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本書について 

The Center for Responsible Enterprise And Trade（以下、CREATe.org）は、
Pricewaterhouse Coopers LLP（以下、PwC）の協力を得て、営業秘密の窃取の経済影響を
評価しました。

本書では、次の四つの面から営業秘密の窃取について理解を深め、価値ある情報を保護する 
方法について考えます。

 ►先進工業経済における営業秘密の窃取による損失の見積もり

 ►営業秘密を狙う主な脅威主体と脅威の評価

 ►営業秘密の価値を評価するためのフレームワーク

 ►営業秘密の安全性に影響する力や要因に関する今後10～15年間の未来予測

営業秘密の保護強化は、政府、企業、個人のいずれもが関与するテーマです。営業秘密の保護
を強化し、関連する企業にも同様の慣習を広げていくことは、あらゆる企業の利益にかないます。
営業秘密の保護強化にリソースを集中するには、これを共通の緊急課題と捉える必要があります。
このような保護強化は従来、投資ではなくコストと見なされてきました。本書がコストから投資
へと見方を変えるきっかけとなることが望まれます。この意識転換により、営業秘密を脅かす脅
威主体をより的確に見極め、現在のみならず将来にわたり営業秘密の保護に役立つ新しい考え方
と手段を得ることが可能になるのです。
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1.  自社の営業秘密の特定と優先順位付けを行い、リスクベー
スのアプローチを採用する

2.  営業秘密の窃取によって生じる直接的および間接的な経済
損失を分析する

3.  脅威主体のさまざまなタイプと、脅威主体がどのように企
業の脆弱性を突いて経済的損害を与えるかを理解する

4.  将来の営業秘密につながる投資を保護し、営業秘密の窃
取によって生じる経済損失を低減するための新たな戦略を 
練る

5.  社内およびサプライチェーンにおいて、営業秘密の保護を
強化する方策を実装するための投資収益ガイドラインを作
成する

営業秘密は民間企業において、投資、イノベーション、経
済成長を牽引する重要な要素である。営業秘密の発展は、経
済の安定を促す意味で公益にもつながっている。

近年、コンピューターを用いた営業秘密の窃取が発生し
ており、主に先進工業国で重要な問題となっている。営業
秘密の窃取は官民に悪影響を及ぼすことから、今後も国際
的に重要な問題である。現在も続く脅威を低減し、経済を
より安定させるためには、国際社会が協力して解決策を探
る必要がある。

政府は、政策展開への注力、政府間の国際対話の実現、官
民の連携の強化、営業秘密の窃取に関する告発／法的責任の
追及を進めていくと明言している。また、民間企業も営業秘
密の保護において同様に重要な役割を担っている。民間企業
が持つ起業家精神と投資家の期待は、研究開発（R&D）への
投資を促し、革新的な新技術を生み出す。企業には、自社の
脆弱性とそれを狙う脅威主体の理解を深め、営業秘密の窃取
に関するリスクを識別し低減するための新たな方法に投資す
ることが求められる。

営業秘密の保護は、世界各国の企業が繁栄を続け、経済の
安定を守るために不可欠である。民間企業と公共機関（大学、
企業団体、シンクタンク、政府機関を含む）はこの数年間、
この問題を深く共同研究してきた。本書では、他の調査（営
業秘密の窃取に関する国家レベルの見積もりなど）で取り上
げられた幅広い経済問題に触れながら、各企業が以下を実現
するためのフレームワークについて説明する。

「知的財産の漏えいは二つの影響を及ぼす。第一に、多
額の収益ならびに、発明者とライセンスを購入して商品
やサービスを提供する者が得るはずの報酬が失われ、そ
れに関連する仕事もなくなる。規模を問わず、あらゆる
企業が被害を受ける可能性がある。第二の影響はさらに
大きな問題をはらんでいる。知的財産の不正使用により、
起業家がイノベーションを起こす手段と動機が損なわれ
る。そのため、新しい発明が遅れ、世界経済をさらに拡
大し、あらゆる人々の繁栄と生活の質を引き続き向上し
得る産業も遅々として進まなくなる。現状を打破しない
限り、イノベーションが遅れる恐れがあり、先進国にも
新興国にも悪影響を及ぼす」

– The Report of the Commission on the Theft of 
American Intellectual Property, 2013

はじめに 
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はじめに

2. �営業秘密の窃取に関する国家レベルの推定は、政策作成
や業界の認識向上および提言の手引きとしては重要だが、
個々の企業にとってはあまり有用ではない。

企業レベルでは、自社の営業秘密の相対的な価値を知るこ
とが具体的なメリットになる。企業が持っている営業秘密を
分析し、その漏えいによってもたらされる直接的および間接
的な被害（収益の低下、業務の中断、評判の低下など）を把
握することは、限られたリソースを営業秘密の保護に振り向
けるためのプロセスにおいて重要なステップである。企業は
その取り組みの中で、営業秘密の保護から得られる投資収益
を有効に見積もることができる。この計算には、起こり得る
侵害の発生確率と重大度を要素として採り入れる。

われわれは、営業秘密の窃取の経済的影響と企業レベルの
フレームワークに関する調査を実施した。この過程において、
信頼できる文献、不正行為の経済影響分析に関する当社の経
験、幅広いオープンソースの調査、当社が把握している企業
統治およびコンプライアンスに関する主な規約の他、大手民
間企業とのワークショップで得たフィードバックに基づいて
おり、その結果、以下の見解を得た。

1. �営業秘密の窃取による損失額は、先進工業国の国民総生産
（GDP）の1～3％と推定される。

営業秘密の窃取に起因する損失の分析を試みた調査はこれ
までも多く行われたが、主に民間企業の情報の妥当性、完全性、
信頼性に関する懸念のため、結果はさまざまであった。

また、データに関する懸念に加え、これまでの調査の分析
方法もさまざまで、推定損失額にも幅がある。さらに、市場
における企業の評判や、顧客との継続的な関係への潜在的な
悪影響の恐れから、企業が営業秘密の窃取や社内の脆弱性に
ついて業界のパートナーや政府に進んで開示する情報のタイ
プには限りがある。このように、営業秘密の窃取に関する国
家レベルの推定が困難である。当団体では、米国および先進
工業国における不正行為が営業秘密の窃取の代理指標となる
と考え、これに関する複数の調査を分析して、米国のGDPの 
1～3％と推定するに至った。

「経済専門家の間では、イノベー
ションの成果を保護するために
営業秘密が重要な役割を果たし
ており、特許や著作権のような
無形資産を守るシステム全体に
おいては、欧州企業では営業秘
密の保護が不可欠であるという
共通見解が生まれている」

–  European Commission Study on Trade 
Secrets and Confidential Business  
Information in the Internal Market,  
April 2013
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はじめに

3. �営業秘密の窃取に起因する損失の見積もりに企業レベルで
取り組むことで、国家レベルでの結果の信頼性が高まる。
つまり、企業は単に事例を提供する以上の役割を果たす�
ことができる。

多くの場合、企業は営業秘密の窃取が起こった事例として
利用されるだけで、この問題について広い対話に積極的に参
加することはない。前に述べたような悪影響や利害関係者と
の関係、市場からの懸念、規制の問題があるためである。また、
企業が消極的な姿勢をとるのは、語るべきものがないためで
もある。大半の企業には、営業秘密の特定と優先順位付けを
一貫して体系的に行うための標準的な手順どころか、営業秘
密の窃取の経済影響を一貫して評価するための手段すら存在
しない。民間企業間で十分な情報に基づいた対話を行い、複
雑な問題を企業レベルで検討するためのフレームワークを構
築することで、官民双方に大きな長期的便益がもたらされる。

4. �企業レベルで社内外の脅威環境に関する認識を向上させる
ことは、営業秘密の保護を強化し、長い目で見て営業秘密
の窃取に関する国家レベルの見積もりの品質を向上させ、
結果として損失を抑えることにつながる。

脅威主体はさまざまなかたちで存在する。悪意ある内部者
や競合企業、国家、政治的ハッカー、国際犯罪組織はその一
部にすぎない。このような脅威主体が誰なのか、その動機と
類型、標的を選ぶプロセスがわかれば、企業の脆弱性がど
のように突かれるかについて理解を深めることができる。ま
た、営業秘密を盗む手段を知ることで、社内の脆弱性に優先
順位を付けて修正することが可能になる。例えば、現在はコ
ンピューターを用いた営業秘密の窃取に重点を置いているが、
多くの脅威主体はいまだに重要データを盗み出すために内部
者やスパイを送り込むという物理的手段に頼っている。より
効果的に資産を守り、脅威を低減するには、現在の脅威主体
の状況や手段に焦点を合わせることが重要である。

5. �将来のシナリオをモデル化することにより、営業秘密の窃
取に関するトレンドへの影響要因が明確になり、企業にとっ
ては営業秘密を守るための長期戦略を立てやすくなる。

今後10年から15年間で営業秘密などの知的財産に対する
脅威がどのように進化していくかを予測し検討することで、
それらの要因や要素のため、営業秘密の保護がどの程度困難
になるかについて認識を向上させることができる。企業はこ
のようなシナリオを通じて、営業秘密をより安全に守るため
の未来計画を立てるとともに、投資決定力を高めることがで
きる。

6. �経営陣は、投資保護と脅威低減のための新たな戦略をより
的確に策定して実行できる。そのための武器として、現在
および未来のトレンド、不正活動を行っている脅威主体、
自社の営業秘密、組織の脆弱性について理解を深める必要
がある。

企業が世界市場において競争優位性を維持するには、新し
い製品やサービスの開発に多額の費用を投じ続け、それらを
保護することが不可欠である。営業秘密の窃取は絶え間なく
発生しており、その影響は長く影を落とし続ける。自社のみ
ならず、サプライチェーン、ビジネスパートナーの脅威とト
レンドに対する認識を高め、重要な投資の保護策の導入を決
断するのは経営陣である。保護策としては、先進の知的財産

（IP）保護管理システムやテクノロジーを導入するなどが挙げ
られる。
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調査方法

この調査の一部は、CREATe.orgが営業秘密の認識向上、
企業間および官民の間での協業の推進、管理システムの改善
と技術の活用を通じて営業秘密を分類、文書化、保護するた
めに自由に使用できるツールの理解の促進を目的として実施
している活動に基づいている。

営業秘密の窃取に関する文献の蓄積は現在も進行しており、
この調査にはその多くが反映されている。先進工業国におけ
る営業秘密の窃取に起因する損失の推定では、他の形態の不
正な経済活動を代理指標として使用している。ただし、この
方法で得られるのはあくまで推定値であることから、従来型
の経済分析や手法を用いて、企業レベルで営業秘密が窃取さ
れた場合の経済影響を評価するためのフレームワークを共同
開発した。このフレームワークでは、二つの方法論を使用し
ている。一つは（a）営業秘密の窃取によって生じる将来の機
会損失を推定するための直接的な方法、もう一つは（b）営業
秘密の窃取によって生じる無形の悪影響を業績以外のさまざ
ま指標を通じて評価するための間接的な方法である。この調
査方法では、企業が考慮すべき脅威主体、インシデントの発
生確率および重大度、組織の保護策および脆弱性、将来のト
レンド分析に関する情報を使用する。これらの情報は、営業
秘密の窃取による経済影響の見積もりに役立つとともに、営
業秘密の保護方法を評価する上でも重要な要素である。この
調査は、個々の企業の手引きとして、また将来の国家レベル
の見積もりの方向性を示すものと見なすことができる。

この調査は以下のフェーズに分けて実施した。

CREATe.orgおよびPwCは協力して、（i）先進工業国に 
おける営業秘密の窃取による経済影響の分析、（ii）民間企業
におけるこの重要な問題への対応を支援するため、企業レベ
ルのフレームワーク開発に取り組んだ。この調査は、偽造、
不正コピー、営業秘密の窃取、汚職を減らすために企業およ
びそのサプライヤー、ビジネスパートナーを支援するという
CREATe.orgの非営利団体としての使命を増進するもので 
ある。

