
により、過去に投資し、時間を掛けて開発した事業を断念せざるを得ない可能性もある。従っ

て、自らの情報管理に加えて、共同研究・開発パートナーの情報管理についても慎重に

考慮する必要がある。

2. 法令を解説

この事例の法律的な背景として、不正競争防止法と秘密保持契約の解説が必要になります。そ

こで秘密保持契約の解説資料をご紹介します。

秘密保持契約とは何かに加えて、重要なポイントを3 つに絞って説明しています。補足資料として、

秘密保持契約の標準フォームを配布する方法も有効です。

例えば、以下はこの事例のような企業間で提携を検討する時の秘密保持契約書の例です。事業

の実態に合わせて、経済産業省が公開している「各種契約書等の参考例」などを参考に作成

すると良いでしょう。

リティ管理の重要性を理解し、社内ルールを徹底してもらうために作成した教材のサンプルです。

この事例の素材は次のような内容で、トラブル事例を説明するために上の図を用意しました。研修

では講師が事例を詳しく紹介するため、関係図はシンプルにしています。詳しい資料が必要な場

合は、下のような補足資料を配布してもよいでしょう。

 

共同研究・開発における技術流出

企業間の提携である共同研究・開発における技術流出のトラブル事例を考えてみる。企

業 H 社が、企業 T 社と秘密保持契約を締結する一方、企業 S 社と共同開発契約を締

結している場合を考えてみる。例えば、企業 H 社が企業 T 社と締結した秘密保持契約

に基づき受領した秘密情報を、誤って企業 S 社と締結している共同開発契約の対象プロ

ジェクトに使用してしまった場合はどうなるだろうか。企業 T 社は秘密保持契約に基づき企

業 H 社に開示した情報が、企業 S 社との共同開発に使用されていることを知った場合は、

不正競争防止法違反、もしくは秘密保持契約違反を根拠に、企業 S 社がこの共同開発

の成果物の差し止めと損害賠償を請求する可能性がある。これにより、企業 H 社と企業

S 社の共同開発プロジェクトは、大きな損害を受けることになる。このことから、自らが情報

セキュリティ管理を行なっていても、共同研究・開発パートナーが同等のレベルに到達して

いない場合は、技術情報が流出するリスクをはらんでいると言える。

更に、企業 T 社に過失がない場合は、当然、企業 T 社は被った損害を企業 H 社に賠

償請求する可能性がある。そのため、企業 H 社は企業 T 社と企業 S 社の両方から損害

を賠償する請求を受けるリスクがある。両面からの損害賠償に加えて、技術情報の流出

事例のソース一覧

主要な法律の所管官庁

【公正取引委員会】

公正取引委員会 公式ウェブサイト

https://www.jftc.go.jp/

 

独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）

https://www.jftc.go.jp/dk/

・各種パンフレット

　https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html#cmsdk

・独占禁止法 Q＆A

　https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html

・相談事例集

　https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/index.html

・審決一覧

　https://www.jftc.go.jp/shinketsu/itiran/index.html

 

下請法（下請代金支払遅延等防止法）
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・下請法 Q＆A
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【消費者庁】

消費者庁 公式ウェブサイト
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PL 法（製造物責任法）

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.html#product_l

iability_law

・製造物責任（PL）法による訴訟情報の収集

　

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act/

 

【経済産業省】

経済産業省 公式ウェブサイト

http://www.meti.go.jp/

 

安全保障貿易管理

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/

・Q＆A

　http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html

 

【文化庁】

文化庁 公式ウェブサイト

http://www.bunka.go.jp/

 

著作権に関する教材、資料等

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html

・著作権なるほど質問箱

　https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/

業界、関係団体

【公益社団法人著作権情報センター（CRIC）】

公益社団法人著作権情報センター（CRIC）公式ウェブサイト

http://www.cric.or.jp/

・著作物の正しい使い方は？

　http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime6.html

 

【一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）】

一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC） 公式ウェブサイト

http://www.jasrac.or.jp/

・各種イベント、施設での演奏など

　http://www.jasrac.or.jp/smt/info/index.html

 

【一般社団法人安全保障貿易情報センター（CISTEC）】

一般社団法人安全保障貿易情報センター（CISTEC）公式ウェブサイト

http://www.cistec.or.jp/

・輸出管理の基本情報

　http://www.cistec.or.jp/export/yukan_kiso/index.html

・外為法違反事例

　http://www.cistec.or.jp/export/ihanjirei/index.html

・輸出管理用語集

　http://www.cistec.or.jp/export/yougosyuu/index.html

・FAQ

　http://www.cistec.or.jp/export/faq/faq.html

専門家

【弁護士ドットコム】

弁護士ドットコム

https://www.bengo4.com/

・企業法務

　https://www.bengo4.com/c_1015/

 

書籍

『リスクマネジメントの教科書　50 の事例に学ぶ”不祥事”への対応マニュアル』

著者：ACEコンサルティング ( 株 )　エクゼクティブアドバイザー　白井邦芳

出版：東洋経済新報社

 

『【事例でみる】企業不正の理論と対応』

著者：【監修】八田進二　【編】株式会社ディー・クエスト、一般社団法人日本公認不正検査

士協会

出版：同文館出版

『なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか　有名事件 13 の原因メカニズムに迫る』

著者：警察大学校教授　樋口晴彦

出版：日刊工業新聞社

 

『Q＆A 引用・転載の実務と著作権法　第 4 版』

著者：弁護士　北村行夫、弁護士　雪丸真吾

出版：中央経済社

 

 

用語解説

※「経験学習モデル（（Experienced Learning Model）」

 

