
中国で日系企業の
情報が狙われている

情報漏えいリスクに万全の備えを

統計によると、特許出願件数で中国は
2011年に52万6,000件となり、米国（50
万4,000件）を抜いて世界1位になった。
企業別では、通信設備・機器大手の中興
通訊（ZTE）が2,826件でトップとなっ
たほか、華為技術も1,831件で3位に入
り、2,463件で2位となったパナソニック
や1,755件で4位のシャープといった日本
勢をも上回っている（数字はすべて公開
件数）。一方、中国の企業が急成長し、
特許の件数が増えるのに比例するように、
営業秘密に関連する訴訟が増えていると
される。事実、米国と中国の企業間で、
営業秘密の侵害訴訟は年間10％のペー
スで増加しているという。
こうした情報漏えいが増えている背景
には、何があるのか。道下弁護士は「中
国の情報漏えいの原因を日本人に聞くと、
ほとんどの人は『中国人のモラルの低
さ』と答える。ただ、情報漏えいに関し
ては、単にモラルが低いだけの問題では
ない」と指摘する。長く「世界の工場」
として経済発展を続けてきた中国だが、
近年は一層の飛躍を実現するため「技術
立国」への脱皮を目指している。ただ、
非農業人口の大学進学率が5.63％、農業
人口では0.02％にとどまるなど、教育水
準の底上げが理想に追いついていないの
が現実。中国企業は技術力の引き上げを
求める政府からのプレッシャーにさらさ
れる中、不正なルートや手法を用いて情
報を入手しようとする動機が強まってい
ると考えられる。

マシュー・レイト弁護士は、「この問
題を解決するマジックはない」と断言す
る。中国は2001年のWTO加盟後に法
律および制度の整備を急ピッチで進めて
おり、現在の法律環境は加盟前に比べれ
ば大分改善された。しかし、情報漏えい
関係、特に営業秘密の保護に関しては、
未だに「反不正競争法」に一条規定があ
るだけ。実務レベルの詳細なガイドライ
ンに欠けるため、営業秘密の問題が起き
ても適切な法律の救済を得られないこと
が多い。そのため、現状の法律環境下で
は、情報漏えいを未然に防ぐための対策
を強化するに尽きる。
中国で営業秘密として保護される企業
情報には、技術関係では設計図面や研究
報告、技術データなどがあるほか、経営
関係の情報では調達計画や販売ルートに
関する情報、顧客名簿などがある。しか
し、これらが全て営業秘密として保護を
享受できるわけではない。中国で営業秘
密と認められるには、①公衆に知られて
いない（非公知）②経済効果があると認
められる（実用性）③営業秘密の保有者
が秘密情報に対して合理的な秘密保持措
置を講じていた（保持）といった要件を
満たす必要がある。実務的には、①非公
知の構成要件の判断が最も難しいと考え
られている。
企業の営業秘密が漏えいした場合、民

事訴訟や刑事訴訟などの手段をとること
が可能だが、中国の訴訟は原告側に重い
立証責任が課されるので、裁判で勝つこ
とは難しい。

実際には企業活動のどのような場面で
情報は漏れるのか。道下弁護士は、企業
同士がビジネスを進めていくフェーズ
（段階）を「商談や情報交換」「短期的な
契約」「共同研究や合弁設立」に分ける。
商談段階では、見積もりの段階で中国企
業に提出した設計図面が盗まれるという
被害が多い。この手の被害件数は、近年
中国企業が得意先となり、日本企業から
物を買う、サービスの提供を受ける新し
い取り引き形態が増えてきたことに比例
して増加している。しかし、日本企業は、
現地法人の従業員から中国の商慣習であ
るから仕方ない、現地法人の管理者から
も「せっかく築いた中国企業の顧客との
関係を壊さないでほしい」と言われ、問
題が浮上しても実際にアクションを起こ
す企業は少ない。日本企業の法務・知財
担当者が、現地で情報漏えい対策を強化
しようとすると、前線で頑張る営業部隊
に横やりを入れているように取られ、社
内関係がぎくしゃくすることもあり、な
かなか難しいところがある。情報漏えい
対策を実施するには、現地法人にその必
要性をいかに理解してもらい意識を変え

