撃と情報漏えいに繋がる可能性の
あるサイバー攻撃の事例を標的型メール攻撃とその他の攻撃に区分し、時系列に取り
上げる。
（1）標的型メール攻撃による技術流出
●事例 1：三菱重工業株式会社に対するサイバー攻撃（2011 年〈平成 23 年〉9 月）
2013 年（平成 23 年）9 月、三菱重工業株式会社がサイバー攻撃を受け、最新鋭
の潜水艦やミサイル、原子力プラントを製造している工場等で、約 80 台のコンピュ
ータが外部からの情報窃取を可能とする不正プログラムに感染していた。同月 30 日、
警視庁は三菱重工業株式会社から被害届を受理した。11 月、同社は防衛及び原子力
に関する保護すべき情報の流出は認められなかった旨の調査結果を発表した。
（警察
庁焦点 280 号 2012 年〈平成 24 年〉3 月）
また、IHI、川崎重工業、三菱電機に対しても同様の攻撃があったが、関係省庁か
らのヒアリング調査に対し各社は、現時点で重要な情報の漏えいは確認されていな
い旨回答した。（新聞報道）
●事例 2：衆議院・参議院に対するサイバー攻撃（2011 年〈平成 23 年〉10 月・11
月）
2011 年（平成 23 年）10 月、衆議院のコンピュータが外部からの情報窃取を可能
とする不正プログラムに感染していた。11 月には、全議員の ID 及びパスワードが
流出し、最大 15 日間にわたってメールが盗み見られていたおそれがあるとの報告書
が公表された。また、11 月、参議院のコンピュータも不正プログラムに感染してい
たことが明らかになり、12 月には、ネットワーク構成の変更等の対策が必要である
との報告書が公表された。
（警察庁焦点 280 号 2012 年（平成 24 年）3 月）
●事例 3：農水省、標的型メール攻撃（2012 年〈平成 24 年〉2 月）
農林水産省において、業務上のやり取りのメモが、関係者にメール送信された際
に流出した可能性があり、これが、後日、ウイルスを送り込む標的型メールに添付
され、当省職員のパソコンに送信された。この標的型メールについては、既にアン
チウイルスソフトによりウイルス駆除を実施済であり、ウイルス感染を未然に防止
している。なお、このメモに一般国民の個人情報は含まれていない。
（農水省プレス
リリース 2012 年〈平成 24 年〉2 月 2 日）
2013 年（平成 25 年）5 月 24 日、「農林水産省へのサイバー攻撃に関する調査委
員会」は、
「平成 24 年１月から４月にかけて、５台の職員パソコンから、計 124 点
の行政文書が外部に流出した可能性があることが確認された。また、外部に送信さ
れた可能性のある業務上の情報は、いずれも秘密文書に当たらない農林水産省の情
報の格付及び取扱制限に関する規程に定める“機密性２”以下のものであった。」と
する調査結果を公表した。
（農水省プレスリリース 2013 年〈平成 25 年〉5 月 24 日）
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（2）その他の諜報目的のサイバー攻撃による技術流出
●事例１：外務省の在外公館等に対するサイバー攻撃（2011 年〈平成 23 年〉10
月）
2011 年（平成 23 年）10 月、外務省の在外公館の職員が使用するコンピュータ
等が、情報窃取を目的とする不正プログラムに感染していた。検出された不正プ
ログラムは、外務省のネットワークシステムを標的にした特殊なものであった旨
が報じられた。（警察庁焦点 280 号 2012 年（平成 24 年）3 月）
●事例 2：宇宙航空研究開発機構に対するサイバー攻撃（2012 年〈平成 24 年〉1 月、
11 月）
2012 年（平成 24 年）年１月、宇宙航空研究開発機構（JAXA）において、職員
のコンピュータが不正プログラムに感染したことにより 2011 年（平成 23 年）7
月から 8 月までの間、当該端末の中に入っていた情報、業務中に表示した画面情
報及び米国航空宇宙局（NASA）等のシステムにアクセスするための ID・パスワ
ードが外部に流出していた。さらに、11 月にも、職員のコンピュータが不正プロ
グラムに感染し、ロケットの仕様や運用に関わる情報が流出した可能性があるこ
とが判明した。（警察庁焦点第 282 号 2013 年〈平成 25 年〉3 月）
●事例 3：特許庁、トロイの木馬型ウイルス感染（2012 年〈平成 24 年〉2 月）
内閣官房情報セキュリティセンターからの情報提供に基づいて特許庁内のすべて
の端末（約 4,000 台）を調査した結果、2012 年（平成 24 年）2 月 4 日、このうち 3
台が新種のトロイの木馬型ウイルスを含むウイルスに感染していたことが判明した。
発見されたウイルスは、2 月 5 日中に庁内のすべての端末から駆除済みとなった。
今回のウイルス感染により、特許出願等の未公開情報が特許庁外に流出した事実は
確認されていない。（特許庁プレスリリース 2012 年〈平成 24 年〉2 月 7 日）
●事例 4：原子力安全基盤機構、ウイルス感染（2012 年〈平成 24 年〉5 月）
24 年 5 月 1 日、原子力安全基盤機構のパーソナルコンピュータがマルウェアに感
染し、外部のサイトと通信を行っている可能性について、外部機関から連絡があっ
た。調査の結果、5 台のコンピュータから、外部サイトへの使用者の意図しない通信
が行われていることが確認されたため、速やかに該当サイトへの通信を遮断する措
置を取った。資料等の流出は確認されていない。
（原子力安全基盤機構プレスリリー
ス（2012 年〈平成 24 年〉5 月 2 日）
●事例 5：財務省、PC 数か月情報流出（2012 年〈平成 24 年〉7 月）
財務省では、次期 LAN システム導入に向け、昨今の政府機関への標的型メール攻
撃などによるウイルス感染事案を踏まえ、現行 LAN システムのセキュリティ対策
の総点検を実施したところ、過去に複数の財務省職員用パソコンがウイルスに感染
し、何らかの情報が外部に送信された可能性があることが判明した。なお、ウイル
スの感染経路は不明であるが、既に、ウイルス感染したパソコンの回収や、送信先
32

との通信を遮断するなど必要な措置をとった。（財務省プレスリリース 2012 年〈平
成 24 年〉7 月 20 日）
以下余白
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第2章

我が国の技術流出を防止する枠組み

本章では、技術流出を防止するための現状の政策・制度・法律等を調査する。
我が国の技術流出防止の取組みは、秘密保全、カウンターインテリジェンス、知的
財産（営業秘密）保護、安全保障貿易管理、及びサイバー諜報活動の取締り体制の５
つの枠組みに分類することができる。
政策については、内閣に設置された各種会議がほぼこの分類毎に基本政策・制度を
策定している。しかし、その政策・制度を実現するための法律は、この分類毎に制定
されていない。例えば、法務省が所管する「刑法」、経済産業省が所管する「不正競争
防止法」、経済産業省と財務省が共管する「外国為替及び外国貿易法」、警察庁、経済
産業省及び総務省が共同管理する「不正アクセス禁止法」、防衛省が所管する「自衛隊
法」、厚生労働省が所管する「労働契約法」の中に各種政策を実現するための条項が織
り込まれており、極めて複雑に分散されている。本章では、前述の 5 つの枠組みに対
応した法律・条項を取り上げた。
以下、秘密保全、カウンターインテリジェンス、知的財産（営業秘密）保護、安全保
障貿易管理及びサイバー諜報活動の取締り体制について順次述べる。
さらに我が国は、拡散安全保障イニシアティブ（Proliferation Security Initiative：
PSI）とよばれる大量破壊兵器等の移転及び輸送を阻止するための国際的なイニシア
ティブに積極的に参加している。この活動により大量破壊兵器などの貨物を海上阻止
することができる。そのことは、結果として技術流出防止に繋がるものであり、強制
的な輸出管理であると言える。従って、PSI について本章の最後に付言した。

１．秘密保全体制
秘密保全とは「秘密が部外者や関係者以外の者に漏れないようにその安全を保持す
ること」であると定義できる。
本項では、秘密とは、秘匿することが必要であるものに関する知識及びそれらの知
識に関する文書若しくは図画（電磁的記録を含む）又は物件であって、保護の必要度
に応じて秘、極秘又は機密に指定されたものをいう。
因みに、防衛省の秘密の種類には、法律（日米相互防衛援助協定等にともなう秘密
保護法）で定められた「特別防衛秘密（特定特別防衛秘密）」、
「秘密軍事情報の保護の
ための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国との間の協定（General
Security of Military Information Agreement：GSOMIA）
（以下、GSOMIA と言う。）
で定められた「秘密軍事情報」、自衛隊法で定められた「防衛秘密」、及び防衛省訓令
（秘密保全に関する訓令）で定められた「省秘（一般秘）」の 4 種類がある。
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一方、政府機関では、機密性、完全性、可用性から次の格付けがなされている。機密
度の高い方から機密性 3 情報、2 情報、1 情報と区分され、機密性 2 情報と 3 情報を
「要機密情報」という。完全度の高い方から完全性 2 情報、1 情報と区分され、完全
性 2 情報を「要保全情報」という。可用度の高い方から可用性 2 情報、1 情報と区分
され、可用性 2 情報を「要安定情報」という。また、要機密情報、要保全情報及び要
安定情報を「要保護情報」という。
2013 年 12 月 6 日、特定秘密保護法が成立した。これにより防衛秘密と政府機関の
一部の秘密が特定秘密に指定されることとなった。
（1）秘密保全のための現行法制度
筆者は、2013 年 12 月 6 日に成立した特定秘密保護法は、秘密保全法であると見て
いる。秘密保護には 2 つの側面がある。1 つは秘密の保全であり、もう 1 つはスパイ
対策である。さらに言えば、秘密の保護の裏面には通信保全（暗号保全を含む）もあ
る。通信保全の具体例としては、 国家安全保障に著しい支障を与える恐れのある「外
交に関する秘密」が、もっぱら外交通信が傍受され、秘密が漏えいするという歴史的
事実が挙げられる。
秘密保全とは、既述したが「秘密が部外者や関係者以外の者に漏れないようにそ
の安全を保持すること」であると定義できる。一方、スパイ対策とは、
「外国（外国の
ために働く日本人を含む）による合法的な諜報活動を監視・防止するとともに、非合
法的な諜報活動を探知・処分すること」であると定義できる。今回成立した“秘密保
護”法にはスパイ対策が欠如している。スパイ対策については次項「カウンターイン
テリジェンス体制」で詳述する。
さて、今日の日本の法律で、安全保障に関連する守秘義務を規定している法律は、
国家公務員法（地方公務員法及び外務公務員法は、国家公務員法に準ずる。）、自衛隊
法、
「日米相互防衛援助協定等にともなう秘密保護法」、
「日米安全保障条約第六条に基
づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施にとも
なう刑事特別法」
、
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」である。
また、それぞれの法律には罰則規定が定められている。以下、それぞれの守秘義務に
係る条文のみを紹介する。
○国家公務員法
第百条には「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職
を退いた後といえども同様とする」と規定されており、この規定に違反して秘密を漏
らした者（そそのかし又はそのほう助をした者を含む）は「一年以下の懲役又は五十
万円以下の罰金」に処せられる。
○自衛隊法
第五十九条には「隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。そ
の職を離れた後も、同様とする」と指定されており、この規定に違反して秘密を洩ら
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した者（教唆し、又はそのほう助をした者を含む）は、
「一年以下の懲役又は三万円以
下の罰金」に処せられる。さらに、同法第百二十二条 には、「防衛秘密を取り扱うこ
とを業務とする者がその業務により知得した防衛秘密を漏らしたときは、五年以下の
懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなった後においても、同様と
する」と規定されており、この規定する行為の未遂犯及び過失犯並びに行為の遂行を
共謀し、教唆し、煽動した者も処罰される。ここで、
「防衛秘密を取り扱うことを業務
とする者」とは、① 防衛省職員、② 国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務
に従事する者、及び③ 防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造若しくは役
務の提供を業とする者、と解される。
○「日米相互防衛援助協定等にともなう秘密保護法」
第三条には「特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得
し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの」は、十年以下の懲役に処する
と規定されている。
「特別防衛秘密」とは米国から供与された船舶・航空機・武器・弾
薬などの装備品や資材に関する非公開情報をいう。
○「日米安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍
隊の地位に関する協定の実施にともなう刑事特別法」
第六条には、
「合衆国軍隊の機密で、通常不当な方法によらなければ探知し、又は収
集することができないようなものを他人に漏らした者」は、十年以下の懲役に処する
と規定されている。
○「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」
第六十八条の三には「原子力事業者等及びその従業者並びにこれらの者であつた者
は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密
を漏らしてはならない」と規定されており、この規定に違反した者は、
「一年以下の懲
役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められている。
（2）秘密保全体制の強化
我が国では近年、スパイが絡んだ秘密の漏えい事件の発生に伴い、スパイ対策の一
環として秘密保全体制の強化が図られてきた。
2000 年（平成 12 年）9 月のボガチェンコフ事件（萩碕事件）を受け、防衛省は秘
密保全体制の強化を図った。2001 年（平成 13 年）10 月 29 日に成立した改正自衛隊
法により、防衛上特に秘匿を必要とする秘密を漏えいした場合の罰則が強化される等
の措置が講ぜられた。具体的には、
「防衛秘密」が創設され、処罰の対象に、
「防衛省と
の契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造若しくは役務の提供を業とする者」が含ま
れた。
2004 年 5 月の上海総領事館員自殺事件とこの事件に関連して発覚した海上自衛官
の中国への無断海外渡航事件を受けて、2006 年（平成 18 年）8 月 2 日、安倍晋三官
房長官（当時）は記者会見で、海上自衛隊対馬防備隊上対馬警備所の 1 等海曹が内部
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情報を無断で外部に持ち出していた問題について「警察が捜査中だ」としたうえで、
「防衛庁が扱う情報には漏洩すればわが国の防衛に深刻な影響を及ぼすものもある。
情報の保全に全力で取り組んでもらいたい」と述べた。そして、同年 12 月 25 日、内
閣に「カウンターインテリジェンス推進会議」が設置された。現在、2007 年（平成 19
年）8 月 9 日にこのカウンターインテリジェンス推進会議が策定した「カウンターイ
ンテリジェンス機能の強化に関する基本方針」（図表 2-1 参照）に基づき、「政府機関
の情報セキュリティ対策のための統一基準」や「秘密取扱者適格性確認制度」などが
政府機関において統一的に運用されている。
以下余白
図表 2-1

カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針 ２４

政 府 統 一 特 別 管 理 秘 物的管理

「政府機関の情報セキュリティ対策の

基準

ための統一基準」の厳格な運用

密（注１）に
係る基準

人的管理

①秘密取扱者適格性確認制度（21 年
４月１日施行）
②管理責任体制
③秘密保全研修制度

その他

①カウンターインテリジェンス情報の収集・共有
②カウンターインテリジェンス意識の啓蒙
③事案対処
④管理責任体制

カ ウ ン タ ー イ ン テ リ ジ カウンターインテリジェンス・センター（内閣情報調
ェンス・センター

査室に設置）2008 年（平成 20 年）4 月 1 日に設置

（注１）特別管理秘密：国の行政機関が保有する国の安全、外交上の秘密その
他の国の重大な利益に関する事項であって、公になっていないもののうち、特
に秘匿することが必要なものとして当該機関の長が指定したもの。
2007 年（平成 19 年）8 月 10 日、日本と米国が GSOMIA に署名した。日本政府は、
これまで GSOMIA の締結には慎重であった。ところが、ミサイル防衛システムの導入
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などにより装備品関連以外の機密情報が共有される場面が増えてきた。このため、日
米相互防衛援助協定の範囲外の情報の保護については、これまでは個別案件ごとに了
解覚書を取り交わしていたが、新たに包括的な内容を持つ GSOMIA を締結し、手続き
の簡素化も図った。
GSOMIA とは、米国が同盟関係にある 2 国間で秘密軍事情報を提供し合う際、第三
国への漏洩を防ぐために結ぶ協定である。米国は、約 60 か国とこの協定をそれぞれ締
結している。この協定は、軍事技術だけではなく戦術データ、暗号情報、高度のシス
テム統合技術など有事の際の共同作戦に必要な情報が網羅的に対象となる。秘密情報
活動で得られた情報も含まれるのが一般的とされている。
GSOMIA 第 7 条（秘密軍事情報への職員のアクセス）の（c）号及び（d）号には、
次のように規定されている。
（c）両締結国政府は、政府職員に秘密軍事情報取扱資格を付与する決定が、国家安
全保障上の利益と合致し、及び当該政府職員が秘密軍事情報を取り扱うに当たり
信用できかつ信頼し得るか否かを示すすべての入手可能な情報に基づき行われる
ことを確保する。
（d）秘密軍事情報へのアクセスを認められる政府職員に関して、
（c）に規定する基
準が満たされていることを確保するために、適当な手続が、両締約国政府により
自国の国内法令に従って実施される。
即ち、GSOMIA の締結により秘密取扱者適格性確認制度の法制化が必要となった。
これは、後に締結された「日・NATO 情報保護協定」
（2010 年 6 月 25 日）
、
「日・仏情
報保護協定」（2011 年 10 月 24 日）、「日・豪情報保護協定」（2012 年 5 月 17 日）及
び「日・英情報保護協定」
（2013 年 7 月 4 日）でも同じである。
2008 年（平成 20 年）４月、秘密保全に関する我が国及び諸外国の実情を踏まえ、
我が国にとって真にふさわしい秘密保全法制の在り方について検討を行うため、内閣
に内閣官房副長官（事務）を議長とする「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム」
が設置された。
ここで、秘密取扱者適格性確認制度について簡単に述べる。
近年、我が国の政府機関において部内者による情報漏洩（例えば、2008 年〈平成 20
年〉１月の内閣情報調査室職員のスパイ事件など）が発生しており、部内者に対する
脅威対策が喫緊の課題となっている。部内者脅威を事前排除する有効な一手段と考え
られ、多くの国々で導入されているのが秘密取扱者適格性確認制度である。既述した
ように、我が国では 2009 年（平成 21 年）4 月 1 日から施行されているが、その内容
は公表されていない。適格性確認制度とは、特定の秘密の取扱いについては、その秘
密を取り扱うことについての適格性（信頼性）を確認した者に行わせることとする制
度であるといわれる。そして、その目的は、セキュリティに関して懸念がない人物だ
けが採用されていることを保証すること、及び付与するクリアランス（秘密情報取扱
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資格）に応じたセキュリティ審査を行い、その審査に合格した者だけが、クリアラン
スに該当する秘密へのアクセスが許可される制度である。
2009 年（平成 21 年）7 月 17 日、「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム」に
おける検討を深めるために、各界の有識者から秘密保全法制の在り方について意見を
聴取する「情報保全の在り方に関する有識者会議」が開催された。この会議は非公開
とされた。
2011 年（平成 23 年）8 月 8 日、
「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会
議」が作成・公表した「秘密保全のための法制の在り方について（報告書）」では、刑
罰について、
「防衛秘密の漏えい行為に対する刑の上限が懲役 5 年であることからすれ
ば、本法制における刑の上限も懲役５年とすることが考えられる。しかしながら、刑
事特別法及び日米相互防衛援助協定等にともなう秘密保護法では刑の上限が懲役 10
年であること等を考慮すると、本法制における刑の上限を懲役 10 年とすることも考え
られる。さらに、法定刑を相当程度重いものとする観点からは、懲役刑の下限を設け
ることも検討に値する。」または、「これまでの秘密漏えい事案においては、金銭的対
価をともなうものが少なくないことから、懲役刑に加え、相当程度の罰金刑を併科で
きるようにすることが適当と考えられる。」と罰金刑の導入を推奨した。
「秘密保全のための法制の在り方について（報告書）」の概要は図表 2-2 のとおりで
ある。
図表 2-2

報告書の概要（本調査研究に関連する事項のみ）

秘密保全法 我が国の利益を守り、国民の安全を確保するためには、政府が保有す
制 の 必 要 る重要な情報の漏えいを防止する制度を整備する必要がある。
性・目的
秘 密 と す 本法制で厳格な保全措置の対象とする、特に秘匿を要する秘密を便宜
べ き 事 項 的に「特別秘密」と呼ぶこととする。
の範囲

特別秘密として取り扱うべき事項について、①国の安全、②外交、③
公共の安全・秩序の維持、の 3 分野を対象とすることが適当である。

適 性 評 価 課題

我が国でも既に平成 21 年から国の行政機関の職員を対象に

制度の整

秘密情報(特別管理秘密)の取扱者に対して適性の評価を実施

備

しているが、①法令上の位置付けが必ずしも明確でないこ
と、②国の行政機関からの委託により秘密情報を取り扱う民
間事業者等の職員が対象となっていないこと、③公私の団体
に照会する権限が明確でないこと、などの課題がある。
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適 正 評 行政機関等や民間事業者等において、特別秘密を作成・取得
価 の 対 する業務やその伝達を受ける業務に従事する者について、あ
象者

らかじめ適性評価を実施することが適当である。

実 施 権 国の行政機関の職員についての適性評価は、原則として各行
者

政機関の長をその実施権者とし、委託された民間事業者等の
職員の適性評価の実施権者は、事業を委託した機関における
実施権者とすることが適当である。

評 価 の 調査事項としては、例えば、①人定事項（氏名、生年月日、
観 点 及 住所歴、国籍（帰化情報を含む。）、本籍、親族等）、②学歴・
び 調 査 職歴、③我が国の利益を害する活動（暴力的な政府転覆活動、
事項

外国情報機関による情報収集活動、テロリズム等）への関与、
④外国への渡航歴、⑤犯罪歴、⑥懲戒処分歴、⑦信用状態、
⑧薬物・アルコールの影響、⑨精神の問題に係る通院歴、⑩
秘密情報の取扱いに係る非違歴（非法行為と違法行為）、とい
ったものが考えられる。
また、配偶者のように対象者の行動に影響を与え得る者につ
いて、諸外国と同様、人定事項等を調査することも考えられ
る。

この提言を受け、2011 年（平成 23 年）10 月 7 日、野田政権（当時）は、「政府に
おける情報保全に関する検討委員会」を開催し、翌年の通常国会に秘密保全法案の提
出をめざす方針を確認したと報じられたが、結局、断念した。この秘密保全法案の条
文は公開されなかった。
2013 年（平成 25 年）4 月 16 日、安倍晋三首相は衆院予算委員会で、外交や防衛に
関する情報の管理強化を目的とした秘密保全法の制定について「極めて重要な課題だ。
速やかに取りまとめ、早期に国会提出できるよう努力したい」と述べたと報じられた。
2013 年（平成 25 年）10 月 25 日、安倍内閣は、機密情報を漏らした公務員らへの
罰則強化（10 年以下の懲役）と適正評価の制度を定めた特定秘密保護法案を閣議決定
し、国会に提出した。その提出理由は次のとおりである。
「国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大
するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸
念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要である
ものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用
することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱
者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理
由である。」
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本法案の概要は図表 2-3 のとおりである。
図表 2-3
目的

特定秘密保護法案の概要

我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの
について、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その
他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我
が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

特定

行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関す

秘密

る情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全
保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要で
あるものを特定秘密として指定するものとする。
別表
一

防衛に関する事項
イ

自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研
究

ロ

防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

ハ

ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ

防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

ホ

武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物（船舶を含む。
チ及びリにおいて同じ。）の種類又は数量

ヘ

防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト

防衛の用に供する暗号

チ

武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物
の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

リ

武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物
の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

ヌ

防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途（ヘに掲げる
ものを除く。）

二
イ

外交に関する事項
外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のう
ち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に
関する重要なもの

ロ

安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の

特定

禁止その他の措置又はその方針（第一号イ若しくはニ、第三号イ

秘密

又は第四号イに掲げるものを除く。）
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ハ

安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護する
ことが必要な情報その他の重要な情報（第一号ロ、第三号ロ又は第
四号ロに掲げるものを除く。）

ニ

ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

ホ

外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する
暗号

三

特定有害活動の防止に関する事項

イ

特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止（以下この号
において「特定有害活動の防止」という。）のための措置又はこれ
に関する計画若しくは研究

ロ

特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関から
の情報その他の重要な情報

ハ

ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ

特定有害活動の防止の用に供する暗号

四

テロリズムの防止に関する事項

イ

テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止（以下この号に
おいて「テロリズムの防止」という。）のための措置又はこれに関
する計画若しくは研究

ロ

テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの
情報その他の重要な情報

適正
評価

1

ハ

ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ

テロリズムの防止の用に供する暗号

行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、
その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれ
がないことについての適性評価を実施するものとする。
一

当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を
保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者とし
て特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとな
った者

二

当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価から五
年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが
見込まれる者

三

引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる
事

情があるもの
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2

適性評価は、評価対象者について、次に掲げる事項についての調査を行
い、その結果に基づき実施するものとする。
一

特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項（評価対象者の
家族（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事
情にある者を含む。以下この号において同じ。）、父母、子及び兄弟姉妹
並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号にお
いて同じ。）及び同居人（家族を除く。）の氏名、生年月日、国籍（過去
に有していた国籍を含む。）及び住所を含む。）

二

犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

三

情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

四

薬物の濫用及び影響に関する事項

五

精神疾患に関する事項

六

飲酒についての節度に関する事項

七

信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3

適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項
を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとす
る。
一

前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

二

前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質
問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求める
こと

がある旨
三
4

適正
評価

評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当
該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の
関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさ
せ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求
めることができる。適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところに
より、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を
得て実施するものとする。

罰則

1

特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定
秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処する。

2

人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財
物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アク
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セス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特
定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処する。
3

前項の行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の
懲役に処する。

2013 年 12 月 6 日、特定秘密保護法が成立した。これにより刑罰が強化され、秘密
適格性確認制度が法制化された。ただし、本法の施行は公布から 1 年以内と規定され
ている。
（3）政策課題
ア．セキュリティ・クリアランス制度の確立
特定秘密保護法により、特定秘密の取扱者の適正評価が行われることとなったが、
その具体的な運用要領は明らかでない。筆者は、我が国も、諸外国と同様のセキュリ
ティ・クリアランス制度を確立すべきことを推奨する。
セキュリティ・クリアランス制度は、当該者のクリアランス（秘密情報取扱資格：
例えば極秘情報取扱資格、秘密情報取扱資格などの幾つかのレベルが設定されている。）
と「need to know の原則」に基づき、当該者はクリアランスに該当する秘密へのアク
セスが許可される。言うなれば、国家の機密情報にアクセスするための資格である。
英国のセキュリティ・クリアランス制度について簡単に説明する。英国では適格性
確認制度はセキュリティ審査（Security Vetting）と呼ばれている。英国のセキュリテ
ィ審査には、基礎調査（ Basic Checks：BC）と国家安全保障審査（National Security
Vetting：NSV）の 2 種類がある。
●基礎調査（BC）は、政府機関の採用予定者全員に対して実施される。基礎審査で
は、採用予定者の信頼性を判定するために主として本人が提出する文書等により身元
確認、国籍及び入国資格、職歴、並びに犯罪歴等の確認が行われる。
●国家安全保障審査（NSV）は、クリアランス（秘密情報取扱資格）のレベルによ
って次の３種類がある。
①セキュリティ調査（Security Check：SC）；長期間、頻繁、かつ自由に「極秘
（SECRET）」）レベルの情報及び資産（注８）へのアクセスを必要とする個人を対象
として、個人の犯罪記録、セキュリティ・サービス記録（注９）、信用照会先の確認、
財務調査などが実施される。
②高度審査（Developed Vetting：DV）；長期間、頻繁、かつ自由に「機密」（TOP
SECRET）レベルの情報及び資産へのアクセスを必要とする個人を対象として、セキ
ュリティ調査（SC）で実施される調査に加えて、個人との面談や個人の人柄･性格を良
く知っている人物への信用照会などが実施される。
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③対テロリスト調査（Counter Terrorist Checks：CTC）；テロ攻撃の潜在的目標と
なる要人や施設へのアクセスが必要となる個人を対象として、特に、セキュリティ･サ
ービス記録や犯罪記録が重点的に調査される。
セキュリティ・クリアランス制度は「秘密取扱者適格性確認制度」と密接に関連し
ている。というよりも信頼される「秘密取扱者適格性確認制度」がセキュリティ・ク
リアランス制度の基盤である。今回の特定秘密保護法の制定によりセキュリティ・ク
リアランス制度の基盤である「秘密適格性確認制度の法制化」が実現された。これを
契機に我が国のセキュリティ・クリアランス制度を構築すべきである。