① 実践のステージ（Active Experimentation）

学習者は、現場において様々な状況に直面する。そして、即興的な対策を用いながら、それらを

乗り越えていく。

② 経験のステージ（Concrete Experimentation）

実践体験のなかで、学習者はその後の活動に役立つようなエピソード的経験（成功体験・失敗

体験）を積んでいく。

③ 省察のステージ（Reflective Observation）

ただし、学習者は「自分にとって何が役に立つ経験か」を抽出できない。現場の状況に埋め込ま

れているからだ。そこで、実践体験を振り返り、その後の活動に役立つと思われるエピソードを抽

出することが必要となる。

④ 概念化のステージ（Abstract Conceptualization）

抽出したエピソードについて検討を進め、学習者はその後の活動に役立つ独自の知見（マイセオ

リー）を紡ぎだす。ただし、これらは普遍的な理論である必要はない。重要なのは、マイセオリー

を学習者が自ら構築することにある。

 

参照）「企業内人材育成入門　人を育てる心理・教育学の基本理論を学ぶ」中原淳著　ダイヤモンド社　2006 年（p83-84）

 

※ブレーンストーミング

多種多様なアイデアを洗い出すための手法。選択肢を洗い出す段階では、自由にアイデアを

出していくことが大切なので、批判や評価をしないこと、質より量を重視するなどのルールを決

めて進めます。

 

※「リッチピクチャー」

ピーター・チェックランド英国ランカスター大学名誉教授

事例を説明する図のこと。主にシステム開発において、顧客の問題点を整理し要求定義を行う方

法論です。自分を中心にして、周りに利害関係者を描き、論点を図式化して整理しています。文

章のみの説明よりも、関係性を図式化する方が理解し易くなります。

　 教材のサンプル

それでは、実際に作成したサンプル教材として、「秘密保持契約」に関する教材をご紹介します。パワー

ポイントで教材を作成されることが多いと思いますので、パワーポイント教材の例をご紹介します。

この教材は、「秘密保持契約の内容は、社内の情報セキュリティ管理に基づき守るべきルールで

ある」というコンプライアンスの基本を理解すると共に、「秘密保持契約を有効に活用することは、

新しい顧客開発のためにも有効である」ことを説明するための資料です。

1. 事例を図解

ここで紹介するのは、社外の顧客と接点のある技術やマーケティング部門の担当者に、情報セキュ
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により、過去に投資し、時間を掛けて開発した事業を断念せざるを得ない可能性もある。従っ

て、自らの情報管理に加えて、共同研究・開発パートナーの情報管理についても慎重に

考慮する必要がある。

2. 法令を解説

この事例の法律的な背景として、不正競争防止法と秘密保持契約の解説が必要になります。そ

こで秘密保持契約の解説資料をご紹介します。

秘密保持契約とは何かに加えて、重要なポイントを3 つに絞って説明しています。補足資料として、

秘密保持契約の標準フォームを配布する方法も有効です。

例えば、以下はこの事例のような企業間で提携を検討する時の秘密保持契約書の例です。事業

の実態に合わせて、経済産業省が公開している「各種契約書等の参考例」などを参考に作成

すると良いでしょう。

リティ管理の重要性を理解し、社内ルールを徹底してもらうために作成した教材のサンプルです。

この事例の素材は次のような内容で、トラブル事例を説明するために上の図を用意しました。研修

では講師が事例を詳しく紹介するため、関係図はシンプルにしています。詳しい資料が必要な場

合は、下のような補足資料を配布してもよいでしょう。

 

共同研究・開発における技術流出

企業間の提携である共同研究・開発における技術流出のトラブル事例を考えてみる。企

業 H 社が、企業 T 社と秘密保持契約を締結する一方、企業 S 社と共同開発契約を締

結している場合を考えてみる。例えば、企業 H 社が企業 T 社と締結した秘密保持契約

に基づき受領した秘密情報を、誤って企業 S 社と締結している共同開発契約の対象プロ

ジェクトに使用してしまった場合はどうなるだろうか。企業 T 社は秘密保持契約に基づき企

業 H 社に開示した情報が、企業 S 社との共同開発に使用されていることを知った場合は、

不正競争防止法違反、もしくは秘密保持契約違反を根拠に、企業 S 社がこの共同開発

の成果物の差し止めと損害賠償を請求する可能性がある。これにより、企業 H 社と企業

S 社の共同開発プロジェクトは、大きな損害を受けることになる。このことから、自らが情報

セキュリティ管理を行なっていても、共同研究・開発パートナーが同等のレベルに到達して

いない場合は、技術情報が流出するリスクをはらんでいると言える。

更に、企業 T 社に過失がない場合は、当然、企業 T 社は被った損害を企業 H 社に賠

償請求する可能性がある。そのため、企業 H 社は企業 T 社と企業 S 社の両方から損害

を賠償する請求を受けるリスクがある。両面からの損害賠償に加えて、技術情報の流出
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著作権に関する教材、資料等
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・企業法務

　https://www.bengo4.com/c_1015/

 

書籍

『リスクマネジメントの教科書　50 の事例に学ぶ”不祥事”への対応マニュアル』

著者：ACEコンサルティング ( 株 )　エクゼクティブアドバイザー　白井邦芳

出版：東洋経済新報社

 

『【事例でみる】企業不正の理論と対応』

著者：【監修】八田進二　【編】株式会社ディー・クエスト、一般社団法人日本公認不正検査

士協会

出版：同文館出版

『なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか　有名事件 13 の原因メカニズムに迫る』

著者：警察大学校教授　樋口晴彦

出版：日刊工業新聞社

 