定義：営業秘密

本書では、米国経済スパイ活動法（EEA）に定められてい
る「営業秘密」の定義を使用する。米国47州および複数地域
で成立した統一営業秘密法の「営業秘密」の定義と類似して
おり、世界貿易機関の知的所有権貿易関連の側面に関する協
定（TRIPS）第39条、不正競争防止法の第2条と整合性がある。

EEAでは、営業秘密は以下のとおり定義されている。

…有形か無形か、および格納、編集、あるいは物理的、電子的、
図式、写真、文書による記録の場所または方法にかかわらず、 
以下の全ての条件を満たすひな型、計画、分析、プログラム 
機器、製法、設計、手法、技法、工程、手順、プログラム 
またはコードを含むあらゆる形態および種類の財務上、業務
上、科学的、技術的、経済的または工学的情報。（A）営業秘
密の所有者が秘密を保持するために合理的な手段を講じてい
ること。（B）情報が一般に知られておらず合法的手段では容
易に入手できないことから、現実的または潜在的に独立した
経済的価値を有するものである。2

調査の範囲、方法、制限事項 



6 | 営業秘密の窃取がもたらす経済的影響

1.  先進工業経済における営業秘密の窃取の推計

2.  営業秘密の窃取に積極的に関与している脅威主体の分析

3.  既存の営業秘密の内部評価および目録作成、損失に対する
脆弱性の評価、営業秘密が窃取された場合の経済影響の見
積もり、資産を保護する方法についての新たな見識の提供
を可能にするフレームワーク

4.  未来モデル演習（民間企業が参加するワークショップで将
来の発展と懸念に関するシナリオを提示）の結果に基づい
た営業秘密の窃取の未来展望

これらのセクションでは、全体として企業レベルから営業
秘密の窃取の総合的影響を評価するための幅広いアプローチ
について説明し、営業秘密を効果的に管理および保護するた
めに必要なツールを提供する。この実践的な取り組みにより、
個々の企業に積極的な活動と問題の認識を促し、問題の解決
に向けて大きく前進する。

制限事項

このフレームワークは、CREATe.orgとPwCがそれぞれ
の経験を生かし、営業秘密の窃取を懸念する多くの企業およ
び組織の協力を得て共同開発したものである。企業が自社の
営業秘密を文書化し分析するための手引きとなり、コスト効
果が高く効率的な方法でリソースを配分できるよう支援する
ことを目的としている。このフレームワークの導入によって
営業秘密の窃取を必ずしも防止できるとは限らない。しかし、
脅威をより適切に識別して低減することは可能になる。脅威
や内部の脆弱性をより的確に理解し、営業秘密を保護する
ためのリソース配分をより戦略的に行うことができるからで 
ある。

将来の見通しに関するセクションでは、未来モデルを用い
た演習の結果に基づき、営業秘密の窃取の問題が米国にとど
まらず世界にどのように広がっていくかを考えていく。ここ
で取り上げているシナリオは未来予測ではなく、将来の一定
の条件の下でトレンドがどのように進み得るかを想定したも
のである。このシナリオの作成に当たっては、四つの要素を
組み合わせて検討した。これら以外にも、今後の営業秘密の
保護において重要な役割を果たす要素は多くある。

調査の範囲、方法、制限事項

営業秘密の窃取に関する文献の蓄積は現
在も進行しており、この調査ではその多
くを反映している。
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また、2010年に会計検査院（GAO）が行った商品の偽造
および不正コピーによる経済影響の分析では、（商品の偽造ま
たは不正コピーの総価値を）「独自に見積もる、または偽造お
よび不正コピーが米国経済に及ぼす経済影響の数値化を試み 
ることは実現性が乏しい」という記述があった。6 GAOは、知的
財産および商品の偽造による経済影響の数値化の主な課題と
してデータ不足を挙げ、「政府も業界もそれぞれの状況につい
て信頼できる評価を実施できなかった」と結論付け、個々の
企業が自社の営業秘密の価値を評価することの必要性を示唆
している。7

その他の各種調査についても考察を重ね、営業秘密の窃取
に関する独自調査を実施したところ、営業秘密の価値の見積
もりを困難にしているその他の懸念がさらに見つかった。

 ►正確に評価するためには膨大な量のデータを精査する必要
があり、法的および分析上の大きな課題がある。

 ►営業秘密が盗まれたことを単に認識していない企業もあれ
ば、評判や財務への影響の懸念から第三者に損失を報告す
ることに消極的な企業もある。

 ►このような評価は本質的に一過性のものである。数値につ
いて合意を得ても、その時点ですでに分析の営業秘密の価
値が社内または業界内で移り変わってしまっている。

営業秘密の窃取を試算するための
代理指標を利用する目的

営業秘密の価値を国家レベルまたは世界レベルで評価する
ことは本質的に困難である。そこで代理指標を使用すると、
興味深い知見が得られる。研究開発や職業上の不正、脱税と
いった、一見無関係な活動と営業秘密には共通点がある。こ
の代理指標を利用して、営業秘密の窃取による経済影響を合
理的に見積もることができる。

国家または世界レベルで営業秘密の価値を評価することは
非常に困難である。このセクションでは、これらの課題とと
もに、営業秘密の窃取による経済影響の見積もり方法につい
て説明する。

営業秘密の価値の評価における問題

現在、営業秘密、知的財産（IP）、その他の無形資産は、米国
および世界の経済活動において大きな割合を占めており、今後
も成長が見込まれる。米国特許商標局が許可した特許数の増
加から、動的なグローバル経済を支えるために無形資産が重要
な役割を担っていることがわかる。1990年から2010年まで
に進んだ民間企業のイノベーションは知的財産の成長を促し、
米国で許可された特許数は1990年の99,200件から2010年の 
244,300件へ、40.6％も増加した。知的財産はグローバル 
経済において大きな中心的役割を担っているが、営業秘密の
正確な価値やその推定方法については見解が一致していない。

学術機関、業界団体、非営利団体、政府機関など、多くの
組織が営業秘密の総合的価値とその窃取による経済影響の見
積もりに関する問題を取り上げている。例えば、米国知的財
産の侵害に関する委員会（以降、「同委員会」。Dennis Blair
提督およびJon Huntsman大使が議長を務める超党派の独立
組織）は2013年、国際的な知的財産の侵害のさまざまな側
面と米国ビジネスへの影響について調査を実施した。同委員
会は、知的財産侵害の正確な価値は不可知であると結論付け
た。ただし、これまでの損失評価では、知的財産および営業
秘密の窃取の影響を過小評価していると述べている。

同委員会によると、営業秘密の価値評価が困難である理由
は三つある。

1.  損失の評価方法が業界によって異なる。

2.  企業は株価や市場での評判への影響を恐れて損失を報告し
ないことが多く、報告する動機もない。

3.  多くの場合、調査の目的は損失の評価であり、このような
大きな問題の詳細情報としては信頼性に欠ける。5

営業秘密の価値の見積もり 
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営業秘密の窃取を試算するための代理指標：
研究開発費

民間企業においては、営業秘密の価値を評価するための代
理数値として、研究開発費を使用する。

多くの重要な営業秘密（顧客リスト、販売データ、マーケ
ティング情報など）は、研究開発とは無関係である。しかし、
研究開発費は新しいアイデアや方法、手段、技法への投資を
表している。いずれも、多くの営業秘密に不可欠な要素であ
る。1980年代前半以来、米国の研究開発費用はGDPの2.5％
を超えている。米政府の調査によると、2011年には4140億
ドルと、GDPの2.7％に上っている。8

世界の研究開発投資のトレンドも米国と同様である。
Battelle and Research & Development Magazineが実
施した2014年の「世界の研究開発の資金調達に関する予測」
では、世界上位40カ国（名目GDPに基づく位置付け）の世
界の研究開発費の実績と予測を調査した。図1のように、上
位40カ国の過去3年間の平均は国家GDPの2％近くを占めて
おり、2014年もこの水準が続くと見られている。研究開発
費が過去3年間の世界GDPに占める割合も、1.8％と変わら
ない。9

もちろん、現在の研究開発費から生まれる営業秘密の形
態は他にもあり、研究開発によって生じる経済的価値のごく 
一部を成している。推計では、研究開発費1.00ドルは同年に
他の経済活動で約2.90ドルを、その後10年間で16.00から
69.00ドルをもたらす。10, 11 これを基に考えると、市場におけ
る営業秘密の価値は、研究開発費だけで考えるよりも大きな
影響をGDPに及ぼすことになる。

営業秘密の窃取を推計するための代理指標：
不正な経済活動

不正な経済活動を伴う代理指標から、営業秘密の窃取の潜
在的影響も明らかになる。

このような指標を見ると、営業秘密の窃取などの世界経済
に悪影響を及ぼす可能性のある経済活動が過小評価され、評
価が困難であることがわかる。また、ある種の脅威主体は、
さまざまな経済的理由（市場シェア、収益性など）および非
経済的理由（影響力の増大、社会的大義の達成など）から、
営業秘密を狙うのと同様の方法で次のような活動を行う。

 ►  職業上の不正：
 不正検査士協会（ACFE）が400件の不正行為を分析した
2012年の報告書12 によると、職業上の不正や職権乱用に
よる企業の損失額は3兆5000億ドル、世界GDPの5％に上
る。営業秘密の窃取と同様に、脅威主体はシステムに自由
にアクセスできる悪意ある内部者であるため、不正や乱用
の調査は容易ではない。

 ►  米国での脱税：
 2013年に米国税庁（IRS）が行った推定によると、課税額
と徴収税額の差である未納税金は約4500億ドルと、米国
GDPの3.25％に上る。IRSは、未納税金の原因は無申告や
過少申告、過小納付であると見ている。不正活動の判別は
困難である可能性がある。13

図1：GDPに占める研究開発費の割合

2011 2012 2013 2014

米国 2.7% 2.8% 2.8% 2.8%

中国 1.5% 1.8% 1.9% 2.0%

日本 3.5% 3.4% 3.4% 3.4%

南アフリカ 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

ドイツ 2.9% 2.8% 2.8% 2.9%

オーストラリア 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%

英国 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%

ロシア 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

カタール 2.8% 2.8% 2.8% 2.7%

ブラジル 1.2% 1.3% 1.3% 1.3%

平均（上位40カ国）＊＊ 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

その他の国 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

世界平均 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%

＊ 2014年の数値は予測
＊＊ GDP世界上位40カ国
出典：2013 & 2014 Global R&D Funding Forecast, Battelle and R&D Magazine.
その他の出典：IMF、世界銀行、CIA World Fact Book

営業秘密の価値の見積もり
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 ►  不正な資金移動：
 発展途上国から金融機関への違法な資金の移動の裏には、
何らかの営業秘密の窃取があると考えることができる。そ
の場合、機密情報は逆方向に不正送信される。フォード財
団が出資する55の発展途上国について2013年に行った調
査では、不正な資金移動の多くは誤請求のかたちをとり、
2011年には9470億ドル、各国の合計GDPの約3.8％に
上った。18

これらの代理指標をまとめると、不正な経済活動の一つの
形態として営業秘密の窃取が行われ、国家経済に大きな損害
を与えている実態が浮かび上がる。図2のように、これらの代
理指標のほとんどはGDPの1～3％の範囲に収まっている。営
業秘密の窃取に起因する経済損失を国家または業界レベルで
正確に評価することは困難であるが、営業秘密の窃取とその
他の不正活動には類似性が見られるため、このように代理指
標を用いれば、営業秘密の窃取の経済影響を合理的に見積も
ることができる。

 ►  汚職：
 正確な会計を難しくしているもう一つの問題として、世界
的な汚職が挙げられる。汚職とは、私的な利益を得るため
に職権を乱用することと定義されている。営業秘密の窃取
と同様に、汚職も法の支配への信頼を損ない競争を阻むと
いう点で、官民双方に固有の脅威となる。世界銀行が行っ
た調査によると、このような不正活動の年間損失額は約1兆
ドルと、2005年の世界GDPの2.9％に相当する。14

 ►  著作権の侵害とソフトウェアの不正コピー：
 著作権の不正使用や侵害、ソフトウェアの不正コピーは、
先進工業国の課題として広く任意されている。例えば、ビ
ジネス・ソフトウェア・アライアンス（BSA）による2012
年の報告書によると、2011年には世界のPCユーザーの約
42％が違法コピーされたソフトウェアを使用している。商業
的価値にすると6430億ドル、世界GDPの0.1％に相当する。