ることが肝要である。そして、対策をし
すぎたり、合理性のないやり方を採用し
てしまうと前進しようとする事業の足を
引っ張ることになるので、いかにバラン
スの取れた対策を取るかが課題となる。
道下弁護士は、情報漏えいで最も注意が
必要なのは合弁や共同研究など、長期的
な協力関係を解消した後の段階だと指摘
する。「手の内を熟知した相手がライバ
ルになり、商品やサービスの価格面など
で優位に立たれるといったケースが多
い」という。企業としては合弁を解消す
る方針を決めた時点で次の事業に目が
行ってしまい、合弁企業の管理がおろそ
かになる傾向がある。ただ、情報漏えい
の問題で言えば合弁解消前の数年間が特
に危険なので、現地の管理者は最後まで
気を抜かないことが重要である。最近訪
問した合弁解消までカウントダウンに
入っているクライアントの工場では、昨
年まで作動していたドアのセキュリ
ティーシステムが解除されていて誰でも
自由に出入りできるようになっていた。
その他にも、将来の競争相手になる可
能性がある中国の新興企業には特に注意
が必要である。日本企業は、中国でも日
本または欧米の競合会社の動向を熱心に
研究しているところは多い一方、中国の
新興企業は気にしていないところが多い。
これは大きな間違いである。新興企業は
飛躍のために、大手企業の技術情報を常
に狙っているからである。この代表的な
ケースは、鴻海グループでEMS（エレ
クトロニクス機器の受託製造サービス）

関連の法整備は
不十分

よくある情報漏えいの
パターン

日系企業が中国に進出するケースが増えるにつれ、無視できない問題になりつつある情報の漏えい。この問題で
中国に不信感を持つ日本企業、日本人は多い。対策として、信頼の置けない中国、中国企業とは付き合わないよ
うにすることも選択肢のひとつ。ただ、諸外国の景気が芳しくない中、経済成長を続ける中国を市場として無視
できないのも現実だろう。情報漏えい問題に注意しつつ、どのように中国ビジネスを成功に導くかが、日本企業
の経営者の大きな課題となる。国際法律事務所 Bird & Birdで中国の知的財産権の案件を専門としている道下理
恵子弁護士（北京駐在）などが 1月に「情報漏洩リスク：中国企業との付き合い方」と題したセミナーを東京都
内で開催し、企業の情報漏えい問題の背景や対策について解説した。

国際弁護士が
対策を解説
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大手の富士康科技集団（富士康、フォッ
クスコン）が、中国の電池・自動車メー
カー、比亜迪（BYD）を06年に訴えた
事件だ。フォックスコンは、自社の携帯
電話の部品製造に関する秘密を盗んだと
してBYDを起訴。翌年には香港でも提
訴した。これによってBYDの香港上場
は延期されることになった。