『Q＆A 引用・転載の実務と著作権法　第 4 版』

著者：弁護士　北村行夫、弁護士　雪丸真吾
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用語解説

※「経験学習モデル（（Experienced Learning Model）」

 

① 実践のステージ（Active Experimentation）

学習者は、現場において様々な状況に直面する。そして、即興的な対策を用いながら、それらを

乗り越えていく。

② 経験のステージ（Concrete Experimentation）

実践体験のなかで、学習者はその後の活動に役立つようなエピソード的経験（成功体験・失敗

体験）を積んでいく。

③ 省察のステージ（Reflective Observation）

ただし、学習者は「自分にとって何が役に立つ経験か」を抽出できない。現場の状況に埋め込ま

れているからだ。そこで、実践体験を振り返り、その後の活動に役立つと思われるエピソードを抽

出することが必要となる。

④ 概念化のステージ（Abstract Conceptualization）

抽出したエピソードについて検討を進め、学習者はその後の活動に役立つ独自の知見（マイセオ

リー）を紡ぎだす。ただし、これらは普遍的な理論である必要はない。重要なのは、マイセオリー

を学習者が自ら構築することにある。
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※ブレーンストーミング

多種多様なアイデアを洗い出すための手法。選択肢を洗い出す段階では、自由にアイデアを

出していくことが大切なので、批判や評価をしないこと、質より量を重視するなどのルールを決

めて進めます。

 

※「リッチピクチャー」

ピーター・チェックランド英国ランカスター大学名誉教授

事例を説明する図のこと。主にシステム開発において、顧客の問題点を整理し要求定義を行う方

法論です。自分を中心にして、周りに利害関係者を描き、論点を図式化して整理しています。文

章のみの説明よりも、関係性を図式化する方が理解し易くなります。

　 教材のサンプル

それでは、実際に作成したサンプル教材として、「秘密保持契約」に関する教材をご紹介します。パワー

ポイントで教材を作成されることが多いと思いますので、パワーポイント教材の例をご紹介します。

この教材は、「秘密保持契約の内容は、社内の情報セキュリティ管理に基づき守るべきルールで

ある」というコンプライアンスの基本を理解すると共に、「秘密保持契約を有効に活用することは、

新しい顧客開発のためにも有効である」ことを説明するための資料です。

1. 事例を図解

ここで紹介するのは、社外の顧客と接点のある技術やマーケティング部門の担当者に、情報セキュ
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により、過去に投資し、時間を掛けて開発した事業を断念せざるを得ない可能性もある。従っ

て、自らの情報管理に加えて、共同研究・開発パートナーの情報管理についても慎重に

考慮する必要がある。

2. 法令を解説

この事例の法律的な背景として、不正競争防止法と秘密保持契約の解説が必要になります。そ

こで秘密保持契約の解説資料をご紹介します。

秘密保持契約とは何かに加えて、重要なポイントを3 つに絞って説明しています。補足資料として、

秘密保持契約の標準フォームを配布する方法も有効です。

例えば、以下はこの事例のような企業間で提携を検討する時の秘密保持契約書の例です。事業

の実態に合わせて、経済産業省が公開している「各種契約書等の参考例」などを参考に作成

すると良いでしょう。

リティ管理の重要性を理解し、社内ルールを徹底してもらうために作成した教材のサンプルです。

この事例の素材は次のような内容で、トラブル事例を説明するために上の図を用意しました。研修

では講師が事例を詳しく紹介するため、関係図はシンプルにしています。詳しい資料が必要な場

合は、下のような補足資料を配布してもよいでしょう。

 

共同研究・開発における技術流出

企業間の提携である共同研究・開発における技術流出のトラブル事例を考えてみる。企

業 H 社が、企業 T 社と秘密保持契約を締結する一方、企業 S 社と共同開発契約を締

結している場合を考えてみる。例えば、企業 H 社が企業 T 社と締結した秘密保持契約

に基づき受領した秘密情報を、誤って企業 S 社と締結している共同開発契約の対象プロ

ジェクトに使用してしまった場合はどうなるだろうか。企業 T 社は秘密保持契約に基づき企

業 H 社に開示した情報が、企業 S 社との共同開発に使用されていることを知った場合は、

不正競争防止法違反、もしくは秘密保持契約違反を根拠に、企業 S 社がこの共同開発

の成果物の差し止めと損害賠償を請求する可能性がある。これにより、企業 H 社と企業

S 社の共同開発プロジェクトは、大きな損害を受けることになる。このことから、自らが情報

セキュリティ管理を行なっていても、共同研究・開発パートナーが同等のレベルに到達して

いない場合は、技術情報が流出するリスクをはらんでいると言える。

更に、企業 T 社に過失がない場合は、当然、企業 T 社は被った損害を企業 H 社に賠

償請求する可能性がある。そのため、企業 H 社は企業 T 社と企業 S 社の両方から損害

を賠償する請求を受けるリスクがある。両面からの損害賠償に加えて、技術情報の流出

企業H社 企業S社

企業T社

秘密保持契約

共同開発契約

差止請求

情報セキュリティ
管理体制？

情報管理の甘さから起きた顧客とのトラブル！事例

事例のソース一覧

主要な法律の所管官庁

【公正取引委員会】

公正取引委員会 公式ウェブサイト

https://www.jftc.go.jp/

 

独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）

https://www.jftc.go.jp/dk/

・各種パンフレット

　https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html#cmsdk

・独占禁止法 Q＆A

　https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html

・相談事例集

　https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/index.html

・審決一覧

　https://www.jftc.go.jp/shinketsu/itiran/index.html

 