2．カウンターインテリジェンス体制
我が国のカウンターインテリジェンス体制は未整備である。カウンターインテリジ
ェンスの中核はカウンターエスピオナージである。カウンターエスピオナージとは防
諜のことである。防諜とは「スパイの活動を防ぎ、機密・情報などが敵に漏れないよ
うにすること。
（広辞苑）」である。我が国は戦後、諜報・防諜をタブーにしてきた。こ
のため体制整備が進まなかった。最近、カウンターインテリジェンスというカタカナ
表記の下で、カウンターインテリジェンス機能強化の議論がなされるようになった。
スパイは多くの場合、隠密に行動する。時には地下にもぐり活動する。一般的にス
パイ容疑者を特定するためには、盗聴、傍受等の手段とそのための根拠法律が必要で
ある。我が国では幾つかの個別法が策定されている。しかしながら、包括的なスパイ
対策法の制定までには至っておらず、日本は“スパイ天国”と言われる。そのことは、
技術情報の漏えいについて重大な影響を及ぼしている。
ここで、米国政府のカウンターインテリジェンスの定義を紹介する。その定義は、
「カウンターインテリジェンスとは、外国勢力、外国機関、外国人、エージェント、又
は国際テロリスト運動によってか、あるいはそれらに代わって実施されるスパイ行為、
その他のインテリジェンス活動、破壊工作、又は暗殺を特定し、欺き、逆用し、撹乱
し、又は防止するために実施される活動及びそれにより収集されるインフォメーショ
ンをいう。」と言うものである。
（1）カウンターインテリジェンス体制強化の経緯
政府は、2000 年（平成 12 年）のボガチョンコフ事件（萩碕事件）や 2005 年（平成
17 年）の上海総領事館員の自殺事件等のロシア、中国の諜報員が係わった事件が数多
く発生したのを受け、2006 年（平成 18 年）12 月、全省庁の局長クラスからなる「カ
ウンターインテリジェンス推進会議」を設置した。この時、カウンターインテリジェ
ンスというカタカナ表記の用語が我が国で初めて公式に使用された。カウンターイン
テリジェンス推進会議によるカウンターインテリジェンスの定義 ２５は「外国による諜
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報活動を阻止し、情報の漏えいその他国益を害する事態を予防する活動をいう」であ
る。
一方、米国のインテリジェンスコミュニティのカウンターインテリジェンスの概念
は、「米国に対する外国からのインテリジェンス脅威を特定し、対処することである。
インテリジェンス脅威の最重要な懸念事項は、外国のインテリジェンス活動と国境を
越えて活動するテロリストグループなどの非国家主体のインテリジェンス活動である。
カウンターインテリジェンスは、外国からのインテリジェンスの浸透に対して、国家
の機密と資産を防護する防勢的任務と、彼らの目的を打破するために、外国のインテ
リジェンス組織が何を計画しているかを看破する攻勢的任務の双方を有している。２６」
とされている。
米国のカウンターインテリジェンスと比べると我が国のカウンターインテリジェン
スは防勢的任務しか有していないことが分かる。攻勢的任務とは国外での情報収集活
動（諜報活動）を行うことである。これは、対外人的情報収集とも言われる。
ところで、カウンターインテリジェンス推進会議の成果の１つは、
「カウンターイン
テリジェンス機能の強化に関する基本方針」で述べたとおり、カウンターインテリジ
ェンス・センターという新しい組織を設置したことである。しかし、この組織がカウ
ンターインテリジェンス体制の強化にどの程度役に立っているかは不明である。カウ

ンターインテリジェンス推進会議が設置された時、筆者は対外人的情報収集機能の
強化を期待していた。
（2）スパイを取り締まるための法制度
上述したようにカウンターインテリジェンスの主要な機能の 1 つはカウンターエス
ピオナージ（スパイ対策）である。
スパイを取り締まるための法律は、戦前には軍機保護法や国防保安法があり、さら
に刑法に軍事機密漏泄の罰則（第百三十一条）が規定されていた。戦後、我が国にお
いてもスパイ対策法案（スパイ防止法案）が衆議院に提出されたが廃案となった経緯
がある。すでに四半世紀を経たが、スパイ対策法は制定されていない。今日、スパイ
を取り締まるための法律と言えるのは以下のとおりである。
○「日米相互防衛援助協定等にともなう秘密保護法」
第三条には、
「わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法
で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者」は、十年以下の懲役に処すると規定さ
れている。
○「日米安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊
の地位に関する協定の実施にともなう刑事特別法」
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第六条には、
「合衆国軍隊の機密を、合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的
をもつて、又は不当な方法で、探知し、又は収集した者は、十年以下の懲役に処する」
と規定されている。また同法には、
「施設又は区域を侵す罪」や「軍用物を損壊する等
の罪」、「制服を不当に着用する罪」等も規定されており、スパイの諜報活動のみなら
ず、破壊活動も取り締まる条文が定められている。
上記の 2 つの法律は、一見十分なスパイ防止法に見えるが、米国軍隊の機密を保護
することを目的としており、日本の機密を保護することを目的としていないという不
備がある。
○不正競争防止法
不正競争の防止を目的として、1993 年（平成 5 年）5 月に制定された（旧）不正競
争防止法では、適用対象が、同業などのライバル会社に対して営業面で重要な情報を
漏らし、公平な競争が妨げられた場合に限られ、しかも、海外を含めて情報の流出先
を特定する必要があるため、立件自体が難しく、スパイが起訴されたケースはこれま
で一度もなかった。
ところが、海外への日本企業の情報流出が深刻化する中、2009 年（平成 21 年）度
に本法は改正され、目的の如何を問わず、営業秘密を取得した者を取り締まることが
できるようになった。経済産業省が作成した不正競争防止法説明資料では、改正趣旨
について次のように述べている。
「現行法においては、構成要件上“不正の競争の目

２７

的”が要求されていることから、不正の利益を得るため海外政府等に営業秘密を開示
する行為や、保有者を単に害するため営業秘密をネット上の掲示板に書き込む愉快犯
的な行為など競争関係を認め得ない場合は処罰の対象外であった。しかし、こうした
行為も営業秘密に対する違法性（当罰性）の高い侵害行為として処罰対象とする必要
がある。他方で、不正な行為によるものとはいえ、保有者のために行った場合や正当
な目的で行った場合には構成要件に該当するものとすべきではない。そこで、正当な
目的等で行われる場合を処罰範囲から明確に除外しつつ、当罰性の高い行為を処罰対
象とするため、「不正の競争の目的で」を、「不正の利益を得る目的で、又はその保有
と

り か が い

者に損害を加える目的で」
（図利加害目的）と改めた。」
この改正不正競争防止法により、従業員、とくに外国人従業員による産業スパイ行
為などにより、日本企業の技術情報が他国のライバル企業に流出したり、軍事転用さ
れたりするのを防止することが可能となった。事実、2012 年（平成 24 年）３月、愛
知県警は産業スパイ行為を働こうとした可能性がある中国人社員を不正競争防止法違
反（営業秘密の領得）容疑で逮捕した。産業スパイの絡んだ技術情報の流出の事例 14
「中国人従業員の営業秘密の領得事件」がこの例である。
○外為法
我が国の安全保障輸出管理制度は、
「リスト規制」と「キャッチオール規制」の２つ
から成り立っている。そして、外為法を根拠として、輸出貿易管理令及び外国為替令
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の別表でリスト規制・キャッチオール規制の対象となる貨物・技術が明示されている。
安全保障輸出管理制度の第４項で述べる。
第 1 章第 4 項「合法な貿易を装った技術流出」で紹介したように、多くの合法な貿
易を装った技術流出が外為法により未然に阻止されている。
しかし、旧外為法では、日本に短期滞在する者が国内で取得した機微技術を国外に
送付する場合や、機微技術を記録した USB メモリー等を持ち出し国外で提供する場
合の規制が不十分であった。ところが、2009 年（平成 21 年）11 月に施行された改正
外為法では、安全保障上懸念のある技術の対外取引をすべて許可対象にするとともに、
これを確実に実施するため、USB メモリー等の国境を越えた持ち出しについても許可
対象とし、さらに無許可輸出等について罰則を強化するとともに不正な手段による許
可取得を罰する規定を導入した。
これにより、例えばロケットやミサイルに転用できる技術情報を外国人従業員や短
期滞在者（留学生を含む）が取得し、外国に電子メールで送信、あるいは他人に提供
する目的で USB メモリー等に情報を入れて国外に出た場合でも、取り締まることが
できるようになった。
（3）政策課題
2013 年（平成 25 年）12 月 17 日、安倍内閣は「国家安全保障戦略」を発表した。
しかしこの中に、カウンターインテルジェンスに係わる記述は見当たらない。国家と
してのカウンターインテリジェンスに対する認識の低いことを表している。また、国
家安全保障会議（日本版 NSC）も設置され、今後は多くの安全保障・外交政策の国家
としての指針が策定されることが期待されるが、カウンターインテリジェンスに係わ
る施策の策定に係わる活動の活発化を期待する。さらに、以下に示す事項の積極的な
推進を期待してやまない。
ア．スパイ防止法の制定
（ア）スパイ防止法の現状
我が国では、スパイを取り締まるための法律が未整備である。また、日本にはスパ
イや産業スパイの定義がない。このため、標的を探知するなどのスパイ行為を直接取
り締まることができない。
スパイ対策には 2 通りの方策がある。1 つは、一般に秘密保全といわれる予防措置
である。予防措置には標的（人的、物的）の防護強化や外国情報機関員等の合法的な
諜報活動の監視などがある、もう 1 つは、外国情報機関員等の非合法の諜報活動を探
知し、スパイを逮捕する制圧行為である。制圧行為の法的根拠となるのがスパイ防止
法である。
我が国では、すでに戦後 68 年を経たがスパイ活動防止法は未だ制定されていない。
ただし、1980 年代前半には、コズロフ事件（1980 年〈昭和 55 年〉
）やレフチェンコ
証言（1982 年〈昭和 57 年〉）などの一連のスパイ事件が生起し、スパイ活動防止法の
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必要性が自民党内において活発に議論されるようになった。当時の中曽根総理は、国
会答弁で「日本ぐらいスパイ天国であると言われている国はない（1985 年〈昭和 60
年〉第 102 回参議院決算委員会）」と述べている。このような中、我が国においてもス
パイ活動防止法案が衆議院に提出されたが廃案となった経緯がある。すでに四半世紀
を経たが、スパイ対策法は制定されていない。
（イ）スパイ防止法の必要性
外交、防衛、及び経済等の重要政策に関する情報の漏洩は国家の安全保障や経済的
利益等に損害を与える。また、最先端技術等の企業秘密の漏えいは、直接、企業に大
きな金銭的損失を与えるとともに、企業ひいては国家の国際競争力を低下させるであ
ろう。また、政府の武器輸出三原則の緩和の決定を受け、今後、米国をはじめとする
安全保障の協力関係国との「防衛装備品の国際共同開発・生産」が進展するであろう。
このような中での重要な技術情報の漏えいは、我が国の国益を損なうとともに国際的
な我が国の信頼低下につながる。さらに、スパイ活動防止法の必要性は上記の実質的
な利害の他に以下のような様々な側面がある。
1 つ目は、スパイ活動防止法の制定は世界の常識である。諸外国では、インテリジェ
ンス活動は政府の通常の機能であると考えられており、行政機関の１つとしてインテ
リジェンス組織を保有し、そして、国内外でインテリジェンス活動を行っている。国
外におけるインテリジェンス活動の１つがスパイ活動である。スパイ活動を防止する
ための法的手段を整備することは国際社会の常識である。
2 つ目は、スパイ行為に対する抑止力である。外国から日本は「スパイ天国」である
と侮られるようでは、スパイをのさばらせることになるであろう。これは主権国家の
威信にかかわる問題である。
3 つ目は、諸外国からの信頼の獲得である。軍事情報の交換や国際共同開発・生産が
進展する中で、諸外国の信頼を得るためには分かりにくい個別法での対処でなく、包
括的なスパイ防止法が不可欠である。
イ．犯罪捜査のための通信傍受要件の緩和
上記のように、我が国には他国のようにスパイを直接取り締まる法律がなく、司法
当局は他国と比べ、厳しい対応を迫られている。例えば、スパイは多くの場合、隠密
に行動する。時には地下にもぐり活動する。この様に隠密に行動するスパイを探知す
る手段には、一般に①隠密の人的情報源（協力者や情報提供者）、②指定監視（尾行や
監視）、③通信傍受（電気通信による通話の傍受、手紙や電子メールの開封）、及び④
侵害的な監視（家又は車の中での盗聴）がある。
近年のインターネットの普及により通信手段として電子メールが使われるように
なったのに伴い、通信傍受がスパイを探知する重要な手段となってきた。通信傍受と
は、電気通信の伝送路の途中に装置を取り付け、会話を傍受することである。
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我が国では、2000 年（平成 12 年）11 月に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法
律」が施行された。 この法律は、我が国において犯罪捜査のための通信の傍受を合法
として認めた最初の法律である。この時期に制定された背景には、組織的な犯罪では
インターネットの普及に伴い IP 電話や電子メール等の通信手段が利用されるように
なったこと、通信傍受制度を整備することが国際的な要請となってきたことなどが挙
げられる。この法律は捜査手段としての通信傍受の要件、手続について次のように規
定している。①通信傍受が許容される犯罪は、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密
航の罪、及び組織的殺人のみ、②傍受対象とする通信の種類は、電話（固定及び移動）、
ファクシミリ、コンピュータ通信（電子メール、IP 電話）などで電話番号やアドレス
等により特定できるもの、③通信傍受は、裁判官から発付される傍受令状に基づいて
行われる。④傍受してよい通信は、傍受令状に記載された通信のみ、⑤傍受終了後、
原則 30 日以内に傍受された通信の当事者に対して傍受したことを通知しなければな
らない。また、傍受の実施の手続についても、傍受の実施時における通信事業者等の
常時立会い、傍受した通信すべてを録音等で記録し、これを封印して裁判官が保管す
るなど、諸外国よりもより厳格な手続が定められている。
このように、この法律は通信傍受の対象となる犯罪を限定し、さらに、
“犯罪が行わ
れたと疑うに足りる十分な理由”がなければ通信傍受は許可されない。これでは、隠
密に行動するスパイ（組織）に対応するのは困難が生じることとなる。
付言するが、通信傍受には司法的傍受と行政的傍受がある。上述した我が国の「犯
罪捜査のための通信傍受に関する法律」に基づく通信傍受は司法的傍受である。元内
閣情報調査室長の大森義夫氏は、その著書の中で、
「行政的傍受は日本では認められて
いない。しかし、この制度のない先進諸国は存在しない。内務大臣または司法大臣、
ニュージーランドなどでは総理大臣の書面による許可状によってインテリジェンス機
関が実施する。傍受の対象はインテリジェンスの対象である。例をあげれば。冷戦時
代のソ連大使館、館員ならびにソ連の指示で動いている自国民は傍受の対象である。」
と述べている。行政的傍受の実施には、
“スパイ防止法の制定”が前提となるであろう。
ウ．防諜機関の創設と監視システムの整備
我が国のカウンターインテリジェンス上の最大の欠落事項は、米国の FBI や英国の
MI5 のような専門の防諜組織（相手国内あるいは自国内においてスパイに関する秘密
情報を入手している組織）を保有していないことである。我が国では、外国の防諜機
関の一部の役割を果たしている行政機関としては、主として警察庁警備局（警視庁公
安部）と公安調査庁が挙げられる。また、輸出入貨物の通関を行う財務省税関は、不
正輸出摘発という法執行機関としての役割を果たしている。
その他の行政機関は自己組織の職員の守秘義務違反による情報流出・漏洩の防止に
取り組んでいるに過ぎない。このように我が国は、スパイに対応する体制も能力も不
十分である。
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防諜組織の設置に関しては、ガバナンス、特に防諜組織の監視システムが論点とな
る。防諜組織は国民を常に盗聴・監視している“秘密警察”であると思われがちであ
る。そこで、防諜組織に対する監視システムは不可欠となる。民主主義の社会で諜報
機関がその活動を阻害されずに、かつ出来る限りの透明性を確保するため、諜報機関
が法律により規制され、かつ厳しく監視されることが必要である。特に、監視システ
ムは、諜報組織が法律の範囲内で活動し、その活動が目的に合致しかつ必要であるこ
とを保証するものである。
例えば、英国の監視システムは閣僚、議会及び司法による 3 つのシステムで行われ
ている。まず、閣僚による監視システムは、MI5 を含む情報機関の政策を常時チェッ
クするために、内閣に「情報に関する閣僚委員会」（Ministerial Committee on the
Intelligence Services：CSI）と、この委員会を補佐する下部組織として情報担当事務
次 官 を 議 長 と す る 「 情 報 に 関 す る 事 務 次 官 委 員 会 」（ Permanent Secretaries ’
Committee on the Intelligence Services：PSIS）の双方が設置されている。次の議会
よる監視システムは、首相によって指名される超党派の 9 名の議員で構成される「情
報委員会（Intelligence and Security Committee：ISC）」であり、MI5 を含む情報機
関に対する監視を行っている。最後に、司法による監視システムは、①国務大臣が発
行する令状・許可の発行・付与状況を調査する情報サービスコミッショナー
（Commissioner for the Intelligence Services）、②国防省や法執行機関の行う封書の
開封、通信の傍受及び通信データの取得に関する令状・許可の発行・付与状況などを
調査する通信傍受コミッショナー（Commissioner for Interception）、③MI5 を含む情
報機関が行った行為又は通信の傍受に関する個人からの訴えを調査する調査権限審判
所（Investigatory Powers Tribunal）から構成される。
以上のように、防諜組織を創設する時には、併せて防諜組織に対する監視システムを
整備することが必要である。
エ．インテリジェンス常任委員会の国会設置と委員（国会議員）の守秘義務の新設
防諜（カウンターインテリジェンス）組織は危険な側面を有している。かつて英国
の防諜機関（MI5）は、2 つの疑惑に大きく揺れた。１つは 1959－1965 年に MI5 長
官であったロジャー・ホリスがロシアのスパイであったという疑惑 である。もう１つ
は、ハロルド・ウイルソン労働党政権（1974 年 3 月－1976 年 4 月）弱体化の陰謀の
疑惑 である。これらの 2 つの厳しい経験を経て、英国は前項に述べたような防諜組織
を監視するシステムを構築してきた。苦い経験を通じて完成された監視システムを大
いに参考にすべきであろう。
その取り扱う事柄の性格上、インテリジェンス常設委員会の多くは秘密会となるで
あろう。国会法第 52 条 2 項は「委員会は、その決議により秘密会とすることができ
る。」とされている。
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そして、秘密会を開催する際に問題となるのは委員の守秘義務である。特別職公務
員である国会議員には守秘義務が課されていないが、内閣総理大臣、国務大臣、副大
臣（内閣官房副長官を含む）及び大臣政務官については、
「国務大臣、副大臣及び大臣
政務官規範」
（2001 年〈平成 13 年〉1 月 6 日閣議決定）において「職務上知ることの
できた秘密を漏らしてはならない。
（中略）これらについては、国務大臣等の職を退任
した後も同様とする。」と規定されている。ただし、これらの規定に違反した場合の罰
則は定められていないのは問題である。
既述したように、我が国の指導者層の国家意識・国益意識は希薄だと言わざるを得
ない。岡田元副総理は 2012 年（平成 24 年）3 月 2 日の記者会見で、
「外交を進めるた
めには、与野党の議員が外交機密を共有しながら議論することは必要で、その際は公
務員と同じ守秘義務をかけるべきだ」と述べている。
憲法 51 条は、
「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外
で責任を問はれない。」と免責特権を定めている。インテリジェンス常設委員会の所属
委員には、何らかの規範を定め、この免責特権を一時的に返上させるべきであろう。
オ．既存のカウンターインテリジェンス機能の充実・強化
上記の「スパイ防止法の制定」や「防諜機関の創設」の実現には時間がかかるであ
ろう。そのため、当面の問題に対処するために、現有の組織の充実・強化を図る必要
がある。
「意図せざる技術流出の防止対策」や「不正貿易による技術流出の防止対策」にお
いては、信頼できる相手と取引を行うことが求められる。国内の民間企業では外国企
業によってもたらされるリスクを正しく評価することは困難な部分もある。従って、
国家機関が外国企業によってもたらされるリスクを正しく評価し、関連する企業にそ
の情報を提供することが期待される。
内閣情報調査室に設置されている「カウンターインテリジェンス・センター」がこ
の任務に最適と考える。カウンターインテリジェンス・センターは、2007 年（平成 19
年）8 月、カウンターインテリジェンス推進会議が策定した「カウンターインテリジェ
ンス機能の強化に関する基本方針」で創設が決定され、2008 年（平成 20 年）4 月 1 日
に設置された。その業務については公表されていないので詳細は不明であるが、テロ
リスト情報等の関連情報の共有を目的としているようである。
強化されたカウンターインテリジェンス・センターには、国家機関が外国企業によ
ってもたらされるリスクを正しく評価する他、相手国が我が国のどの技術を、どのよ
うな方法で窃取しようとしているかを看取することが期待され、かつ求められるもの
と考える。さらに、我が国自身は気が付いていないが、保護されず、放置されている
相手国にとっては垂涎の技術を選定し、その技術の保護について注意を喚起すること
が期待される。
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即ち、強化されたカウンターインテリジェンス・センターには、我が国の産業力の
低下及び安全保障上の脅威に繋がる技術（以下、
『国家安全保障上の重要技術』という。）
を選定し、その技術の保護に貢献することが求められる。

3．知的財産（営業秘密）の保護体制
従来、財産とは、土地や物等の有形物との認識が一般的であった。しかし、近代に
はいり、著作物やアイディアの価値が認められ、人間の知的な創造活動から生まれた
技術上の情報やアイディア、営業上の情報・信用等、形のない“物”が財産として扱わ
れるようになった。これらは一般に知的財産と呼ばれ、それにともなう権利は総称し
て「知的財産権」
（または、知的所有権）と呼ばれている。
知的財産保護に関する国際的な枠組みとして、1883 年（明治 16 年）に知的財産権
の保護に関する最初の国際条約である「工業所有権の保護に関するパリ条約」が作成
され、1886 年（明治 19 年）には著作権に関する条約である「文学的及び美術的著作
物の保護に関するベルヌ条約」が締結された。さらには世界貿易機関（WTO）諸協定
の 1 つとして「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights：TRIPS）が 1995 年に締結された。
我が国では、明治時代から、相手の商品を模倣したり、著名な商品名にただ乗りす
るなどの形で、不正競業と呼ばれる行為は広く行われていた。そのため、市場におけ
る営業上の権利に係る商法（1890 年（明治 23 年））や商標条例（1884 年（明治 17 年）
などの法律が制定されていた。だが、不正な行為や不法行為（民法 709 条）の適用の
要件については、大正時代初期においては、きわめて限定的であり、厳格な運用はな
されてこなかった。
我が国において、知的財産保護のための本格的な法律が制定されたのは、1934 年（昭
和 9 年）に「工業所有権の保護に関するパリ条約ヘーグ改正条約」を批准するにあた
り、旧不正競争防止法（昭和 9 年法律第 14 号）が制定されたときである。旧不正競争
防止法は、1993 年（平成 5 年）に全面改正され、現在の形となっている。
2002 年（平成 14 年）になると、
「知的財産立国」実現に向けた政府の基本的な構想
である「知的財産戦略大綱」が策定された。爾後、国の知的財産政策を受けて不正競
争防止法等が改正されてきた。
知的財産保護に関連する法律には、特許法、実用新案法、意匠法、商標法という、い
わゆる工業所有権四法、著作権法、不正競争防止法、半導体集積回路の回路配置に関
する法律、及び種苗法などがある。しかし、本項では、技術流出の防止という本調査
研究の目的から、不正競争防止法の営業秘密の保護について述べる。
（1）知的財産権制度２８
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人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与
えるようにしたのが知的財産権制度である。知的財産権は、様々な法律で保護されて
いる。
知的財産を類別すると、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著
作権、著作隣接権、育成者権、営業秘密等に分けることができる。
知的財産権は、登録により発生するものと、創作等により直ちに発生するものがあ
る。知的財産権のうち産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）については
特許庁に、回路配置利用権は（財）ソフトウェア情報センターに、また、育成者権は農
林水産省に、それぞれ登録することにより権利が発生する。なお、著作権は著作物を
創作した時点で、著作隣接権は実演等を行った時点で、それぞれ権利が発生するため、
登録の必要はない。ただし、譲渡など権利の明確化のために登録制度(文化庁)が設けら
れている。
また、不正競争防止法による不正競争行為によって営業上の利益を侵害され又は侵
害されるおそれのある者は、不正競争行為の停止・予防請求、損害賠償請求権が認め
られている。
なお、知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の４つを「産業財
産権」といい、特許庁が所管している。産業財産制度は、新しい技術、新しいデザイ
ン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発への
インセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を
図ることを目的としている。知的財産制度の概要は図表 2-4 のとおりである。
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図表 2-4

知的財産権制度の概要２９

（2）知的財産政策
我が国産業の国際競争力の強化、経済の活性化の観点から知的財産の重要性が高ま
る中で、2002 年（平成 14 年）2 月 25 日、我が国として知的財産戦略を早急に樹立し、
その推進を図るため、「知的財産戦略会議」を開催した。
同年 7 月 3 日、
「知的財産立国」実現に向けた政府の基本的な構想である「知的財産
戦略大綱」を策定した。
同年 12 月 4 日、内閣に知的財産戦略本部を設置し、知的財産の創造、保護、活用及
び人材の確保に関して施策を行うことを明記した。
知的財産戦略大綱の中で、営業秘密の不正取得等に対する刑事罰の導入と、
「企業が
営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定できるよう、参考とな
るべき指針を 2002 年度中に作成する」ことが盛り込まれた。これを受けて、経済産業
省は、2003 年（平成 15 年）1 月 30 日、「営業秘密管理指針」を策定した。
同大綱の中で、
「企業のノウハウを始めとした技術の海外への『意図せざる』移転の
防止を図るため、企業の技術管理・活用戦略の在り方について、企業自らが各企業内
の組織整備等を含む戦略的なプログラムを策定できるよう、参考となるべき指針を
2002 年度中に公表する。」ことが要請された。これを受けて、経済産業省は、2003 年
（平成 15 年）3 月 14 日、
「技術流出防止指針」を策定した
また、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進することを目的とし、2002
年（平成 14 年）12 月 4 日、知的財産基本法が公布され、2003 年 3 月 1 日に施行され
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た。そして、本法に基づき、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的か
つ計画的に推進するため、内閣に「知的財産戦略本部」が設置された。
さらに、知的財産戦略大綱において、
「企業自らが、知的財産を自社の競争力の源泉
として経営戦略の中に位置づけ、それを事業活動に組み入れることにより、収益性と
企業価値の最大化を図るとともに、それに併せた知的財産のグローバルな戦略的取得・
管理を行うための戦略的なプログラムを策定できるよう、企業の実態を踏まえつつ
2002 年度中に参考となるべき指針を策定する。」ことが要請された。これを受けて経
済産業省は、2003 年（平成 15 年）3 月 14 日、「知的財産の取得・管理指針」を策定
した。
2013 年（平成 25 年）6 月 7 日、知的財産戦略本部は、
「知的財産戦略大綱」が策定
されてから 10 年を経過し、予想をはるかに超えるスピードで進むグローバルネットワ
ーク化、新興国の台頭を背景とする各国間での知財システム競争の出現、知財の保護
から活用への視点の転換及び知財マネジメント人財の育成の喫緊性の高まりといった
環境変化に柔軟に対応すべく、そして、今後 10 年を見据えつつ、①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、②中小・ベンチャー企業の知財マネジメント
強化支援、④デジタル・ネットワーク社会に対応した環境整備、④コンテンツを中心
としたソフトパワーの強化、を４本の柱とした、
「知的財産政策ビジョン」を策定した。
知的財産政策の沿革（まとめ）は下の囲み記事のとおりである。
知的財産政策の沿革（まとめ）
2002 年（平成 14 年）2 月 25 日 知的財産戦略会議の設置
同年