 営業秘密を狙うさまざまな脅威主体は、ソフトウェアの不
正コピーにも関心を持っている可能性がある。犯罪グルー
プは単に利益を得るためにソフトウェアを不正コピーする
が、政治的ハッカーは、システムやユーザーに害をなす海
賊版ソフトウェアを製作することでソフトウェアの正規製
造元のイメージを悪くし、ソフトウェア会社の評判を低下
させることを目的としていることもある。15

 ►  麻薬密売：
 営業秘密の窃取と同様に、麻薬密売は労働者の生産性の
低下、医療、司法行政など、さまざまな経済的損害を引き
起こす。2011年に米司法省が行った米国における違法薬
物の影響調査によると、2007年の損害額は1930億ドル、
2007年の米国DGPの約1.4％に上っている。16

 ►  闇市場取引：
 クラウドソースのデータベースであるHavocscopeに集積
された情報によると、世界の闇市場取引の価値は1兆8000
億ドル、世界GDPの約2.5％と推定されている。この推定
には、数値化が困難なさまざまな活動が含まれている。例
えば、航空部品、食糧、武器、化粧品、時計、衣類、絶滅
の危機にある野生動物の取引、美術品の盗難、非合法のギャ
ンブル、タバコおよび酒類の密売、人身売買などである。17

図2：営業秘密の窃取を推計するための
        代理指標

研究開発 - ソフトウェアの不正コピー - 
麻薬密売 - 
闇市場取引 - 
不正な資金移動 - 

職業上の不正 - 
脱税 - 
汚職 - 
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企業がこれらの脅威主体やそれぞれの類型をより効果的に
理解できるほど、営業秘密を管理し、個々の営業秘密の経済
的価値、脅威主体のタイプ、脅威のタイプに応じて適切な保
護策を導入する態勢が整う。営業秘密を盗み出そうとする脅
威主体を見抜く力を得た企業は、脅威主体の視点から秘密を
見ることができるようになり、セキュリティ強化のために適
切なリソースを注入できる。

国家

国家が持つリソースと能力は、他の脅威主体とは比べもの
にならない。外国の営業秘密を入手する目的は一般的に、自
国の軍事能力を増強し、グローバル市場で国家を代表する企
業の地位を高めることである。20 多くの海外情報保安部は政
府に代わり、秘密活動を通じて営業秘密や経済に関する機密
情報を入手しようとする。また、国家はその他の国家機関や
規制権力、国の支援を受けた組織を利用することもある。こ
のような組織にはそのような裏の目的であると公然と主張す
る向きもある。例えば、ロシアの海外諜報機関に関する法令
には、「国の経済発展および科学的進歩を守る」責任が定めら
れている。21 以下に国家が企業の営業秘密を盗もうとした事例
を挙げる。

 ►2009年、ドイツの衛星通信会社のトップは米国の外交官
に対し、ドイツの知的財産にとって最も危険なのはフラン
スだと語った。22

 ►2011年、米国の大手化学製品会社の元従業員が、中国政
府の関係者に雇われて経済スパイを働いた罪を認めた。23

 ►2013年、韓国の情報部員がオーストラリアの職員から経済
に関する機密情報を入手しようとしていたことが複数の情
報筋から判明した。24

企業の営業秘密はさまざまな理由で、外国の諜報機関、競
合企業、国際犯罪組織、政治的ハッカー、悪意ある内部者な
どの多くの脅威主体に狙われている。マルウェアを仕込んで 
営業秘密を窃取するスピアフィッシングなどのソーシャル 
エンジニアリングや、従業員を誘導して会社の機密情報を開
示させる仕掛けは脅威主体の手口の一部にすぎない。従業員
が業務に使用するスマートフォン、ラップトップ、タブレット
のテクノロジーは常に進化しており、脅威主体が営業秘密に
アクセスする手段も増えている。脅威主体の動機はさまざま
である。個人的な金銭的利益であることもあれば、国の利益
の追求、政治的または社会的大義の達成であることもある。

営業秘密を狙う者として、さまざまな脅威主体の存在が明
らかになっている。このセクションでは、以下の要因を考慮
してリスクベースの方法で選ばれた脅威主体を取り上げる。

 ►多国籍企業に対する十分な攻撃実績

 ►企業の営業秘密および重要データを不正使用しようとする
意思

 ►過去の攻撃および米国をはじめとする政府報告によって実
証された、各自の利益または他国の利益に資することを目
的として営業秘密を盗む能力

 ►営業秘密やその他の重要な企業データを豊富に持つ企業や
機関を攻撃しようとする意思

 ►特定の業界（情報通信技術、航空および防衛、海洋システム、
クリーンテクノロジー、先端材料および製造、医療および
製薬、農業技術、エネルギーおよび天然資源）への一貫し
た集中（2011 Economic Espionage Report）19

 ►営業秘密の窃取によって企業が被る実証済みの損失

営業秘密の窃取に関与する
脅威主体の分析 
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悪意ある内部者

現従業員および元従業員、コンサルタントや弁護士などの
第三者、サプライヤーは、企業の営業秘密をはじめとする情
報に独自にアクセスできる。このような情報が公開されれば、
企業は大きな損害を被ることになる。PwCが実施した『米国
サイバー犯罪調査2013』では、現従業員および元従業員が
サイバーセキュリティ上の大きな脅威であることがわかって
いる。25 内部者は企業のシステムを熟知しており、情報がどこ
でどのように保存され、営業秘密がどのように生まれ使用さ
れるかを具体的に把握している。そのため、内部者は他に類
のない脅威となる。内部者は他の脅威主体から報酬やリソー
ス、思想上の影響を受けていることが多いため、悪意ある内
部者の脅威はますます高まっている。内部者が高価値の営業
秘密を漏らすことで企業が損失を被った事例には次のものが
ある。

 ►2012年、北米の自動車会社の元従業員とその配偶者が、
4000万ドル相当のハイブリッド車技術に関する営業秘密
を盗んだとして有罪判決を受けた。この夫婦は情報を中国
の競合企業に売ろうとしていた。26

 ►2012年後半、米国のある大手先物為替会社の従業員が、
独占所有権のある電子取引プラットフォームのソースコー
ドを含む10,000個以上のファイルを盗んだ罪を認めた。営
業秘密の価値は5000万～ 1億ドルと推定される。この従業
員は2人のビジネスパートナーとともに、このソースコード
を使用して事業を起こす計画を立てていた。27

 ►2011年、ある自動車会社の元従業員がエンジントランス
ミッションおよび電源システムの設計に関する4,000点以
上の文書を複製した罪で、懲役70カ月の判決を言い渡され
た。この元従業員は転職先の他の北米企業の中国支社にこ
れらの文書を持ち込もうとしていた。28

今後数年間で、文化および技術的要素から、内部者の脅威
が高まる可能性がある。

ある調査によると、米国の従業員の雇用主への忠誠心は変
化しつつある。その背景には、21世紀に入ってからの転職率
が20世紀中頃と比べて大幅に上昇しているという事実があ
る。また、求められる高い技術スキルを持つ人材の海外流出
はますます進んでいる。つまり、従業員にとっては転職先の
選択肢が増え、忠誠心が揺らいでいることになる。さらに、
個人所有の機器の持ち込み（BYOD）に関するポリシーが広
まり、従業員が複数のプログラムやアプリケーション間でデー
タを簡単にすばやく移動できるようになったことも、セキュ
リティおよび監視活動を難しくしている。このような変化を
背景に、高いアクセス権を持ち、忠誠心を失った悪意ある内
部者が増加する可能性ある。高いアクセス権を持つことと忠
誠心の低下は、従業員が自分の立場を利用して会社の営業秘
密などの機密データを危険にさらすリスクを高める。29

営業秘密の窃取に関与する脅威主体の分析

「突き詰めていくと、サイバー犯
罪は厳密な意味でテクノロジー
の問題ではない。戦略の問題で
あり、人間の問題であり、プロ
セスの問題なのだ」

–  PwC Global Economic Crime  
Survey, 2014
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競合企業

競合企業は単独または中央政府の支援を受けて営業秘密を
盗み出そうとする。米司法省が取り扱う営業秘密の窃取事件
の大部分は競合企業によるものである。これらの事例から競
合企業がさまざまな方法を用いることがわかる。例えば、標
的とする企業に不満を持つ従業員や、競合企業の所属国に個
人的なつながりのある従業員を採用し、営業秘密や会社の機
密データを盗み出す。また、賄賂や恐喝、仕事の斡旋をする
こともある。

競合企業は多くの場合、単独でも国と同様に強大な権力を
振るうリソースを持っている。近年の営業秘密の窃取事件か
ら、内部者や企業スパイを繰り返し利用して重要な機密デー
タにアクセスすることがわかっている。

 ►米国の警察が行ったあるおとり捜査では、おとり捜査官が
近年数百万ドルを投じて新薬の製法を開発した米大手製薬
会社の検査技師を装い、未遂の賄賂が発覚した。起訴状に
は、製法が盗まれた場合、同社の損失は数十億ドルに上る
と書かれていた。30

 ►アジアおよび北米の化学薬品会社の事件では、アジアの企
業が機密および専有情報を手に入れるために、北米の企業
の現従業員および元従業員をコンサルタントとして雇用し
たとして申し立てられた。アジアの企業は営業秘密を窃取
した結果、独占所有権のある製造プロセスを模倣して、少
なくとも2億2500万ドルの収益を得た。31

国際犯罪組織
（TOC�：�Transnational�Organized�Crime）

国際犯罪組織はこれまでに、多くの企業のITネットワーク
を攻撃し、決済システムにアクセスして個人の特定が可能な
情報や個人の医療情報、決済カード情報を入手してきた。標
的となった企業はそのため多額の経済損失を被っている。32 
多くの国際犯罪組織は賭博や恐喝といった古くからある手口
に飽き足らず、インターネットを利用したサイバー犯罪へと
活動を広げている。33 このことは、営業秘密を盗み出そうとし
ている競合企業や諜報機関などの脅威主体にとっても好都合
である。34

あるコンピューターセキュリティ企業は最近、「サービスと
してのサイバー犯罪」35 の出現について注意を喚起した。国際
犯罪組織はよく他のサイバー犯罪者が電子的手段で盗んだ情
報を購入して、自分たちの組織犯罪に利用する。36 国家情報
長官は2013年、サイバー犯罪者が「重要なインフラストラク
チャーシステムにアクセスしたり、国家主体または非国家主
体の手に陥ったりする」可能性について警告している。サイ
バー犯罪がこのような様相を見せていることから、営業秘密
を盗むためのハッキングツールが拡散し、企業の機密情報な
どを簡単に貸借または購入することが可能になっている。37

政治的ハッカー

政治的ハッカーは、政治的または社会的目的を果たすため
に、営業秘密などの企業の機密情報を入手しようとする。こ
れまでに、コンピューターへの侵入スキルと内部者が収集し
たデータを利用して、主要幹部、従業員、ビジネスパートナー
などの個人の特定が可能な情報（PII）や機密ビジネス情報が
取得され、公開された事例がある。政治的ハッカーは国際犯
罪組織と同様に、営業秘密を盗み出す技術的知識および能力
を持ち、思想的または経済的理由から他の脅威主体と協力す
ることもある。

企業の経営陣が営業秘密の窃取をたくらむ脅威主体とその
能力、類型について認識を高めることで、窃取に対する自社
の脆弱性を把握し、脅威を低減するために戦略を立てて導入
できる。次のセクションでは、把握した情報に基づき、拡張
性のあるフレームワークを構築する。このフレームワークに
より、企業は（i）営業秘密の窃取に起因する企業レベルの経
済影響を評価し、（ii）投資を保護し将来の損失を抑える能力を
向上できる。

営業秘密の窃取に関与する脅威主体の分析
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営業秘密が盗まれる脅威が高まり、盗まれた場合には多大
な経済的損失を被ることから、民間企業が戦略、運用、財務
上の目標を達成するには、この脅威により積極的に対応する
必要がある。