下請法（下請代金支払遅延等防止法）

https://www.jftc.go.jp/shitauke/

・各種パンフレット（下請法）

　https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html#cmsshitauke

・下請法 Q＆A

　https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html

・下請法勧告一覧

　https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html

 

【消費者庁】

消費者庁 公式ウェブサイト

http://www.caa.go.jp/

 

PL 法（製造物責任法）

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.html#product_l

iability_law

・製造物責任（PL）法による訴訟情報の収集

　

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act/

 

【経済産業省】

経済産業省 公式ウェブサイト

http://www.meti.go.jp/

 

安全保障貿易管理

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/

・Q＆A

　http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html

 

【文化庁】

文化庁 公式ウェブサイト

http://www.bunka.go.jp/

 

著作権に関する教材、資料等

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html

・著作権なるほど質問箱

　https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/

業界、関係団体

【公益社団法人著作権情報センター（CRIC）】

公益社団法人著作権情報センター（CRIC）公式ウェブサイト

http://www.cric.or.jp/

・著作物の正しい使い方は？

　http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime6.html

 

【一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）】

一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC） 公式ウェブサイト

http://www.jasrac.or.jp/

・各種イベント、施設での演奏など

　http://www.jasrac.or.jp/smt/info/index.html

 

【一般社団法人安全保障貿易情報センター（CISTEC）】

一般社団法人安全保障貿易情報センター（CISTEC）公式ウェブサイト

http://www.cistec.or.jp/

・輸出管理の基本情報

　http://www.cistec.or.jp/export/yukan_kiso/index.html

・外為法違反事例

　http://www.cistec.or.jp/export/ihanjirei/index.html

・輸出管理用語集

　http://www.cistec.or.jp/export/yougosyuu/index.html

・FAQ

　http://www.cistec.or.jp/export/faq/faq.html

専門家

【弁護士ドットコム】

弁護士ドットコム

https://www.bengo4.com/

・企業法務

　https://www.bengo4.com/c_1015/

 

書籍

『リスクマネジメントの教科書　50 の事例に学ぶ”不祥事”への対応マニュアル』

著者：ACEコンサルティング ( 株 )　エクゼクティブアドバイザー　白井邦芳

出版：東洋経済新報社

 

『【事例でみる】企業不正の理論と対応』

著者：【監修】八田進二　【編】株式会社ディー・クエスト、一般社団法人日本公認不正検査

士協会

出版：同文館出版

『なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか　有名事件 13 の原因メカニズムに迫る』

著者：警察大学校教授　樋口晴彦

出版：日刊工業新聞社

 

『Q＆A 引用・転載の実務と著作権法　第 4 版』

著者：弁護士　北村行夫、弁護士　雪丸真吾

出版：中央経済社

 

 

用語解説

※「経験学習モデル（（Experienced Learning Model）」

 

① 実践のステージ（Active Experimentation）

学習者は、現場において様々な状況に直面する。そして、即興的な対策を用いながら、それらを

乗り越えていく。

② 経験のステージ（Concrete Experimentation）

実践体験のなかで、学習者はその後の活動に役立つようなエピソード的経験（成功体験・失敗

体験）を積んでいく。

③ 省察のステージ（Reflective Observation）

ただし、学習者は「自分にとって何が役に立つ経験か」を抽出できない。現場の状況に埋め込ま

れているからだ。そこで、実践体験を振り返り、その後の活動に役立つと思われるエピソードを抽

出することが必要となる。

④ 概念化のステージ（Abstract Conceptualization）

抽出したエピソードについて検討を進め、学習者はその後の活動に役立つ独自の知見（マイセオ

リー）を紡ぎだす。ただし、これらは普遍的な理論である必要はない。重要なのは、マイセオリー

を学習者が自ら構築することにある。

 

参照）「企業内人材育成入門　人を育てる心理・教育学の基本理論を学ぶ」中原淳著　ダイヤモンド社　2006 年（p83-84）

 

※ブレーンストーミング

多種多様なアイデアを洗い出すための手法。選択肢を洗い出す段階では、自由にアイデアを

出していくことが大切なので、批判や評価をしないこと、質より量を重視するなどのルールを決

めて進めます。

 