7 月 3 日 「知的財産戦略大綱」を策定

同年

12 月 4 日 知的財産基本法を公布

2003 年（平成 15 年）1 月 30 日 「営業秘密管理指針」を策定
同年

3 月1 日

知的財産基本法を施行

同年

同日

知的財産戦略本部を設置

同年

3 月 14 日 「技術流出防止指針」と「知的財産の取
得・管理指針」を策定

2013 年（平成 25 年）6 月 7 日

「知的財産政策ビジョン」を策定

（3）営業秘密保護制度３０
日本における営業秘密の保護は、1990 年（平成 2 年）の不正競争防止法改正によっ
て法律上明確に位置づけられたが、その後も、アジア諸国等の生産コストの低い国々
の経済力が増すに連れ、競争力を確保するためには技術やノウハウなどの知的財産を
保護することの重要性がますます高まってきた。このような状況を背景に、政府は、
2002 年（平成 14 年）7 月に知的財産立国を目指して知的財産戦略大綱を策定し、営
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業秘密の強化を打ち出した。これを受けて、経済産業省は、各企業からの営業秘密や
意図せざる技術流出を防止するための対策の指針として、2003 年（平成 15 年）に「営
業秘密管理指針」及び「技術流出防止指針」を策定・公表した。
ア．不正競争防止法
（ア）沿革
●2005 年（平成 17 年）の改正
グローバルな競争が激化する中で、企業が中期的にその競争力を維持していくた
めには、企業がそれぞれに持つ強みを維持・強化し、供給・開発・販売力等において他
社の追随を許さないことが鍵となる。そこで、2005 年（平成 17 年）の不正競争防止
法の一部改正において、わが国における営業秘密の保護を強化するため、刑事上の措
置が追加された。すなわち、2003 年（平成 15 年）の改正時に新設された営業秘密侵
害罪においては処罰の対象とされていなかった、①日本国内で管理されている営業秘
密を国外で使用・開示する行為、及び、②営業秘密が関係する民事訴訟における裁判
所の秘密保持命令に日本国外で違反する行為を新たに処罰の対象とした。また、③退
職者による媒体取得・複製を伴わない営業秘密の不正使用・開示行為についても、在
職中に申し込みや請託があるようなケースについては処罰の対象とした。
さらに、営業秘密侵害罪は、会社を挙げて行われることが多いことから、法人処罰
規定が設けられた。営業秘密にアクセスする権限がない者が行った営業秘密侵害罪の
犯人の属する法人について、新しく法人処罰（１億 5,000 万円以下の罰金）を導入し
た 。
営業秘密侵害罪に相当する開示によって営業秘密を取得した後に、その営業秘密の
使用・開示行為を行っても、従来は刑法上の共犯が成立する場合を除いて不可罰であ
ったが、これでは第三者を介することによって容易に処罰を免れることになってしま
うので、この行為自体を行った者自身を正犯とした 。
不正競争防止法違反の罪の刑罰についても、それまでの｢3 年以下の懲役又は 300 万
円以下の罰金｣から、「5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金又はこれを併科」
とした。
●2006 年（平成 18 年）改正
営業秘密侵害罪の罰則について、それまで「５年以下の懲役若しくは 500 万円以下
の罰金又はこれを併科」だったのを、抜本的に強化して「10 年以下の懲役若しくは
1,000 万円以下の罰金又はこれを併科」とした。法人処罰についても、
「１億 5,000 万
円以下の罰金」を「3 億円以下の罰金」に引き上げた。
●2009 年（平成 21 年）改正
2006 年（平成 18 年）の法改正後も、営業秘密侵害罪について、その処罰範囲が過
度に限定されており、営業秘密侵害行為に対する適切な抑止力となっていないなどの
問題点が指摘されるようになり、同罪の処罰範囲の見直しを求める要望が高まったこ
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となどから、2009 年（平成 21 年）の法改正によって、営業秘密侵害罪について、目
的要件の変更（不正の競争の目的→図利・加害の目的に変更）、営業秘密を不当に保有
し続ける行為（領得行為）についても処罰対象に追加するなどの営業秘密侵害罪に係
る刑事罰の強化のため部分改正がなされた。
●2011 年（平成 23 年）改正
2009 年（平成 21 年）の法改正時における衆議院及び参議院の経済産業委員会にお
ける附帯決議等において、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続において営業秘密の内
容が公になることを恐れて被害企業が告訴を躊躇する事態が生じていることに鑑み、
早急に対応すべきであると指摘されていた。こうした事態を受け、営業秘密侵害罪に
係る刑事訴訟手続において、①営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の整備
（秘匿決定、呼称等の決定、公判期日外での証人尋問等）、②技術的制限手段に係る規
律の強化（規制対象装置の範囲の拡大、刑事罰の導入）など営業秘密の内容を秘匿す
る措置を導入することなどを内容とする法改正がなされた。
不正競争防止法の沿革は下の囲み記事のとおりである。
不正競争防止法の沿革３１
昭和期の法律改正
1934 年（昭和 9 年） 工業所有権の保護に関するパリ条約（ヘーグ改正条約）
（1925 年）批准にあたり、条約上の義務を満たすべく制
定
1938 年（昭和 13 年） パリ条約のロンドン改正条約への対応のため部分改正
1950 年（昭和 25 年） GHQ の日本政府に対する覚書による指示を受け、国際的
信用の確保等を目指して部分改正
1953 年（昭和 28 年） 虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する
マドリッド協定への対応のため部分改正
1965 年（昭和 40 年） パリ条約及びマドリッド協定のリスボン改正への対応の
ため部分改正
1975 年（昭和 50 年） パリ条約のストックホルム改正への対応のため部分改正
平成以降の法律改正
1990 年（平成 2 年） GATT・ウルグァイラウンド交渉を先取りし、
「営業秘密」
の保護を図るため部分改正
1993 年（平成 5 年）

全面改正（①ひらがな化、②法目的の明記、③不正競争
行為の類型拡充（著名表示冒用行為・商品形態模倣行為）、
④損害賠償額の推定規定の新設、⑤法人重課規定の創設
等）
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1994 年（平成 6 年）

WTO・TRIPs（知的所有権の貿易関連側面）協定への対
応のため部分改正

1996 年（平成 8 年）

商標法条約への対応のため部分改正

1998 年（平成 10 年） OECD 外国公務員贈賄防止条約の成立に伴い、本条約を
国内的に実施するため部分改正
1999 年（平成 11 年） デジタルコンテンツ保護の観点から、
「技術的制限手段」
に係る不正行為を規制するため部分改正
2001 年（平成 13 年） 「ドメイン名の不正取得」等行為の規制及び外国公務員
贈賄防止条約のより効果的な実施のため部分改正
2003 年（平成 15 年）「知的財産戦略大綱」(2002 年７月)における指摘事項の実
施のため部分改正（①営業秘密の刑事的保護の導入、②民
事的救済措置の強化、③ネットワーク化への対応）
2004 年（平成 16 年） ①外国公務員贈賄罪について国外犯も処罰の対象とする
ため部分改正、②秘密保持命令の導入、営業秘密が問題と
なる訴訟における公開停止の要件・手続の整備等、営業秘
密の保護の強化及び侵害行為の立証の容易化のため部分
改正（裁判所法等の一部を改正する法律）
2005 年（平成 17 年）営業秘密の保護強化、模倣品・海賊版対策の強化、罰則の
強化、条番号の整序のため部分改正
→周知表示の混同惹起行為となる商品等の税関での輸入
差止制度の導入（関税定率法の一部改正）
2006 年（平成 18 年） 営業秘密、秘密保持命令違反罪に係る刑事罰の強化、商
品形態模倣行為の刑事罰の強化（2007.1.1 施行）
→不競法違反物品の税関での輸出差止制度の導入（関税
法の一部改正）（2007.1.1 施行）
2009 年（平成 21 年） 営業秘密侵害罪に係る刑事罰の強化のため部分改正（①
営業秘密を不当に保有し続ける行為（領得行為）について
も処罰対象に追加、②目的要件の拡大（不正の競争の目的
→図利・加害の目的に変更） など）（2010.7.1 施行）
2011 年（平成 23 年） ①営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の整備
（秘匿決定、呼称等の決定、公判期日外での証人尋問等）、
②技術的制限手段に係る規律の強化（規制対象装置の範囲
の拡大、刑事罰の導入）のため部分改正（2011.12.1 施行）
（イ）営業秘密の法的保護
●民事上の措置
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①差止請求（第 3 条）
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、
その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停
止又は予防を請求すること及び侵害の行為を組成した物の廃棄等を請求することが
できる。
②損害賠償請求（第 4 条）
故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者に対して、
損害賠償を請求することができる。
③信用回復措置請求（第 14 条）
故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、
信用回復措置を請求することができる。
④秘密保持命令関係（第 10 条、第 11 条）
裁判所は、当事者等に対し、準備書面又は証拠に含まれる営業秘密を訴訟の遂行
の目的以外の目的で使用し、又は開示してはならない旨を命ずることができる。
⑤当事者尋問等の公開停止（第 13 条）
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、侵害の有無についての判
断の基礎となる事項であって営業秘密に該当するものにつき、当事者等が尋問を受
ける場合において、裁判所は、尋問を公開しないで行うことができる。
●刑事上の措置
①罰則（第 21 条第 1 項・第 2 項）
第１項；営業秘密侵害罪：10 年以下の懲役又は 1000 万円以下の罰金（又はこれの
併科）
第２項；その他の侵害罪：５年以下の懲役又は 500 万円以下の罰金（又はこれの併
科）
②親告罪（第 21 条第 3 項）
営業秘密侵害罪及び秘密保持命令違反に対する罰則（第 21 条第１項、第２項第６
号）は、告訴が必要条件である。
③営業秘密侵害罪の国外犯（第 21 条第４項・第５項）
営業秘密侵害罪については、国内で管理されていた営業秘密を、国外で使用又は開
示した場合も処罰される。
④国民の国外犯（第 21 条第 6 項）
外国公務員贈賄罪については、国民の国外犯も処罰される。
⑤刑法との関係（第 21 条第 7 項）
罪数処理において、刑法その他の罰則と不競法とが一般法と特別法との関係にない
ことを明示。→他罪の量刑を考慮して、適正な刑罰を科すことが可能である。
⑥法人処罰（第 22 条第 1 項）
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法人の業務に関して、以下の犯罪が行われた場合には、行為者が処罰（懲役・罰金）
されるほか、その者が所属する法人も 3 億円以下の処罰（罰金）の対象となる。
○第 21 条第１項第 1 号、第 2 号、第 7 号（一部の営業秘密侵害罪）
○第 21 条第２項各号（第２項各号に該当する全ての侵害罪）
●刑事訴訟手続の措置
2009 年（平成 21 年）改正の際、営業秘密侵害罪については、刑事裁判の手続にお
いて審理が一般に公開されることにより営業秘密の内容が公になるとの懸念から、営
業秘密の侵害を受けた被害者が告訴を躊躇しているという問題が従前から指摘されて
いたことを踏まえ、秘密決定、呼称等の決定、公判期日外の証人尋問等の附帯決議等
がなされた。
イ．営業秘密管理指針３２
（ア）2003 年（平成 15 年）の営業秘密管理指針の策定
2002 年（平成 14 年）7 月、政府は、知的財産立国を目指して知的財産戦略大綱を
策定し、その中には、営業秘密の不正取得等に対する刑事罰の導入と、
「企業が営業秘
密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定できるよう、参考となるべき
指針を 2002 年度中に作成する」ことが盛り込まれた。経済産業省は、これを受けて、
産業構造審議会知的財産政策部会における審議を経て、2003 年（平成 15 年）1 月に
「営業秘密管理指針」を策定し、公表した。
なお、大学が保有・管理する秘密情報については、2004 年（平成 16 年）4 月に、大
学が秘密管理指針を策定する際の指針となる「大学における営業秘密管理指針作成の
ためのガイドライン」を策定・公表している（2011 年（平成 23 年）3 月改訂）。
（イ）2005 年（平成 17 年）の改訂
知的財産戦略大綱の策定や刑事罰（営業秘密侵害罪）の導入、営業秘密管理指針の
策定等を行った後も、東アジア諸国及び地域、とりわけ中国、韓国、台湾等の技術的
な発展が加速し、営業秘密の侵害によって我が国事業者の技術的優位が脅かされるリ
スクが増大するとともに、具体的な侵害事例も多くなってきたことや、事業者におけ
るリストラの進展や雇用の流動化等により、退職者（元役員・元従業者）による営業
秘密の侵害といった問題が顕著になってきたことなどの理由から、営業秘密の保護の
更なる強化を求める声が各方面から強まった。
このような状況の下、2005 年（平成 17 年）の法改正によって、国外犯規定の導入、
一定の条件を満たす退職者及び法人に対する刑事罰の導入、罰則規定の法定刑の引上
げなどがなされた。この改正を検討する過程では、事業者と退職者等との間での秘密
保持契約に関して何らかの指針を示すこと、及び法人処罰に関連して法人の選任監督
義務に関して何らかの指針を示すことが必要であるとの指摘があった。また、2005 年
（平成 17 年）4 月の個人情報保護法の完全施行を契機として、多くの事業者が自社の
取り扱う情報を管理する重要性を認識し、自社が保有する情報に対する管理措置につ
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いて見直しを図った。このような状況を踏まえ、経済産業省は、2003 年（平成 15 年）
に策定した営業秘密管理指針を改訂し、事業者の営業秘密の管理強化を促したところ
である。
なお、2006 年（平成 18 年）の法改正によって、罰則規定の法定刑の引上げなどが
なされた。
（ウ）2010 年（平成 22 年）の改訂
2006 年（平成 18 年）の法改正後も、営業秘密侵害罪について、その処罰範囲が過
度に限定されており、営業秘密侵害行為に対する適切な抑止力となっていないなどの
問題点が指摘されるようになり、同罪の処罰範囲の見直しを求める要望が高まったこ
となどから、2009 年（平成 21 年）の法改正によって、営業秘密侵害罪について、目
的要件の変更、営業秘密の不正な取得行為等を、原則として刑事罰の対象とした。こ
の改正を検討する過程において、営業秘密の適正な管理や事業者による理解の促進を
図るよう事業者へ周知徹底するための措置を講じること、労働者の正当な行為や日常
業務が処罰対象とならないことを指針等により明確に示すこと、中小企業が保有する
営業秘密が不当に流出することのないよう、中小企業の実態に即した適切な措置を講
じること、下請企業の営業秘密侵害の防止の在り方について早急な検討を行い、適正
な措置を講じることが必要であるとの指摘があった。こうした指摘を踏まえ、事業者
が保有する重要な情報につき、不正競争防止法上の営業秘密としての保護を受けるこ
とができるよう、事業者に対して営業秘密の適切な管理を促すため、経済産業省は、
営業秘密管理指針を再度改訂した。
（エ）2011 年（平成 23 年）の改正
2009 年（平成 21 年）の法改正時、衆議院及び参議院の経済産業委員会における附
帯決議等において、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続において営業秘密の内容が公
になることを恐れて被害企業が告訴を躊躇する事態が生じていることに鑑み、早急に
対応すべきであると指摘された。こうした事態を受け、営業秘密侵害罪に係る刑事訴
訟手続において、営業秘密の内容を秘匿する措置を導入することなどを内容とする法
改正がなされた（2011 年（平成 23 年）法律第 62 号）。
また、この改正を検討する過程において、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続にお
いて営業秘密の保護を確実に行うためには、当該営業秘密の保有者である被害企業が
訴訟当事者である検察官に対して、営業秘密の内容について説明を行う等の十分な協
力を行うことが必要不可欠であるとの指摘があった。
この点、被害企業にとっても、自らの保有する営業秘密が営業秘密侵害罪に係る刑
事手続において適切に保護されることは非常に重要であり、そのために必要な協力を
適切かつ迅速に行うことが不可欠である。
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以上を踏まえ、経済産業省は、営業秘密管理指針を再度改訂し、営業秘密侵害罪に
係る刑事訴訟手続に関して、自らの営業秘密を守るため被害企業がどのような協力を
行うべきかなどについて参考とすべき資料を関連企業等に提示することとした。
ウ．技術流出防止指針３３
近年、経済のグローバル化の進展、特に急成長するアジア地域におけるビジネスチ
ャンスの拡大によって、我が国製造業の海外展開は更に増加している。
一方で、進出先地域においては、知的財産権の保護が弱い地域を中心として、海外
展開に際して意図あるいは想定した技術移転の範囲を超えて、「意図せざる技術流出」
が多く生じており、その結果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
た競争力の喪失等が懸念されている。そのような中、知的財産戦略大綱（2002 年（平
成４年）7 月 3 日決定）の要請を受けて、このような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」は策定された。
本指針は、欧米企業を含む先進的な企業の取組みを参考に、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社内技術流出防止のための組織
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組織の最高責任者による見直し、につ
いて解説している。
（4）政策課題
ア．企業の利益と国益を適正に比較・判断するメカニズムの構築
企業は、真に戦略的に重要な技術は移転しないという選択肢を含めて、自社の有す
る技術の移転戦略を構築することが重要であることは間違いない。しかし、このこと
は、
「言うは易く行うは難し」である。第 1 章の「新幹線の技術流出」の事例のように、
日本企業は、中国が、技術供与料やロイヤルティを支払うことなく公然と技術を盗用
することが分かっていながら、背に腹はかえられず、技術を移転したのではないかと
いう疑念が残る。
「戦略的に重要な技術」とは当該企業にとってだけでなく、国家にとって重要な技
術である。しかし、国家にとって重要な技術とは何か、その技術移転を行わなかった
場合に企業が被る損失の補償はどうするのか、などの課題が残っている。
国益に係る大規模な国際的ビジネスの是非については、国家が関与し企業の利益と
国益を適正に比較・判断しなければならないことは明らかである。しかし、わが国に
はこのような判断ができるメカニズムは構築されていない。2013 年（平成 25 年）11
月 27 日に成立した「安全保障会議設置法等の一部を改正する法律」に基づき、設置さ
れた国家安全保障会議（日本版 NSC）がその役割を担うことが期待される。
その法的根拠としては、国家安全保障会議設置法第二条第１号「国防の基本方針」、
第２号「防衛計画の大綱」に続き、第３号として「前号の計画（防衛計画の大綱）に関
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連する産業等の調整計画の大綱」が、内閣総理大臣が会議に諮る事項として規定され
ている。この条文は成立時(昭和６１年５月２７日)から存続しているが、過去一度も
「産業等の調整計画の大綱」は制定されていない。防衛計画の大綱の達成には、どの
産業を重視すべきか、あるいはどの技術を優先すべきかを安全保障上の中長期的国家
戦略として審議・決定し、その分野を優先的に支援することが不可欠であると認識し
ていたと考えられる。新生国家安全保障会議が誕生した今日、この条文の趣旨に沿っ
た活動が積極的かつ具体的に推進されることが望まれている。
イ．引き抜き行為の取締り強化
頭脳流出を食い止め、日本国内に技術やノウハウをとどめるためには、国家が仕組
みを構築して、レベルの高い技術者を日本国内にとどめることが肝要である。
そのためには、引抜き行為に対して現行の法律を厳格に適用して禁止するか又は新
たな法律を制定して禁止することである。引抜き行為は、法的にも信義誠実の原則や
商慣習に反する行為である。引抜かれた企業にとっては、高額の教育投資を侵害され
たことになる。企業は、人材育成に消極的になるかもしれない。延いては、経済に悪
影響を及ぼす可能性がある。
他方、海外企業による国内技術者の引抜き行為にも違法と見なせるものがある。既
述したが、サムスンは、10 人前後のヘッドハンティング部隊を日本の主要都市に駐在
させて引抜きを組織的に行っている 。これは無料職業紹介事業と見なすことができる
であろう。無料職業紹介事業を行おうとする場合には、所定の書類を申請者の所在地
を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生
労働大臣の許可を受けずに無料職業紹介事業を行った者は、１年以下の懲役又は 100
万円以下の罰金に処せられる。（職業安定法 64 条）この法律を適用すれば、外国企業
の引抜き行為を取り締まることができるであろう。

４．安全保障貿易管理体制
「安全保障貿易管理」とは、国際的な平和及び安全の維持の観点から、大量破壊兵
器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際的な輸出管理の枠組
み（国際輸出管理レジームと国際条約）
（図表 2-5 参照）に基づき、厳格な輸出管理を
行うことを目的としている。また、我が国の安全保障貿易管理の特徴は、武器輸出三
原則及び政府統一見解に基づく武器輸出規制が安全保障貿易管理の枠組みの中で行わ
れていることである。
国際的な輸出管理レジームには、核爆発装置の開発に寄与しうる機材・技術の移転
を規制する原子力供給国会合（NGS）などが、また関係条約としては核不拡散条約や
化学兵器禁止条約などがあり、それぞれの分野において参加各国による活発な議論が
なされ、効果的な輸出管理を行うための取決め等が行われている。
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特に昨今、テロ活動の活発化や核の闇市場問題などを背景として、安全保障貿易管
理に係る重要性がより高まっている。
図表 2-5

国際的な枠組みと我が国の枠組み３４

（１）安全保障貿易管理体制の概要３５
我が国においては、こうした大量破壊兵器の拡散防止等に係る安全保障貿易管理に
ついて「外国為替及び外国貿易法（1949 年（昭和 24 年）法律第 228 号）」（経済産業
省・財務省共管）に基づき、厳格な輸出管理を行っている。この法律では、大量破壊兵
器の製造・開発等に直接つながるような機械、集積回路や細菌製剤の原料となり得る
ウイルス等の「貨物」の輸出に限らず、機械を作るための設計図や機械を動かすため
のプログラム等の「技術」の提供も管理の対象とし、安全保障貿易管理の観点からの
国際的な取決め等に基づき、規制が必要な「貨物や技術（以下「貨物等」という。）」を
経済産業大臣の許可を得るものとし、厳格な輸出管理を行っている。安全保障貿易管
理の対象となり、経済産業大臣の許可が必要となる規制対象貨物等は、外国為替及び
外国貿易法第 25 条及び第 48 条の規定に基づき、それぞれ関係政令に定められている。
貨物については、輸出貿易管理令別表第 1 に輸出許可の対象となる貨物が規定され
ている。具体的には、武器、原子力、生物・化学兵器、ミサイル、先端素材、通信機器
等といった多分野・多岐にわたる規制品目を直接リストに掲げて管理する「リスト規
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制」と、用途や需要者によって大量破壊兵器の製造・開発等へ用いられるおそれがあ
る場合に管理する「キャッチオール規制」の 2 つの規制体系で管理が行われている。
また、技術の取引に関する管理については、貨物の場合と同様に、外国為替令別表
にリスト規制及びキャッチオール規制の対象となる技術が規定されている。具体的に
は、輸出貿易管理令における規制対象貨物に係るプログラムや技術の提供を目的とし
た取引についての規制が行われている。
こうした規制対象貨物等については、一般的には民生用として広く使用されている
もの、いわゆる汎用品等でもあっても、大量破壊兵器の製造・開発等に用いられるお
それがある貨物等については、法令による規制の対象となる場合がある。
また、我が国では、国策となっている武器輸出三原則及び政府統一見解（以下、武
器輸出三原則等）に基づく武器輸出規制が行われている。武器輸出三原則等は、政府
答弁などで明文化されているものの、直接法律で規定されてはおらず、政令運用基準
にとどまっている。武器輸出三原則等の成立に至る経緯は次のとおりである。
●1967（昭和 42）年 4 月：武器輸出三原則の表明（佐藤首相国会答弁）
共産圏、国連決議で武器輸出を禁じている国及び国際紛争当事国へ武器輸出禁止
●1976（昭和 51）年 2 月、武器輸出三原則についての政府統一見解（三木首相国会
答弁）
三木内閣は、衆議院予算委員会に「武器輸出についての政府の統一見解」を提出
し、総理大臣自ら読み上げた。この統一見解は、現在まで日本の武器輸出政策の基
本となっている。
（囲み記事「武器輸出について」参照）
●1981 年（昭和 56 年）3 月、
「武器輸出問題等に関する決議」の国会決議
いわゆる「堀田ハガネ事件」
（通産省の承認を得ずに、火砲の砲身（半製品）を
韓国に輸出していた事件）が発覚したことを受けて、1981（昭和 56）年 3 月に、
「政府は、武器輸出について、厳正かつ慎重な態度をもつて対処すると共に制度上
の改善を含め実効ある措置を講ずべきである。」とする「武器輸出問題等に関する
決議」を、衆参両院においてそれぞれ可決した。
「武器輸出について」（昭和 51 年 2 月 27 日）３６
1

政府の方針
「武器」の輸出については、平和国家としてのわが国の立場から、それによって

国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処し
ており、今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することは
しない。
(1) 三原則対象地域については、「武器」の輸出を認めない。

66

(2) 三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理
法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。
(3) 武器製造関連設備(輸出貿易管理令別表第１の第 109 の項など)の輸出につい
ては、「武器」に準じて取り扱うものとする。
2