CREATe.orgおよびPwCはこの状況を受けて、民間企業が
自社の営業秘密を分析するのに役立つマルチレベルのフレー
ムワークを開発した。このフレームワークは営業秘密を識別
し分類するためのプラットフォームとなる。分析によって、
経済的損失をもたらす脅威主体の姿を明らかにし、既存の管
理構造やモデルに潜む脆弱性を把握して、営業秘密の窃取に
よって生じる損失を評価できるようになる。このフレームワー
ク全体を活用することで、営業秘密を保護するための戦略や
アイデアの隙間や欠点を見つけ出し、投資を保護し将来の損
失を抑える能力をさらに向上できる。また、このフレームワー
クを通じて、営業秘密の保護を強化するための投資によって
得られる便益をより的確に理解し、リソースを戦略的に配分
するために必要な情報も取得できる。

図3に、このフレームワークを示す。

営業秘密の
識別

営業秘密を
特定し、分類

1 脅威主体および
脆弱性の評価

脅威主体および
潜在的なリスク
を評価

2 相対価値の
ランク付け

営業秘密の
価値をランク
付けして分析

3 経済影響の
分析

侵害が
発生した場合
の損失を分析

4 営業秘密の
保護

資産保護能力
を強化

5
図3：営業秘密の窃取によるビジネス影響を評価するためのフレームワーク

このセクションでは、フレームワークの各レベルで経営陣
が検討すべき活動および重要点について説明する。フレーム
ワークの使用法の参考となるよう、ABC Widgets, Inc.（以下、
ABC社）を例として、フレームワークに沿ってどのように分
析を進めていくかをレベルごとに説明する。ABC社は米国の
大手上場企業である。ABC社は代替エネルギーを扱っており、
サードパーティのサプライチェーンが各地にあり、新しい市
場と積極的に参入する計画を立てている。

このシナリオでは、ABC社の幹部および取締役は、自社の
知的財産の中でも特に営業秘密に対する手ごわい脅威に対す
る認識を高めている。つい先日も、ABC社の競合企業が攻撃
を受けたことが報じられたばかりである。ABC社の取締役は
四半期ごとの役員会で、そのような脅威を提言するためにど
のような計画を立てているのかを経営陣に尋ねた。ABC社の
経営陣は営業秘密を特定してもいなければ、営業秘密保護管
理システムを導入してもいないことを渋々と認めた。そして、
これらの問題に迅速に取り組み、脅威を低減する能力の強化
を目指すと述べた。

営業秘密を守り、
潜在的な脅威を低減するための
フレームワーク 
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フレームワークのレベル1では、基礎となる重要ステップと
して、自社の営業秘密の特定と分類を行う。侵害が発生した
場合の影響が大きい営業秘密を最も適切に保護するには、ま
ず営業秘密を文書化し、どこにあるかを特定し、台帳を作成
する必要がある。ここでは最初のステップとして、上級幹部、
ビジネスユニットリーダー、部門リーダーなどの主要利害関
係者を招集し、企業が持っている営業秘密の台帳を作成する。
このステップでは最終的に、上層陣の支援を受ける混成チー
ムを構築する必要がある。ここで自社にとって何が営業秘密
なのかを話し合う。レベル1では、利害関係者が自社の営業
秘密の定義についてだけではなく、図4のようなカテゴリに分
けた営業秘密の一覧について広く合意する必要があるためで 
ある。

ABC社は取締役会からの問い合わせに応じて、営業秘密を
識別するためのプロセスに着手した。このプロセスの指揮を
執るのは、ABC社の経営陣から指名されたABC社のコンプラ
イアンス担当者である。コンプライアンス担当者は先日、知
的財産に関する会議に参加しており、ABCの営業秘密に迫る
新たな脅威を認識するようになった

レベル1：営業秘密の特定

当団体のこれまでの経験では、多くの企業が営業秘密の管
理を効果的に行えていない。その理由はさまざまだが、どの
ような資産が営業秘密となるのかについて共通認識が形成さ
れていないなどが挙げられる。企業が「（営業秘密）情報を保
護するために合理的な措置を講じる」38 を誤って解釈し、侵害
が発生した場合は営業秘密を含む個々の文書が潜在的なリス
クとなると考えていることもある。企業がこのように消極的
な姿勢をとるのは、不完全な文書、不徹底、間違い、一貫性
のない慣習に関する懸念の他、裁判所から合理的な措置の基
準を満たしていないと見なされるのではないかという恐れが
あるためである。このような企業は、営業秘密として特定し
たあらゆる情報に適用できるセキュリティおよび機密性に対
し、一般的で包括的な方法で取り組む傾向がある。当団体では、
個々の企業がリスクやコスト、このフレームワークの原則に
従う能力に徹底的に取り組むことの便益を重視するとともに、
自社の機密性の高い営業秘密を緊密に保護しない場合に内在
するリスクを考慮する必要があると考えている。

図4：営業秘密のカテゴリ

営業秘密のカテゴリ 例

製品情報 新しいハードウェア設計、既存の製品の適応／更新

研究開発 長期的な研究開発、基本または応用研究、地域の開発

重要な固有のビジネスプロセス 台帳／配布、製造プロセス、プロセスを応用したビジネスモデル

機密ビジネス情報 M&A候補／計画、市場調査／研究、顧客リスト／情報、主要サプライヤ／ビジネス
パートナーに関する情報、拡張計画、企業戦略

ITシステムおよびアプリケーション 新たな市場の創出につながる新しいITアプリケーション、システムアーキテクチャー
の設計、ソースコード、アルゴリズム

営業秘密を守り、潜在的な脅威を低減するためのフレームワーク
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コンプライアンス担当者は営業秘密に適用される法や規
制、基準を調査した。また、ABC社の既存のポリシーも調べ、
ABC社には文書管理システムがないこと、標準化された手順
に従って営業秘密を管理していないことを確認した。必要な
多くの作業が明らかになった後、ABC社の上級幹部、ビジネス
ユニットリーダー、部門リーダーから成る混成チームと作業 
セッションを開き、既存の営業秘密を図4のカテゴリに分類 
した。

作業セッションの前に、ABC社のコンプライアンス担当者
は営業秘密の実用的定義を配布し、参加者に活発な議論を促
した。参加者は各自のリストを用意して作業セッションに参
加し、プレゼンテーションと協議を経て、ABC社が営業秘密
と見なすものをまとめたマスターリストにまとめた。その結果
として作成された分類済みの重要営業秘密リストには、ABC
社のビジネスモデルの重要要素が反映されている。

作業セッションの後、最高情報セキュリティ責任者（CISO）
のタスク担当者は技術ソリューションを活用し、作業セッショ
ンで識別した資産を検索した。キーワード、その他の識別子
に基づいて検索を実行するツールにより、マスターリストの
営業秘密がさまざまなサーバー上で、不適切な名前を付けら
れたファイルや、営業秘密とは関係のない理由で作成された
共有ファイルサイトに保存されていることがわかった。営業
秘密の保存場所はマスターリストに記載され、この後の脆弱
性評価で使用される。

また、CISOは他のビジネスリーダーとともに、ネットワー
ク外や手書きのメモ、プロトタイプなどに営業秘密がないか
どうかを調べた。ITシステム上にあるかどうかを問わず、で
きるだけ多くの営業秘密を特定するためである。

レベル1を完了すると、全員が合意した企業の重要営業秘
密リストが完成する。これが、このフレームワークの第一歩
である。多くの営業秘密は組織全体に散在しており、侵害に
対していかに脆弱かが見えにくくなっている。企業が新技術
の設計や新規事業に取り組むのに伴い、新たな営業秘密が
生まれ続ける。そのため、経営陣はこの目録の完全性を維持
するために、継続的に定期更新する手順を確立する必要が 
ある。

レベル2：脅威主体と脆弱性の評価

脅威および脆弱性のリスク評価は、フレームワークにおけ
る重要なステップである。前述のとおり、脅威主体はさまざ
まなかたちで存在しており、それぞれが企業の知的財産にとっ
て大きな脅威となっている。既存の営業秘密保護管理システ
ム（コンプライアンスおよびセキュリティプログラムのポリ
シー、手順、内部統制）の分析により、経営陣は現在の慣習
の中から無用なリスクを生みかねない脆弱性を識別できる。
営業秘密保護プログラム全体および個別プロセスの成熟度を
評価することは、脆弱性を理解する上で効果的である。

2.1：脅威主体の評価

今日のグローバル市場では、企業は固有かつ多様な脅威主
体と向き合うことになる。そのため、経営陣は不正活動を行っ
て悪影響を及ぼす潜在的な脅威主体の存在を考慮に入れた上
で、自社の事業運営環境（オフィス所在地、販売/市場シェア、
サプライチェーン、製品／サービスの構成、主な人員、成長
戦略など）を理解する必要がある。個々の脅威主体がもたら
すリスク、自社の営業秘密を侵害する確率、侵害が発生した
場合の重大度を評価することは、どの営業秘密の最高レベル
の保護を与えるべきかを判断し、より効果的な保護策を実装
するために不可欠である。

ABC社のコンプライアンス担当者は、脅威評価の一環とし
て、自社の事業運営環境を分析した。その内容は、参加して
いる市場、主要顧客、重要サプライチェーンおよびビジネス
パートナー、主要幹部、営業秘密への従業員のアクセス、既
存の製品／サービス、新製品発表やM&A活動計画などである。

営業秘密を守り、潜在的な脅威を低減するためのフレームワーク
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はABC社の競合企業でデータ侵害が起こり、知的財産が盗ま
れた。ABC社の生産施設も同じ地域にある。ABC社は図5を
参考に、最近発生したインシデントを調査した。自社を標的
とする潜在的な脅威主体を把握し、悪意ある活動を行う可能
性がどの程度あるかを知るためである。

ABC社はその中で、事業運営環境に影響を及ぼす可能性の
あるさまざまな脅威主体とリスクを分析した。特に留意した
のは、侵害が発生する確率と、侵害が発生した場合の影響度
である。ABC社は業界大手であり、特定の脅威主体（悪意あ
る内部者、国家）に狙われ監視されている疑いがある。先日

図5：潜在的な脅威主体の目標、手段および媒介、標的

脅威主体 目標 手段および媒介 標的となる企業の営業秘密

国家 •	 軍事テクノロジー
•	 国を代表する企業を強

化すること

•	 海外情報保安部
•	 サイバー攻撃
•	 人間による諜報活動
•	 技術的手段（電子盗聴、音響分析、ビデオ監視、盗

聴器など）
•	 内部者の利用
•	 企業の幹部、脆弱性、プロジェクトに関するオープン

ソース情報の悪用
•	 国有企業などの関連組織

•	 軍事目的に直接関連するもの
（航空技術など）

•	 軍事・民生の両方に利用可能
な高度先端技術（IT技術、ナ
ビゲーションシステムなど）
を活用した製品

悪意ある内部者 •	 競争優位性
•	 経済的利益
•	 国家目標に向けて前進

すること

•	 企業の機密情報へのアクセス
•	 保護が貧弱で管理が不十分な営業秘密の操作
•	 電子／ITシステムまたはハードコピーのみの営業秘密

にアクセスできる

•	 事業分野において自社のサー
ビスや製品の差別化を可能と
しているデータ（ソースコード、
マーケティング計画など）

•	 軍事・民生の両方に利用可能
な高度先端技術を活用した
製品

•	 顧客またはサプライヤーに関
する機密データ

競合企業 •	 競争優位性 •	 サイバー攻撃
•	 技術的手段（電子盗聴、音響分析、ビデオ監視、盗

聴器など）
•	 内部者の利用
•	 企業の幹部、脆弱性、プロジェクトに関するオープン

ソース情報の悪用

•	 事業分野において自社のサー
ビスや製品の差別化を可能と
しているデータ（ソースコード、
マーケティング計画など）

国際犯罪組織 経済的利益
•	 PII、その他の金融データ
•	 他者に販売する

Cybercrime-as-a-
Service（サービスと
してのサイバー犯罪）

•	 サイバー攻撃
•	 国際犯罪組織によっては、企業の幹部、職員、設備

を物理的に攻撃
•	 内部者の利用
•	 企業の幹部、脆弱性、プロジェクトに関するオープン

ソース情報の悪用

•	 悪用可能な脆弱性があると
思われるあらゆる営業秘密

政治的ハッカー •	 企業の機密情報を利用
して、政治的または社
会的目標に向けて前進
すること

•	 サイバー攻撃
•	 企業の幹部、脆弱性、プロジェクトに関するオープン

ソース情報の悪用

•	 顧客またはサプライヤーに関
する機密データ

•	 生産／流通技術
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2.2：脆弱性および保護の分析

組織の統治、財務、技術、運用、コンプライアンスのアー
キテクチャの脆弱性は脅威主体に悪用されることが多く、経
済損失を及ぼす不正行為につながる。そのため、企業は社内
のポリシー、手順、管理策の他、サプライヤー、その他のビ
ジネスパートナーへの依存に潜む脆弱性を積極的に認識し、
リスクの低減に取り組む必要がある。このような脆弱性は、
定期的にアップデートをチェックせずにソフトウェアを使用
している従業員に対し情報セキュリティに関するトレーニン
グを実施していなかったり、非常に重要な営業秘密を安全で
ないサーバーに保存し社内の多くの者がアクセスできるよう
になっていたり、営業秘密がどこに保存されているかを従業
員が認識していなかったりと、さまざまである。営業秘密の
保護状態には「完全保護」から「非保護」まで段階があり、
保護のタイプと強度、残存する脆弱性について説明した文書
をそれぞれの営業秘密に添付できる。脆弱性評価では、営業
秘密保護管理システムの成熟度を評価することが不可欠で 
ある。