BYDの創立は1995年。1974年創立
のフォックスコンよりはるかに後発だが、
12年上半期には売上高、純利益ともに
BYDが上回る結果となっている。BYD
はその後フォックスコンを訴えいてるの
で、今ではどちらが悪者なのか、もしく
はお互い手が汚れていたのか、真相はわ
からないままになってしまった。中国国
内の一部メディアは、新興企業のBYD
を大手企業フォックスコンを短期間で追
い抜かした「チャイニーズ・ドリーム」
を実現したヒーローのように報道してい
るものもあった。道下弁護士は「日本企
業の中には、情報が盗まれていることを
知っていても、目をつぶるところも多い
ようです。しかし、何も措置を取らずに
放っておくと、いつの間にか新興企業が
ライバルになるまで育っていて、市場の
シェアを奪われるという大きな損失につ
ながりかねません」とした上で、「相手
が小さな企業であっても、不正な手段で
営業秘密が盗まれるなどの問題が発生し
たら、適切な措置を取り、断固とした態
度を示す必要がある」と説明した。特に、
技術力に自信のある日本企業は「中国企
業にはまだまだ追いつかれない」「ノウ
ハウが凝縮されているから簡単には真似
できない」と大きく構えているところが
多い。しかし、中国企業は成功に対する
執念、執着心、勤勉さと努力によって不
可能とされる技術も現実のものとする底
知れない潜在的な力をもっているので、
甘く見ていては危険である。
元社員による情報流出は、典型的な漏
えいパターンの1つだ。「日本の企業は
終身雇用を前提に人員を雇っていること
が多く、顧客情報などさまざまな情報を
社内で共有することが多い。そうした日
本流のやり方を中国で踏襲すると、社員
が転職した後に情報が漏れるといった事
態を招きやすい」（同）のだ。
また、最近増えている、日本からの駐
在員が現地で転職するケースも要注意。
退職金など、駐在員が所属する企業の待
遇に不満がある場合は中国企業による高
額でのヘッドハントの誘いに乗るケース
も少なくない。なかには、部署ごとごっ
そり引き抜かれることもあるという。競
合会社の蓋を開ければ、日本○○株式会
社の開発部隊がそっくり在籍していたと
いう大掛かりな引き抜きもある。

情報漏えいの問題は盗まれる方だけの
問題ではない。他社情報の取り扱いに
よっては、情報漏えい関与の嫌疑をかけ

られるリスクもある。また、日本は、中
国と解決していない歴史・外交の問題が
あるため、企業間の民事紛争であっても、
「外交問題に置き換えられる可能性が高
い」（道下弁護士）。中国で有名な機密漏
えい関連の事件としては、09年のリオ・
ティントと中国の鉄鋼メーカーの係争が
ある。リオは不正な手段で中国メーカー
の情報を入手したほか、その情報を元に
入札妨害などを行ったとされる。上海市
第一中級人民法院は、10年にリオの上
海事務所の4人に対して懲役7～ 14年
の有罪判決を言い渡している。この事件
でリオの法人責任が問われなかったのは、
中国政府はオーストラリアからの安定し
た鉄鋼の供給を必要としていたからだと
もいわれている。これが日本企業であっ
たら、違う結果になっていたのではない
か。日本企業の法人責任を問われるだけ
でなく、日中間の外交問題に発展しても
おかしくなかったろう。

こうした事態が起きる背景には、「中
国特有の風習と個人主義の文化がある」
とマシュー・レイト弁護士は分析する。
「中国人は企業に対する忠誠心よりも個
人やその家族を優先させ、昇進するチャ
ンスがあればどんどん転職していく。転
職先の上司に自分への印象をよくするた
めに、『競合企業の情報を持っている』
とアピールする社員もいる」。日本企業
としては、他社情報を安易に受け入れる
と営業秘密を盗んだ嫌疑をかけられるリ
スクが生じるため、こういった風習を奨
励しないように、情報の受け入れを拒否
する新たな社内の文化、ルール作りをす
ることが重要である。また、中国企業自
身が採用している情報漏えいの防止策と
しては、「機密情報を開示する人数を厳
しく制限する」「議事録の管理」「給料情
報の共有禁止や役職名の工夫によって転
職を防止する」といったものから、「社
内にスパイを潜伏させる」「隠しカメラ
を設置するなどして職員を監視する」と
いったドラスティックな手段まで多岐に
わたるという。
情報の漏えいを防ぎつつ、中国人従業
員や中国企業と良好な関係を築くには、
どうすればいいのか。レイト弁護士は、
従業員や取引先企業と書面を交わすこと
の重要性を強調する。技術契約や共同研
究開発の契約、機密保持契約など、さま
ざまな場面で契約書を交わしておくメ
リットは小さくない。「口約束ではなく
文章で確認することで、相手に何が重要
なのかを示すことができるのです。また、
紛争が起きた際にも証拠として示すこと
が可能になる」とレイト弁護士はその利
点を説明している。
また、コストをかけるのであれば社員
の管理強化に充てることが肝要だ。管理
の強化は、採用から退職まで、すべての
過程で必要。採用では慎重を期し、採用