武器の定義
「武器」という用語は、種々の法令又は行政運用の上において用いられており、

その定義については、それぞれの法令等の趣旨によって解釈すべきものであるが、
(1) 武器輸出三原則における「武器」とは、
「軍隊が使用するものであって、直接
戦闘の用に供されるもの」をいい、具体的には、輸出貿易管理令別表第１の第 197
の項から第 205 の項までに掲げるもののうちこの定義に相当するものが「武器」
である。
(2) 自衛隊法上の「武器」については、
「火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺
傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装
置等」であると解している。なお、本来的に、火器等をとう載し、そのもの自体
が直接人の殺傷又は武力闘争の手段としての物の破壊を目的として行動する護
衛艦、戦闘機、戦車のようなものは、右の武器に当たると考える。
（注）
1 「武器輸出三原則」とは、次の場合には原則として武器の輸出を認めないこと
を内容としている。
(1) 共産圏諸国向けの場合
(2) 国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合
(3) 国際紛争当事国又はそのおそれのある国向けの場合
したがって「三原則対象地域」とは上記(1)、(2)及び(3)の地域をいう。
2 「武器輸出三原則｣上の｢武器｣には輸出貿易管理令別表第１に「部分品」又は
「附属品」が規定されている場合は、その「部分品」又は「附属品」も含まれる。
（改正による読替）
平成 3 年 11 月の輸出貿易管理令の一部改正により、1－(3)の「第 109 の項」及び
2－(1)の「第 197 の項から第 205 の項」は、「第 1 の項」に読み替える。
上述したように、武器輸出三原則等は、政府による武器輸出規制および運用面の原
則のことである。法的には、
「外国為替及び外国貿易法」を運用することで担保されて
いる。従って、武器等を輸出しようとする者は、
「外国為替及び外国貿易法」に基づき、
経済産業大臣の許可を受けなければならない。その際経済産業大臣は、政府見解に従
わねばならない。つまり、政府見解により例外化措置が取られれば武器を輸出するこ
とができることとなる。これまでの主要な武器輸出三原則の例外化措置は次のとおり
である。
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●1983 年（昭和 58 年）：対米武器技術供与を例外化（後藤田官房長官談話）
●2004 年（平成 16 年）
：米国との「ミサイル防衛」共同開発を例外化（福田官房長
官談話）
●2011 年（平成 23 年）：国際共同開発・生産を包括的に例外化（藤村官房長官談
話）
①米国や友好国との共同開発・生産に参加、②平和構築・人道目的に限った装備
品の海外移転の２点を例外とする。共同開発・生産の相手国は、米国や豪州、北
大西洋条約機構（NATO）加盟国などに制限する。
●2013 年（平成 25 年）
：日本が共同開発したＦ-35 の輸出を例外化（菅官房長官談
話）
「Ｆ-35 の製造等に係る国内企業の参画については、我が国の安全保障に大きく
資することに鑑み、Ｆ-35 をユーザー国が世界規模で部品等を融通し合う、新た
な方式の国際的な後方支援システムの下、米国政府の一元的な管理の下で、厳格
な管理が行われることを前提として、武器輸出三原則等によらないこととする。」
●2013 年（平成 25 年）：自衛隊の韓国軍への弾薬提供を例外化
南スーダンでの PKO に参加している自衛隊が、韓国軍に小銃の弾薬を提供し、
政府は、武器の輸出を基本的に禁じている武器輸出 3 原則等の例外にするとの官
房長官談話を発表。
（2）国際的な輸出管理の枠組みの変遷
ア．条約
（ア）核兵器の不拡散に関する条約（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons：NPT）
NPT は 1968 年（昭和 43 年）7 月 1 日に署名、1970 年（昭和 45 年）3 月に発
効した。核兵器国（1967 年（昭和 44 年）1 月 1 日前に核兵器を保有していた米国、
英国、フランス、ロシア、中国の 5 か国）の数を増やさないことにより核戦争の可
能性を少なくすることを目的としている。加盟国の義務として、（1）核兵器国は、
核兵器等を他国に移譲せず、また、その製造等について非核兵器国を援助しない、
（2）非核兵器国は、核兵器の受領、製造又は取得をせず、製造のための援助を受け
ない、
（3）非核兵器国は、国際原子力機関（IAEA）の査察を含む保障措置を受け入
れる、また、権利として、
（4）全ての締約国は、原子力の平和的利用のため、設備、
資材及び情報の交換を容易にすることを約束し、その交換に参加するできることに
なっている。我が国は 1970 年（昭和 45 年）2 月署名、1976 年（昭和 51 年）6 月
批准し、締約国は 190 か国（2010 年（平成 22 年）6 月現在）にも上る。非締約国
はインド、パキスタン、イスラエルである。
（イ）生物兵器禁止条約（Biological Weapons Convention：BWC）
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正式名称は「細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発，生産及び貯蔵の禁止並
びに廃棄に関する条約」である。生物・毒素兵器を包括的に禁止する唯一の多国間
の法的枠組みである。化学兵器及び生物兵器の戦時における使用を禁止した 1925 年
（昭和元年）のジュネーブ議定書を受け、生物兵器の開発・生産・貯蔵等を禁止する
とともに、既に保有されている生物兵器を廃棄することを目的とする。1972 年（昭
和 47 年）4 月 10 日に署名開放され，1975 年（昭和 50 年）3 月 26 日に発効した。
我が国は 1972 年（昭和 47 年）4 月 10 日署名し、1982 年（昭和 57 年）6 月 8 日
に批准した。2003 年（平成 15 年）3 月現在、151 か国が締約国である。
（ウ）化学兵器禁止条約（Chemical Weapons Convention：CWC）
サリンなどの化学兵器の開発、生産、保有などを包括的に禁止し、同時に、米国
やロシア等が保有している化学兵器を一定期間内（原則として 10 年以内）に全廃
することを定めたものである。これは、軍縮条約史上、１つの範疇の大量破壊兵器
を完全に禁止し、廃棄させるのみならず、これらの義務の遵守を確保する手段とし
て、実効的な検証制度を持つ初めての条約であった。CWC の実施に当たる国際機
関として、化学兵器禁止機関（OPCW）が設けられている。
1993 年（平成 5 年）1 月 13 日署名され、発効は 1997 年（平成 9 年）4 月 29 日
である。わが国は 1993 年（平成 5 年）1 月に署名し、1995 年（平成 7 年）9 月に
批准した。2012 年（平成 24 年）12 月現在の締約国数は 188 か国で、北朝鮮、イ
ラク、イスラエル、シリア、エジプト等は未締結である。
イ．国際輸出管理レジーム
（ア）原子力供給国グループ（Nuclear Suppliers Group：NSG）
1974 年（昭和 49 年）のインドの核実験（IAEA 保障措置下にあるカナダ製研究
用原子炉から得た使用済み燃料を再処理して得たプルトニウムを使用）を契機に、
1978 年（昭和 53 年）に設立された。NSG 参加国は、2013 年（平成 25 年）4 月
現在 48 か国で、インド、パキスタン及びイスラエルといった NPT 非締約国は不
参加である。
（イ）オーストラリア・グループ（Australia Group：AG）
1984 年（昭和 59 年）、イラン・イラク戦争の際に化学兵器が用いられていたこ
とが発覚したことから、各国は化学兵器開発に用いうる化学剤の輸出管理制度を整
備した。しかしながら、各国の輸出管理の適用範囲や運用方法に相違があり、化学
兵器開発を行おうとする国が規制の緩い国を抜け穴として用いる恐れがあったた
め、化学剤の供給能力を持つ各国が輸出管理政策の協調を行い、協力を強化するこ
とをオーストラリアが提案し、1985 年（昭和 60 年）6 月に第 1 回会合が開催され
た。その後生物兵器関連汎用品・及び技術も規制の対象とされることとなった。こ
の枠組は、オ-ストラリアが議長国を務めていることから「オーストラリア・グルー
プ（Australia Group : AG）
」と呼ばれる。化学及び生物兵器開発・製造に使用しう
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る関連汎用品及び技術の輸出管理を通じて、化学・生物兵器の拡散を防止すること
を目的とし、2010 年（平成 22 年）7 月現在 40 か国が参加している。
（ウ）ミサイル技術管理レジーム（Missile Technology Control Regime：MTCR）
核兵器等の大量破壊兵器不拡散の観点から、大量破壊兵器の運搬手段となるミサ
イル及びその開発に寄与しうる関連汎用品・技術の輸出を規制することを目的とす
る。核兵器の運搬手段となるミサイル及び関連汎用品・技術を対象に 1987 年（昭
和 62 年）4 月に発足し、その後 1992 年（平成 4 年）7 月に核兵器のみならず、生
物・化学兵器を含む大量破壊兵器を運搬可能なミサイル及び関連汎用品・技術も規
制対象とされることになった。2013 年（平成 25 年）7 月現在 34 か国が参加して
いる。
（エ）ワッセナー・アレンジメント（Wassenaar Arrangement：WA）
1994 年（平成 6 年）3 月末、冷戦の終結に伴い旧共産圏諸国に対する戦略物資統
制のためのココムが解消した。地域の安定を損なうおそれのある通常兵器及び関連
汎用品・技術の過度の移転と蓄積の防止という新たな国際社会の課題に対応した輸
出管理体制設立の必要性が強く認識され、旧ココム参加国を中心に約 2 年半にわた
り協議された。1995 年（平成 7 年）12 月、新たな輸出管理体制の設立について関
係国間で政治的な申し合わせが行われ、協議が行われたオランダのワッセナー市に
ちなみ「ワッセナー・アレンジメント（WA）」と呼ばれる。その後、1996 年（平成
8 年）7 月に正式に発足し、2012（平成 24 年）年 2 月現在 41 か国が参加してい
る。
（3）我が国の安全保障貿易管理体制の変遷（2001 年以降）３７
ア．国連安保理決議 1540 号への対応
○2004 年（平成 16 年）4 月に国連安保理決議 1540 号が採択
・大量破壊兵器等の開発等を企てる非国家主体へのいかなる形態での支援提
供の禁止
・非国家主体による大量破壊兵器等の開発等への従事、援助、資金提供の禁
止のための効果的な法律の採択・執行
・大量破壊兵器・関連物資の適切な管理（安全確保策、防護措置、不正取引・仲
介の抑止等、輸出・通過・積替・再輸出に関する適切な法令の確立等）
○日本においては、産業構造審議会安全保障貿易小委員会 WG の 2006 年（平成 18
年）6 月中間報告を受け、貨物の仲介売買取引（貨物の外国相互間の移動を日本企
業が売買契約を通じて仲介）及び積替（日本の港や空港で貨物を積み替えた上で第
三国に輸出）に関して以下の改正を実施（政省令等改正）し、2007 年（平成 19 年）
6 月から導入

70

・従来の武器に関する仲介売買取引規制及び積替規制に加えて、ほぼ全ての品目に
ついて、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合にも輸出
許可の対象とした。
※技術の仲介や売買以外の取引行為に関しては、引き続き検討。
イ．大量破壊兵器キャッチオール制度の導入
○湾岸戦争終了後の国連等の査察の結果、イラクによる非リスト規制品を利用した
核兵器等の製造・保有の疑惑が浮上したことに起因して各国で本制度の導入を開始
した（米国：1991 年（平成 3 年）大量破壊兵器キャッチオール制度導入、EU：1995
（平成 7 年）年大量破壊兵器キャッチオール制度導入）
。
○日本では、まず 1992 年（平成 4 年）に補完的輸出管理制度（大量破壊兵器等のス
ペックダウン品のみ規制）を導入し、その後、産構審安全保障貿易小委員会の審議
を踏まえ、2002 年（平成 14 年）4 月にほぼ全ての品目を対象とした大量破壊兵器
キャッチオール制度を導入した。
○この制度導入の結果、例えば、大量破壊兵器等開発につながる恐れのある北朝鮮
向けの直流安定型電源やインバータ輸出などを阻止することになる。この制度導入
後、2008 年（平成 20 年）6 月末までのインフォーム件数は合計 112 件にのぼる。
ウ．通常兵器非リスト品目規制（通常兵器に係る補完的輸出規制）の導入
○ワッセナーアレンジメント（WA）の 2003 年（平成 15 年）12 月総会において、国
連武器禁輸国及び各地域の武器禁輸国に対するリスト規制対象品目以外の汎用品目
の輸出等について、通常兵器キャッチオール規制（ミリタリー・エンド・ユース規制）
の導入について合意した。
○EU は 2000 年（平成 12 年）に武器禁輸国向けに通常兵器キャッチオール制度を導
入した。
○米国は、2007 年（平成 19 年）6 月に規制対象仕向地を中国のみに限定した通常兵
器の軍事用途規制を導入した。
（リスト規制品のスペックダウン品となる 31 品目を選
定）。※なお、まったくの別制度ではあるものの、米国は同時に VEU(ValIDated End
User)制度を導入し、認定した優良エンドユーザーの一部品目について許可は不要と
した（現在中国企業５社を認定）
。
○日本は、これらの国際情勢を踏まえ、産構審安全保障貿易小委員会 WG の 2008 年
（平成 20 年）3 月最終報告を受けて、通常兵器非リスト品目規制導入に向けた制度
（通常兵器に係る補完的輸出規制）を同年 11 月に導入した。
エ．アジア各国等に対する輸出管理体制の強化と相互連携
○第三国フロントカンパニーを利用しての迂回調達防止のため、第三国における適切
かつ実効的な輸出管理体制が整備されるよう、日本はアジア各国等へのアウトリーチ
活動を実施した。
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・1992 年（平成 4 年）以降、アジア諸国の輸出管理政策担当局長・課長レベルを招
聘し「アジア輸出管理セミナー」を毎年日本で開催。
「JICA 輸出管理運用技術向上
研修」等も開催した。
・2003 年（平成 15 年）12 月 11-12 日 ASEAN 特別首脳会議で採択された「日 ASEAN
共同行動計画」を踏まえ、ASEAN 各国で政府及び民間企業向けの輸出管理セミナ
ーを開催した。
○欧米各国及びアジア各国と輸出管理に関する協議・意見交換を継続して実施した。
また、迂回懸念のある貨物について、日本から輸出された後であっても経由地で差し
止めることができるよう、輸出管理当局間の連絡体制を構築している。
（4）2009 年（平成 21 年）の外為法の一部改正の概要
国際輸出管理レジームの要請に基づく輸出管理の変更については、外為為替管理令
及び輸出貿易管理令の一部改正により対応してきた。しかし、グローバル化や情報化
の進展、不正輸出事案の増加など、安全保障貿易管理を巡る情勢の変化を受け、2009
年（平成 21 年）4 月 4 日（公布）に外為法が実に 22 年ぶりに大幅に改正された。主
要な改正点は、技術取引規制の見直し、罰則強化、仲介取引規制の見直し、及び輸出
者等遵守基準の導入である（囲み記事参照）

「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律」
平成 21 年 4 月
経済産業省
1．法律改正の目的
○ 国際的な安全保障貿易管理の厳格化の要請が高まる中、グローバル化の進展
にともなう人的交流の拡大及び情報技術の高度化により、安全保障関連の貨物や
技術について、海外への流出の懸念が増大し、また、我が国を代表する企業によ
る不正輸出事案が発生している。
○ こうした状況に対処し、我が国の安全保障貿易管理を厳格に実施するため、安
全保障関連技術の対外取引規制の見直し、罰則強化等の措置を講ずる。
2．法律改正の概要
（1）技術取引規制の見直し
安全保障関連技術の対外取引について、安全保障上懸念ある技術の対外取引を
全て許可対象とし、これを確実に実施するため、USB メモリー等の国境を越え
た持出しについても許可対象とする。
（2）罰則強化等
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無許可輸出等についての罰則を強化するとともに、不正な手段による許可の取
得を罰する規定を導入する。
また、輸出者等が遵守すべき事項を定め、当該事項に従って輸出等を行うことを
求める仕組みを導入する。
さらに、貨物の売買に基づく仲介貿易取引のみを対象とする規制を、貸借等に基
づく仲介貿易取引も対象とするよう見直しを行う。
以下、改正点の概要を述べる。
技術取引規制の見直し、罰則強化、仲介取引規制の見直し、及び輸出者等遵守基準
の導入である
ア．技術取引規制の見直し３８
国際的な人の移動の活発化に伴い、現行の「居住者」と「非居住者」間取引のみの規
制に限界が生じたこと、及び USB メモリーの普及などの情報技術の発達により技術
の国外持出しが容易化し、日本企業の外国人従業員や外国関係者などによる技術流出
事案が発生した。これらの環境変化を受け、安全保障上懸念のある技術の対外取引を
全て許可対象にするとともに、これを確実に実施するため USB メモリー等の国境を
越えた持出しについても許可対象とした。
これにより、改正前は、居住者から非居住者に対して技術提供を行う場合が規制対
象であったが、改正後は、これに加えて、誰から誰に対する提供であっても、外国に
向けて技術を提供する場合は規制対象となった。また、技術を提供するために国外に
技術を持ち出すこと自体が新たに規制対象となった。（図表 2-6 参照）
図表 2-6

現行制度と改正後のイメージ

この改正により、本章第 2 項「我が国のカウンターインテリジェンス」で述べたよ
うに、技術情報を外国人従業員や短期滞在者（留学生を含む）が取得し、外国に電子

73

メールで送信、あるいは他人に提供する目的で USB メモリー等に情報を入れて国外
に出た場合でも、取り締まることができるようになった。
イ．罰則強化３９
我が国を代表する企業による不正輸出事案や輸出許可逃れのために、貨物の性能デ
ータを改ざんした事案などの最近の不正事案の多発を受け、無許可輸出等について罰
則を強化するとともに、不正な手段による許可取得を罰する規定を導入した。罰則強
化の内容は図表 2-7 のとおりである。
図表 2-7

罰則強化の内容

ウ．仲介取引規制の見直し
仲介貿易取引の規制対象範囲を、貨物の売買に関するものから、貨物の売買、貸借
又は贈与に関するものに拡大することとした。
エ．輸出者等遵守基準の導入
安全保障上機微な貨物や技術の輸出等を業として行う者は、経済産業大臣が定める
輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならないこととした。
輸出者等遵守基準の内容は図表 2-8 のとおりである。
図表 2-8

輸出者等遵守基準の内容

【遵守基準で定める内容】
①輸出管理の責任者を明確にすること。
②関係法令の遵守を指導すること。
③リスト規制品を業として輸出等する者は、その他適切な輸出管
理を実施すること。
（5）現在の我が国の安全保障貿易管理制度４０
我が国の安全保障貿易管理制度は「外国為替及び外国貿易法」
（外為法）で規制され
ており、貨物に関しては外為法第 48 条に、技術に関しては同第 25 条に規定されてい
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る。また貨物・技術ともに政令により、具体的に規制内容が定められており、貨物に
関しては「輸出貿易管理令別表第１」に、技術に関しては「外国為替令別表」にそれぞ
れ定められている。これをリスト規制という。また、2002 年（平成 14 年）4 月から
はキャッチオール規制が導入された。その他積替規制、仲介貿易取引規制が導入され
ている。
安全保障貿易管理関連法令の全体の構造としては、
「法律」、
「政令」、
「省令・告示」、
「通達」、
「お知らせ」から構成されており、これら全ての法令等の改正に注意を払い、
常に最新の規制内容を確認することは、安全保障輸出管理を適格に実施するための大
前提となっている。
ア．リスト規制４１
輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令（輸出令）
・別表第１の 1～15 項で指定
された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合又は提供しようとす
る技術が、外国為替令（外為令）
・別表の 1～15 項に該当する場合には、貨物の輸出
先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要
がある。
（図表 2-9 参照）
イ．キャッチオール規制４２
リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提
供しようとする技術が、大量破壊兵器等※１の開発、製造、使用又は貯蔵、もしくは
通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場
合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知（インフォーム通知）を受け
た場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度である。
この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれている。従って、貨物の輸出や技術
の提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う
必要がある。
キャッチオール規制は、
「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオ
ール」の 2 種類からなり、客観要件とインフォーム要件の 2 つの要件により規制さ
れている。この 2 つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要である。
客観要件は、輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、
①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合
又は
②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合
に許可申請が必要となる要件です。
インフォーム要件は、経済産業大臣から
①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある
又は
②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある
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として許可申請をすべき旨の通知（インフォーム通知）を受けている場合に、許可
申請が必要となる要件です。
なお、いずれもいわゆるホワイト国（輸出令別表第３に掲げる地域：米、英等の西
側諸国）向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象か
ら外れています。
ウ．積替規制４３
仮に陸揚げした貨物については、事前に経済産業大臣の許可が必要になる場合が
ある。輸出貿易管理令別表第 1 の 1 項に該当する貨物のうち、本邦以外の地域を仕
向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、許可が必要
となる（※全ての国・地域が対象となる。）輸出貿易管理令別表第 1 の 2 の項～16 の
項に該当する貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送され
たものを輸出しようとする貨物が、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるお
それがある場合は、許可が必要となる。
エ．仲介貿易取引規制４４
外国相互間の貨物の移動をともなう売買、貸借、贈与については、事前に経済産
業大臣の許可が必要になる場合がある。輸出貿易管理令別表第 1 の 1 の項に該当す
る貨物の移動をともなう外国相互間の売買、貸借、贈与を行うときは、許可が必要
である。
（※全ての国・地域が対象になる。） 輸出貿易管理令別表第 1 の 2 の項～16
の項に該当する貨物であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれ
がある貨物の移動をともなう外国相互間の売買、貸借、贈与を行うときは、許可が
必要である。（※「ホワイト国」を除く、全ての国・地域が規制の対象となる。 ）
以下余白
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図表 2-9

政令の別表と省令、規制品目の関係４５

（
「輸出貿易管理令別表第１」と「外国為替令別表」
の項番は同じである。

３．サイバー諜報活動の取締り体制
情報窃取を目的とするサイバー空間の諜報活動をサイバー諜報活動という。サイバ
ー諜報活動を行うアクター（実行者）には、ハッカー等の非国家主体と政府の情報機
関等の国家主体がいる。
後者の国家主体の諜報活動は、相手国のインテリジェンス活動である。ハッカー等
の非国家主体の保有する技術・能力と国家主体の政府機関の保有する技術・能力とを
比較すれば、圧倒的に後者が優れている。しかし、これまで我が国は、サイバー諜報
活動を個人情報漏えいや不正アクセス等の犯罪行為の１つとして捉え、情報セキュリ
ティの問題として取り組んできた。
従って、本項では、はじめに、我が国の情報セキュリティ体制を概観し、次に、サ
イバー犯罪を取り締まる法律を調査する。
（1）情報セキュリティ体制
我が国の情報セキュリティ問題への本格的な取組みは、2005 年（平成 17 年）4 月
に内閣官房に情報セキュリティセンター（NISC）が、同年 5 月に高度情報通信ネット
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ワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）に情報セュリティ政策会議が設置されたとき
に開始された。
現在、情報セキュリティ政策会議が我が国の情報セキュリティに関する問題の根幹
に関する事項を決定する母体となり、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）が
関係省庁と連携しながらその事務局を務め、両機関が両輪として、我が国の情報セキ
ュリティに関する中枢機能を形成している。
以下、情報セキュリティの主要な事象を年代順に列挙する。
●2000 年（平成 12 年）
・「ハッカー対策等の基盤整備に係る行動計画」（1 月）
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）の施行（2 月）
・「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（7 月）
●2001 年（平成 13 年）
・警察庁、サイバーフォースを設立（4 月）
●2005 年（平成 17 年）
・内閣官房情報セキュリティセンター（National Information Security Center：
NISC）の設置（4 月）
・情報セキュリティ政策会議の設置（5 月）
・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（初版）」
●2006 年（平成 18 年）
・「第 1 次情報セキュリティ基本計画」の策定（2 月）
・（総務省及び経産省）
「サイバークリーンセンター」の開設（12 月）
●2007 年（平成 19 年）
・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（第 2 版）」（6 月）
●2008 年（平成 20 年）
・GSOC 運用開始（24 時間運用は 2009 年（平成 21 年）1 月より）
・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（第 3 版）」（2 月）
●2009 年（平成 21 年）
・「第 2 次情報セキュリティ基本計画」（2 月）
・「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画」（2 月）
・「政府統一基準（第 4 版）」
（2 月）
・ セ プ タ ー カ ウ ン シ ル （ Capability for Engineering of Protection, Technical
Operation, Analysis and Response：CEPTOAR）の創設（2 月）
●2010 年（平成 22 年）
・「国民を守る情報セキュリティ戦略」（5 月）
・「情報セキュリティ対策推進会議（CISO 等連絡会議）」の創設（7 月）
●2011 年（平成 23 年）
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・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」（4 月）
・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」（4 月）
・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」（4 月）
・「政府機関の情報セキュリティ対策における政府機関統一管理基準及び政府機関
統一技術基準の策定と運用等に関する指針」（4 月）
・「情報セキュリティ研究開発戦略」（7 月）
・「情報セキュリティ人材育成プログラム」（7 月）
・「情報セキュリティ普及・啓蒙プログラム」（7 月）
・「サイバー情報共有イニシアティブ（Initiative for Cyber Security Information
sharing Partnership of Japan：J-CSIP）」の発足（10 月 25 日）
●2012 年（平成 24 年）
・
「情報セキュリティ緊急支援チーム（CYMAT；Cyber IncIDent Mobile Assistant
Team）
」の設置（6 月）
・総務省及び経産省、「サイバー攻撃解析協議会」の発足（7 月）
●2013 年（平成 25 年）
・内閣情報通信政策監の設置（5 月）
・サイバーセキュリティ戦略（6 月）
・防衛省サイバーディフェンス連携協議会（CDC）の設置（7 月）
（2）サイバー諜報活動を取り締まるための法律
本項では、サイバー犯罪を取り締まるための法律について述べる。
ア．刑法の改正

1987 年（昭和 62 年）

1987 年（昭和 62 年）に、コンピュータ犯罪に対処するために、刑法が改正され、
いくつかの規定が新設された。同年に刑罰化された行為は、次の行為である。
●権利義務に関する電磁的記録の改ざん
・電磁的記録不正作出罪（161 条の 2）等
・電磁的記録毀棄罪（259 条）等
●コンピュータシステムに対する加害を手段とする業務妨害行為
・電子計算機損壊等による業務妨害（234 条の 2）
●コンピュータを利用した財産利得行為
・電子計算機使用詐欺罪（246 条の 2）
昭和 62 年（1987 年）の刑法の改正は、コンピュータ犯罪対策の立法時期としては、
決して諸外国より遅いものではなかった。しかし、諸外国では刑罰化されている行為
でも、日本では犯罪とならない行為が存在した。その行為が、いわゆる「不正アクセ
ス」である。いわゆる「ハッカー」や「侵入者」の行為を罰することはできなかったの
である。
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不正アクセスを手段として犯罪を実行すれば、その段階で処罰の対象となることは
もとより当然であるが、犯罪実行のための「下見」としてシステムに侵入するにとど
まる場合や、パスワードファイル、電子マネー等の「情報」ののぞき見にとどまる場
合は、処罰の対象ではなかった。
しかし、刑事罰以外に、このような行為に適用可能な法律は存在していた。
「不正競
争防止法」の「営業秘密」に関する規定である。ただし、これは不正アクセスを想定し
て立法された条項ではなかったため、不正競争を目的とした行為しか罰することがで
きなかった。不正競争を目的としない営業秘密の領得自体への刑事罰が導入されたの
は、2009 年（平成 21 年）の不正競争防止法の改正後である。
また、不正アクセスが処罰されるようになったのは、1999 年（平成 11 年）の不正
アクセス禁止法制定後である。
イ．不正アクセス禁止法の制定

1999 年（平成 11 年）

インターネット等高度情報通信ネットワークの急速な普及は、個人の生活様式、社
会・経済活動、行政の在り方等広範な分野において大きな変革をもたらした。そして、
インターネット利用者の増加と共に、不正アクセスの被害届数も増加した。特に行政
の情報化、電子商取引の普及、及び企業が保有する個人情報の増加が進む中、不正ア
クセスによってもたらされる様々なリスクが認識されてきた。
具体的には、行政の情報化により、政府機関のコンピュータが外部ネットワークに
接続されるに伴い、外部から不正アクセスをされ、機密情報を盗まれ、データの改ざ
ん、システムの破壊等の被害にあう危険性が増大した。電子商取引においては、イン
ターネット上でクレジットカード番号、電子マネー等の経済的価値に直接又は間接に
結びつく情報がやりとりされるため、それを盗むことを目的とした不正アクセスが行
われやすい状況を作り出した。個人情報が企業の情報システムに保管されている場合
には、一度に数万人分、数十万人分といった大量の個人情報が流出する危険性が増大
した。
また、インターネットを悪用することにより国境を越えた不正アクセスが可能とな
る。日本に不正アクセスを処罰する規定がないと日本がハッカーにより捜査を免れる
ための抜け穴として利用されることになってしまう。しかるに、当時 G7 諸国の中で
不正アクセス禁止法がないのは我が国だけであった。そのため、国内及び国際的な必
要性に迫られて、1999 年（平成 11 年）8 月 13 日に本法が制定され、2000 年（平成
12 年）２月 13 日に施行された。
本法は、不正アクセス行為等の禁止・処罰という行為者に対する取締り対策と、不
正アクセス行為を受ける立場にあるアクセス管理者に防御措置を求め、アクセス管理
者がその防御措置を的確に講じられるよう行政が援助する防御対策の、2 つの側面か
ら、不正アクセス行為の防止を図ろうとするものである。（図表 2-10 参照）
以下余白
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図表 2-10

ウ．不正競争防止法の改正

不正アクセス禁止法の概要４６

2005 年（平成 17 年）

不正競争防止法については、平成 17 年の改正において営業秘密の侵害に対して刑事
罰が導入された。平成 2 年の不正競争防止法の改正では、営業秘密の不正取得等の行
為が不正競争行為として規定され、差止請求・損害賠償請求といった民事救済が可能
となったが、刑事罰は導入されなかった。
営業秘密に係る有体物（財物）の不正取得等については、刑法において窃盗罪や横
領罪等が成立するものの、無体物（情報）である営業秘密自体については、現在は、一
定の範囲においてのみ（不正アクセス禁止法や刑法上の背任罪等の規定により）刑事
的保護が図られている。一方、アメリカ、ドイツ、フランス、韓国、中国等の諸外国に
おいては無体物である営業秘密自体を客体とする刑事罰が存在している。
このような中、無体物（情報）としての営業秘密自体の不正取得・使用・開示につい
て、違法性の高い行為について処罰を検討する必要があると考えられ、17 年の改正に
おいて営業秘密の侵害に対して刑事罰が導入された。
具体的には、詐欺行為等により、又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不
正の競争の目的で、取得・使用・開示した者は、3 年以下の懲役又は 300 万円以下の
罰金に処することができるようになった。
エ．不正競争防止法の改正

2006 年（平成 18 年）

模倣品被害の国際的な拡がりが見られる、かつ模倣品の流通・輸出入を防止するた
めの措置を強化する中、産業財産権四法及び不正競争防止法の刑事罰の強化が進めら
れた。
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●営業秘密侵害罪について、懲役刑の上限を 10 年、罰金刑の上限を 1000 万円に引
き上げる。
●秘密保持命令違反罪について、法人重課の上限を 3 億円に引き上げる。
（産業財産
権四法、不正競争防止法）
＊法人重課：両罰規定に基づき、従業員が罪を犯した場合、従業員だけに刑を与え
るのではなく、当該従業員が所属する法人に対しても罰金刑を与えること。
オ．不正競争防止法の改正

2009 年（平成 21 年）

この改正で、営業秘密侵害罪の目的要件が変更され、また、営業秘密の領得自体へ
の刑事罰が導入された。
企業の競争力の源泉である無形の技術・ノウハウ等の保護強化、IT 化・ネットワー
ク化の進展への対応、及びオープン・イノベーションの促進、の 3 つの視点から、以
下の改正が行われた。
●営業秘密侵害罪の目的要件の変更
営業秘密侵害罪における「不正の競争の目的」を改め、不正の利益を得たり、保有
者に損害を加えたりする目的をもってなされる行為（図利加害目的）を処罰の対象
に含めた。
＊図利加害（とりかがい）目的：
“不正な利益を得”たり、
“保有者に損害を加える”
などを目的とすること。
●営業秘密の領得自体への刑事罰の導入
営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密を領得する行為を新たに刑事罰の対
象とし、処罰の間隙をなくした。
＊「営業秘密を領得する行為」とは、コピー禁止の資料を無断でコピーしたり、持
出禁止の資料を無断で外部に持ち出す行為等をいう。
この改正により拡大した処罰対象範囲は図表 2-11 のとおりである。
図 表 2-11