ABC社のコンプライアンス担当者は、上級幹部および最高
責任者（CFO、CIO、CSO、CISO）とともに、レベル1の分
析で識別および特定したそれぞれの営業秘密について、保存
場所を検証し、現在実施している保護を一覧にした。また、
現在のポリシー、手順、内部管理策の設計および運用を分析
して文書化し、営業秘密の保護またはアクセス制限を行った。
ABC社の経営陣はこのプロセスを通じて、既存のコンプライ
アンス／セキュリティアーキテクチャーの隙間、つまり脆弱
性を認識した。複合型の脅威および脆弱性に付随するリスク
を低減する取り組みを強化するには新たな投資が必要である。
さらに、営業秘密保護管理システムの中にも改善が必要な弱
点が見つかった。ABC社は従来のリスクおよび管理策マト
リックスを使用して分析をまとめ、経営陣との協議を進める。
図6にその簡単な例を示す。

図6：脅威および脆弱性マトリックス

営業秘密 脅威主体 営業秘密の窃取の
発生確率
（高、中、低）

営業秘密の窃取の
重大度
（高、中、低）

既存のポリシー、手順、管理策、
低減措置

営業秘密の窃取の重大度
（高、中、低）

ソース 
コード

•	 国家X
•	 競合企業Y
•	 競合企業Z

高 高 •	 情報セキュリティポリシー
•	 ローカル開発グループへのア

クセスを制限（2013年11月）
•	 ソースコードを安全なサー

バーに保存
•	 ソースコードへのアクセス制

御リスト
•	 文書の取り扱いに関する標準

中
•	 一貫したトレーニングプ

ログラムがない
•	 ソースコードが配布され

ていた
•	 昨年、サーバーの攻撃

および侵入テストを実
施していない

営業秘密を守り、潜在的な脅威を低減するためのフレームワーク



18 | 営業秘密の窃取がもたらす経済的影響

レベル3：
営業秘密の相対価値のランク付け

最も重要な資産に新しい保護策を導入するリソースが限ら
れる中、経営陣はどの営業秘密により強固な保護を施すべき
かをどのように判断すべきだろうか。レベル1およびレベル2
で実施した初期分析から得た結果に基づき、営業秘密のラン
ク付けを行うにはどうすればよいか。

相対価値のランク付け分析により、営業秘密の相対的重要
度を価値ベースで判断することによって定性的評価を行い、
事業運営および業績に最も重要な影響を及ぼす営業秘密を初
期選択できるようになる。

レベル1およびレベル2の完了後、経営陣は自社の営業秘密
の範囲と程度についての重要な理解を新たにする。これには、
潜在的な脆弱性のある領域や自社に経済的損失を及ぼす脅威
主体などが含まれる。企業によっては、多数の営業秘密がこ
の分析の対象になる。その中には、明らかに他より高価値で
あるものも脅威主体に狙われやすいものもある。この価値の
ランク付けは、経営陣が営業秘密の保護およびITセキュリティ
への投資拡大を正当化するための投資収益（ROI）の提案を
作成する上で不可欠である。

図7に、経営陣がレベル1およびレベル2の結果に基づき、
営業秘密の中でこれらの資産の優先順位付けを行えるように
するための質問である。関連採点法により、経営陣が行った
資産のリスク評価に基づいて結果のランク付けが行われる。

ランク付きリストを保護するため、プロセスとランク付け
された結果を弁護士・依頼者間の秘匿特権とすることを検討
するとよいだろう。これは後になって被告側弁護団が裁判所
で、価値の低い営業秘密に対して認められる損害賠償は小額
でよいはずだと主張できないようにするためである。

レベル1およびレベル2の分析に続いて、ABC社のコンプラ
イアンス担当者はABC社の幹部を招集し、図7の質問を行っ
て各資産のランク付けを行う。ABC社は各営業秘密について
これらの質問をし、ビジネス価値のさまざまな側面を評価し
た。この例では、「低」、「中」、「高」の相対的重みがカテゴリ
ごとに調整されており（例えば、1列目では相対的な評判コス
トが影響度の順に並べられている）、資産スコア全体が合計さ
れる。

例えば、ABC社の営業秘密の多くはソースコードに関連す
るものであるため、脆弱性分析ではITシステムとシステムへ
のアクセス制御を対象とする。ABC社の経営陣はCISOが参
加する協議の場を設け、CISOは識別されたシステムに現在実
装されているセキュリティ管理策を確認した。その後、これ
らの管理策が従業員に十分に理解されているかどうかを話し
合い、関連するポリシーおよびトレーニングプログラムを検
証した。経営陣は自社を狙っている既知および疑いのある脅
威主体を想定しながら、各保護レベルの潜在的な脆弱性につ
いて話し合った。

営業秘密保護管理システム全体を担当する混成チームはや
がて、「ITセキュリティ」と「営業秘密の保護」の違いに気付
いた。この大きな意識転換は、双方を統合する計画の進行に
影響した。この段階でABC社はこれらの脆弱性を認識し、脅
威低減のための推奨事項を作成する。

営業秘密の保護：
セキュリティをとるか、業務の円滑さをとるか？

厳しいセキュリティ対策を導入し、営業秘密へのアク
セスを制限すれば、従業員はセキュリティ対策を回避し
ようとかえって非公式のプロセスや抜け道を作り出して
営業秘密にアクセスするのではないか――。これは多く
の企業が抱く懸念である。例えば、機密文書にアクセス
するために非常に複雑パスワードを使用することを義務
付けると、従業員はパスワードをメモしてデスクにしま
い、他者に見られる可能性がある。これは企業ポリシー
に違反する行為であるが、従業員はお互いに協力して
効率的に業務を遂行するために、このような苦肉の策を 
とる。

企業は自社固有の文化に適したレベルのセキュリティ
管理策を選択し、トレーニングおよび認識向上キャンペー
ンに時間とリソースを配分する必要がある。このような
懸念を払拭した後で、個々の従業員の責任を明記した 
明確なポリシーおよびプロセスを作成する。合わせて、
コンプライアンスの監視と定期的な分析も導入する必要
がある。
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この演習で、ABC社の営業秘密の相対的価値に基づくラン
ク付き分析結果が得られる。スコアが高いほど、全体におい
てより重要または価値の高い営業秘密と見なされていること
になる。資産を保護するためのリソース配分を適切に行う方
法は相対的スコアだけではなく、その営業秘密が盗まれた場
合の経済影響の評価によっても異なる。そのため、ABC社の
コンプライアンス担当者はフレームワークの次のレベルに進
むことにした。この演習で上位にランク付けされた10の営業
秘密が盗まれた場合の経済影響を評価するためである。

レベル4：営業秘密の窃取に起因する経済影響

このレベルでは、経営陣はレベル3で識別した自社の重要
な営業秘密が盗まれた場合の経済影響を評価する。経営陣は
定量的分析と定性的分析の両方を行うことで、窃取による潜
在的な経済的損失を計算するとともに前の各レベルの結果を
活用し、想定される脅威に基づいて経済損失分析を調整する。

4.1：影響の評価

このステップでは、個々の営業秘密資産が悪用された場合
の経済的な悪影響を判定する。

経営陣はこのプロセスにより、総合的な影響を管理可能な
要素に分けることができる他、直接的および間接的影響を把
握することで、営業秘密の窃取に起因する経済的損失の全体
像を描くことができる。

図7：企業資産の相対的価値のランク付け

高 中 低

この営業秘密が侵害された場
合、企業の評判はどの程度の
影響を受けますか？

評判への影響は計り知れないほ
ど大きい

評判が多少傷つくため、対応と
管理が必要である

影響はあまりなく、すぐに回復
できる

この営業秘密は根本的な事業
運営においてどの程度重要で
すか？

絶対的に必要なものであり、有
用な代替策はない

重要ではあるが、どうしても必要
であれば代替策を用意できる

事業運営において重要では 
ない

この営業秘密は企業文化の中
核をどの程度成すもので、失わ
れたり盗まれたりした場合にど
の程度の感情的な影響を企業
文化に及ぼしますか？

企業文化の中核であり、従業員
の士気や自信が大きく低下する

事業の中核であり、失えば従業
員はショックを受けるだろうが、
すぐに回復する

企業文化の中核ではない

この営業秘密は業界固有です
か？　それとも類似する製品
が使用／販売されていますか？

この製品を製造／販売／使用し
ているのは業界内で当社のみで
ある

他社もこの製品を製造／販売／
使用しているが、当社が提供する
製品には大きな特長があり独自
である

類似製品を製造／販売／使用
している企業が多く存在する

他社はこの営業秘密により大き
な価値を見い出していますか？

はい。他社はこの営業秘密を
他の多くの目的のために利用で 
きる

その可能性はあるが、他にどの
ような価値があるのかはわから 
ない

いいえ。この営業秘密の価値
は市場全体で一貫している

この営業秘密は現在または将
来の収益においてどの程度重
要ですか？

現在および将来の収益に不可欠
であり、他のもので置き換えるこ
とはほぼ不可能である

重要ではあるが、事業の多様化
が十分に進んでいるため、必要
であれば不足を埋めることはで
きる

あまり重要ではない、または重
要性を判定していない
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が重要である。影響評価の結果は、営業秘密の保護を強化す
るためのROIの提案の根拠となる。ほとんどの企業では、コ
ンプライアンスは投資ではなくコストと見なされている。営
業秘密の保護の強化がROIによる数値化が可能な投資である
ことを理解するには、評価が不可欠である。

フレームワークのこの段階では、ABC社のコンプライアン
ス担当者はまず主要子会社や主要ビジネスユニットを担当す
る幹部、重要部門（財務、技術、営業／マーケティング、人
事など）のリーダーを集め、ワークショップを開催する。目
的は、営業秘密の窃取が発生した場合に価値が損なわれる 
企業の事業運営およびビジネス／市場環境を特定することで
ある。図8にこのモデルを示す。

 ►  直接的影響：
 営業秘密の窃取によって直接的に発生する財務上および経
済的損失（売上／収益の低下、市場シェアの低下、利益の
縮小、経済的機会の逸失）を評価する。

 ►  間接的影響：
 投資の成果が盗まれることで、企業の短期的／長期的な市場
競争力に影響を及ぼす間接的な要素（継続的な関係が懸念
されることによる顧客からの信頼の低下、市場における企
業の評判の低下を招く悪材料）を評価する。

ここでは、脅威主体からの攻撃によって組織に生じる経済
的リスクの範囲全体を捉えられるよう、営業秘密の窃取が起
こった場合の直接的影響と間接的影響の両方を考慮すること