※「リッチピクチャー」

ピーター・チェックランド英国ランカスター大学名誉教授

事例を説明する図のこと。主にシステム開発において、顧客の問題点を整理し要求定義を行う方

法論です。自分を中心にして、周りに利害関係者を描き、論点を図式化して整理しています。文

章のみの説明よりも、関係性を図式化する方が理解し易くなります。

　 教材のサンプル

それでは、実際に作成したサンプル教材として、「秘密保持契約」に関する教材をご紹介します。パワー

ポイントで教材を作成されることが多いと思いますので、パワーポイント教材の例をご紹介します。

この教材は、「秘密保持契約の内容は、社内の情報セキュリティ管理に基づき守るべきルールで

ある」というコンプライアンスの基本を理解すると共に、「秘密保持契約を有効に活用することは、

新しい顧客開発のためにも有効である」ことを説明するための資料です。

1. 事例を図解

ここで紹介するのは、社外の顧客と接点のある技術やマーケティング部門の担当者に、情報セキュ

72第6 章 [ どうやって教育する？ ] 学習プログラム・教材の作り方



により、過去に投資し、時間を掛けて開発した事業を断念せざるを得ない可能性もある。従っ

て、自らの情報管理に加えて、共同研究・開発パートナーの情報管理についても慎重に

考慮する必要がある。

2. 法令を解説

この事例の法律的な背景として、不正競争防止法と秘密保持契約の解説が必要になります。そ

こで秘密保持契約の解説資料をご紹介します。

秘密保持契約とは何かに加えて、重要なポイントを3 つに絞って説明しています。補足資料として、

秘密保持契約の標準フォームを配布する方法も有効です。

例えば、以下はこの事例のような企業間で提携を検討する時の秘密保持契約書の例です。事業

の実態に合わせて、経済産業省が公開している「各種契約書等の参考例」などを参考に作成

すると良いでしょう。

リティ管理の重要性を理解し、社内ルールを徹底してもらうために作成した教材のサンプルです。

この事例の素材は次のような内容で、トラブル事例を説明するために上の図を用意しました。研修

では講師が事例を詳しく紹介するため、関係図はシンプルにしています。詳しい資料が必要な場

合は、下のような補足資料を配布してもよいでしょう。

 

共同研究・開発における技術流出

企業間の提携である共同研究・開発における技術流出のトラブル事例を考えてみる。企

業 H 社が、企業 T 社と秘密保持契約を締結する一方、企業 S 社と共同開発契約を締

結している場合を考えてみる。例えば、企業 H 社が企業 T 社と締結した秘密保持契約

に基づき受領した秘密情報を、誤って企業 S 社と締結している共同開発契約の対象プロ

ジェクトに使用してしまった場合はどうなるだろうか。企業 T 社は秘密保持契約に基づき企

業 H 社に開示した情報が、企業 S 社との共同開発に使用されていることを知った場合は、

不正競争防止法違反、もしくは秘密保持契約違反を根拠に、企業 S 社がこの共同開発

の成果物の差し止めと損害賠償を請求する可能性がある。これにより、企業 H 社と企業

S 社の共同開発プロジェクトは、大きな損害を受けることになる。このことから、自らが情報

セキュリティ管理を行なっていても、共同研究・開発パートナーが同等のレベルに到達して

いない場合は、技術情報が流出するリスクをはらんでいると言える。

更に、企業 T 社に過失がない場合は、当然、企業 T 社は被った損害を企業 H 社に賠

償請求する可能性がある。そのため、企業 H 社は企業 T 社と企業 S 社の両方から損害

を賠償する請求を受けるリスクがある。両面からの損害賠償に加えて、技術情報の流出

原典）「MOTテキスト・シリーズ」知的財産と技術経営、編集委員長　野中郁次朗、丸善株式会社、2005年、ケーススタディー８
「共同研究・開発における技術流出」（一色正彦著）、P259-260　2. 法令の解説

情報を秘密として管理し、第三者に開示しないこと1
特定の目的の範囲内のみで利用すること2
一定の期間、①と②を守ること3

秘密保持契約は、何のための契約か？解説

秘密保持契約（NDA:Non-Disclosure Agreement）

3つのポイント

第三者に知られたくない自社の秘密情報を開示、または第三者の秘密情報を受領する

必要がある場合に締結する契約であり、秘密情報の取扱いの条件を定めたもの

事例のソース一覧

主要な法律の所管官庁

【公正取引委員会】

公正取引委員会 公式ウェブサイト

https://www.jftc.go.jp/

 

独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）

https://www.jftc.go.jp/dk/

・各種パンフレット

　https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html#cmsdk

・独占禁止法 Q＆A

　https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html

・相談事例集

　https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/index.html

・審決一覧

　https://www.jftc.go.jp/shinketsu/itiran/index.html

 

下請法（下請代金支払遅延等防止法）

https://www.jftc.go.jp/shitauke/

・各種パンフレット（下請法）

　https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html#cmsshitauke

・下請法 Q＆A

　https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html

・下請法勧告一覧

　https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html

 

【消費者庁】

消費者庁 公式ウェブサイト

http://www.caa.go.jp/

 

PL 法（製造物責任法）

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.html#product_l

iability_law

・製造物責任（PL）法による訴訟情報の収集

　

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act/

 

【経済産業省】

経済産業省 公式ウェブサイト

http://www.meti.go.jp/

 

安全保障貿易管理

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/

・Q＆A

　http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html

 

【文化庁】

文化庁 公式ウェブサイト

http://www.bunka.go.jp/

 

著作権に関する教材、資料等

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html

・著作権なるほど質問箱

　https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/

業界、関係団体

【公益社団法人著作権情報センター（CRIC）】

公益社団法人著作権情報センター（CRIC）公式ウェブサイト

http://www.cric.or.jp/

・著作物の正しい使い方は？

　http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime6.html

 

【一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）】

一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC） 公式ウェブサイト

http://www.jasrac.or.jp/

・各種イベント、施設での演奏など

　http://www.jasrac.or.jp/smt/info/index.html

 

【一般社団法人安全保障貿易情報センター（CISTEC）】

一般社団法人安全保障貿易情報センター（CISTEC）公式ウェブサイト

http://www.cistec.or.jp/

・輸出管理の基本情報

　http://www.cistec.or.jp/export/yukan_kiso/index.html

・外為法違反事例

　http://www.cistec.or.jp/export/ihanjirei/index.html

・輸出管理用語集

　http://www.cistec.or.jp/export/yougosyuu/index.html

・FAQ

　http://www.cistec.or.jp/export/faq/faq.html

専門家

【弁護士ドットコム】

弁護士ドットコム

https://www.bengo4.com/

・企業法務

　https://www.bengo4.com/c_1015/

 

書籍

『リスクマネジメントの教科書　50 の事例に学ぶ”不祥事”への対応マニュアル』

著者：ACEコンサルティング ( 株 )　エクゼクティブアドバイザー　白井邦芳

出版：東洋経済新報社

 