営 業 秘 密 侵 害 に 対 す る 処 罰 対 象 範 囲 の 拡 大 ４７
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カ．不正競争防止法の改正

2011 年（平成 23 年６月８日）

2009 年（平成 21 年）の改正により、営業秘密を侵害した者に対する刑事措置の対
象範囲が拡大された際、
「刑事訴訟手続において営業秘密の内容が公になることを恐れ
て被害企業が告訴を躊躇する事態が生じていることにかんがみ、早急に対応するべき」
の附帯決議がなされた。そして、次の改正がおこなわれた。
●営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の整備
①裁判において、営業秘密の内容を秘匿し、別の呼称を用いることができるもの
とする。
（例：営業秘密の内容が、化学反応を起こす温度である「1300℃」であ
る場合に、これを「Ｘ℃」と言い換える）
②公判期日外の期日において証人等の尋問及び被告人質問を行うことができる
ものとする。
キ．刑法の改正

2011 年（平成 23 年６月 24 日）

2011 年（平成 23 年）に刑法が改正（「情報処理の高度化等に対処するための刑法等
の一部を改正する法律」の制定）された背景には、2001 年（平成 13 年）11 月に欧州
評議会において採択された「サイバー犯罪に関する条約」の存在がある。
情報技術分野の急速な発達や、コンピュータネットワークの発展によって、世界中
で電子メールの幅広い利用と、インターネットを通じた各種サイトへのアクセス、さ
らに電子商取引等が可能となった。このような情報技術の発展は、社会の一層の発展
のための大いなる可能性を秘めているが、一方で、コンピュータシステムを攻撃する
ような犯罪及びコンピュータシステムを利用して行われる犯罪（いわゆるサイバー犯
罪）が出現するようになった。
サイバー犯罪は、犯罪行為の結果が国境を越えて広範な影響を及ぼし得るという特
質を備えていることから、その防止及び抑制のために国際的に協調して有効な手段を
とる必要性が高く、そのために法的拘束力のある国際文書の作成が必要であるとの認
識が欧州評議会において共有されるようになった。このような状況の下、欧州評議会
にサイバー犯罪を取り扱う専門家会合が設置され、1997 年（平成 9 年）以降、同会合
においてこの条約の作成作業が行われてきた。その結果、2001 年（平成 13 年）9 月
に行われた欧州評議会閣僚委員会代理会合においてこの条約の案文について合意が成
立し、同年 11 月 8 日に行われた欧州評議会閣僚委員会会合において正式に採択され
た。そして、「サイバー犯罪に関する条約」が、同日欧州評議会において採択された。
同年 11 月 23 日にハンガリーのブダペストにおいて署名式典が開催され、2004 年（平
成 16 年）7 月 1 日に発効した。
本条約は、近年の情報技術の発展により増加するサイバー犯罪から社会を保護する
ことを目的としており、コンピュータシステムに対する違法なアクセス等一定の行為
の犯罪化、コンピュータデータの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し
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等に関する国際協力等について規定している。我が国は、署名式典の場において署名
し、同年４月に国会承認を得た。条約批准のための国内法の整備が遅れていたが、2011
年（平成 23 年）に「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法
律」が制定されたのを受け、2012 年（平成 24 年）7 月 3 日、我が国は、
「サイバー犯
罪に関する条約」の受諾書を欧州評議会（在ストラスブール）の事務局長に寄託した。
そして、同年 11 月 1 日、我が国においても本条約が発効した。
この条約は、サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピュータシ
ステムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータデータの迅速な
保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等について規定する
ものである。我が国がこの条約を締結することは、サイバー犯罪に効果的に対処する
ための国際的な取組みに寄与するとの見地から有意義であると認められる。
この条約の締結により我が国が負うこととなる主要な義務の概要は、次のとおりで
ある。
①コンピュータシステムに対する違法なアクセス、コンピュータデータの違法な傍
受、コンピュータウイルスの製造、児童ポルノのコンピュータシステムを通じた
頒布等一定の行為を犯罪として定め、その犯罪についての裁判権を設定すること。
②自国の権限のある当局が、蔵置されたコンピュータデータの迅速な保全、捜索及
び押収並びに提出命令、通信記録のリアルタイム収集並びに通信内容の傍受を行
うことが可能となるよう、必要な立法その他の措置をとること。
③コンピュータに関連する一定の刑事手続、犯罪人引渡し等において国際協力を促
進すること。
この条約の実施のため、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案及び犯
罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するために刑法等の一部を改正
する法律案の成立、また、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護
等に関する法律の一部を改正する法律案の成立が必要とされた。
そして、2011 年に「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する
法律」が制定された。これによりサイバー犯罪条約を批准することができた。
今回の、刑法の改正内容は、サイバー関係に関する改正、わいせつ物頒布等の罪の
処罰対象の拡充、電子計算機損壊等業務妨害未遂罪の新設、及び強制執行妨害関係の
罰則の整備である。このうち、サイバー犯罪行為として刑罰化されたものは次のとお
りである。
●コンピュータウイルスの作成・提供
・不正指令電磁的記録作成罪・提供罪）（刑法第 168 条の 2 第 1 項）
●コンピュータウイルスの供用
・不正指令電磁的記録供用罪（刑法第 168 条の 2 第 2 項・第 3 項）
●コンピュータウイルスの取得・保管
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・不正指令電磁的記録取得・保管罪（刑法第 168 条の 3）
●電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂
・電子計算機損壊等業務妨害未遂罪（刑法第 234 条の 2 第 2 項）
また刑事訴訟法第 99 条に「コンピュータネットワーク等の電気通信回線に接続する
電子計算機の自己作成データ等の差押え」が新設された。従来の捜査ではサーバ機器
全体を差し押さえるしかなかったが、これにより例えばメールサーバやリモートスト
レージサービスのサーバから捜査に関連するデータ（電子メールなど）のみを捜査機
関が差押、押収することが可能となった。
その他、刑法 175 条において「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他
の記録の頒布」、またその２項において「有償頒布目的で前項の物を所持し、又は同項
の電磁的記録の保管」を罰する規定が新設された。これによりわいせつ画像等を電子
メールなどで送信することが処罰対象となった。
ク．不正アクセス禁止法の改正

2012 年（平成 24 年 3 月 31 日）

従来の不正アクセス禁止法では、不正に入手した ID やパスワードなどの情報を使
用して本人になりすます行為を処罰対象としていたものの、ID やパスワードの不正入
手や、情報を第三者に提供する行為は不処罰であった。また、フィッシング行為（ID
やパスワードの入力を不正に要求する行為）も不処罰であった。
近年、不正アクセス事犯の検挙件数が増加し、その要因として不正アクセス行為の
準備行為である他人の ID を不正に取得する行為が増加した。また、大手企業に対する
サイバー攻撃（標的型メール攻撃）により多量の ID 等が流失する等の重大事案も発生
した。このような中、不正アクセスの準備行為を禁止し、不正アクセス行為の罰則を
引き上げるために、2012 年（平成 24 年）3 月、第 180 回国会において、不正アクセ
ス禁止法が改正され、同年 5 月 1 日から施行された。
取締り面の対策では、①フィッシング行為の禁止・処罰が新設され、②ID・パスワ
ードの不正取得等の禁止・処罰、が新設され、③不正アクセス行為に係る法定刑（１
年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金から３年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に
改正）が引きあげられ、ID・パスワードの提供の禁止・処罰範囲が拡張された。また、
防御面の対策では、④情報セキュリティ関連事業者団体に対する情報提供、が新設さ
れた。改正後の不正アクセス禁止法の概要は図表 2-12 のようになる。
以下余白
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図表 2-12

平成 24 年の不正アクセス禁止法改正の概要４８

具体的な改正内容は以下のとおりである。
●フィッシング行為の禁止・処罰の新設
改正法によりフィッシング行為が禁止・可罰化された。一般にフィッシングと呼
ばれる行為は、その行為を詳細に見れば様々な形態のものがあるが、共通する特徴
点は、アクセス管理者が公開したウェブサイト又はアクセス管理者が送信した電子
メールであると利用権者に誤認させて、アクセス管理者が ID・パスワードの入力を
求める旨の情報を閲覧させようとすることにある。そして、このような行為の結果、
当該情報を閲覧した利用権者に ID・パスワードを入力させてだまし取ることを企図
しているものである。改正法によりフィッシング行為は禁止され、違反者は１年以
下の懲役又は 50 万円以下の罰金が科されることとなった（第 7 条）。第 7 条では、
第 1 号が、いわゆるフィッシングサイトを公開することを手口とするフィッシング
行為の、第 2 号が、いわゆるフィッシングサイトを用いず、電子メールによって ID・
パスワードを詐取しようとするフィッシング行為の禁止規定となっている。
過去のフィッシング関連の摘発においては、実在するポータルサイトを模倣した
Web サイトを開設した男を著作権法違反などの疑いで逮捕した事例（2005 年（平成
17 年）6 月）や、大手オークションサイトの偽サイトを開設してユーザーからだま
し取った ID やパスワードにより詐欺行為を行った千葉県の男性を、不正アクセス
禁止法違反及び詐欺の容疑で逮捕した事例（2006 年（平成 18 年）2 月）があった。
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今回の改正により、不正なアクセスの前段階にあたる、偽サイトの開設や標的型メ
ールの送信という行為から可罰化することが可能となった。
●他人の識別符号の不正取得・不正保管の禁止処罰の新設
改正法により、不正アクセス行為の用に供する目的で、他人の識別符号を取得す
る行為が禁止され、違反者は 1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金が科されるこ
ととなった（不正取得罪、第 4 条)。不正取得罪の禁止対象は、
「不正アクセス行為の
用に供する目的」でアクセス制御機能に係る他人の ID・パスワードを取得する行為
となっている。
「取得」とは、ID・パスワードを自己の支配下に移す行為をいい、具
体的には、ID・パスワードが記載された紙や、ID・パスワードが記録された USB メ
モリー、IC カード等の電磁的記録媒体を受け取る行為、自らが使用する通信端末機
器の映像面に ID・パスワードを表示させる行為、ID・パスワードを知得する行為（再
現可能な状態で記憶する行為）等がこれに該当する。なお、取得者には、取得するこ
との認識が必要である。したがって、例えば、インターネット上での検索中にたま
たま他人の ID・パスワードが表示された場合や、他人の ID・パスワードが電子メー
ルで勝手に送りつけられてきたような場合には、取得することの認識がないことか
ら、不正取得罪には該当しない。
また、改正法により、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得された
他人の識別符号を保管する行為が禁止され、違反者は 1 年以下の懲役又は 50 万円
以下の罰金が科されることとなった（不正保管罪、第 6 条）。保管罪も取得罪と同様、
「不正アクセス行為の用に供する目的」で保管する行為が禁止対象となる。
●不正アクセス行為の禁止・処罰
不正アクセス行為の罰則を 1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金から 3 年以下
の懲役又は 100 万円以下の罰金に引き上げた。
●他人の識別符号の提供の禁止・処罰範囲が拡張
改正前は、他人の ID・パスワードを、その ID・パスワードがどのウェブサイト
(のサービス)に対する ID・パスワードであるかを明らかにして、又はこれを知って
いる者の求めに応じて、無断で第三者に提供する行為を禁止・処罰の対象としてい
た。しかし、近年、一人の人間が利用するコンピュータのサービスの数が増加して
おり、同一の ID・パスワードを多数のサイトで使い回す例が一般化している。その
結果、提供された ID・パスワードがどのウェブサイト(のサービス)に対するものか
が明らかでなくとも、多数の ID・パスワードを入力すれば一定程度の割合で不正ロ
グインに成功する場合があることから、今回の改正により「業務その他正当な理由
による場合」を除いて他人の ID・パスワードを提供する行為が全て禁止され、違反
者は１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金が科されることとなった。
●情報セキュリティ関連事業者団体に対する情報提供
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不正アクセス行為からの防御対策を向上させるための情報セキュリティ関連事業
者団体に対する規定が新設された(第 10 条第 2 項)。
事業者団体とは、具体的には日本セキュリティオペレーション事業者協議会
（ISOG-J）及びフィッシング対策協議会を想定している（平成 24 年 4 月現在）。た
だし、当然これらの団体に限られるものではなく、第 10 条第 2 項に規定する要件を
満たす団体には情報提供を行うことになる。団体の法人格の有無は問わないが、本
項の援助の対象となるのは事業者が集まって組織した団体であって、個々の企業や
個人は援助の対象とはならない。第 10 条第 2 項では、情報セキュリティ関連事業者
団体に対し、
「必要な情報の提供その他の援助」を行うことが努力義務とされている
が、具体的には、①国家公安委員会が、不正アクセス行為の具体的手口に関する最
新の情報を提供すること、②総務大臣が、総務省及び独立行政法人情報通信研究機
構によるアクセス制御機能の高度化に資する研究開発の成果等の情報を提供するこ
と、③ 経済産業大臣が、独立行政法人情報処理推進機構を通じて不正アクセス行為
に関する注意喚起を行うことやガイドライン策定等により対策情報を提供すること、
等が考えられている。

４．拡散安全保障イニシアティブ（Proliferation Security Initiative：PSI）
2002 年（平成 14 年）12 月に北朝鮮からイエメンにスカッドミサイルが輸出される
という出来事があった。ミサイルを搭載していた貨物船はスペイン軍が臨検したが、
国際法的にミサイル没収の根拠がなかったために、そのままミサイル輸出は実行され
た。
大量破壊兵器および弾道ミサイルの各国への拡散を懸念した米国政府は、この拡散
を阻止するために、輸出管理ばかりでなく輸送段階における様々な阻止行動を同盟各
国が共同して行うことが必要と考えた。その結果、2003 年 5 月 31 日に「拡散に対す
る安全保障構想」が提唱された。そして、2003 年 10 月、独伊が米英からの情報を基
に、リビアに向かっていた独船籍の船舶を臨検してガス遠心分離器を捕獲した。これ
が、PSI による最初の成功例である。
従来は、安全保障貿易管理の下、各国が自国の領域内において、国内管理、輸出管
理等の措置を実施してきたが、PSI の下では、各国が、自国の領域内に限らず、自国
の領域を越える範囲でも他国と連携して大量破壊兵器等の拡散を、輸送途中で実効的
に阻止しようとするものである。
PSI は核拡散防止のための国際的な協力態勢づくりを目的としたイニシアティブで、
条約ではないが、今日では日本を含めた 98 か国がこの枠組みに協力・参加し、定期的
な会合が開催されている。また、2003 年（平成 15 年）からは PSI に参加する国の合
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同訓練（大量破壊兵器の開発に転用可能な物質や部品・機器の違法な輸送が疑われる
船に対する臨検訓練）も行われている。
（1）PSI とは
PSI とは４９、国際社会の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器・ミサイル及
びそれらの関連物資の拡散を阻止するために、国際法・各国国内法の範囲内で、参加
国が共同してとりうる移転（売却、受領及び促進）及び輸送の阻止のための措置を検
討・実践する取組みである。従来は、各国が自国の領域内において、国内管理、輸出管
理等の措置を実施してきたが、PSI の下では、各国が、自国の領域内に限らず、自国
の領域を越える範囲でも他国と連携して大量破壊兵器等の拡散を阻止することができ
る。また、国内においても、法執行機関、軍・防衛当局、情報機関等、関係機関の間の
連携が重視される。こうした阻止活動の原則は、政治的文書である「阻止原則宣言」
（Statement of Interdiction Principles）（注 1）にまとめられ、PSI における活動の
指針として機能している。
2010 年（平成 22 年）12 月現在、日本、米国、英国、イタリア、オランダ、豪州、
フランス、ドイツ、スペイン、ポーランド、ポルトガル、シンガポール、カナダ、ノル
ウェー、ロシア、デンマーク、トルコ、ギリシャ、ニュージーランド、アルゼンチン、
韓国の 21 か国（注 2）をはじめとする 98 か国（注 3）が、PSI の活動の基本原則や目
的に対する支持を表明し、実質的に PSI の活動に参加・協力している。

（注 1５０）
「阻止原則宣言」は、PSI 参加国が、大量破壊兵器などの拡散懸念国家又
は非国家主体への、及び拡散懸念国家又は非国家主体からの流れを断ち切るための努
力を共同で行うとともに、拡散を懸念する全ての関心国が PSI を支持し、可能かつ実
施する意思のある措置を取るべく、現在の PSI 参加国とともに取り組んでいくことに
言及している。
また、同宣言は、各国が国際法及び国内法の許容範囲内において、大量破壊兵器な
どの貨物を拡散阻止するための具体的な行動として、たとえば、参加国が以下のよう
な行動をとることとしている。
●海上阻止
自国籍船舶が大量破壊兵器などを運搬していると疑うに足る合理的な理由がある場
合には、内水、領海、公海において、乗船し立入検査するための措置をとり、確認され
た場合には関連貨物を押収する。
●航空阻止
大量破壊兵器などを運搬していると疑うに足る合理的な理由がある航空機が、自国
領空を通航している際に、検査のための着陸を求め、確認された場合には関連貨物を
押収する。また、このような航空機に対して自国領空の通航権を事前に拒否する。

（注 2）これら 21 か国は、オペレーション専門家会合（Operational Experts Group：
OEG）に参加している。なお、デンマーク、トルコ、ギリシャ、ニュージーランド、
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アルゼンチン、韓国を除いた 15 か国は、PSI 発足後の一定期間、「コア・グループ」
として PSI の発展に中心的な役割を果たした（2005 年に廃止。）。
（注 3）アジア地域の PSI 参加国は、ブルネイ、カンボジア、日本、韓国、モンゴ
ル、フィリピン、シンガポール、スリランカの８か国。韓国は、2009 年（平成 21 年）
５月 26 日に PSI への全面参加を発表、2010 年（平成 22 年）11 月の東京 OEG から
OEG に参加している。
（2）PSI 発足の経緯
ブッシュ政権は、北朝鮮、イランをはじめとする、いわゆる拡散懸念国等の大量破
壊兵器・ミサイル開発を強く懸念し、2002 年（平成 14 年）12 月の「大量破壊兵器と
闘う国家戦略」において、①拡散対抗、②不拡散、③大量破壊兵器使用の結果への対
処の包括的アプローチを提唱した５１。2003 年（平成 15 年）5 月 31 日、ブッシュ大統
領は訪問先のポーランド（クラコフ）で、
「拡散に対する安全保障構想（PSI）」を発表。
我が国を含む 10 か国（日、英、伊、蘭、豪、仏、独、スペイン、ポーランド、ポルト
ガル）に参加を呼びかけた。
（3）PSI の主な活動内容
ア．阻止訓練の実施
これまで、陸上・海上・航空等、様々な形態の阻止訓練が世界各地域において実施
された。その結果、①各国の関係機関による大量破壊兵器等の拡散阻止に関する能力
の向上、②各国の法執行機関、軍・防衛当局、情報機関等による相互の連携の強化、③
PSI 非参加国による PSI に対する理解が深化する等の成果が上がっている５２。
イ．参加国・協力国の拡大に向けた努力（アウトリーチ活動）
参加各国による連携が鍵となる PSI においては、参加国・協力国の範囲を拡大し、
大量破壊兵器等の拡散阻止のための網の目を細かくすることが重要との認識の下、PSI
参加国は、非参加国に対する働きかけ（アウトリーチ活動）を精力的に展開した。そ
の結果、現在では約 100 か国が、PSI に対する支持を表明している。
ウ．各種会合を通じた活動内容の精査
PSI 発足後、これまで総会（局長級）及び専門家会合（局次長級）が精力的に開催さ
れ、その結果、①PSI が行う阻止活動の基本原則を定める「阻止原則宣言」の採択（PSI
が行う阻止活動が国際法・各国国内法の範囲内で行われることを確認）、②阻止訓練の
効率的な実施計画の策定、③PSI の実施にともなう法的問題の検討の進展等の成果が
上がっている。
（4）.我が国の取組み
我が国は、大量破壊兵器・ミサイル及びそれらの関連物資の移転及び輸送を阻止す
ることは、我が国の安全保障の向上に資するとの考えの下、PSI の活動に積極的に参
加してきているほか、PSI への理解促進のための取組みを行っている５３。
ア．我が国における PSI 阻止訓練の主催
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・2004 年（平成 16 年）10 月 25～27 日、相模湾沖合及び横須賀港内において、我
が国として 1 回目の PSI 海上阻止訓練「チーム・サムライ 04（Team Samurai 04）
」
を主催した。同訓練には、我が国のほか、艦船等を参加させた米、豪、仏を含め、21
か国が参加した。
・2007 年（平成 19 年）10 月 13～15 日、２回目の我が国主催 PSI 海上阻止訓練
「パシフィック・シールド 07（Pacific Shield 07）」を実施した。同訓練への参加国は、
艦船等を参加させた米、豪、仏、英、シンガポール、ニュージーランドを含め、40 か
国と「チーム・サムライ 04」の２倍近くに増加した。訓練を通じ、関係機関の練度向
上、参加国との相互の連携強化、PSI 未支持国の PSI への理解促進に貢献した。
イ．我が国における OEG の主催
2010 年（平成 22 年）11 月 1～2 日、我が国が初めて OEG を主催し、今後の PSI
の活動の在り方につき、幅広く議論を実施した。この時韓国が OEG に初参加した。
ウ．各国主催 PSI 阻止訓練への積極的な参加
これまで行われている各国主催 PSI 阻止訓練のほぼ全てに我が国は参加した。特に、
2003 年（平成 15 年）の豪州主催海上阻止訓練、2005 年（平成 17 年）のシンガポー
ル主催海上阻止訓練、2006 年（平成 18 年）の豪州主催航空阻止訓練、2008 年（平成
20 年）９月のニュージーランド主催海上阻止訓練、2009 年（平成 21 年）のシンガポ
ール主催海上阻止訓練及び 2010 年（平成 22 年）10 月の韓国主催海上阻止訓練には、
我が国の警察、税関、海上保安庁及び防衛省・自衛隊から艦船、航空機、検査チーム等
の装備・人員を派遣し、訓練の成功に貢献した。
エ．アウトリーチ活動の積極的な展開
可能な限り多くのアジア諸国が大量破壊兵器等の拡散阻止活動に参加・協力するこ
とにより、我が国及びアジア地域全体の安全保障が向上するとの認識の下、アジア諸
国による PSI への理解の促進と支持の拡大を目指す働きかけ（アウトリーチ活動）を
我が国は積極的に実施した。具体的には、アジア不拡散協議（Asian Senior-level Talks
on Non-Proliferation：ASTOP）の開催（2003 年（平成 15 年）11 月、2005 年（平成
17 年）2 月、2006 年（平成 18 年）2 月、2007 年（平成 19 年）1 月、2008 年（平成
20 年）4 月、2009 年（平成 21 年）12 月）、PSI 海上阻止訓練の主催（2004 年（平成
16 年）10 月及び 2007 年（平成 19 年）10 月等の取組みであった。その他、我が国は、
PSI のみならず、アジアにおける包括的な不拡散体制の強化を目的とする種々のアウ
トリーチ活動を行ってきている。
（5）我が国の PSI 阻止訓練への参加と我が国主催阻止訓練の実施５４
我が国の PSI 阻止訓練への参加と我が国主催阻止訓練の実施状況は図表 2-14 のと
おりである。（2012 年（平成 24 年）6 月現在）
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図表 2-14○○我が国の PSI 阻止訓練への参加と我が国主催阻止訓練の実施状況

（6）我が国の船舶検査の根拠法
我が国の大量破壊兵器等の拡散防止のための船舶検査の根拠法は、
「周辺事態に際し
て実施する船舶検査活動に関する法律（船舶検査活動法）」と「国際連合安全保障理事
会決議第 1874 等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法（貨物検
査特別措置法）」の 2 つである。
1999 年（平成 11 年）成立の周辺事態法を受けて翌年制定された周辺事態に際して
実施する船舶検査活動に関する法律により、自衛隊が必要な場合に応じて、一般船舶
に対して海上阻止行動（臨検）を実施することが可能となった。しかし、船舶検査活
動法は、周辺事態法により日本に安全保障上の危険が迫っていると認定されたときの
み適用される。そのため、まず政府による周辺事態の認定が必要となる。また船舶検
査法で自衛隊が検査できるのは、検査対象の船の旗国（船籍がある国）の許可と船長
の同意が必要である。したがって強制力を持った検査はできない。また武力の行使は
憲法で禁じられているため、武器の使用は警察や海保と同様の身体に危険が迫った場
合にやむを得ない範囲に限られている。
2009 年（平成 21 年）6 月採択された国連安保理 1874 号決議（対北朝鮮制裁決議）
は加盟国に対し、自国の領域における貨物検査、公海上での船舶検査、検査への協力
と回航指示、禁止品目の押収・処分を求めた。しかし、従来の国内法では、公海上を航
行中の外国籍船舶や、日本に寄港中でも日本向けの積み荷がない船舶は貨物検査を行
うことができなかった。このため、2010 年（平成 22 年）6 月貨物検査特別措置法を
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制定した。この特別措置法により、従来の国内法では、公海上を航行中の外国籍船舶
や、日本に寄港中でも日本向けの積み荷がない船舶は貨物検査を行うことができなか
ったが、北朝鮮に出入りする船舶や航空機が核・ミサイル関連の禁輸品を積んでいる
疑いがある場合、海上保安庁と税関が当該船舶及び航空機を検査できることが可能と
なった。日本の主権が及ばない公海上では船籍国の同意を得た上で検査することと、
日本の領海や港に入っている場合は船籍国の同意なしに検査することがそれぞれ可能
となった。貨物検査特別措置法は、国連安保理決議 1874 号（第一条に規定する要請に
係る部分に限る。
）がその効力を失ったときは、速やかに、廃止される。
以上の 2 つの法律の制定により、船舶検査について若干の進展があったが、他国の
それより制限されたものであり、実効性に乏しいと言わざるを得ない。
（7）政策課題
ア．「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律（船舶検査法）」の改正
と臨検等の活動における集団的自衛権の行使容認
現行の船舶検査活動法は、周辺事態法により日本に安全保障上の危険が迫ってい
ると認定されたときのみ適用される。つまり船舶検査活動には周辺事態の認定が必
要である。これは同法が制定された時期に関連する。1997 年（平成 9 年）の日米防
衛協力ガイドライン（新ガイドライン）において周辺地域における事態に関する日
米協力の 1 つとして船舶検査活動法が制定された。
しかし、拡散安全保障イニシアティブ（PSI）の趣旨からすれば、船舶検査活動は
国連安保理決議に基づいて行われる経済制裁の実効性を確保するための活動であり、
周辺事態とは関係がないことになる。拡散安全保障イニシアティブ（PSI）の趣旨に
沿い、平時において、諸外国軍隊等と連携して大量破壊兵器等の拡散を阻止する活
動に参加できるよう船舶検査活動法を改正すべきである。
また、船舶検査活動においては、公海上において、我が国自衛隊の艦船が米軍の
艦船と近くで行動している状況が生起する。この場合に、米軍の艦船が攻撃されて
も我が国自衛隊の艦船は何もできないという状況が生じてよいのか。このような場
合には、集団的自衛権行使の容認が必要である。
「安全保障の法的基盤の再構築に関
する懇談会」の作成した報告書（2008 年（平成 20 年）6 月 24 日）は、4 類型の一
つである「公海における米艦の防護」について、次の提言を行っている。
「厳しさを増す 21 世紀の安全保障環境の中で、我が国の国民の生命・財産を守る
ためには、日米同盟の効果的機能が一層重要であり、日米が共同で活動している際
に米艦に危険が及んだ場合にこれを防護し得るようにすることは、同盟国相互の信
頼関係の維持・強化のために不可欠である。個別的自衛権及び自己の防護や自衛隊
法第 95 条に基づく武器等の防護により結果的に反射的効果として米艦の防護が可
能な場合があるというこれまでの憲法解釈及び現行法の規定では、自衛隊は極めて
例外的な場合にしか米艦を防護できず、また、対艦ミサイル攻撃の現実にも対処す
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ることができない。よって、この場合には、集団的自衛権の行使を認める必要があ
る。このような集団的自衛権の行使は、我が国の安全保障と密接に関係する場合の
限定的なものである。」
諸外国軍隊等と連携した船舶検査活動の円滑な運用と諸外国との信頼関係の維
持・強化のために早急に集団的自衛権の行使を認めるべきである。
以下余白
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第3章