営業秘密の窃取が発生した
場合の総合影響（単位：ドル）

業績の低下

市場競争力

直接影響を低減
するためのコスト

製品および
サービス品質

個人データの保護

顧客のセキュリティ
に関するリスク

直接的影響

イノベーション
のペース

有能な
エンジニアの確保

投資家

規制機関および政府

従来型メディアおよび
ソーシャルメディア

顧客からの
信頼および
忠誠心の低下

イノベーション
の鈍化

利害関係者の
認識の低下

間接的影響

注：この図は一例です。

NGO

ビジネス
パートナー

Market size 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126
Market share 6.8% 6.8% 6.8% 7.0% 7.0%
Price ($/lbs) $28 $28 $28 $28 $28

Net revenue $1,904 $1,961 $2,020 $2,142 $2,212
Grow th, year-over-year n/a 2.9% 2.9% 5.7% 3.2%

Cost of goods sold $43 $43 $43 $43 $43
Gross profit $1,861 $1,918 $1,977 $2,099 $2,169
Gross margin 97.7% 97.8% 97.9% 98.0% 98.1%

Incremental gross profit -$99 -$102 -$105 -$47 -$42

Incremental operating expense $10 $10 $10 $10 $10
Incremental EBITDA -$109 -$112 -$115 -$57 -$52

Incremental EBITDA margin -5.5% -5.4% -5.4% -2.6% -2.3%

Incremental depreciation $4 $4 $4 $4 $4
Incremental operating income (EBIT) -$113 -$116 -$119 -$61 -$56

Incremental EBIT margin -5.7% -5.6% -5.6% -2.8% -2.5%

Sodium tax 0% 0% 0% 0% 0%
Incremental sodium benefit $0 $0 $0 $0 $0

Incremental operating income, after sodium tax -$113 -$116 -$119 -$61 -$56
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ed Market size 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126
Market share 6.8% 6.8% 6.8% 7.0% 7.0%
Price ($/lbs) $28 $28 $28 $28 $28

Net revenue $1,904 $1,961 $2,020 $2,142 $2,212
Grow th, year-over-year n/a 2.9% 2.9% 5.7% 3.2%

Cost of goods sold $43 $43 $43 $43 $43
Gross profit $1,861 $1,918 $1,977 $2,099 $2,169
Gross margin 97.7% 97.8% 97.9% 98.0% 98.1%

Incremental gross profit -$99 -$102 -$105 -$47 -$42

Incremental operating expense $10 $10 $10 $10 $10
Incremental EBITDA -$109 -$112 -$115 -$57 -$52

Incremental EBITDA margin -5.5% -5.4% -5.4% -2.6% -2.3%

Incremental depreciation $4 $4 $4 $4 $4
Incremental operating income (EBIT) -$113 -$116 -$119 -$61 -$56

Incremental EBIT margin -5.7% -5.6% -5.6% -2.8% -2.5%

Sodium tax 0% 0% 0% 0% 0%
Incremental sodium benefit $0 $0 $0 $0 $0

Incremental operating income, after sodium tax -$113 -$116 -$119 -$61 -$56
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図8：営業秘密の窃取（TST）が発生した場合の経済影響
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4.1.1：直接的影響

営業秘密の窃取が発生した場合の直接的な経済影響の見積
もりは、多くの企業がビジネスおよび投資の意思決定に使用
している従来のDCF法に基づいている。この推定では通常、
収入、費用、利益分析などのさまざまな要因を考慮する。企
業の市場競争力に及ぼす影響や、影響低減のための活動の費
用も評価される。

 ►  市場競争力への悪影響：
従来のDCF法により、業務の中断、営業秘密の窃取、潜在
的なライセンス収入の逸失、競争上の差別化要因の喪失後
の混乱などを要因とする、市場シェア、収入、収益性の低
下を推定する。

 ►  直接的影響を低減するための活動のコスト：
 問題が発生した後、企業は悪影響を緩和し、市場で競争力
のある地位や評判を取り戻すための対応を取ることがある

（責任者に対して訴訟を起こすなど）。このような対応に伴
う費用は、この推定要素に含める必要がある。

ABC社の経営陣は、特定の営業秘密の潜在的な脆弱性に関
連する脅威の範囲を特定した。以下に例を示す。

 ► ABC社のソースコードが競合企業に盗まれる可能性があ
る。盗んだソースコードを使って製品を設計し直したり価
格を割り引いたりしても利益が出るのは、研究開発がかか
らないからである。市場シェア、収入、収益がどの程度失
われるかは、市場分析に基づいて推測できる。

 ► また、収益に直結する主要サービスとして連続した小さな
トランザクションを実行する本番サーバーが脅威主体から
の攻撃を受ければサーバーが停止する可能性もある。運用
が再開されるまで収入は失われる。カスタマーサービス部
門は顧客からの要求に対応するために残業し、状況によっ
ては会社が混乱に関するメッセージを準備して伝える必要
がある。このような収入低下と追加の出費も見積もること
ができる。

 ► 脅威主体がABC社のサーバーを攻撃し、同社のサプライ
チェーンの市場競争力を損なうような「機密ビジネス情報」
にアクセスした場合、ABC社がサプライヤーの営業秘密を
適切に取り扱うのを怠ったと思われれば、サプライヤーは
ABC社に対して法的措置を取る可能性がある。このような
法的措置のため、ABC社では裁判費用などの出費が増える
可能性がある。ABC社の法務部門はこのような費用の性質
と金額を合理的に推測できる。

ABC社の経営陣はこのような考え方を応用して、レベル1
で識別した上位10個の営業秘密の直接的な経済影響を見積も
ることができる。

4.1.2：間接的影響

企業は、営業秘密の窃取によってもたらされる、ビジネス
環境の長期的で間接的な悪影響も検討する必要がある。前述
のように、これらの問題は、企業価値の重要要因と見なすこ
とができる重大な質的影響（顧客との関係、評判など）を組
織に及ぼす。このような間接的影響は、企業にとって戦略的
に重要だが、業績への貢献度は数値化しにくいという共通の
特徴がある。

ABC社はこれを踏まえ、営業秘密の窃取が悪影響を及ぼす
領域を特定した。

 ► 顧客の信頼と忠誠心：
 ABC社では、営業秘密の窃取が自社の製品の品質と安全性
を重視する特定の顧客からの信頼と忠誠心に悪影響を及ぼ
すと考えている。ABC社が自社の資産を保護できなければ、
顧客は自分たちの機密情報（設計仕様など）も十分に保護
されていないのではないかという疑いを持つ可能性がある。
さらに、ソースコードの漏えいを通じて顧客のシステムに
侵入されるのでないかという懸念をあらわにすることもあ
る。このような要因があると、顧客はABC社との取引に及
び腰になり、長期的な収入および収益性が低下する可能性
がある。
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4.2：脅威の調整済み経済影響

影響分析（レベル4.1）、脅威主体分析（レベル2.1）、脆弱
性分析（レベル2.2）をまとめると、各営業秘密の「脅威の調
整済み経済影響」の総合値が得られる。これらの検討事項を
勘案し、影響が及ぶ範囲、脅威の発生確率、保護の度合いを
明確にした上で、個々の営業秘密の潜在的な脅威に関する情
報を経営陣に提供する。経営陣はこの情報に基づき、フレー
ムワークの次のレベルで重要資産を十分に保護できるように
全体のリソース配分を行うことができる。

例えば、ABC社のある重要な営業秘密は同社の本質的な
価値に関わるものである。しかし、脅威主体分析では、市場
においてはこの営業秘密の需要は低く、同社の既存の手順お
よび内部統制は潜在的な脆弱性を低減するのに十分だった。
ABC社の経営陣は、ソースコードに同等の価値があり、脅威
主体の手に渡れば多大な経済的損害をもたらすと判断した。

分析ではさらに、新しい業務慣習や内部統制によって、こ
の領域の潜在的な脅威を低減する能力が強化されることが示
唆された。

レベル5：保護活動の管理とリソースの配分

企業にとって最も重要と見なされている「脅威の調整済み
経済影響」を分析することにより、経営陣は十分な情報に基
づいて、先進の保護策を通じて潜在的脅威を低減する能力を
強化するためには既存のリソースをどのように使用するのが
適切かを判断できる。

営業秘密の窃取が発生した場合の経済的損害を把握するこ
とで、経営陣は営業秘密保護管理システムの開発および実装
にかかるコスト増加を効果的に評価できる。これには、認識
済みの脅威に対する新しいポリシー、手順、内部統制の他、
適切なリソース配分が含まれる。例えば、新たな保護活動の
便益（影響の低減、脅威主体に対するリスクの低減、アクセ
ス制御の強化など）は、一つまたは複数の営業秘密の「脅威
の調整済み経済影響」の低下を通じて測定可能である。この
アプローチを総合的に採用することで、経営陣は既存のリソー
スを効果的に分析し、それらのリソースを効率的に割り当て、
最も重要な資産を保護できる。さらに、自社のより大きな戦
略上の優先順位や目標に合わせたリソース配分も実現できる。
営業秘密保護管理システムの開発および実装コストも確定す
るため、ROIの算出も可能になる。

 ►�イノベーションと人材：
 ABC社の重要な競争優位性は、その革新的な取り組みと、
顧客に価値を提供する新しい代替エネルギーソリューショ
ンを開発する能力にある。ソースコードが盗まれれば、同
社は強化されたセキュリティ対策を採用する。そのためエ
ンジニアは新しいポリシーおよび手順に適応しなくてはな
らなくなり、イノベーションのペースが鈍る。主だったエ
ンジニアが退職し、新しい人材の雇用はさらに難しくなる
可能性がある。革新プロセスはさらに後退することになる。
このような要素が重なることでイノベーションは滞り、長
期的な業績は低下する。

 ►�利害関係者の認識：
 ABC社には、市場や顧客に影響力を持つ複数の利害関係者
が存在する。従って、ABC社のセキュリティ規約への利害
関係者の信頼を維持することは重要である。例えば、投資
家は持続可能な成長を支えるための適切な管理策や保護プ
ロセスがABC社にないと判断し、窃取による直接的な経済
影響がないにもかかわらず、株式を売却する可能性がある。
また、ソーシャルメディアのブログや従来型メディアで窃
取が話題になれば、長期的に見て顧客の購入意思決定に影
響する可能性がある。また、窃取によって主要ビジネスパー
トナーからの信頼が損なわれることもある。

このような間接的影響領域はいずれも、企業の長期的な業
績の戦略的に重要な領域に重くのしかかる。評価を促進する
には、識別した間接影響領域それぞれに重要業績評価指標

（KPI）を設定し、多属性効用解析（MUA）を行ってドルに換
算してビジネスへの経済的影響を測定することができる。既
存KPIの目録作成や業績を評価するための新規KPIの作成は、
識別した間接的影響領域に詳しい専門家が行う。得られた金
額は会計上の数値ではないが、間接的影響を経済的コストに
換算することで、優先順位付けをした営業秘密の直接的およ
び間接的影響の比較が可能になる。これは、企業が自社の営
業秘密をさらに保護するために行う活動の便益を評価するた
めにも役立つ（この活動についてはこの後で説明する）。

例えば、ABC社は話し合いを行い、識別した全ての間接的
要素にわたってKPIを設定できる。未来の顧客を対象とする
顧客調査や市場調査には、顧客の信頼や忠誠心に関する質問
を含める。経営陣は、優先順位付けを行った各営業秘密の窃
取が発生した場合に、これらの調査結果がどのように変化す
るかを推測する。ABC社の経営陣は多属性効用解析により、
各KPIの経済コストを表現するモデルを構築できる。これは、
直接的な経済影響の見積もりに匹敵するものである。
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ABC社はフレームワークの前のレベルを完了した後、どの
営業秘密が危険にさらされるリスクが最も高いか、またその
ようなリスクが事業運営にどのように影響するかを明確に理
解した。経営陣は各分野の専門家を集めて一連のワークショッ
プを開き、各部門が選ばれた営業秘密を保護するために計画
したアクションアイテムを一覧にした。以下に、特定された
アクションとその領域をまとめる。

 ► IT部門は、新しいサーバーとファイアウォールを構築し、
全てのソフトウェアを確実に定期更新することで、企業の
保護レベルを引き上げる。

 ► 製品開発チームは、ソースコードへのアクセスを分離およ
び制限するための複数の計画を立てる。これは、ソースコー
ドの一部が盗まれた場合の経済的な悪影響を低減するため
である。