『【事例でみる】企業不正の理論と対応』

著者：【監修】八田進二　【編】株式会社ディー・クエスト、一般社団法人日本公認不正検査

士協会

出版：同文館出版

『なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか　有名事件 13 の原因メカニズムに迫る』

著者：警察大学校教授　樋口晴彦

出版：日刊工業新聞社

 

『Q＆A 引用・転載の実務と著作権法　第 4 版』

著者：弁護士　北村行夫、弁護士　雪丸真吾

出版：中央経済社

 

 

用語解説

※「経験学習モデル（（Experienced Learning Model）」

 

① 実践のステージ（Active Experimentation）

学習者は、現場において様々な状況に直面する。そして、即興的な対策を用いながら、それらを

乗り越えていく。

② 経験のステージ（Concrete Experimentation）

実践体験のなかで、学習者はその後の活動に役立つようなエピソード的経験（成功体験・失敗

体験）を積んでいく。

③ 省察のステージ（Reflective Observation）

ただし、学習者は「自分にとって何が役に立つ経験か」を抽出できない。現場の状況に埋め込ま

れているからだ。そこで、実践体験を振り返り、その後の活動に役立つと思われるエピソードを抽

出することが必要となる。

④ 概念化のステージ（Abstract Conceptualization）

抽出したエピソードについて検討を進め、学習者はその後の活動に役立つ独自の知見（マイセオ

リー）を紡ぎだす。ただし、これらは普遍的な理論である必要はない。重要なのは、マイセオリー

を学習者が自ら構築することにある。

 

参照）「企業内人材育成入門　人を育てる心理・教育学の基本理論を学ぶ」中原淳著　ダイヤモンド社　2006 年（p83-84）

 

※ブレーンストーミング

多種多様なアイデアを洗い出すための手法。選択肢を洗い出す段階では、自由にアイデアを

出していくことが大切なので、批判や評価をしないこと、質より量を重視するなどのルールを決

めて進めます。

 

※「リッチピクチャー」

ピーター・チェックランド英国ランカスター大学名誉教授

事例を説明する図のこと。主にシステム開発において、顧客の問題点を整理し要求定義を行う方

法論です。自分を中心にして、周りに利害関係者を描き、論点を図式化して整理しています。文

章のみの説明よりも、関係性を図式化する方が理解し易くなります。

　 教材のサンプル

それでは、実際に作成したサンプル教材として、「秘密保持契約」に関する教材をご紹介します。パワー

ポイントで教材を作成されることが多いと思いますので、パワーポイント教材の例をご紹介します。

この教材は、「秘密保持契約の内容は、社内の情報セキュリティ管理に基づき守るべきルールで

ある」というコンプライアンスの基本を理解すると共に、「秘密保持契約を有効に活用することは、

新しい顧客開発のためにも有効である」ことを説明するための資料です。

1. 事例を図解

ここで紹介するのは、社外の顧客と接点のある技術やマーケティング部門の担当者に、情報セキュ
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原典）経済産業省「各種契約書等の参考例」第4 業務提携の検討における秘密保持契約書の例
　　 http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference2.pdf
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3. 学習目標を明示

情報セキュリティ管理について、この事例から学ぶポイントを3 つに絞って表示しました。

事例を使った教育では、ポイントを 3 つに絞る方法が有効です。事例の背景となる法令や事例か

ら学ぶポイントなどは、3 つに絞って整理する方法がお勧めです。

4. 行動につながる「まとめ」

最後のページは、研修後の行動につなげる「まとめ」を入れます。

NDAから始まる提携のビジネスチャンス！もう一歩先へ

成果・リスクの配分を決める ・ 提携

・ 取引基本

・ 代理店

・ 売買

・ 業務委託

目的、期間、範囲

役割分担（単独、共同）

成果＋既存知財の実施条件

成果から生じた損害賠償責任

第三者に対する制限など

共通目標・役割を決める ・ システム開発

・ 開発委託

・ 共同研究開発

・ 共同出願

・ 特許ライセンス

目的、期間、範囲

役割分担（単独、共同）

成果の帰属

既存知財の取扱いなど

事業フェーズ

誰と組み、誰と組まないか決める ・ 秘密保持

・ LOI
目的、契約期間・守秘期間

秘密情報の定義

競合可否、知財の取扱いなど

提携の目的と紛争ポイント 契約例

販売

製造

開発

研究

情報交換

“秘密保持すべき案件か”から考える！1
約束した“秘密情報管理”は徹底する！2
“案件間の情報の混在”に注意する！3

この事例から学ぶ3つのポイント！重要

原典）「法務・知財パーソンのための契約交渉のセオリー」一色正彦、竹下洋史著　レクシスネキシス・ジャパン　2014年
　　 P269図17「提携ビジネスの段階と紛争ポイント」
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トラブル事例を紹介する場合、最後は NG 集のような内容になる傾向があります。事例によっては