技術流出の防止対策

本章では、組織が取るべき技術流出の防止対策を考察する。
防止対策を考える場合に、最も重要なことは脅威が何であるかを明確にすることで
ある。筆者は、技術流出事案の背後には相手国のインテリジェンス活動があるとみて
いる。戦後、我が国は、国外における諜報活動などのインテリジェンス活動をタブー
視してきた。そのため、政府機関も国民も、諸外国のインテリジェンス活動に鈍感に
なっている。諸外国では、インテリジェンス活動は政府の通常の機能であると考えら
れており、行政機関の 1 つとしてインテリジェンス組織を保有し、そして、国内外の
インテリジェンス活動を日常的に行っていることは常識である。
「意図せざる技術流出」や「退職者による技術流出」においては、主として相手国・
民間企業の悪意のある行為が原因と思われる。一方、中国や北朝鮮などの専制国家に
おいては、企業と政府機関との結び付きが強いことを考慮すれば、その民間企業が相
手国のインテリジェンス機関の影響を受けているとも考えられる。
したがって、我々が備えるべき相手がスパイ（情報機関員又はエージェント）であ
ると想定し、巧妙かつ高度な手段・手法を有するスパイに対して取られた対策は、ど
の様な相手に対しても有効なものとなるであろう。民間企業であっても政府のインテ
リジェンス機関並みの情報収集能力を有していると考えるべきである。例えば、
『アッ
プル帝国の正体』に描かれているアップル社は、日本人にもほとんど知られていない
ニッチな中小企業を、米国に本社のあるアップル社がくまなく探し出している。
以下、意図せざる技術流出、退職者による技術流出、諜報活動による技術流出、不
正貿易による技術流出、及びサイバー諜報活動による技術流出の順に、その防止対策
を述べる。

１．「意図せざる技術流出」の防止対策
各企業において、自社が有する技術や生産ノウハウの海外への移転について、その
是非や範囲を対象国の知的財産権の保護の強さも勘案して戦略的に判断することが極
めて重要となる。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
流出リスクをともなうものであり、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決断をするこ
とが重要である。この「戦略的に重要な技術」とは当該企業にとってだけでなく、国
家にとって重要な技術も対象となる。しかし、国家にとって重要な技術とは何か、そ
の技術移転を行わなかった場合に企業が被る損失の補償はどうするのか、などの課題
が残っている。
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以下、第 2 章で示した技術流出の形態に区分して対策を述べる。この対策は、経産
省の作成した「技術流出防止指針」を参考としている。
（1）技術ライセンスや技術移転にまつわる技術流出の防止対策
対策 1-1：我が国に比して知的財産保護の弱い国や企業等については、日本と同様
の対策をとった場合でも技術が流出されるリスクが高いことを前提に検討し、流出
すべきでないと考えられる技術は原則移転しない。自社の技術を対他社比で分類し、
「最先端」の技術を移転する場合には独資形態の会社による場合に限るものとして、
合弁会社の場合には、「最先端」の技術は原則移転しない。
（2）海外生産の開始・拡大にともなう技術流出の防止対策
対策 1-2：技術指導を目的に研修生を受入れる場合は、一定期間の退職防止に関す
る契約を締結するなど、契約を活用した防止策を講じる。また、技術指導者に対し
ては技術指導の内容を予め明確にしておき、それ以上の技術指導を行わない。
対策 1-3：契約相手が部品や材料メーカーの場合には、納入先から海外での現地生
産を要請されるといったケースも少なくない。このため、この点にも配慮した上で、
現地生産の是非の判断や現地生産を行う場合の製造ノウハウの全体像を把握でき
ないようなブラックボックス化を工夫する。
（3）製造に必要な部品や材料に化体された技術流出の防止対策
対策 1-4：コアとなる部品・材料に関する情報については、自社において営業秘密
として管理し、情報へのアクセス制限を徹底する。
（4）製造に必要な機械や設備に化体された技術流出の防止対策
対策 1-5：製造設備等が自社の管理下にあるか、取引先等の管理下にあるかによっ
て、対策は異なる。しかし、製造設備等が自社の重要製品（技術）のコアとなるよ
うな場合には、資本関係等のある関係会社で設備の生産を行うこと、製造設備等製
造企業との契約等を活用し、製造設備の移転や輸出に関する自社の関与を増やすこ
と及び関係者に機密保持義務等に関する一定の制約を課す。
（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の防止対策
対策 1-6：図面や文書化されたノウハウの流出防止については、重要なノウハウを
安易に文書に表示しないように配慮するとともに、図面や書類上にノウハウが記載
されている場合には営業秘密等として厳格に管理する。
（6）ヒトを通じた技術流出（退職者によるを除く）の防止対策
対策 1-7：採用時の身元調査を厳格に行う。
対策 1-8：国内及び進出国における採用時や退職時の契約において、重要なノウハ
ウ等についての守秘義務を課し、違反した場合にはペナルティー条件を課す等の手
段を講じるとともに、契約違反があった場合には厳格に追及することを明示する。
（7）その他の要因による技術流出の防止対策
ア．製品のリバースエンジニアリングや形状模倣による技術流出の防止対策
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対策 1-9：技術流出を防止するためブラックボックス的手法を講じる。ブラックボ
ックス的手法には、①製造プロセスやノウハウの全体の把握を防止するためのブラ
ックボックス化と②供与した製品･部品･製造設備のみで容易に最終製品を製造さ
せないブラックボックス化（高度な技術を駆使し技術面でのリバースエンジニアを
困難にするアプローチ及びリバースエンジニアで製造するには分解･再製に膨大な
コストがかかるようにするアプローチを含む）の２つの方法があるが、製品等の特
性に応じて、実施可能な方策を行う。
イ．工場レイアウト、生産プロセス、研究施設等を第三者に開示することによる技術
流出の防止対策
対策 1-10：施設内への立入りの場面においても、技術が流出する可能性がある。重
要と思われる場所を中心として、関係者以外の立ち入りを禁止・制限する等の適切
な対策を講じる。
ウ．研究開発にともなって生じる技術流出の防止対策
対策 1-11：海外における共同研究などにあたっては、共同研究相手との間で秘密保
持契約を徹底するとともに、共同研究の結果として得られた知的財産権やノウハウ
の帰属を契約の中で明確にする。
対策 1-12：国内における大学・研究機関等との共同研究にあたっては、大学・研究
機関等において国内外の競合企業等からの研究生等を多く受け入れている場合も
あることにも留意しつつ、守秘義務の内容・範囲を契約の中で明確にする。加えて、
共同研究相手機関のみならず、研究員や学生との間での守秘義務契約等を締約する。

２．退職者による技術流出の防止対策
外国企業や退職者が絡んだ営業秘密侵害事件の深刻化に伴い、2005 年（平成 17 年）
に不正競争防止法が改正され、退職者による媒体取得・複製を伴わない営業秘密の不
正使用・開示行為についても、在職中に申し込みや請託があるようなケースについて
は処罰の対象とするなど、営業秘密の国外使用・開示に対する処罰化が導入された。
既述したように、新日本製鉄は、不正競争防止法の「営業秘密の不正取得行為」によ
り、韓国ポスコと同社日本法人、新日鉄元社員などを提訴することが出来た。
また、国内の営業秘密侵害事件の中で、退職者が関与した事件は半数以上を占めて
いる。（下図 3-1 参照）
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図表 3-1 営業秘密侵害事件の内の退職者（1995 年（平成７年）から 2001 年
（平成 13 年）のデータ）

退職者が絡んだ事件、特に半導体などの分野などでは立証は難しいとされる。とり
わけ国外における営業秘密侵害事件の立証はさらに難しいと予測される。従って、退
職者による技術流出の防止対策の基本は、営業秘密を退職者により持ちだされないよ
うにすることである。そのためには、在職中における研究データ等へのアクセスを適
切に管理するとともに、特に、後述する退職時の退職手順（「退職手順の一例」）を厳
格に実施することである。それに加えて労働契約上、退職後の「守秘義務」と「競合避
止義務」を確実に設定し、犯罪抑止の効果を期待すべきである。
以下、競合会社を設立した退職者による技術流出、外国企業の引き抜きに応じた中
途退職による技術流出、海外企業に再就職した定年退職者による技術流出、及び組織
に復讐する退職者による技術流出の順に防止策を考察する。ここでは、項目ごとに区
分して対策を記述するが、それぞれの対策は、他の項目でも有効な対策である。
（1）競合会社を設立した退職者による技術流出の防止対策
対策 2-１：従業員のアクセス管理を厳格にする。即ち、業務に必要な情報以外への
アクセス権を与えないこと及び職場以外への情報の持ち出しを厳禁することである。
これにより万一の場合の被害を少なくできる。
対策 2-2：入社時に「守秘義務」と「競合避止義務」の契約書を作成させる。退職
（予定）者との間で秘密保持義務や競業避止義務を定めた契約を取り交わそうと思
っても、退職を決意している従業員が、素直にその契約締結に応じるとは限らない。
従って、退職後の秘密保持や競業禁止といった特約は、その従業員の入社時に契約
書を取り交わすことが、より現実的、効果的である。何故ならば、どんな労働者で
も、入社時が会社に対して最も従順であることによる。
対策 2-3：厳格な退職手順を定め、それを履行する。従業員が退職することを知っ
た場合、直ちにライン管理者は、必要ならば人事部門と協議し、組織に対してもは
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や忠実でないかもしれない個人によってもたらされるリスクをいかにして制御す
るのかを考慮した上で、定められた退職手順を履行する。
次の囲み記事は退職手順の一例である。
「退職手順の一例」
最初になされる決定は、（組織に対しもはや忠実でない）従業員が会社を離れる
までの取扱い方法である。それには次の選択肢がある。
・従業員が、契約上の解雇予告期間の間、働き続けるのを許し、組織の資産への彼
らの通常のアクセスを継続させる。
（建物にいる間は、無許可行動を防止するた
めに監視下におく。）
・従業員が働くのは許可するが、資産へのアクセスは制限する。（常時監視下で、
より低レベルのアクセス権を割当てる。）
・従業員に直ちに退職するよう求める。又は解雇予告期間の間は出社しないよう求
める。
退職日が合意されたならば、当該従業員が無許可行為を行う機会を減らす必要が
ある。このために、組織の資産、アクセスツールなど従業員にはもはや必要なく、
かつ組織の機密情報へのアクセスを容易にすると考えられる次に挙げた物品を直
ちに返納させなければならない。
・ユニフォーム
・セキュリティパスと身分証明書
・携帯電話/ブラックベリー/ポケベル
・会社クレジットカード
・名刺
・立入制限区域や保管施設などの鍵
・電子システムへのアクセスのためのトークン
・ラップトップやその他のリモート機器
・組織が所有する本、書類、および商業的に重要なドキュメンテーション
従業員が直ちに退職する場合には、彼らに最も厳しい時間内ですべてを返却する
ことを要求する。しかし、彼らが、解雇予告期間の間、彼らの任務を遂行し続ける
場合または彼らの任務の一部を遂行する場合は、返却要求は、それに応じて、見直
されなければならない。重要なことは、できるだけ多くの品目を早急に回収し、従
業員の手元にそれらを残さないことである。この段階で回収されなかった品目は、
それらの返納の期日と方法（配達又は郵便）を、従業員と合意すべきである。
資産の回収と同時に、組織は当該従業員の資産へのアクセスリスクを軽減するた
めに次の追加的な処置を考慮しなければならない。

99

・選択的に、又は完全に従業員のシステムへのアクセスを防止するために、当該ユ
ーザーID をブロックする。
・マルウェアやハッキングから組織の電子システムを保護するために実際に実行
されている対策（例：オンライン操作のログ・監視・監査）を確認する。
・当該従業員の物理的アクセスを防止するために、当該従業員のセキュリティパス
をブロックする。
・保管している資産価値がそれに相当するならば、保管所のコンビナーション鍵を
変更する。
・当該従業員の署名権限・クレジットカード・経費勘定をキャンセルし、すべての
関連部署に通知する。
・必要ならば、建物への当該従業員の将来のアクセスに関して、警備員に指示を出
す。
もし、従業員がすぐに退職しないならば、これらの処置のいくつかは実行されな
いであろう。その場合には、未処理の事項は記録され、実行可能になれば速やかに
実施されなければならない。
（2）外国企業の引き抜きに応じた中途退職者による技術流出の防止対策
(1)で述べた対策 2-1、2-2、2-3 は、本号において有効である。
企業間における従業員の引き抜き行為の是非の問題は、個人の退職の自由、職業選
択の自由の保障と企業の利益の保護という２つの要請をいかに調整するかという点に
ある。すなわち、個人には退職の自由、職業選択の自由が保障されており、これらは
最大限に保障されなければならない。しかし、他方で、従業員が退職して他の会社に
雇用された場合には、①優秀な人材を失うという損失が生じる、②退職した会社の営
業秘密や個人情報が流出するなど、退職した会社に重大なダメージを与えるおそれが
ある。
従業員が競業避止義務の特約を結んでいれば、引き抜き行為は同義務違反として違
法となることが考えられる。 競業避止義務の特約がない場合、単なる転職の勧誘にと
どまるものについては、直ちに雇用契約上の誠実義務に違反するものとはいえないと
されることが多い。これに対し、引き抜き行為が単なる転職の勧誘の域を越え、社会
的相当性を逸脱し極めて背信的な方法で行われた場合には、当該行為を行った従業員
は雇用契約上の誠実義務に違反したものとして、損害賠償責任を負うものとされてい
る。そして、社会的相当性を逸脱した引き抜き行為かどうかは、①転職する従業員の
その会社に占める地位、会社内部における待遇、②従業員の転職が会社に及ぼす影響、
③転職の勧誘に用いた方法(退職時期の予告の有無、秘密性、計画性等）等諸般の事情
を総合的に考慮して判断するものとされている。５５
国内企業間の引き抜き行為を違法とした以下の例がある。
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「コンピュータ技術者の派遣を行う東京コンピュータサービスの営業部次長が独立
に当たって、在職中から退職後にわたり、技術者を新会社に勧誘した事件があった。
勧誘する際、同次長は会社の経営体制を厳しく批判、結果的に 44 名の社員が一斉に退
職した。東京地裁は 1996 年（平成 8 年）12 月、この行為が社会的相当性を逸脱する
違法な引抜きであると判断。同次長に対し、1,500 万円あまりの損害賠償を命じた。そ
の法的根拠は、雇用契約上の誠実義務違反と民法 709 条の『不法行為』である５６。
」
このように極端な引抜きは、社員の自主的な退職、転職とは違い企業に対する違法
性の高い権利侵害行為である。こういう場合に引き抜かれた会社から損害賠償請求さ
れることがある。
対策 2-4：退職者に「他の従業員に対して転職を勧誘したり、起業を勧誘したりし
ない」という旨の誓約書を書かせる。このような内容であれば、従業員の職業選択
の自由を侵害することもなく、裁判所でも効力が認められ可能性がある。
対策 2-5：引抜き行為が違法性の高い権利侵害行為であることを日頃の社員教育の
場で啓蒙する。
（3）海外企業に再就職した定年退職者による技術流出の防止対策
上記対策 2-1、2-2、2-3 も本号においても有効である。
対策 2-6：退職後も人的繋がりを維持する。退職後も元会社の OB 会などを通じて、
元会社の現役社員や OB 社員との人的繋がりを維持する。これにより元会社を裏切
る行為を抑制することができる可能性がある。あるいは、退職者の状況を把握し、
競合他社への就職を阻止するために先手を打つことができる。
対策 2-７：匠の技を持った職人技術者を雇用延長又は再雇用する。改正高年齢者雇
用安定法の制定により、65 歳定年制をはじめとする継続雇用制度の導入が義務付
けられてきているが、匠の技を持った技術者については定年制を廃止する。
（4）組織に復讐する退職者による技術流出の防止策
上記対策 2-1、2-2、2-3 も本号においても適用すべきである。特に、対策 2-3 の
「退職手順」は、必須である。
対策 2-6：組織に対して不満を持って退社する従業員のアクセス管理をより厳格に
行う。必要ならば退職前の職場の行動を監視する。

3．諜報活動による技術流出の防止対策
本項では政府機関や企業等を標的とした産業スパイ（国家情報機関のスパイの他に
ビジネスマン、科学者、技術者、学者等）の技術情報収集活動から、政府機関や企業等
の保有する秘密に指定された技術情報等を保護するための組織が行うべき対策を考察
する。
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まずは、防止対策の第１歩は、
「敵を知る」ことである。相手側は、どの様な方法で
我々に近づき、罠を仕掛け、餌をまくのであろうか。
諜報活動で使用される方法には様々あるが、主として、伝統的な手法である組織へ
の浸透、エージェント（協力者）の獲得、並びに正当なビジネス活動等を装った①情
報の要求（ソーシャルエンジニアリング）、②売込み及び市場取引、③企業の取得
（M&A）、④学界・会議・見本市への参加、⑤公式訪問及び⑥共同開発・生産があり、
さらに、留学生等の活用や海外の日本人旅行者に対する標的活動等がある。その上近
年急激に発達したサイバー空間を利用したサイバー諜報活動があるが、これは第５項
で述べる。
以下、それぞれについて防止対策を考察する。
（１）組織への浸透への防止対策
第 1 章第 1 項で既述した事例（囲み記事、中国人収集活動家の事例）のように長い
年月、組織に潜入したスパイは、スリーパーと呼ばれる。このようなスリーパーを探
知・捜査・逮捕するのは、国家の情報機関と法執行機関の役割である。
他方、各組織で行うべき次のような対策がある。
対策 3-1：組織のセキュリティ文化を確立する。
従業員が、実施されているセキュリティ対策に関して、なぜそれらが重要である
かを理解することから生まれる当事者意識を持つことが極めて重要である。この様
にして、各個人はセキュリティ文化に積極的に貢献するとともに、内部者犯罪を発
見又は防止する潜在力となる。セキュリティ文化が確立した組織では、不審な行為
が確実に報告され、スパイの存在を探知する端緒となるであろう。
対策 3-2：定期的なセキュリティ評価を実施する。
業績評価にセキュリティ評価を組み入れる。セキュリティ評価は、すべての従業
員の信頼性を保証する方法として有用である。セキュリティ評価には、必要項目の
チェックリストが使用されるべきである。そうすることにより、管理者と従業員が
きちんとした情報を共有していることが保証される。また、そのようなチェックリ
ストは、管理者が質問するかもしれない問題に従業員の関心を向かわせることがで
きるなど従業員に対する注意喚起にもなる。
対策 3-3：厳格な採用時の身元調査を行う。
採用時の身元調査の主たる目的は、①応募者が彼ら自身について真実かつ正確
な情報を提供していることを確認する、②採用された個人が雇用に必要な要件に
合致していることを調査する（例：就労可能な移住権の保有）、③採用された個人
が組織に対してセキュリティ上の脅威をもたらしそうにないという追加的保証を
得る、ことである。本項の文脈で言えば、悪意のある者（スパイ）が組織に侵入す
るのを阻止することである。
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しかし、企業のグローバル化に伴い、海外で生活し、働いていたことのある採
用応募者（外国人を含む）の選別がますます重要となっている。組織は、可能な限
り、海外からの応募者に関しても、日本に在住している応募者と同じ情報を収集
しなければならない。しかし、外国には、日本とは異なる法律や規制があること
に留意しなければならない。従って、このステップは難しいものとなるだろう。
海外調査の実施を望む組織にはいくつかの可能な選択肢がある。①応募者に書
類を要求する、②専門的な外部の調査サービスを雇う、③組織自ら海外調査を実
施する、などである。状況によっては、十分な海外調査が出来ないかもしれない。
その場合、採用しないか、又は、確信の不足を補うために別のリスクマネージメ
ントを実行することを決心することになるだろう。
（2）エージェント（工作員又は協力者）の獲得への防止対策
工作員を獲得する手法を知ることは対策を立案する上で極めて重要である。一般的
に、情報機関員（外交官やジャーナリストなどになりすましたスパイ）は、学会、講演
会、展示会などの公開の場で、多くの人に声をかけ、さりげない会話をしつつ、標的
とする組織（又は情報）に何らかの関係を有する人物を探り出し、目をつける。数日
して、情報機関員は当該者を食事に誘う。一度、食事をご馳走になったり、土産物を
もらったりすると、その好意に恩返ししたいという人間の基本的な性向を利用しつつ、
彼らは接触を重ねる。幾度かの接触により、当該者の思想・信条、金銭状況、家族状
況、組織に対する不満等を把握して、当該者の弱点をつき、協力あるいは情報の提供
を働きかける。初めのうちは公刊資料を要求し、徐々に秘匿度の高い情報を要求する
ようになる。そして、当該者は、いつしか情報機関員の手先となり、情報機関員の要
求に応じて秘密情報を提供する工作員となっている。本人にその気がないのに、無意
識のうちに情報機関員に取り込まれるのである。
第１章第 3 項で事例として取り上げたスパイ事件のほとんどが、金銭的報酬によっ
て取り込まれている。その他、共産主義あるいはある種のイデオロギーへの共感、所
属団体に対する不満、自分や家族の健康不安（良い医師、薬の紹介）、スパイという仕
事への憧れ、母国への愛国心・忠誠心（帰化人、留学生等）、母国にいる家族の安全（帰
化人、留学生等）及び帰国後の栄達願望（留学生等）等が弱点に挙げられる。これら以
外に、情報機関員は卑劣な手段を用いることもある。当該者に女性を近づけ、当該者
がその女性と関係をもったところで脅して工作員として取り込む（所謂ハニートラッ
プ）、工作員として使われていることが気づかないよう、最初は簡単なことを依頼し、
謝礼などを受け取らせ、最後は暴露すると脅し工作員として取り込む、などである。
これらへの対策の要諦は、エージェント脅威（情報機関員の勧誘によりエージェン
トとなる者、もしくはその可能性を有する者）となる従業員を探知・排除することで
ある。このため、常に従業員と共に仕事に従事し、従業員を指導・管理する立場にあ
るライン管理者の責任が重大である。
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対策 3-4：従業員の態度や行動の変化の継続的な監視を行う。
人間は弱いものである。昨日まで忠実だった従業員が、翌日にはエージェントと
なる場合もある。従業員は、環境の変化に影響されやすく、それが態度や行動の変
化として現われる。従って管理者は、潜在的なエージェント脅威であることを示す
あらゆる変化又は疑わしい行動を察知するために、採用後も部下の態度と行動を観
察し続けなければならない。また、すべての従業員にエージェント脅威への自覚を
促して、従業員が同僚の無許可のアクセスなどの不審な行動を直接管理者又は通報
ホットラインを通じて報告させなくてはならない。そして、管理者は、従業員が個
人的判断能力を弱めるような、あるいは第三者に対する脆弱性を高めるような環境
にある時に、相談相手になるなど適切に対処し、エージェント脅威を軽減あるいは
取り除かなければならない。
潜在的なエージェント脅威であることを示すリスク徴候には次のものがある。
・麻薬又はアルコールの不正使用
・特に暴力を提唱する過激派の見解や行動、事件に対する支持の表明
・自身の職務遂行又はセキュリティ姿勢に悪影響を及ぼす宗教的、政治的若しく
は社会的な主張・団体への親和など行動の突然若しくは顕著な変化
・ライフスタイルの重大かつ不可解な変化
・金銭的支出の突然の変化
・仕事への関心の突然の喪失又は職務の変更若しくは期待はずれに対する過剰反
応
・極端な感情的行動などのストレスの兆候
・勤務パターンの変化、例えば、単独での作業、普段と違う時間帯の作業、休暇
をとりたがらないなど
・セキュリティ対策又は権限外の職場区域への異常な関心
・頻繁かつ不可解な欠勤
・定められたセキュリティ手順の度重なる不履行
しかし、従業員の不審な行動はしばしば見落とされるので、従業員に対する定期的
又は随時のセキュリティ評価（面接や評価フォームによる調査）が実施されるすべき
である。特に、ある従業員を機密情報へアクセスする機会のある配置へ異動させる場
合には、かならずセキュリティ評価が実施されなければならない。
対策 3-5：管理者の責任を明確にする。
直接、部下を管理する役割を有する者は、部下の懸念ある行動を発見・対処する
とともに部下のセキュリティ対策への取組みを促進する役割を有している。不審ま
たは異常な行動を発見･解決する管理者の能力は様々である。特に、部下と異なる場
所に勤務する管理者には困難であろう。しかし、部下が独立して働いている場合で
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も状況を改善することはできる。例えば、管理者と部下との電話又はテレビ会議シ
ステムを通じた日々の連絡や定期的な顔と顔を合わせた会議の開催などがある。
ライン管理者の職務明細書にセキュリティ責任を含ませることは重要である。こ
の分野の彼らの技量を評価し、
（例えば、シナリオに基づく役割演習を通して評価す
る）もし、彼らが要求される基準を満たしていなければ、追加的訓練を行うことは
役に立つかもしれない。管理者が一貫してこれらの責任に専念しない場合には、組
織は人事ポリシーに沿ってこれを懲戒事項として取り扱うべきである。
（3）情報の要求（ソーシャルエンジニアリング）への防止対策
組織部外者からの情報要求は、最も頻繁に使用される方法である。政府機関及び民
間双方のスパイ等がこの方法を使用している。この提供要求はファックス、郵便、電
話が一般的に利用されるが、多くはインターネットを介して電子メールで送られてく
る。要求者は、一般の研究者や学生の場合が多いが、時には産業スパイ等が混じって
いる場合もある。特に中国のスパイは、ロシアや北朝鮮のスパイのようにピンポイン
トで情報を狙ってくるのではなく、大きく網をかけて公開情報も含むあらゆる情報を
ごっそりと持ち出して分析している。その特徴から「真空掃除機型」といわれる。
このような手法には次のような対策が考えられる。
対策 3-6：公開情報、特にホームページで公開している情報が適切であるか適宜見直
す。
対策 3-7：情報提供依頼に関する企業ポリシーを文書化し、窓口に配布する。
対策 3-8：不審な情報提供依頼には応じないよう受付係や IT 支援スタッフに徹底す
る。
また、スパイは、例えば、一人のスパイが講習会において仕事上の接触のふりをし
て標的である個人に接近し、緊密な関係を構築するのにかなりの時間を費やしたのち、
確立した信頼関係を利用して情報へアクセスしようとする。あるいは、一人又は複数
のスパイが、同僚、新入社員、配達人又は作業員を装って、長期間にわたり異なる情
報源から情報を収集しようとする。それらの人物は、標的の組織の従業員に僅かな好
意もしくは明らかに取るに足らない情報の断片を求めたり、又は一見無害に見える会
話から情報を入手しようとする。断片情報はバラバラでは役に立たないが、集まると
非常に価値のあるものになる。このようなソーシャルエンジニアリング（social
engineering）手法が良く使用される。
最近の標的型メール攻撃において、攻撃側については事前に標的組織に関する情報
をかなり保有していることが分かっている。彼らは情報の要求やソーシャルエンジニ
アリング手法を使って必要な情報を収集している。
ソーシャルエンジニアリングの概要は、次の囲み記事のとおりである。
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「ソーシャルエンジニアリングの概要５７」
ソーシャルエンジニアリングは、組織の部内者もしくは部外者が、情報を取得す
るため、従業員を操ろうとするプロセスの一般的な呼称である。全ての従業員は、
彼ら自身と組織を守るために、ソーシャルエンジニアリングを理解し、警戒するよ
う訓練されていなければならない。
熟練したソーシャルエンジニア（social engineer）は、組織の専門用語と編成に
ついて事前にたくさん勉強するなど周到に準備する。ソーシャルエンジニアリング
工作では、直接の質問もせずに、情報を引き出す巧妙な手段が使用されるであろう。
その技術は、例えば、好意から恩返しをしたい、又は困っている同僚を手助けした
いというような人間の基本的な性向を利用するなど、しばしば、非常に単純な方法
である。しかし、熟練したコミュニケーター（communicator）は、それらの技術を
使用することにより、組織に大きな損害を与えるであろう。
例えば、同僚、新入社員、配達人、もしくは作業員に成り済まし、又はパスワー
ドを紛失したと偽ったりしながら、ソーシャルエンジニアは次のことを行う。
・断片的な情報を入手しようとする。
・長期間に亘り、異なる複数の従業員を標的とする。
・僅かな親切や好意を求める。
・一見無害な会話から情報を入手する。
断片情報は、バラバラでは役に立たず、かつ機微なものでもないが、集まると非
常に価値あるものとなる。
また、協力を得るために次のような技術・方法が良く使用される。
・権限：権力を有する人からの要求には応じるという性向を利用するために、先
任であること又は専門家であることを強調する。
・慣習への服従（Conformity）：他の同僚が以前、情報を提供したこと又はアク
セスが認められたことを述べることにより、今回の情報要求を正当化する。
・趣味：友好関係を築くために共通の趣味に焦点をあてることにより、友人を支
援しようとする性向を利用する。
・互恵主義：標的に与えた援助を強調する。そして、恩義に報いようとする義務
感を利用する。
・一貫性：過去に標的が（要求に）応じたことを指摘し、過去の行動と一致した
行動でなくてはならないことを強調する。
一般に、次のような異なる方法を使うことにより、直接の質問をせず標的が情報
を提供するように仕向ける。
・報告された事実の引用：もし、情報の特定の部分が既に公知されているならば、