 ► 広報およびカスタマーサービスチームは、「緊急時」の手続
きを定め、営業秘密の窃取が発生した場合にすばやく対応
し、市場および主要利害関係者にメッセージを発信できる
ようにする。このような対応は、顧客からの信頼や主要利
害関係者の認識への悪影響を緩和するのに役立つ。

ABC社の経営陣はこのプロセスにおいて、営業秘密ごとの
先進の保護策のための推奨事項を評価し、使用可能なリソー
ス（予算、人材、既存のITシステムの機能など）の範囲内で、
的を絞った低減戦略を練った。この戦略を通じて保護策を強
化し、個々の営業秘密の「脅威の調整済み経済影響」を最大
限に低減する。同社はこれによってアクションごとにROIを算
出し、ROIを向上する適切なアクションを予算に合わせて選
択できるようになった。

経営陣はこれに基づいて上級幹部および取締役会への説明
会を準備し、ABC社の営業秘密、自社を標的とする潜在的な
脅威主体、脆弱性分析で見つかった問題に関する所見を述べ
た。説明会では、新たな脅威を低減するための推奨事項も挙
げた。新しいポリシー、より効果的な手順、インフラストラ
クチャーを強化するための管理策の策定、営業秘密保護管理
システムの改善などである。これらの推奨事項の根拠は、コ
ストの増加分と期待される利益のバランスの経済的評価であ
る。ABC社の経営陣は、この分析を年に1度実施し、市場環
境の変化や戦略上の優先順位の変化に合わせたコンプライア
ンスおよびセキュリティの取り組みを確立しようとしている。

このフレームワークは、企業が営業秘密を保護するための
戦略の主な構成要素に対応している。その構成要素とは、営
業秘密の識別、営業秘密が保存または保護されている場所と
方法の明確化、有意義な経済分析に基づいた適切な保護策の
展開のために、経営陣が効果的かつ効率的に意思決定できる
ようにするための情報提供である。このフレームワークの導
入は、特にこれらのプロセスに初めて触れる企業にとっては
骨の折れる仕事である。フレームワークが複数のレベルに分
かれていることから、反復的なアプローチで営業秘密を保護
する仕組みになっている。つまり、各レベルで必要なリソー
スを確保し、主要利害関係者の支持を獲得し、進行状況を把
握し、合意を得てから次のレベルに進むのである。それぞれ
のレベルを完了することは、どのような企業にとっても大き
な進歩と見なすことができる。
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今日の市場においては、このような問題がますます重要性
を帯びている。営業秘密の窃取という新たな脅威が登場し、
投資の根拠となった経済分析に悪影響を及ぼす他の経済犯罪
が蔓延しているからである。企業幹部はこの状況を受けて、
起こり得る未来のシナリオと、営業秘密の発展をさらに保護
する行動（あるいは行動しないこと）がもたらす結果の分析
をさらに重視するようになっている。この傾向は特に、経済
的利益が得られるまでに長い時間がかかる大規模な資本投資
で顕著である。

米国知的財産強化コーディネーターは2013年、知的財産
の強化に関する戦略的計画の中で次のように記した。「今後、
新しい技術、進化する社会規範、新しいビジネスモデル、新
しい世界販売の仕組みにより、米国の知的財産権の侵害と戦
うための新たな課題およびチャンスが生じることに気付くだ
ろう」39。

この新たな課題およびチャンスについては、この後のセク
ションで説明する。今後10年から15年間に生じる営業秘密の
保護に関する問題を中心とするモデルとして、三つのシナリ
オを想定した。各シナリオのモデルは未来を予言するもので
はなく、限られた要因の組み合わせに基づいて生じ得る結果
を予測するものである。前提に疑問を投げかけ、この問題と
その行方について、新しい発想を引き出すことを目的として
いる。

このシナリオモデルの作成にあたっては、主要企業、特許
や営業秘密の保護を専門とする法律事務所、営業秘密の窃取
や世界的変化について研究しているシンクタンクや学術機関
に所属する識者の協力を得た。企業が三つのシナリオにおい
て検討すべき課題およびチャンスについては、これらの識者
の知見を参考にしている。また、現実世界で観測可能なマイ
ルストーンや、あるシナリオや側面が実現する見込みが高い
ことを示す指標にも、識者の知見が反映されている。

世界各国では、企業幹部が将来の予測に基づいて定期的に
意思決定を下している。新製品の発表、戦略的な取引関係の
拡張、大規模プロジェクトへの投資、研究開発のための出費
に関する選択にはいずれも根拠があり、その中には企業の未
来予測も含まれる。企業の営業秘密を効果的に管理するため
にも同様の観点が必要である。

 ►営業秘密によって市場における競争優位性を実現できるか。
その期間はどれくらいか。それらの営業秘密はどの程度の
経済的利益をもたらすか。その期間はどれくらいか。市場
においてこの投資をどのように活用するか。

 ►内外の脅威主体から営業秘密をどのように保護し、市場で
の競争優位性と利益をどのように実現するか。このフェー
ズで投資を保護するには新しいコンプライアンスおよびセ
キュリティ規約が必要か。営業秘密保護管理システムおよ
び情報セキュリティプログラムの成熟度を向上するために
はどうすればよいか。それらのコストはどのように経済的
利益につながるか。

 ►規制、インターネットのオープン性、サイバーセキュリティ
の脅威、市場における新たな脅威主体、イノベーションの
ペースといった外部要因に関する予測は、脅威主体の多様
性や営業秘密の保護に伴うコスト増加の評価にどのように
影響するか。営業秘密および知的財産の保護の強化を世界
市場における競争優位性につなげ、顧客、パートナー、投
資家を引き寄せるにはどうすればよいか。

経営幹部は研究開発プロジェクトへの新規投資に伴う内部
分析や適正評価において、このような問題を長年自問自答し
てきた。投資から利益を得るまでには年単位の時間がかかる。

営業秘密の窃取が
民間企業の意思決定に
及ぼす影響 
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モデル化セッションでの重要事項は以下のとおりである。

1. �営業秘密の保護では、重要な営業秘密や知的財産を盗み
出そうとたくらむ外部の脅威主体への警戒を強める必要が
ある。ただし、現在のみならず将来にわたっても、内部者
が営業秘密の窃取を引き起こす脅威は恐ろしく高いもので 
ある。

2. �社会規範の変化は、今後の営業秘密の保護に大きく影響す
る。例えば、企業の機密情報をどの程度保護すべきかにつ
いては、国の文化によって期待の度合いが異なる。企業が
事業拡大や新しい市場への参入を検討する時には、その国
の政府や文化では営業秘密が一般的にどのように扱われて
いるか、また営業秘密が不正使用された場合に受けられる
保護の程度と性質を分析するとよいだろう。

3. �インターネットのオープン性は、営業秘密の保護の発展お
よび保護に大きな影響を及ぼす。壁を構築してインター
ネットから隔離することが政治的にも社会的にも受け入れ
られるようになれば、世界がオープンで完全に相互接続さ
れていることを前提とする一部の営業秘密の価値は低下 
する。

 ►2013年後半には、複数の多国籍企業および中央政府が、
インターネットトラフィックの一部を分割し隔離するこ
とについて公式に問題を提起した。

4. �参加者が団結して営業秘密の保護に関する脅威情報を共有
できる業界は、参加者がお互いを疑い争う業界と比べ、は
るかに有利になる。

 ►一部の業界では、業界内での情報共有がすでに成果を挙
げている。他の業界もこの例にならって協力体制をとり、
今後10年から15年間で営業秘密の保護を強化していく
可能性がある。

要因とシナリオ

今後10年から15年間の営業秘密の保護の動きは、多くの要
因や力が働いて決まっていく。本書では、将来に影響を及ぼ
す可能性がある四つの要因を選んだ。これらの要因から、現
在の視点から検討すべきさまざまな教訓や展望を得ることが
できる。

要因1：営業秘密の保護に関する規制
世界的な規制強化が根を下ろし、営業秘密の
保護が強まる。もし将来もそのような規制が行
われなければ、企業、個人、国、その他の世
界的組織の脆弱性が全体的にも個々にも増大
する。

要因2：サイバースペースでの攻撃と
　　　��防衛のバランス
防衛を重視する環境では、サイバー活動の属
性が明確で、サイバー防御システムが大きく向
上するのが特徴である。バランスが攻撃寄りに
なることは脅威主体が技術的に優位であるだ
けではなく、 個人や企業が独力でサイバー攻撃 
を開始する意思と能力を増していることも意味
する。

要因3：サイバー共有地のオープン性と
　　　��「ウォールドガーデン」
現在のインターネットのオープン性は、今後10
年から15年間変わらない可能性がある。そこで
新たにウォールドガーデン（壁で囲まれた庭）、
つまり広域インターネットから隔離されたIT
ネットワークが構築されるかもしれない。ウォー
ルドガーデンは、都市や区域、国によって構築
および使用される可能性がある。

要因4：イノベーションのペース
最後の要因では、新しいアイデアが生まれ世
界経済に広まるスピードを考慮する。イノベー
ションは、多くの営業秘密の創造につながる重
要な礎である。イノベーションのペースが高ま
るにつれ、今後さらに多くの営業秘密が生まる。
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り、多くの営業秘密の価値が低下する。企業によってはウォー
ルの外側での運営を継続しているが、その理由はさまざまで
ある。

このシナリオに関連する多くの専門家は、この将来が実現
するかどうかの鍵はウォールドガーデン独自の課題にあると
いう見解を示した。また、この世界が政府、企業、個人、そ
して脅威主体にとって重要な適応の場であるという点で意見
が一致した。

課題

 ►壁を築き、オープンなインターネットから隔離することを
選択すると、コストが増大し、小規模企業は存続できない
可能性がある。

 ►世界の規制や基準は形骸化し、ウォールドガーデン内、ま
たはウォールドガーデン間の限られた協定が代わりに実効
力を持つようになる。

 ►このような世界では、取引コストが高く、技術的進歩が遅
くなる。

 ►ウォールの内側では、企業の機敏性が低下し、得るものも
少なくなる。

 ►ウォールの外側での投資や協業には高い障壁があり、投資
は鈍り、取引機会が失われる可能性がある。

 ►ウォールドガーデン内にとどまることで、サプライヤ、従
業員、サービスプロバイダー、顧客の選択肢は狭まる。

このような未来では、サイバーセキュリティに限らず、強
固な規制フレームワークや営業秘密を保護するための国際的
に合意された手段がなく、攻撃的なサイバー勢力が優勢で�
ある。

政府による機密情報の収集、犯罪者によるデータ窃取の大
幅な増加、世界的かつ大規模な連続サイバー攻撃などを理由
に、個人も企業も外部の世界から自らの情報を保護すること
を余儀なくされる。このような恐れに加え、攻撃側のサイバー
勢力が決定的に優勢になり、サイバー犯罪およびサイバー経
済スパイが周期的に増加する。このようにバランスが攻撃寄
りになることは、いわば諸刃の剣である。社会規範に容認され、
規制が欠如している状況では、企業、個人、団体によっては
周期的な反撃がしやすくなり、入念に練ったサイバー攻撃を
脅威主体に仕掛けることができる。

インターネットなどのネットワーク上の営業秘密および知
的財産が危険にさらされるという認識から、協力してセキュ
リティを強化しようと新たな連立が生まれる。この10年から
15年間で、業界や地域、州、国単位で協力してウォールドガー
デンと呼ばれるインターネットシステムを構築する企業や業
界が出てくる。国や業界の情報圏が普及している。

かつてはグローバル化を進めていたデータセンターを団体
や国が所有するようになり、メンバー以外を除外する多国間
協定の下、共有の場所で管理されていく。やがて、これらの
サイバー圏メンバーの間で取引が拡大されていく。世界規模
の商取引は減速し、国境を越えて広範囲で事業を運営する企
業はデータ転送能力が制限されているため、苦しい状況を迎
えている。顧客は現地での購入を好む傾向がある。そのため、
企業が競争力を高めるためのイノベーションの必要性は弱ま