やむを得ないのですが、学習者が「顧客との信頼関係を作れる情報を得られた」などと前向きに

受け止められるメッセージを出せると効果的です。

これらの研修教材は、左上に【事例】、【解説】などの分類に加えて、そのページで伝えたいメッセー

ジを（Keyline Message）文章で記載しています。パワーポイントの教材では、アニメーションを

用いて、説明に合わせて順に表示することが多いと思います。そのページで伝えたいメッセージを

文章化し、各ページのヘッダー部分で表示しておくと、学習内容を一目で伝えることができます。

また、このように作成した研修教材と構成は、eラーニングを開発する場合の絵コンテ（ストーリー・

ボード）の素材として活用することもできます。

　 研修プログラムのサンプル

次に、実際に起こった「リニア中央新幹線の建設工事を巡る入札談合事件」を素材にして、談

合のリスクとリニエンシー制度を啓発する、独禁法コンプライアンス教育のプログラムを考えてみま

しょう。研修の対象者は、公共入札を担当する法人営業担当者です。

こうした事例を説明するには、①トラブル事例の紹介、②根拠となる法令の解説、③この事例から学

ぶポイント、④参考情報、の順番で、事例素材を用いたパワーポイント資料を作成するのが効果的

です。

1. トラブル事例の紹介

まず、事件を振り返ってみましょう。談合に参加した4社のうち、S建設とO組の2社が談合を認め、

違反を公正取引委員会に自主申告し、リニエンシーを申請していました。一方、T 建設とK 建設

の 2 社は違反を認めず、リニエンシーを申請しませんでした。

その後、4 社は、いずれも刑事告発されました。談合を担当した社員個人について述べると、談

合を認めてリニエンシーを申請した 2 社の幹部は不起訴となりましたが、談合を認めなかった 2 社

の幹部は、逮捕の後、起訴されています。さらに、裁判の過程で、4 社は 38 回もの会合を重ね

ていたことが明らかになっています。

事例紹介では、当事者を関係図にしておくとより分かりやすくなります。

たとえば、「リニア談合事件」を図解すると、次のようになります。

この図のタイトルを「自主申告の判断により変わった独禁法リスク！」としたのは、学習者に独占禁止

法違反のリスクを認識させ、リニエンシー制度に興味が湧く内容を意識して作成しているためです。

2. 根拠となる法令の解説、学ぶポイント、参考情報

このようにトラブル事例を紹介した後、独占禁止法の基本や公正取引委員会の役割、特に、談

合のリスクとリニエンシー制度について解説します。その後、この事例から学ぶ 3 つのポイントをま

とめます。3つのポイントには、自社の独占禁止法違反に対する考え方を盛り込むと良いと思います。

最後の参考情報では、社内の相談窓口などを紹介するとよいでしょう。職場で談合の疑義や上司

に相談しにくいことがあった場合などに備えた、社内のホットラインや相談窓口があることを紹介す

ることより、コンプライアンス違反の予防にもつながります。

3. 階層別の研修プログラム

研修プログラムを行う場合は、対象者と学習目標を明確にする必要があり、たとえば①全社員に

対して問題発見力の育成を目標にするのか、②幹部社員の問題解決力の育成を目標にするのか

で目的が違います。

たとえば、同じ事例を用いて「幹部社員の問題解決力を育成するプログラム」を考える場合、下

記のような方法があります。

①各自でこの事例から何を学んだかを考えます。

（イ）→事前に下請事業者の承諾が必要です。（×）

（ウ）→口頭での発注後、直ちに書面の交付が必要です。（×）

従って、正解は（ア）です。

パターン 3：選択肢から正しいものを選ぶ問題（2）

パターン 2 と同じ設定ですが、選択肢を 4 つにすることにより、難易度が上がります。つまり、選

択肢の数で難易度を調整することができるというわけです。たとえば、学習前にパターン 2 で回答

してもらい、学習後にパターン4 で理解度を確認するのもいいでしょう。

＜サンプル問題 3＞

あなたは、システム開発の担当者です。開発中のシステムに組み込むソフトウェアの一部を

下請法の適用を受ける取引先に発注することになりました。この事例について、あなたの

同僚が以下の会話をしています。次のうち、最も適切な発言を選択してください。

 

Aさん「最近は電子メールで発注することも多く、下請先に聞かなくても、電子メールで代

用しても問題ないと思う」

B さん「緊急の場合であれば、下請先の承諾を得ておけば、口頭で発注し、発注代金

の支払期日までに注文書を交付すれば良いと思う」

 ＜選択肢＞

（ア）Aさんが適切　（イ）Bさんが適切　（ウ）両方とも適切　（エ）いずれも不適切

 

（正解）（エ）

（解説）

これは、下請事業者への発注に関する問題です。発注は、原則として書面の交付が必要です。

緊急時などやむを得ない場合は、口頭でも発注できますが、直ちに書面の交付が必要です。また、

電子メールなど電磁的方法による発注も可能ですが、事前に下請事業者から承諾を得る必要が

あります。

Aさん：事前に下請事業者の承諾が必要です。（×）

Bさん：口頭での発注後、直ちに書面の交付が必要です。（×）

従って、正解は（エ）です。

このように作成した問題は、集合研修の演習問題のほか、ネットテストや eラーニングの問題として

活用するとよいでしょう。

②議論しやすい 5 名程度のグループを作ります。グループ内で、各自が考えた内容を共有し、な

ぜそう考えたかについて、意見交換します。

③自分の職場で同じ問題が発生するリスクがあるか、そして、リスクを予防するにはどうすればい

いのかを議論します。

④講師が各グループの議論から論点を整理し、この事例から学ぶポイントを解説します。また会社

のコンプライアンスに対する考え方や制度を説明します。

他社のトラブル事例であっても、自社で同じコンプライアンス問題が発生するリスクがあるのか、そ

のリスクに対して、何をすべきなのかを議論することにより、問題解決力の育成につながります。

　 自社事例を使った事例問題のサンプル

コンプライアンス教育に用いる事例の素材選びには、4 つのポイント、①誰が、②いつ、③どのような

場面で、④どのような問題が発生したか、を明確にします。そのうえで論点を整理し、教訓を抽出

していきます。

ここでは、抽出した自社の素材を基に、コンプライアンス教育に活用できる事例問題の作り方を紹

介します。

パターン 1：設問の正誤を問う問題

作り方のポイントは、次の 2 点です。

① 設問の中で、回答者の立場を指定

② 具体的なビジネスシーンで判断に迷うような場面を設定

このパターンは、法令の基礎知識の理解度を問うといったケースに使えます。以下に挙げたのは、

下請取引の対象を理解しているかどうかを尋ねるサンプル質問です。

＜サンプル問題１＞

あなたは、マーケティング部門で、商品の販促物を作成する担当者です。下請事業者へ

の製品の設計図やデザインの発注は下請法の適用を受ける取引だと考えているが、販促

用の商品カタログやポスターは対象外だと考えている。

＜選択肢＞

（ア）正しい理解である

（イ）誤った理解である

 