106

他を議論することは有害でないという見解を利用する。
・意図的な誤った発言：手助けであろうと、個人の地位又は自尊心を高めるもの
であろうと、話し手の間違いを正すという自然の性向を利用する。
・偽りの疑問：話し手が話したこと又は彼らが関連していることの有効性や真実
を証明したいという性向を利用する。
・偽りの無知：知識の不足している人々を教えたい、又は知識を与えたいという
自然の性向を利用する。
その他の方法には、繰り返し有名人が自分の知人であるように見せかけたり、急
いでいるように見せかけるなどが含まれる。単純なお世辞が、標的がそれと知って
いたとしても、いまだに人々から話を引き出す有効なツールであることを再認識す
ることは重要である。特に、これは人を助けることを訓練された職員に当てはまる
ことであろう。（例：受付係や IT 支援スタッフ）
ソーシャルエンジニアリングは、IT システムや建物よりも個人を標的とするため、
攻撃から防護したいと願っている組織で使用できる最適な対策は、従業員個々に対す
る教育である。従業員は、ソーシャルエンジニアリングがいかに機能するかを認識す
るとともに、自らが保有する情報の価値を認識するよう教育されなければならない。
教育に際して、組織は次のことを考慮しなければならない。
対策 3-9：個人のセキュリティ意識を高める。
ソーシャルエンジニアリングに効果的に対抗するための主要な要素は個人のセ
キュリティ意識である。従って、個人のセキュリティ意識を高めるための教育が重
要である。情報を提供する前に質問者の信用（例えば、身分証明書又はアクセス権）
をチェックするという手順を従業員に徹底させたり、訪問者が詳細な身元情報を提
供することを拒否するなどの兆候に対する注意を喚起する。個人のセキュリティ意
識の基礎となるのは組織のセキュリティ文化であることを忘れてはならない。
対策 3-10：自己主張の訓練を行う。
自己主張の訓練は大きな効果をもたらすことが出来る。具体的には、他人に“ノ
ー”と言える個人の能力を開発することである。
対策 3-11：受付等の要員に対する教育を行う。
従業員を保護する最良の方法は、主として、脆弱であると考えられるポストに配
置される従業員を重点に、異なる種類のソーシャルエンジニアリングについて教育
することである。
（４）売込みおよび市場取引への防止対策
外国企業は、秘密に指定された技術等へアクセスすることができる取引関係を求め、
他国の企業への接近を企てている。例えば、外国のビジネスマンは、センシティブ技
107

術に関連した仕事をしている企業に対して、製品デザイン、ソフトウェア、またはエ
ンジニアリングなどの様々な頼まれもしない事業提案を持ち込んでくる。取引を求め
られた企業は次のことに留意する。
対策 3-12：相手が求めているものが秘密に指定している技術の場合、直ちに上司に
報告する。
（５）企業の取得（M&A）防止対策
外国の競合会社は、自社よりも技術面で有利な立場にある日本の企業に対してアク
セスし、その企業を買収しようとする。そして、外国の親会社の従業員が、秘密のデ
ータへのアクセスを求めてくる。買収された企業は次のことに留意する。
対策 3-13：買収元企業に関する脅威評価を行う。そのため評価のできる組織に依頼
する。（現時点では我が国には脅威評価のできる政府機関はない）
対策 3-14：親会社の従業員のセキュリティ評価を行う。
対策 3-15：親会社関係の訪問者の行動の監視を行う。
（６）学界、会議及び見本市での防止対策
学会、会議などの公共的な場は、外国の産業スパイにとって、日本の専門家と交流
する機会、ならびにデュアル・ユースおよびセンシティブ技術に関する情報を探り出
す機会に溢れている。
これらに参加する従業員は次のことに留意する。
対策 3-16：行事後に開催される予定外の会合には出席しない。
対策 3-17：実際の装置の代わりに模型展示品を持参する。
対策 3-18：装置やソフトウェアが適切に保護されているか十分にチェックする。
（7）公式訪問への防止対策
外国の政府機関は、頻繁に公式の交流及び日本への訪問を通して情報を収集してい
る。訪問先には、生産工場や自衛隊施設及び国の研究所が含まれる。受け入れ施設は
次のことに留意する。
対策 3-19：外国人の訪問に関係する従業員に対して、当該国の脅威について事前に
説明する。
対策 3-20：訪問グループあたりの案内人の数は、訪問者の移動及び案内の管理に適
切に対応できるものでなければならない。
（8）共同研究・生産の利用への防止対策
共同研究・生産や様々な技術交換協定は、制限された技術を標的とする外国の関係
者に重要な機会を提供する。当該組織は次のことに留意する。
対策 3-21：情報の共有は、研究等の範囲で必要最小限なものに限定する。
対策 3-22：ファックスや郵送されるものはすべて翻訳し、審査する。
対策 3-23：不必要な人物の施設への受け入れを拒否する。
（9）海外の日本人旅行者に対する標的活動
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外国の産業スパイ等は、海外の日本人旅行者（ビジネスマン、政府職員、および請
負業者）を標的としている。収集方法には、一見無害な会話から情報を聞き出すこと
から、個人的な電話会話の盗聴すること、密かにホテルの部屋に侵入し、ラップトッ
プまたはその他の電子記憶媒体からの情報をダウンロードすることまでの全ての方法
が含まれる。
対策 3-24：従業員が海外へ行く場合は、次の事前教育を徹底する。
①重要書類等はホテルの部屋（セキュリティボックスを含む）に置かず、信頼で
きる出先機関に預ける。（出先機関がない場合は、部屋に必ず１人残す。）
②自分の身分、仕事の内容等をむやみに明かさない。
③ホテルの部屋での会話、電話、インターネット等は、盗聴されている可能性が
ある。
④見知らぬ外国人の誘いには絶対乗らない。（特に、ハニートラップへの注意）

4．不正輸出による技術流出の防止対策
第三国やトンネル会社を通して技術（化体された製品・部品）を取得する方法は、
産業スパイが利用しつづけている手段である。日本と緊密な関係を有する国で、日本
の輸出規制の影響をほとんど受けない国は、しばしば技術の転用を望む国の主要な活
動拠点となる。
また、外国の産業スパイは、法執行機関の捜査をかく乱するため、架空の会社や幾
層もの輸送会社を使い、複数の国を経由して輸出している。また、彼らは、彼らの活
動を隠蔽するために不正貿易と合法貿易とを交えている。
不正輸出で使用される手段には、無許可による不正輸出、虚偽申告による不正輸出
（品名、仕向地）及び無許可持ち出し（従業員が携行）がある。
無許可輸出や無許可持ち出しは密輸犯罪である。特に大量破壊兵器の密輸は、国境
を越えて行われるので、一国のみでは解決ができない問題である。これに対して、国
際社会は「拡散安全保障イニシアティブ（Proliferation Security Initiative：PSI）」に
より取り組んでいる。
密輸や輸出の虚偽申告を阻止するための取組みは、我が国の輸出許可機関（経産省）
と法執行機関（警察・税関）の仕事である。ただし、空港での手荷物検査は国土交通省
の監督の下航空会社が行っている。2009 年（平成 21 年）に外為法が改正され、USB
メモリー等の国外持ち出しも許可制となったことにより、技術流出防止の面からの空
港での手荷物検査の重要性が高まった。各責任・監督省庁は、輸出取締りで十分に役
割を果たし、成果を上げている。
しかし、犯罪者は、隠密に行動する。この様な犯罪に対抗するには、疑わしい個人
や組織を事前に探知（又は偵知）しなければならない。ソ・サン号事件では、ソ・サン
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号はカンボジアに船籍を置く北朝鮮の貨物船で、積み荷はセメントと申告されていた。
しかし、米国のインテリジェンスは、この船に大量破壊兵器関連の物資が不法に積載
されていることを知っていた。このように、犯罪者の意図・行動を事前に探知してい
なければ不法行動を阻止することはできない。
対策を考察する前に、不正輸出がどの様に行われているかを、次の２つの事例（囲
み記事）で見てみる。この２つの事例は、警察等政府機関の公開情報では詳細が分か
らないので、新聞各紙の報道を取り纏めた。完全な信憑性はないが、大筋では間違っ
ていないと思われる。
事例その 1（タンクローリーの北朝鮮への輸出）は、第 1 章 4 項で取り上げた事例
の詳細な内容である。事例その 2 は北朝鮮への経済制裁の一環として行われたぜいた
く品の輸出禁止に関するものである。ここで北朝鮮が使用した手法は、技術流出に関
しても同じ手法が使用されている可能性が大きいと考えられる。
「事例その１：タンクローリーの北朝鮮への輸出（第１章４項の事例 15）」
弾道ミサイルの発射台や運搬用に転用可能なため、経済産業省が輸出を規制し
ている日産と日野自動車製の国産中古大型タンクローリー２台の北朝鮮への不正
輸出を韓国経由で図ったとして、兵庫県警外事課は 2009 年（平成 21 年）５月 19
日、外為法違反（無許可輸出）の疑いで、京都府舞鶴市円満寺の貿易会社社長盛田
忠雄こと、韓国籍の鄭麟采（チョン・リンチェ）容疑者（50）を逮捕した。
鄭容疑者は数年前、米国内で中古車販売会社を設立し、大阪府内にその支店を
構えていた。その後、2006 年（平成 18 年）には、舞鶴市内に自身の日本名と同
じ「株式会社盛田忠雄」を設立した。法人登記によると、業務内容は中古車やバイ
クのほか日用雑貨や海産物の輸出入などで、北朝鮮産のマツタケの輸入も手がけ
ていたという。
鄭容疑者は、北朝鮮・平壌の商社「朝鮮白虎 7 貿易会社」から直接メールで受
注していた。
（白虎 7 社は大量破壊兵器やミサイル開発などの懸念が残る海外企業
として、経産省のリストに掲載。朝鮮人民軍直轄で、従業員数は 2,000～3,000 人）
県警によると、鄭容疑者は当初、中国・大連を経由しようとして経産省から許可申
請を求められ、輸出先を韓国に変更したという。
鄭容疑者の知人が代表を務める中国・大連の貿易会社が、経由地の韓国・釜山で
荷揚げしないなどの工作を韓国のペーパーカンパニーなどを通じ行い、荷揚げし
ない「通過貨物」で北朝鮮に 2 台を転送しようとして、韓国の税関に申請したが、
却下された。
（神戸港から韓国・釜山港に渡った段階で、経産省の通報を受け、同
国内で停留されている。）

110

また鄭容疑者が最終的な輸出先である北朝鮮の商社と電子メールやファクスで
連絡を取り、商社から現金二百数十万円が輸出の報酬として振り込まれていた。
兵庫県警は、鄭容疑者が不正輸出の発覚を防ごうと、知人の会社をダミーに使
っていたとみて、実態の解明を進める。
兵庫県警は、北朝鮮に運ばれる直前に釜山でタンクローリーを確認したという。
韓国の荷受先関係者は「（盛田容疑者から）2 台を北朝鮮に送るよう指示された」
と説明しているという。
「事例その２：ぜいたく品に関する不正輸出」
2009 年（平成 21 年）6 月に北朝鮮への輸出が全面禁止されて以降、警察当局
はぜいたく品などの不正輸出で、すでに 6 件を摘発した。業者はなぜ、危険を冒
しながらも物資を送り続けるのか。なかには北朝鮮の秘密警察「国家安全保衛部」
の幹部から、不正輸出の主要中継地になっている中国・大連で接待を何度も受け
た業者もいる。化粧品や食品などを不正輸出し、昨年（2010 年）12 月に兵庫県警
に逮捕された大阪市の貿易会社「スルース」の役員は大連で何度も高級料理の接
待を受けた。誕生日にはバースデーケーキも用意されたという。 幹部は先に数千
万円をスルースに送金し、その後品物を発注するという強引な手法で役員らを取
り込んでいた。 役員らは「経済的に苦しくなるなかで先に送金され、断れなかっ
た」と供述した。 この幹部は自称「厳光哲（オム・グァンチョル）」とされ、一連
の不正輸出を主導したことが警察当局の捜査で判明している。
一方、不正輸出された物品はピアノや重機のほか、乗用車、化粧品、マヨネー
ズ、チョコレートなど。重機は軍、ピアノは朝鮮労働党幹部ら特権階級に回され、
食品や日用品は同幹部らが利用する外貨ショップで販売されたとみられる。
上記の 2 つの事例から次のことが分かる。
・不正輸出の背景には相手国の国家機関が関与している。単なるビジネスとして不
正輸出は行われていない。
・日本側の業者を取り込む手法は、スパイの協力者を獲得する手法が使用されてい
る。
・荷物の迂回ルートの設定には、外国にいる知人等との人的つながりを利用してい
る。
・外国との連絡手段に電子メール等が使用されている。
・鄭容疑者については北朝鮮のスパイである可能性が大きい。
・経産省は北朝鮮の貿易会社の脅威を評価している。
・経産省と警察の連携、さらに韓国当局との連携が良好である。
・タンクローリー２台を鄭容疑者に売った業者に関する情報がない。
これらを参考にして、案出される防止対策は次のものである。
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（1）国の機関による防止対策
対策 4-1：外国の軍隊や企業等が欲しがるとされる我が国の技術を特定する。この
対策は、不正輸出だけの防止対策でなく、本調査研究のすべてに適応される対策
である。諸外国では、これに関してはインテリジェンス機関の任務とされている。
現在、我が国にはこのような任務を持った行政組織は存在しない。詳細は、第５
章で後述する。
対策 4-2：外国に狙われる技術を有する国内企業に対して注意を喚起する。「対策
4-1」で特定された技術が外国に狙われる技術である。監督官庁は、国内企業に
対して注意を喚起するとともに、保全対策について指導する。この際、企業の他、
研究所や大学、団体等にも情報を提供する。
対策 4-3：外国（ホワイト国以外）と取引のある貿易会社の脅威を評価する。上記
の事例を見れば、経産省は北朝鮮のいかがわしい貿易会社をリストアップしてい
たようであるが、外国の貿易会社に限らず、国内の貿易会社について脅威を評価
する。そして、関係機関と情報を共有することが重要である。
対策 4-4：輸出に関連する組織に対して指導するとともに必要に応じてその行動を
モニターする。
図表 3-2 に示すように輸出に関連する組織は多い。通関業者、船会社、銀行などの
各組織の行動をモニターすることにより不正輸出を未然に防止又は検挙することがで
きる可能性が大きくなる。
図表 3-2

輸出における書類と情報と貨物の流れ５８
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（2）企業による防止対策
対策 4-1：売手企業は、外国の買手企業の信用調査を行う。一般に貿易取引では、売
手企業が買手企業の信用度（財務状況、生産・営業能力、経験、誠実性等）を調
査するのは当然のことである。まして、武器や関連技術の買い付けがあった場合、
売り手企業が買手企業の信用性を調査することは当然である。これをしない企業
は共犯に等しい。
対策 4-2：売手企業は、引き合いのあった製品等が輸出管理下にあるか否かを自社
内の輸出管理責任者又は担当部門に確認する。その輸出管理責任は、不明である
場合は経産省に問い合わせる。

５．サイバー諜報活動による技術流出の防止対策
第 1 章でサイバー諜報活動の実態を考察したが、攻撃を受けた組織名が公表されて
いるのは政府機関と公共機関、それに民間企業では防衛関連企業だけである。民間企
業は攻撃された事実を公表したがらないと言われる。サイバー攻撃を受けた企業がそ
れを公表しない理由はいくつか考えられる。まず 1 つには、自社の信用の失墜を恐れ
ている場合が多い。2 つ目には、その企業が警察当局等とともに調査を進行中で、被疑
者の行動を監視しており、公表すると捜査を妨害する場合がある。3 つ目には、前 2 つ
以上に恐ろしい事態として、企業がそもそもハッカー攻撃に気付いていない場合があ
る。
第 1 章で見たように、サイバー諜報活動で使用される攻撃方法で判明しているのは
標的型メール攻撃だけである。日本では「標的型メール攻撃」というが、諸外国では
「新しいタイプの攻撃（APT）」という。
標的型メール攻撃を「新しいタイプの攻撃」の一部とする場合と、国内における標
的型攻撃を「標的型メール攻撃」とし、海外における標的型攻撃を APT とする場合が
ある。
標的型メール攻撃と APT 攻撃の概要は次の囲み記事のとおりである。
「標的型メール攻撃の概要」
標的型メール攻撃とは、独立行政法人「情報処理推進機構（IPA）」によると、情
報窃取を目的として特定の組織に送られるウイルスメールと定義される。ウイルス
メールとは、ウイルスファイルを添付したり、ウイルスに感染するサイトに誘導す
る仕掛けをしたメールである。ウイルスメールには、不特定多数に大量に送られ、
感染すると、そのパソコンから更にウイルスメールをばら撒くマスメール型ウイル
スメールと、少数の標的にだけ送られる標的型攻撃メールがある。
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さて、2005 年（平成 17 年）頃から、特定の相手を狙い、送信者の詐称やタイト
ルや本文の巧妙な記述内容によって、添付ファイルを開かせたり、記載 URL をク
リックさせる「標的型攻撃メール」が出現してきた。また、その添付ファイルとし
て、PDF ファイルや MS Word、Excel、一太郎のような業務でよく利用するアプ
リケーションで作成した文書データファイルにウイルスを埋め込んだ事例が増え
ており、ウイルス対策ソフトでも検知されないという事例も多く見受けられる。昨
今、企業の機密情報や個人情報が窃取される不正アクセス被害が多発しているが、
その攻撃手段として、標的型攻撃メールが利用されている。
「新しいタイプの攻撃（APT）
」
新しいタイプの攻撃（APT）とは、ソフトウェアの脆弱性を悪用し、複数の既存
攻撃を組み合わせ、ソーシャルエンジニアリングにより特定企業や個人を狙った攻
撃と定義される。APT は、対応が難しく執拗な攻撃である。この攻撃を使った最近
の事例としては世界的に話題となったスタックスネット（Stuxnet）と呼ばれるコ
ンピュータウイルスが挙げられる。なお、日本国内でも数件のウイルスの検出事例
が報告されているが、被害事例は報告されていない。
標的型メール攻撃にしても APT 攻撃にしても、いずれにしても目的は、情報の収集
（諜報）、データの改ざん・破壊・消去などである。しかし、本調査の文脈では、標的
型メール攻撃によるサイバー諜報活動が調査対象である。従って、本項では標的型メ
ール攻撃への対策を考察する。
2011 年（平成 23 年）5 月 27 日、経産省は、「標的型サイバー攻撃に関する対策に
ついて５９」を公表している。その中で、標的型サイバー攻撃の被害拡大防止のために
最も有効な取組みとして、セキュリティ企業と公的機関の連携による情報共有が挙げ
られている。また、このような情報共有によりセキュリティ企業が対処能力を高める
ことに加え、個々のユーザー企業が攻撃に対する防止・軽減対策を実施することが重
要である、と述べている。
また、同文書の中で、情報セキュリティ対策を徹底するためには、経営者自らが情
報セキュリティ・マネジメントを実施することが大事であり、情報セキュリティ対策
を怠ると、サイバー攻撃等により、自社等の大量の機密情報や顧客の個人情報が漏え
いするなど、重大な事故につながる可能性がある。また、十分な対策を実施している
企業においても、更に高度な攻撃により、セキュリティ事故が起こる可能性がある。
さらに、情報システムが、コンピュータウイルスに感染することで、他の企業へのサ
イバー攻撃等の踏み台として、利用される可能性もある。ひいては企業価値の低下に
つながりかねない。このようなことから、経営者は、経営リスク管理の一環として、
社内の情報セキュリティ対策を自ら監督する必要がある、と述べている。
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標的型メール攻撃への対策と言っても基本は情報セキュリティ対策である。情報セ
キュリティについては各組織とも政府の定めた「情報セキュリティポリシーに関する
ガイドライン」等各種情報セキュリティ政策に基づき、組織・体制、物理的セキュリ
ティ、人的セキュリティ、技術的セキュリティ、運用について対策を講じていると思
われるので、本項では、上記の「標的型サイバー攻撃に関する対策について」
（経産省
2011 年〈平成 23 年〉５月 27 日）を参考に、極力視点を変えた対策を提示したい。
（1）運用管理上の対策
対策 5-1 情報セキュリティ製品・システム評価基準（ISO/IEC15408）や情報セキュ
リティマネジメントシステムの認証基準（ISO/IEC27001）の認証の取得
標的型攻撃対策に限らず、サイバー攻撃対策の基本は、まず、情報セキュリティ
対策が確実に実施されていることが前提である。今日、情報セキュリティ製品・シ
ステム評価基準（ISO/IEC15408）や情報セキュリティマネジメントシステムの認証
基準（ISO/IEC27001）が、国際標準として規格化されている。各組織はこれらの国
際基準を採用すべきである。これらの情報セキュリティ対策が完全であるならば、
標的型メール攻撃のための特別な施策は必要ないと言っても過言でない。
対策 5－2

組織内 CSIRT（Computer Security Incident Response Team）の設置

CSIRT（Computer Security Incident Response Team）とは、コンピュータ・セ
キュリティに関する事故が発生した場合に、実際に対応に当たる組織を意味する。
各組織は、自己組織のニーズに応じて、大規模な CSIRT から数名の CSIRT を設立
すればよい。CSIRT の中核の役割は JPCERT などの公的機関との連携による情報
共有である。また、CSIRT を構築することにより、以下のメリットを享受できる。
・インシデントやセキュリティイベント の検知と的確な組織への迅速な情報伝達
・インシデントレスポンスの実践によるノウハウの蓄積と共有
・インシデントの再発防止を目的としたセキュリティ品質の向上
対策 5－3 ネットワークの常時監視
ネットワークの監視は極めて重要である。天才のハッカーであっても瞬時にシス
テムに侵入することは不可能であろう。実際に侵入するまでになんどかハッキング
を試みている。ネットワークを常時監視することにより、この不審なふるまいを早
期に探知することができ、阻止あるいは侵入された場合でも迅速な復旧が可能とな
る。今日、かなりの企業がネットワークの監視業務は部外委託している。部外委託
にしても相当の経費が掛かる。組織のトップのイニシアティブがなければ実現でき
ないであろう。
（2）技術的対策
技術的対策としては、攻撃手法の高度化・巧妙化に対応した出口対策や多層防衛な
どの新たな対策が必要である。以下、未だ十分に対策が徹底されていないと思われる
ものや、効果的であると思われる対策を筆者なりに抽出した。
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対策 5－4：重要情報システムをインターネットに接続しない。
標的型メール攻撃への対策を含めサイバー攻撃への物理的対策の基本は、重要情
報システム（電子商取引用システムを除く）は如何なる場合においてもインターネ
ットへ接続しないことである。例えば、手紙に炭疽菌が混入されていることが予想
された場合、この手紙は隔離された場所で開封されるであろう。これと同じように、
確認されたデータのみを重要システムに接続することである。
対策 5－5：重要情報を隔離する。
重要情報を管理するシステムは特定区域（秘密保全施設）に設置し、特定区域へ
のパソコン・USB 等の記憶媒体の持ち込み・持ち出しを厳禁する。整備等で、やむ
を得ず持ち込む場合は、事前のウイルスチェックを義務付ける。
対策 5－6：出口対策の履行
これまで、インターネットからの攻撃を防ぐことを考えた場合、その攻撃をファ
イアウォールやウイルス対策ソフトなどによって、組織のシステムに入り込まれな
いよう入口で防ぐことが重要な考え方であった。しかし、
「新しいタイプの攻撃」に
対しては、重要な情報を窃取され、損失を起こさないためにも、ウイルスに感染す
ることを前提とした対策を考える必要がある。ウイルスから攻撃者に送信する情報
は、組織のネットワークを通って外に出る。この組織のネットワークから外に出な
いようにする出口の対策が重要になる。出口対策では、ネットワーク設計や運用に
おいての防御が重要である。独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、
「『新しいタ
イプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド６０」を公表し、その中で次の 8 つの
出口対策を推奨している。
1）http バックドア検知遮断：サービス通信経路設計の実施
2）http バックドア検知遮断：ブラウザ通信パターンを模倣する http 通信検知機
能の設計
3）RAT の内部 proxy 通信(CONNECT 接続)の検知遮断設計
＊RAT：remote access tool
4）重要攻撃目標サーバの防護
5）SW 等での VLAN ネットワーク分離設計＊SW：スイッチ
6）容量負荷監視による感染動作の検出
7）P2P 到達範囲の限定設計
以下余白
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第4章

提言

前章までに様々な形態によりわが国の貴重な技術が流出している実態と企業が取る
べき対策について見てきた。現実に多くの技術が流出しているが、多くの国民は、技
術流出をあまり問題視していないように感じられる。経済のグローバル化によりある
程度の技術の流出はやむを得ないと思っているのであろうか。あるいは、
「諸外国の公
正と信義を信頼し」、諸外国はわが国の技術を窃取することはないと思っているのであ
ろうか。
本章では、第 3 章の記述内容と一部重複することもあるが、5 つの技術流出の形態
毎に企業が取るべき対策として重要な事項を提示した。

１．「意図せざる技術流出」の防止対策
（1）自社の技術移転戦略を構築する。
中国企業の強い技術移転要求に対し、欧米企業の一部は守るべき技術とそうでない
技術を選別する「選択と集中」方式で対処しているのに対して、日本企業はほとんど
が積極的な技術移転戦略を持たず、欧米企業の後手に回っていると言われる。
経産省が策定した「技術流出防止指針」に記載されているところの７つの柱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社内技術流出防
止のための組織体制の整備、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組織の最高責任者に
よる見直し、を基礎とする技術移転戦略を構築すべきである。
（2）「特許戦略」又は「ブラックボックス戦略」のいずれかを選択する。
「意図せざる技術流出」に類似した技術流出に、
「特許」出願による技術流出がある。
近年はインターネットの発展により，世界のどこにいても日本国特許庁の電子図書館
（IPDL）を通じて特許情報を自由に検索できる。日本企業による国内での大量特許出
願は、技術流出の重大な原因の１つになっている。
例えば、
「韓国企業はほとんど公開されている日本企業の特許情報を詳細に分析し、
日本メーカーが将来性なしとして商品化をやめたもの、すなわち無駄となる研究開発
投資を省く一方、自社の商品開発に有効と思われる特許を拾い上げ、その特許をいか
に潜り抜けるか研究するのだという。潜り抜けないまでも、有機 EL のように、多く
の日本企業は開発をやめたが、韓国企業が有望と思われるものは開発を継続するとい
う場合もある。 」
そこで、
「特許化」と「ブラックボックス化」の戦略的な選択が求められている。ブ
ラックボックス化とは技術をノウハウとして秘匿し、期限なしに技術を守る方法であ
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る。特許戦略とブラックボックス戦略の選択判断の基準の一例 を挙げれば次のように
なる。
同業他社が商品を分析しても容易に技術がわからない場合や、特許出願で技術を公
開しなければ他社が独自に技術開発することが困難な技術の場合、このことがブラッ
クボックス化を選択する判断基準のひとつになる。
また、特許権を得たとしても侵害品の入手が困難であったり、侵害を裁判において
立証することが困難であったりする場合は、ブラックボックス化を選択する判断基準
となる。
一般的に製造方法、製造ノウハウ、冶具など、他社の製造現場のことを侵害摘発の
対象とすることは困難であるので、特許化ではなくブラックボックス化の戦略を選択
すべきと考えられる。構造・構成など外見で侵害が判断し易い物は特許化し、逆に外
見で侵害が判断できないものは特許出願しないとの思い切った考え方も重要である。
また、接着剤、封止剤、コーティングなどは、配合組成物の分析が困難であり、代替
成分で逃げられる可能性も大きいため、特許化するよりもブラックボックス化するほ
うが賢明と考えられる。
一般に侵害摘発が難しいものは特許化せず、ブラックボックス化することが得策と
考えられる。実際には特許ライセンス供与による事業拡大策などの事業戦略上の判断
が加わるため、特許戦略かブラックボックス戦略かの判断には大きな経営判断が必要
となる。
（3）商売の基本を契約書に置くという意識改革が必要である。
「意図せざる技術流出」の主たる原因は、契約内容が不明確なままの取引業務の実
施にある。商売の基本を信頼関係に置く日本では、担当者間の口約束や暗黙知に基づ
く商習慣によって行われているものが多い。相手は日本人の人の良さを利用しようと
するかもしれない。商売の基本を契約書に置くという意識改革が必要である。
（4）「人を見たら泥棒と思え」という警戒心が必要である。
相手国のインテリジェンス機関又は企業は、自国よりも優れた他国の技術情報を取
得したいと思っている。正当なビジネスとして入手できない場合は、盗んでも入手し
ようとするであろう、と思うくらいの警戒心が必要である。