規制

脆弱

サイバー勢力
のバランス

インターネット
のオープン性

イノベーション
のペース

攻撃 壁で隔離 中

シナリオ1：「嵐の中の避難所」
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チャンス：

 ►ガーデン内では、セキュリティが向上する代償として機敏
性が低下する。ウォールドガーデンの外部はリスクが高い
反面、大きな成果を挙げるチャンスもある。

 ►特に大規模で多様性の高いウォールドガーデン内では、サ
イバー経済スパイからの高レベルの保護が得られれば、業
界によっては数多くのチャンスをつかむことができる。

 ►企業にとっては、海外の人材や分散型のサプライチェーン
を活用する現在のモデルを捨て去る必要がある代わりに、
コストはかかるもののより安全な事業運営が可能になる。

 ►研究開発および製品開発サイクルが短い企業では、壁の構
築を選択せず、ウォールドガーデンの間にとどまることも
ある。潜在的な脅威が増加し、リスクが高くても、最大限
の活動の自由を維持するためである。

マイルストーン：

 ►量子コンピューティングにより、サイバー勢力が攻撃寄り
になる。

 ►G8またはG20の主要参加国がインターネットの自国部分を
隔離する。

 ►営業秘密および知的財産への大規模なサイバー攻撃が続く。

 ►政府および企業はサイバー攻撃において劣勢で、常に後れ
を取っている状態である。

シナリオ2：「狂騒の20年代（The Roaring 20s）」

規制

効果的

サイバー勢力
のバランス

インターネット
のオープン性

イノベーション
のペース

防御 オープン 高

界内での情報交換を強化することで、このような攻撃を管理
可能な割合に抑え込むことができる。各社は協力して、コン
プライアンス文化をグローバルなサプライチェーンの隅々ま
で浸透させる。営業秘密保護管理システムが実装され、品質
管理システムとして一般化する。

防御に重心を置いた環境で効果的な規制を行うことで悪意
ある活動は抑え込まれ、営業秘密を盗み出そうとする犯罪活
動の動機が低下する。ただし、諜報機関や成熟した犯罪組織
による高度な活動を完全に止めることはできない。

　オープンなサイバー共有地においてサイバー防御が強化さ
れることで、企業は営業秘密を保護する力を高め、より自信
を持って協業、共同事業、投資を行うようになる。

防御に対するサイバー勢力のバランスから、民間企業は時
にセキュリティを甘く見て、新たな脅威や変化の激しいセキュ
リティ対策を軽視する。そのため、脅威主体が技術的武装に
隙を見つけた場合、業界全体に激しいサイバー攻撃が行われ
る。営業秘密やサイバーセキュリティに関してさらに効果的
で先を見通した規制を行うなどして、官民の協力を進め、業
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イノベーションは適度なペースで進み、新しい営業秘密や
知的財産の作成は順調に進行する。世界の貿易および商取引
は着実に進歩する。

多くの専門家は「狂騒の20年代」を警戒し、一見したとこ
ろ安全な場所でもこの世界では多くの企業に負担を強いてい
ることを指摘する。

課題：

 ►犯罪組織は厳しい規制環境を悪用して、根拠のない訴訟を
起こす。

 ►新たな規制や激しい訴訟に対応する要員がいない小規模企
業は、事業継続が困難になる可能性がある。

 ►サイバー攻撃が減少し、サイバー勢力のバランスが防御寄
りになることで、企業がセキュリティを甘く見て、サイバー
世界の脅威主体や内部者からの攻撃に対して脆弱になる恐
れがある。

チャンス：

 ►規制制度が営業秘密の保護において真の意味で有効であれ
ば、「狂騒の20年代」は営業秘密の保護の黄金期となるか
もしれない。

 ►サイバーシステムが安全になると、企業は内部の脅威の 
台頭など、従業員の問題行為の取り締まりに専念できる。
営業秘密保護管理システムの継続的な改善も可能である。

 ►小規模企業はより多くの新しいアイデアや営業秘密を大規
模企業に提供し、大規模企業の規制対応プロセスや保護を
利用できる。

 ►大規模企業はサプライチェーンの隅々まで営業秘密の尊重
を徹底できる。

マイルストーン：

 ►営業秘密の窃取に関する国民の要求の高まりを受けて、（特
に国家レベルの）規制フレームワークが登場し、営業秘密
を保護する姿勢が明確に打ち出される。

 ►米国をはじめとする政府が、より明確に定義されたサイバー
情報および機密情報を民間企業と共有したり、民間企業が
攻撃力を持てるようにサイバースペースでの盾と矛となる
国家レベルのサイバーシステムを実現するために法律を改
正したりする。

 ►長期間の保護が必要な、重要な営業秘密を狙っていること
が判明している脅威主体からの防御において、安定的な成
功を収める。

 ►経済スパイを抑え込む世界協定を締結し、実施する。
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シナリオ3：「徹底的な透明性」

規制

脆弱

サイバー勢力
のバランス

インターネット
のオープン性

イノベーション
のペース

攻撃 オープン 低

が勢いを増すにつれ、政府および多国籍企業の影響力は縮小
する。透明性を求める団体のサイバー勢力および政治的権力
は拡大し、企業や政府に対し、営業秘密の保護以上に透明性
を求める基盤ができあがる。

多くの専門家は、このシナリオでの要因のバランスは、シ
ナリオ1の「嵐の中の避難所」の前段階である「嵐」に当たる
と考えた。また、この未来は現状からそれほど遠いところに
あるわけではないという意見もあった。さらに、インターネッ
ト関連製品およびサービスを提供する一部の大手企業はオー
プン性と透明性に関心があるため、この世界を歓迎するだろ
うという独自の結論に至った専門家もいた。

課題：

 ►リソース、人材、取引を巡り、企業間の競争が激化する。

 ►小規模企業は激しい競争についていけず、苦境に陥る可能
性がある。

 ►認識済みの脅威主体に対して先制的な行動を取ろうとし、
既知または疑いのある攻撃主体に対してサイバー武器を使
用しやすい心理になる可能性がある。

　この世界では、営業秘密の保護に関する規制や規範が崩れ、
保護、営業秘密の窃取、サイバー侵入への報復をどのような
時に行うかは個人や企業に任される。バランスはサイバー攻
撃側に有利に傾き、営業秘密にとっての新たな脅威が個人や
小規模ネットワークから次々と発生する。

損失が積み上がる中、政府は口先だけでほとんど保護を行
わない。企業や国は評判や顧客の期待を気にして、営業秘密
などの知的財産を保護するための選択肢としてのウォールド
ガーデンの構築をせずにいる。

民間企業では、オープンで透過的な協力モデル以外の選択
肢はほとんどない。広く共有された「イノベーションを市場へ」
という慣習が、迅速な提供を求める顧客の期待に応える唯一
の基準となっているためである。

この「徹底的な透明性」の世界では、サイバー攻撃を仕掛
ける側が常に強く、営業秘密の保護には高いコストがかかる
ため、一部の民間企業では研究開発が停滞する。政府によっ
ては、防衛、製薬、公衆衛生に関する商品およびサービス分
野で、研究開発の停滞の解消を試みる。新技術の誕生は大き
く遅れ、研究開発が滞ることによる影響が出るまでには時間
がかかる。「徹底的な透明性」によって、ウィキリークスや反
腐敗運動などの既存の社会的勢力が加速し、新たな「第三の力」
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チャンス：

 ►以前から透明性を重視してきた学術機関や非営利機関は、
現在よりも大きな影響力を持つようになる。

 ►サイバー勢力のバランスと透明性を受け入れる社会変化か
ら、宅配便などの配送業者などの非電子文書配達システム
のサービスが企業の間で広まる可能性がある。企業は自社
の情報が開示されたり盗まれたりすることのないよう、電
子ネットワークの利用を控えるからである。

 ►すでに一部で行われているように、企業間で協力して情報
を直接共有する可能性もある。金融業界で誕生した金融サー
ビス情報共有および分析センター（FS-ISAC）が良い前例
となり、同様の動きが活発化する可能性がある。

マイルストーン：

 ►透明性を推進する組織は、世界を牽引するG20諸国からの
助成金や有力国での支援などの恩恵を受ける。

 ►社会規範の変化により、盗まれたデータの使用が受け入れ
られるようになる。

 ►営業秘密の保護に関する国内および国際的な規制や条約は
形骸化し、効力を失う。

 ►営業秘密または企業秘密に対する持続的な大衆運動が政界
を超えて勢いを増す。

シナリオモデル演習での主な所見：

企業および業界団体は、営業秘密の窃取の未来を考え、
懸念領域において営業秘密の保護に影響する要因を特定
するための新しい画期的な方法を検討すべきである。 こ
の三つのシナリオで取り上げた各要因は、今後10年から
15年間の営業秘密の保護や不正使用に関する多くの要素
のごく一部にすぎない。営業秘密を脅かす脅威を検討す
るための前向きな分析がさらに進めば、他の重要要因が
明らかになるかもしれない。このような取り組みにより、
企業、政府、個人がそれぞれの利益や資産の安全性と安
定性を向上するために最も効果的な要因について議論が
活性化するだろう。

なお、シナリオモデル演習で挙げたチャンスと課題は、
そのまま適用できる場合もあれば、個別に補完が必要な
場合もある。どのような未来を迎えても、さまざまな状
況に備え、断固たる態度で知的財産および営業秘密を適
切かつ安全に使用するための行動を取るためである。営
業秘密の不正使用や、今後10年間で発展すると思われ
る営業秘密管理システムなど、営業秘密の保護に関する
さまざまな側面をより深く理解することで、これらのト
レンドを前述のフレームワーク分析に役立てることがで 
きる。

営業秘密の窃取が民間企業の意思決定に及ぼす影響



営業秘密の窃取がもたらす経済的影響 | 31

本書で取り上げた営業秘密評価方法は、営業秘密の保護を
強化するための総合的な取り組みの第一歩として、企業が先
行投資として積極的な保護を実施することの重要性を認識す
る手助けをするものである。企業にとっては、自社の営業秘
密の相対的価値と窃取された場合の損失をより的確に把握す
ることが利益につながる。また、潜在的な侵害の発生確率と
重大度を理解することで、より豊富な情報に基づいて投資判
断やその他の重要活動を行うことが可能になる。当団体の願
いは、営業秘密の保護に関する課題についての話し合いが活
発に行われ、より広い対話が進むことである。

また、本書では、営業秘密の窃取に関する三つの未来像を
簡単にまとめた。企業が検討し計画しなければならないさま
ざまな状況を示している。技術、政策、顧客の需要、イノベー
ションといった観点から、営業秘密を生み出す側にとっても
盗む側にとってもその重要性が増している中、モデル演習を
行うことは特に重要である。企業が脅威や規制、その他の重
要な要因の進化を予測せずにいれば、競合企業に後れを取り、
市場シェアを失うリスクを冒すことになる。

プライバシーとデータセキュリティ、営業秘密の保護の概
念の差はますます小さくなっている。消費者が個人情報を保
護する手段は、企業が営業秘密を保護する手段と大いに重なっ
ている（特定の人物を標的としたスピアフィッシング詐欺に
だまされないようにする、機密情報をクラウドに保存しない
など）。営業秘密保護対策が個人のプライバシー保護にも役立
つことを強調するほど、従業員からの支持も高まる。これは
国家レベルでも企業レベルでも同じことである。

営業秘密の窃取は、一つの政府、企業、組織が単独で対応
できるほど簡単な問題ではない。全体で協力して取り組むこ
とが、重要情報や知的財産を保護する力の向上につながる。
個々の企業はこの共同の取り組みの裏で、時間とリソースを
投じ、自社の利益を脅かす脅威を把握し、営業秘密の価値を
評価する方法を確立する。このような自己認識を部門全体で
向上することで、 全体的な脅威や課題、営業秘密の価値を詳
細に把握できる。営業秘密が狙われている民間企業は、緊迫
感を持ってこの問題に対応する必要がある。脅威主体は営業
秘密への攻撃をひそかに行い、技術の進歩とともに新たな潜
在的な脆弱性がもたらされるからである。

まとめ

まとめ 

「重要無形資産の価値評価、開示、
損失の推定よりも、重要無形資
産の窃取の方が容易である環境
は、本質的にリスクをはらんで
いる」

–  PwC Global Economic Crime  
Survey, 2014
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