候補者が以前に勤めていた会社からリ
ファレンスをとるなどして、過去に不祥
事がなかったか入念な調査をする必要が
ある。入社してからの社員教育も重要だ。
欧米企業では中国の現地採用でもリファ
レンスを取っているところは多い。中国
では「上に政策あれば、下に対策あり」
との言葉があり、決められたルールを自
己流に解釈し、盲点を突く行為は多く見
られる。しかし、社員教育を通じて意識
を変えることで、犯行が発生する可能性
を抑えることができる。
このほか、給料や役職の体系を工夫す
ることで、転職を防ぐことも可能だ。た
とえば、工場長や係長、課長といった役
職以外に「副○長」や「○代理」「○補
佐」というような役職を用意しておけば、

日本企業だからこそ
注意が必要

社員の管理と教育に
注力を

給料をさほど上げなくても、従業員の自
尊心を満足させることができ、転職の防
止につながる。もちろん、社内で不正が
行われた場合のために、罰則を強化して
おくことも大事な対策の1つになる。
また、企業が作成すべき機密保持規則
について道下弁護士は「日本の企業は、
規則を作る当初は力を入れますが、完成
後はだれも顧みないということも多い。
規則は実施すること、そして逐次アップ
デートしておくことも大事です」と指摘
する。規則を作った後も、誰に渡したか、
どういった措置を取ったかなど、実施記
録をつけておくことも万が一問題が起き
たときに、営業秘密の「保持」を行って
いたかの立証に役に立つ。

Bird & Bird

Bird & Birdは 1846年にロンドンに設立された知財が強いことで知られる
国際法律事務所。ヨーロッパ、アジア、中東の 23カ所に拠点をもち、1,000
名以上の弁護士をかかえている。アジアには、香港、北京、上海、シンガポー
ルに拠点をもつ。

道下理恵子
Bird & Bird 法律事務所・
北京オフィス知財グループ
（アソシエイト弁護士）

ニューヨーク州弁護士。1976年、日本生まれ。95年
に中国に渡り、2001年に中国人民大学法学部を卒業
（学士号）。05年に米ノースウェスタン大学ロースクー
ルで修士号を取得。01年から中国法関係の仕事をは
じめ、03年にホーガン・ロヴェルズ法律事務所の香港・
上海オフィス知財グループに移籍し、中国知財を専門
するようになる。10年より現職。高い分析能力と中
国現地で培った豊富な経験には定評がある。

マシュー・レイト
Bird & Bird 法律事務所・
香港オフィス知財グループ
（パートナー弁護士）

中国知財グループの責任者。
1999年より、各国のクライアン
トに対し、中国の知的財産に関す
るアドバイス提供を行う。特に、
中国の大型特許訴訟案件を手がけ
ており多くの実績を有する。日本
企業に対する十分な理解と高いコ
ミュニケーション能力を持つ。

アルバン・カン
ATMD Bird & Bird 法律事務所・
シンガポールオフィス知財グループ
（マネージングパートナー弁護士）
ATMD Bird & Bird法律事務所の
創設者の一人であり、現在、同事
務所のマネージングパートナー
を務める。25年余の経験をもち、
常に高い評価を得ている。

Bird & Bird法律事務所 北京代表処
TEL ：＋ 86-10-5933-5680（日本語可）
FAX ：＋ 86-10-5933-5666
E-mail ：rieko.michishita@twobirds.com（道下）
URL ：www.twobirds.com
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