2．退職者による技術流出の防止対策
（1）入社時に「守秘義務」と「競合避止義務」の契約書を確実に作成させる。
既述したが、入社時に「守秘義務」と「競合避止義務」の契約書を作成させることが
重要である。退職（予定）者との間で秘密保持義務や競業避止義務を定めた契約を取
り交わそうと思っても、退職を決意している従業員が、素直にその契約締結に応じる
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とは限らない。従って、退職後の秘密保持や競業禁止といった特約は、その従業員の
入社時に契約書を取り交わすことが、より現実的、効果的である。
次に、「守秘義務」と「競合避止義務」について若干考察する。
ア．守秘義務
退職後の守秘義務は、労働契約上の義務として設定されるほか、不正競争防止法上
の営業秘密の保護によっても生じる。
（ア）労働契約上の守秘義務（秘密保持契約）６１
退職後の守秘義務は、労働契約において使用者と労働者との間で合意し、退職後の
労働者の守秘義務をあらかじめ設定することによっても実現可能である。ただし，労
働者の職業選択の自由（憲法 22 条 1 項）との関係で、退職後の守秘義務設定が無制限
に認められるわけではない。裁判例は、秘密やノウハウの重要性・価値、在職中の地
位等に照らし、秘密保持の内容が合理性を有する場合に当該秘密保持契約は有効であ
ると判断している。かかる裁判例に鑑みれば、労働契約上の守秘義務を設定する場合
にも、①対象となる情報の範囲、②守秘義務を負担する旨、③守秘義務を負う期間、
④義務違反の際の措置等について、ある程度具体化した条項を定めておくことが重要
となる。
（イ）不正競争防止法上の守秘義務６２
退職後の守秘義務は、不正競争防止法上の営業秘密の保護によっても生じる。不正
競争防止法は，
「不正の利益を得る目的で，又はその保有者に損害を加える目的で，そ
の営業秘密を使用し，又は開示する行為」を「不正競争」に該当する行為である旨規
定している。（同法 2 条 1 項 7 号）
。
ただし、同法によって保護される「営業秘密」に該当するためには、①秘密管理性、
②有用性、③非公知性の要件を満たす必要がある。特に、①の秘密管理性については，
i）当該秘密へのアクセス権者が限定されていること（アクセス防止措置，外部ネット
ワークからの遮断など）、ii）秘密であることの表示（「社外秘」等の押印、守秘義務契
約等による守秘義務の設定等）、iii）組織的管理（上位者の決裁等情報の取り扱いに関
するシステムの存在）などの事情を考慮して、秘密管理性が認められるか否かの判断
が必要となる。したがって、企業としては、不正競争防止法上の営業秘密としての保
護を受けるためには、上記の点に留意して，普段から営業秘密を管理しておくことが
求められる。
退職労働者が前使用者の重要な営業秘密を不正に取得・使用・開示すれば、不正競
争に該当し、差止請求、損害賠償請求、信用回復請求などの民事的救済の対象となる
ほか、刑事罰の対象にもなり得る。
民事上の措置としては、不正競争防止法に次のことが規定されている。
①不正競争によって営業上の利益を侵害された者、又は侵害されるおそれがある は、
その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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②故意または過失により、不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責めを負う。
③裁判所は、その営業の信用を害された者の請求により、その者の営業上の信用を
回復するのに必要な措置を命ずることができる。
刑事上の措置としては、不正競争防止法に次のことが規定されている。
①次の不正行為を行った者に対して、10 年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰
金又はこれを併科する。
・詐欺・窃盗・不正アクセス行為等により取得した営業秘密を不正の目的で使用・
開示した者
・現職の役員・従業員であって、不正の目的でその営業秘密の管理に係る任務に背
き、その営業秘密を使用・開示した者
・退職した役員・従業員であって、不正の目的で、その在職中に、その営業秘密の
管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又は開示の請託を受
けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者
・不正の目的で、営業秘密を不正に取得してその営業秘密を使用し、又は開示した
者
②次の不正行為を行った者に対して、5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金
又はこれを併科する。
・周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為、原産地等誤認惹
起行為をした者
③不正行為を行った法人の代表者又は法人に対して 3 億円以下の罰金刑を科す。
次に守秘義務契約書の作成が功を奏した事例（囲み記事）を紹介する。
「守秘義務契約書の作成が功を奏した事例」
2011 年（平成 23 年）1 月、トヨタ自動車と同社の元社内弁護士ディミトリオス・
ビラー（Dimitrios P.Biller）氏が互いを相手取って争っていた訴訟で、米連邦地裁
カリフォルニア中央支部の勧告をもとに調停にあたった仲裁人がトヨタ側の主張
を全面的に認め、ビラー氏に 250 万ドル（約 2 億円）の賠償金支払いなどを命ずる
裁定を下した。
トヨタが最初にビラーを告訴したのは 2008 年（平成 20 年）である。彼に対して
370 万ドルの退職手当を支給した際に交わした、秘密保持契約の違反がその理由で
あった。ビラーが自身のセミナーで機密情報を漏らしたとして、3350 万ドルの賠
償金を請求したのである。
2009 年（平成 21 年）7 月にはビラーが逆提訴。トヨタの証拠隠滅は犯罪的陰謀
に相当するとして、組織犯罪取締り法（RICO Act）
（注 1）の適用を求めた。
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セミナーでの１件については、トヨタが 2 人の弁護士を雇ってビラーのセミナー
に送り込み、意図的に同社に関する質問をさせたとビラーは主張した。トヨタはセ
ミナーに 2 人の弁護士を出席させたことを認めているが、それは法的な権利の範疇
であるとした。
裁判所は 2 つの訴訟を一元的に扱い、トヨタの訴えを認めてビラーの組織犯罪取
締り法違反の主張を退けた。
（注 1）RICO 法（the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act:18
U.S.C.§1961 -1968）RICO 法は、犯罪組織が正当な経済活動に影響を与えること
を防止するために制定された。
イ．競業避止義務
退職後の競業避止義務、すなわち退職後に前使用者と競業する企業に就職しない、
あるいは自ら競業事業を営まないという義務については、労働者の職業活動それ自体
を禁止する義務を内容とする点において守秘義務とは決定的に異なっており、労働者
の職業選択の自由に対する制約度が極めて高い義務といえる。
したがって、労働契約上、退職後の労働者の競業避止義務を設定した場合であって
も、その有効性が認められるには、以下の準則が満たされなければならない。
①労働者の地位が義務を課すにふさわしいこと
②前使用者の正当な秘密の保護を目的とするなど、競業規制の必要性があること
③対象職種・期間・地域から見て職業活動を不当に制約しないこと
④適切な代償措置が存在すること
具体的には、①については、競業避止義務を負う社員を、機密性の高い情報に接す
る機会のある地位・職務内容にある社員に限定する、③については、退職後の競業避
止義務を負う期間を 2 年程度の期間に限定する、④については、競業避止義務期間相
当の金銭補償を行う等の考慮が必要となる。最近の裁判例は、雇用の流動化を受けて、
競業避止義務の有効性を厳格に判断し、企業側に厳しい態度を求める傾向にあるよう
である。
（2）知識・経験の豊かな定年退職者を継続雇用する。
保護すべき技術やノウハウを有する定年退職者に対して、知的財産を守るために外
国の競合会社に就職しないことを働きかけることは重要である。しかし、最も有効な
方法は再雇用することである。定年退職者を再雇用し、再雇用した技術者たちには新
人技術者の教育を担当させる。
幸い、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正された。2012 年（平成 24
年）8 月に厚生年金の支給開始年齢の引上げ等に伴い、高年齢者の雇用確保措置を充
実させる目的のため、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、2013 年
（平成 25 年）4 月 1 日から施行された。同法 9 条で、定年を定めている事業主は、そ
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の雇用する高年齢者の 65 歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措
置のいずれかを講じなければならないとされている。
①当該定年の引き上げ：この場合は定年年齢を 65 歳以上に引き上げることになる。
②継続雇用制度の導入：再雇用制度と勤務延長制度の 2 つの制度がある。
再雇用制度とは、定年年齢に達した社員を一度退職させ、再び雇用する仕組みで、
勤務延長制度とは社員が定年年齢を迎えても退職させずに、そのまま引き続き雇用し
続ける仕組みである。この継続雇用制度には定年を迎えた自社の社員を関係グループ
企業等で引き続き雇用する契約を結ぶ措置も含まれる。
③当該定年の定めの廃止：定年そのものを廃止することである。
本法の施行により、会社の規模を問わず、すべての会社は、この①、②、③のいずれ
かの措置をとることが「義務」になっている。多くの企業は②の継続雇用制度の１つ、
再雇用制度を採用している。
これらの「高年齢者雇用確保措置」が普及・定着すれば「定年退職者による技術流
出」のリスクが小さくなるであろう。

３．諜報活動による技術流出の防止対策
コンピュータシステムに大きく依存した組織における諜報活動による技術流出に
対処する方策は、人的セキュリティ対策、物理的セキュリティ対策及び電子的セキ
ュリティ対策に分類して考察されるのが一般的である。人的セキュリティは、従業
員や契約業者等の人を対象とし、その対策は身元調査やアクセス管理、アクセス監
視、調査（捜査）などである。物理的セキュリティは、組織の建物及び設備を対象と
し、その対策は施設維持管理から、監視カメラ、侵入者警報装置、照明まで、さらに
郵便物 X 線検査装置まで広範である。電子的セキュリティ（あるいは情報セキュリ
ティ）とは、不正アクセス等から、保有する情報の機密性等を確保することで、その
対策にはファイアウォール、IDS（侵入検知システム）、IPS（侵入防御システム）な
どの器材への実装がある。
本項では、人的セキュリティ対策を考察する、電子的セキュリティ対策ついては
後述する。物理的セキュリティ対策は割愛する。
従業員がスパイに取り込まれないための対策は、第一に、スパイ（情報機関員）
と従業員との接触を制限することである。しかし、従業員と情報機関員との自由接
触を完全に防止することは不可能であり、従業員が協力者（工作員）として獲得さ
れる可能性が存在する。第二は、協力者となった従業員を探知・排除することであ
る。しかし、協力者となった従業員は巧妙にチェックを潜り抜け、探知・排除に失敗
するかもしれない。従って、第三は、組織内にスパイ又は協力者がいることを前提
に対策を立案しなければならない。先ず、秘密を取扱う関係職員の指定及び（秘密
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電子計算機情報については）開示対象者の指定（アクセス管理）を適正にすること
である。当然、この前提には適格性確認制度の完全な実行がある。次に、全員の機密
情報への接近（立入禁止場所や保管場所、事務所等への立入）を監視（アクセス監
視）することである。万一、不正行為が行われた場合は迅速・的確に調査を実施する
ことである。以上のことを体系的に記述すれば次の様になるであろう。
（1）潜在的協力者を排除する。
ア．採用時の身元調査
協力者となる要素を有する又は将来協力者になりやすい人物を選別し、不採用と
する。例えば、圧力に対して脆弱性を有するものは協力者になり易い傾向にある。
採用に際しての調査の合法性と、調査結果に基づく採用拒否の合法性については
下記の囲み記事「三菱樹脂事件」を参照されたい。
「三菱樹脂事件」のように調査を
行うことと、どの従業員をどのような条件で雇うかは『法律その他による特別の制
限がない限り』自由であるとされる。ただし、社会情勢の変化を受け、この自由はよ
り制限される傾向にある。このため、実際の運用に際しては顧問弁護士に相談すべ
きである。
「三菱樹脂事件６３」
X は、学生運動に参加していたことを隠して三菱樹脂株式会社に入社した。後に
学生運動に参加していたことが三菱樹脂側の調査で発覚し、三菱樹脂は３か月の試
用期間満了時に本採用を拒否した。Ｘ側は、思想信条の自由（憲法）に反すると訴
えを起こした。そして、1973 年（昭和 48 年）12 月 12 日の最高裁判例（三菱樹脂
事件）は次のようなものであった。
①憲法 14 条や 19 条は、もっぱら国又は公共団体と個人の関係を規律するもので、
私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない。
②企業者は、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入
れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限が
ない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が
特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、そ
れを当然に違法とすることはできない。
③企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのため
その者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁
止された違法行為といえない。
④労働基準法 3 条は雇入れそのものを制約する規定ではない。
⑤新卒採用にあたり、採否決定の当初においては、その者の資質、性格、能力その
他上告人のいわゆる管理職要員としての適格性の有無に関連する事項について
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必要な調査を行ない、適切な判定資料を十分に蒐集することができないため、後
日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされるものと留保
解約権の行使にあたっては、上述した解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観
的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許され
る。
以上のように、本判決は、使用者の契約締結の自由は、憲法上の経済活動の自由
（22 条、29 条）等に根拠をもつものであり、どのような労働者をどのような条件
で雇うかは、「法律その他による特別の制限がない限り」自由であると述べた。ま
た、思想、信条を調査することも合法であるとした。これが、今日でもなお、基本
的な法原則となっている。しかし、この判決は 1973 年（昭和 48 年）とかなり古
く、その後の社会情勢は大きく変わっている。今日では、プライバシーの保護とい
う観点から、特に健康情報に関する調査については、裁判例上制限が課されている
し（東京都〔警察学校・警察病院 HIV 検査〕事件―東京地方裁判所 2007 年（平成
19 年）５月 28 日）、個人情報保護法による規制もある。
イ．雇用中の潜在的協力者のスクリーニング
人間は、特別な出来事等によって変化する。そして、諜報行為は、採用時には悪意
を持っていなかったが、入社後に忠誠心が変化した従業員によってしばしば行われ
る。従って、諜報行為への関与を促進する兆候（人間関係の不満、昇任への不満等）
を早期に発見し、これを排除する等（指導による矯正を含む）適切に対処し、諜報行
為を未然に防止する。特別な出来事の例には、当人の病気、家族の死や病気、当人の
経済的困難又は仕事上の不満などがある。
ライン管理者には、部下従業員の脆弱性を増加させる兆候を早期に発見し、適切
に対処することが求められている。
（2）厳格なアクセス管理を行う。
“アクセス管理”とは、犯罪等の不正な物理的アクセス及び電子的アクセスから
組織の物理的資産（秘密情報）と IT 資産（秘密電子計算機情報）を保護するために
組織によって実行される方策とプロセスの総称である。
従業員等に与えられるアクセス権は、役割と責任によって与えられ、それらが変
更の都度見直されなければならない。新しい役割に伴って新たなアクセス権を付与
すると同時に、従前のアクセス権は縮小されるか、又は取り消されなければならな
い。配置の変更や部署の異動、退職などの組織を去る場合は、それと同時に、従業員
のアクセス権は直ちに無効とされなければならない。
（3）厳格なアクセス監視を行う。
アクセス監視とは、組織の防御を透過してアクセス（物理的及び電子的アクセ
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ス）しようとする試みを特定することを目的とする。保護された出入口（電子ロッ
ク）での立入許可証の使用と使用の試み、さらに無許可のアクセスも含め、全て記
録する。組織の資産の秘匿度によっては、リアルタイム警報を発するようプログラ
ムするか又は定期的に監査を行う。必要に応じて監視カメラシステムを使用する。
これらにより、従業員の無許可の行動を特定することができ、収集されたデータは、
監査や調査にも使用することができる。
（４）迅速・的確な調査を行う。
従業員について、疑惑ある行動又は不正行為に関する報告がなされた場合には
正式な調査が行わなければならない。調査の端緒となる情報は、自動警報システム、
組織内部からの警報、不正行為が行われた証拠などいろいろな情報源からもたらさ
れる。組織は、組織の健全性と監視手順の有用性を確認するために迅速に行動しな
ければならない。特に、不正アクセスや機密情報漏洩などコンピュータに関する疑
惑が生じた際には、デジタルフォレンジックの手法が適用されなければならない。

4.不正輸出による技術流出の防止対策
（1）「輸出者等遵守基準」に定められた事項を確実に実施する。
貨物や技術の輸出等を業として行う者は、「輸出者等遵守基準」（輸出者等遵守基準
を定める省令：平成 21 年 経済産業省令第 60 号）に定められた事項を確実に実施す
る。これにより、無許可輸出や不正を企業内で未然に防止する可能性が大きくなる。
昨今、外為法違反に加え、貨物の輸出又は技術の提供に係る該非判定に際してデー
タを改ざんするなどの不正な行為を行う事例が発生している。こうした事例を踏まえ、
安全保障貿易管理の執行強化のため、2010（平成 22）年 4 月の外為法改正により、こ
の「輸出者等遵守基準」
（輸出者等が遵守すべき事項を経済産業大臣が定め、当該事項
に従って輸出等を行うことを輸出者等に求める仕組み）が導入された。
●輸出者等遵守基準の概要
業として輸出等を行うものは、輸出者等遵守基準に従って、適切な輸出を行うこと
が求められている。非リスト規制品のみを扱う事業者については、非リスト品輸出者
等の遵守基準のみを遵守する必要がある。特定重要貨物等（リスト規制品）を扱う事
業者については、非リスト品輸出者等の遵守基準に加え、リスト品輸出者等の遵守基
準についても遵守する必要がある。このように、本制度は 2 段階構成となっている。
第 1 段階：非リスト品の輸出等を行うに当って遵守する基準
①輸出等を行うものがリスト品に該当しないかどうか確認するための責任者を定め
ること。
②輸出等の業務に従事する者に対し、関連法令の規定を遵守するために必要な指導
を行うこと。
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第 2 段階：リスト品の輸出等を行うに当って遵守する基準
①組織の代表者を輸出管理の責任者とすること。
②組織内の輸出管理体制（業務分担・責任関係）を定めること。
③該非確認に係る手続きを定めること。
④リスト品の輸出等に当り用途確認、需要者確認を行う手続きを定め、手続きに従
って確認を行うこと。
⑤出荷時に、該非を確認した貨物等と一致しているか確認を行うこと。
⑥輸出管理の監査手続きを定め、実施するように努めること。
⑦輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うように努めること。
⑧輸出等関連文書を適切な期間保存するように努めること。
⑨法令違反があった際は、速やかに経済産業大臣に報告し、再発防止のために必要
な措置を講ずること。
※経済産業大臣は、基準に従い指導や助言、違反があった際には勧告・命令を行う
ことができる。（命令に違反した場合のみ罰則の対象となる）。
なお、輸出管理の審査手続きの流れは図表 3-3 のとおりである。
図表 3-3

輸出管理の審査手続きの流れ６４
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５．サイバー諜報活動による技術流出の防止対策
本項は第 1 章第 5 項と第 3 章第 5 項を整理・要約するとともに、より具体的な対策
を提示した。
相手の PC 等から情報を窃取するには幾つかの方法がある。一つ目は、標的攻撃
メールによりマルウェアを挿入する方法である。二つ目は、ハッキングによりセキ
ュリティホールを突いて相手の PC 等に侵入し、マルウェアを挿入する方法である。
三つ目は、マルウェアの入った携帯型記憶装置（USB メモリー等）を PC に挿入し、
マルウェアを実行させる方法がある。
サイバー空間では防御に対して攻撃側が圧倒的に有利である。何故なら、攻撃ウ
イルスを検知してから、ウイルス対策ソフトが開発されるからである。この期間に
ゼロディ攻撃も行われる可能性がある。従って、機密情報の漏えいを防止するため
には、機密情報を隔離すること、それが不可能である場合は機密情報を扱う情報シ
ステムをインターネットに接続しないことが原則である。
（1）機密情報を隔離する。
具体的には、次の事項６５を確実に実施することである。
①秘密に係る業務のために使用するパソコン等を秘密保全施設内に常設し、原
則としてその持出しを禁止すること。ただし、保守等のため、やむを得ず持ち
出さなければならない場合には、責任者は、パソコン等に記録されている秘
密の漏えいを防止するための措置を講じること。
②上記①以外のパソコン等の秘密保全施設への持込みを原則として禁止するこ
と。ただし、新設等のため、やむを得ず持込みが必要となった場合は、責任者
は、当該持込みが必要となったパソコン等について、インストールされてい
るソフトウェア等を確認するなど秘密の漏えいを防止するための措置を講じ
ること。
③秘密保全施設内に常設するパソコン及び記憶媒体のうち固定可能なものにあ
ってはセキュリティワイヤなどにより固定の上、これを施錠することとし、
又は固定することが困難なものにあってはロッカー等に保管の上、これを施
錠すること。
（2）機密情報を扱う情報システムをインターネットに接続しない。
具体的には、次の事項６６を確実に実施することである。
①情報システムのネットワークは、秘密保全施設内において有線により配線接
続した場合に限り構築できるものとし、秘密保全施設外への接続は、いかな
る場合も禁止すること。
②秘密に係る業務のために使用するパソコン等として、無線ＬＡＮの機能が内
蔵されているものの使用を禁止すること。
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（3）出入りの際の持ち物を検査する。
それでも、情報漏えいが発生するかもしれない。その原因は、従業員が規則に
違反して USB メモリーを秘密保全区域に持ち込んだことによるからかもしれな
い。情報セキュリティの最大の脆弱性が人であることを考慮すれば、従業員の持
ち物検査が必要となる。
（4）ネットワークを常時監視する。
取引にインターネットを使用せざるを得ない企業は、ネットワークを常時監視
することである。
ネットワークの監視は極めて重要である。天才のハッカーであっても瞬時にシ
ステムに侵入することは不可能であろう。実際に侵入するまでになんどかハッキ
ングを試みている。ネットワークを常時監視することにより、この不審なふるま
いを早期に探知することができ、阻止あるいは侵入された場合でも迅速な復旧が
可能となる。今日、かなりの企業がネットワークの監視業務を外部委託している。
外部委託にしても相当の経費が掛かる。組織のトップのイニシアティブがなけれ
ば実現できないであろう。
以下余白
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おわりに
世界はグローバル化が進展する中、国境を越えた公易や人の交流が増加している。
とりわけアジア・太平洋地域では、さらなる経済発展を目指し、貿易の障壁となる関
税の是正に取り組もうとしている。単に農業生産物の自由化ばかりでなく、工業製品
の流通を大いに進展する可能性をそこには秘めている。
そのような中、貿易立国、技術立国として繁栄してきた日本は、今後も引き続き技
術的な優位を確保することが、将来の日本の発展を支える上でのひとつの柱となるこ
とは明らかである。その技術的優位を維持していくためには、産官学による一体化し
た研究は今後も引き続き継続されていくことなる。しかし、そればかりでなく、先端
技術を中心に、考案したさまざまな新しい技術を、不正な手段はもとより、意図しな
いことによっても流出しないように、秘匿手段を講じるなどして防ぎ、守っていくこ
とが不可欠である。
本研究では、技術流出に関して日本を中心に実態を調査して、各種の事例を整理し、
様々な課題を提示するとともに対応策について、提言を試みた。今日世界で起きてい
る技術流出の実態を見れば、高い技術を取得しよう意図する者によるさまざまな形態
による窃取・取得から、長引く不況に伴って、中途退職をする者や他国企業からの引
き抜きに応じる者、退職者による流出など、広範、多様な方法で流出していることが
認められた。とりわけ、高い技術を有する日本は、狙いの的となる可能性があるし、
すでに技術流出の事案は発生している。しかし、それらを生起させている問題を解決
するためには、多くの努力や工夫、それと時間が必要とされることも明らかとなった。
そのための努力や工夫には、単に企業が独自で取組む内容もあるが、多くのことは、
企業間はもとより国家として組織的に対応することも必要であると考えられる。場合
によっては、日本人個々の意識の問題にも踏み込む必要があることも考えられる。
本稿では、技術流出を防ぐ対応策として、企業として取るべき対策をさまざまな視
点から提言を行うとともに、国家としての政策課題についても、①スパイ防止法の制
定や、②犯罪防止のための通信傍受、③防諜組織の設立、④情報常任委員会の設置な
どを提案した。そこには法整備を含め、国家が技術流出に対して取組むことで、技術
流出に関する大枠の対策が構築される、と考えたことによる。
しかしながら、技術流出に関わる国家と企業の関係や連接については、今後の研究
課題として残されている。また、個人の意識の問題に対しても、本研究では十分触れ
ていない。
今後、これらについてさらなる研究を続けることで、本テーマである技術流出に対
する総合的な施策が樹立することが可能となるであろう。（了）
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2 012.10.24http://www.sankeibiz.jp/business/news/121024/bsc1210240928015-n1.htm
２４官邸 HP http://www.kantei.go
２５内閣情報調査室「防衛省改革会議第 3 回説明資料」
http:/ /www.kantei.go.jp/jp/singi/boueIDai3/pdf/siryou2.pdf
２６米国・国家対情報局 HP “what is counterintelligence”
http://www.ncix.gov/whatsnew/index.html
２７経産省 http://www.meti.go.jp/pol icy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html#21
２８特許庁「知的財産について」 http://www.jpo.go.jp/seIDo/s_gaiyou/chizai02.htm
２９同上
３０経産省「営業秘密に関する法制度の運用実態」http://www.meti.go.jp/
policy/economy/chizai/chiteki/pdf/08asia/07asia-2.pdf
３１経産省「不正競争防止法の概要」http://www.meti.go
３２経産省「営業秘密管理指針」 http://www.meti.go.
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jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/111216hontai.pdf
３３経産省「技術流出防止指針」http

/policy/anpo/kanri/bouekikanrIDaigaku/reference.html
３４安全保障貿易情報センター「安全保障貿易管理の概要」http://www.cistec.or.

://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g30314b03j.pdf
３５経産省「安全保障貿易管理の概要」http://www.meti.go.jp

jp/export/yukan_gaiyou/kokusairejimes/200705-yk1.html
３６経産省「武器及びその部分品等の輸出について」

http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa231.pdf
３７経産省「安全保障貿易管理に係る国際情勢と我が国制度（2001

年以降の状況の概要）
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/shingikaIDai7shingikai/3-2kokusaijousei.pdf
３８経産省「外国為替及び外国為替法の一部改正の背景について」
３９同上
４０同上
４０安全保障貿易情報センター「安全保障貿易管理の概要」http://www.cistec.or.
/export/yukan_gaiyou/kokusairejimes/200705-yk1.html
４１経産省「安全保障貿易管理とは」http://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaiyou.html
４２同上
４３同上
４４同上
４５安全保障貿易情報センター「安全保障貿易管理の概要」.
http://www.cistec.orjp/export/yukan_gaiyou/kokusairejimes/200705-yk1.html
４６警察庁「不正アクセス行為の禁止等に関する法律の概要」

http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/gaiyou/gaiyou.htm
４７経産省「改正不正競争防止法の概要」

http://www.meti.go jp/committee/materials2/downloadfiles/g90804b06j.pdf.
４８警察庁「不正アクセス禁止法改正と警察の取組みについて」
４９外務省「PSI」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fukaku_j/psi/psi.html

５０防衛省「防衛白書」http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2004/2004/html/164441.html
５１外務省「PSI」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fukaku_j/psi/psi.html

５２同上
５３同上
５４外務省「わかる国際情勢」http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol88
５５御器谷法律事務所
５６PresIDent

HP 労働事件「引き抜き」http://www.mikiya.gr.jp/Headhunting.html

ONLINE「引き抜き行為はどこまでがセーフか」http://presIDent.jp/articles/-/696

５７英国、国家インフラストラクチャ―保護センター『人的セキュリティ：脅威、挑戦及び対策』翻訳

版 BSK 第 20－2 号
５８日本貿易振興機構（ジェトロ）
「貿易実務の流れ」www.jetro.go.jp
５９経産省

http://wwwmeti.go.jp/press/2011/05/20110527004/201105270

６０IPA「
『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド」

http://www.ipa.go.jp/files/000017308.pdf
６１東町法律事務所「雇用の流動化と退職後の守秘義務・競業避止義

http://www.higashimachi.jp/column/column45.html
６２同上
６３労働契約各論「採用の自由―三菱樹脂事件」

http//www.koubundou.co.jp/books/furoku/30160pdf/30160.pdf
貿易管理部「法令遵守のポイント」
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/houreijunshunopointo.pdf
６５防衛省「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」
http://www.mod.go.jp/asdf/3dep/keiyaku-jyoukou/keiyaku-jyoukou-pdf/4-5.pdf
６６同上
６４経業省
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