（正解）（イ）

（解説）

これは、下請取引の対象に関する問題です。下請取引の対象となる「情報成果物」には、カタ

ログやチラシの原稿、ポスターの原画の作成等が含まれます。また、カタログ、ポスター、チラシ

の印刷等を依頼することは、下請取引の対象となる「物品の製造」になります。従って、正解は、（イ）

です。

パターン 2：選択肢から正しいものを選ぶ問題（1）

次は、複数の選択肢を設けて回答する問題です。

場面の設定方法はパターン1と同じですが、選択肢を3 つにすることで、難易度を上げています。

また選択肢を同僚が会話する設定にすることにより、学習者の親和性を持たせる設計しています。

以下に、下請取引の対象を理解しているかを問う問題のサンプルを挙げました。

＜サンプル問題２＞

あなたは、システム開発の担当者です。開発中のシステムに組み込むソフトウェアの一部を

下請法の適用を受ける取引先に発注することになりました。この事例について、あなたの

同僚が以下の会話をしています。次のうち、最も適切な発言を選択してください。

 

Aさん「ソフトウェアは、発注時に最終仕様が決まっていないことが多いが、それでも、発

注時に注文書を必ず交付しなければならないはずだ」

B さん「最近は電子メールで発注することも多く、下請先に聞かなくても、電子メールで代

用しても問題ないと思う」

C さん「緊急の場合であれば、下請先の承諾を得ておけば、口頭で発注し、発注代金

の支払期日までに注文書を交付すれば良いと思う」

＜選択肢＞

（ア）Aさん　（イ）Bさん　（ウ）Cさん

 

（正解）（ア）

（解説）

これは、下請事業者への発注に関する問題です。発注は、原則として書面の交付が必要です。

緊急時などやむを得ない場合は、口頭でも発注できますが、直ちに書面の交付が必要です。また、

電子メールなど電磁的方法による発注も可能ですが、事前に下請事業者から承諾を得る必要が

あります。

（ア）→問題文の通りです。（○）

2
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この図のタイトルを「自主申告の判断により変わった独禁法リスク！」としたのは、学習者に独占禁止

法違反のリスクを認識させ、リニエンシー制度に興味が湧く内容を意識して作成しているためです。

2. 根拠となる法令の解説、学ぶポイント、参考情報

このようにトラブル事例を紹介した後、独占禁止法の基本や公正取引委員会の役割、特に、談

合のリスクとリニエンシー制度について解説します。その後、この事例から学ぶ 3 つのポイントをま

とめます。3つのポイントには、自社の独占禁止法違反に対する考え方を盛り込むと良いと思います。

最後の参考情報では、社内の相談窓口などを紹介するとよいでしょう。職場で談合の疑義や上司

に相談しにくいことがあった場合などに備えた、社内のホットラインや相談窓口があることを紹介す

ることより、コンプライアンス違反の予防にもつながります。

3. 階層別の研修プログラム

研修プログラムを行う場合は、対象者と学習目標を明確にする必要があり、たとえば①全社員に

対して問題発見力の育成を目標にするのか、②幹部社員の問題解決力の育成を目標にするのか

で目的が違います。

たとえば、同じ事例を用いて「幹部社員の問題解決力を育成するプログラム」を考える場合、下

記のような方法があります。

①各自でこの事例から何を学んだかを考えます。

自主申告の判断により変わった独禁法リスク！事例

公正取引委員会

S建設 O組

現状

談合認める

自主申告① 自主申告②

会合38回！

談合認める

T建設 K建設

談合認めず 談合認めず

談合

課徴金：減免あり

法人　：刑事告発

個人　：不起訴

課徴金：減免なし

法人　：刑事告発

個人　：起訴・逮捕

S建設・O組

T建設・K建設

（イ）→事前に下請事業者の承諾が必要です。（×）

（ウ）→口頭での発注後、直ちに書面の交付が必要です。（×）

従って、正解は（ア）です。

パターン 3：選択肢から正しいものを選ぶ問題（2）

パターン 2 と同じ設定ですが、選択肢を 4 つにすることにより、難易度が上がります。つまり、選

択肢の数で難易度を調整することができるというわけです。たとえば、学習前にパターン 2 で回答

してもらい、学習後にパターン4 で理解度を確認するのもいいでしょう。

＜サンプル問題 3＞

あなたは、システム開発の担当者です。開発中のシステムに組み込むソフトウェアの一部を

下請法の適用を受ける取引先に発注することになりました。この事例について、あなたの

同僚が以下の会話をしています。次のうち、最も適切な発言を選択してください。

 

Aさん「最近は電子メールで発注することも多く、下請先に聞かなくても、電子メールで代

用しても問題ないと思う」

B さん「緊急の場合であれば、下請先の承諾を得ておけば、口頭で発注し、発注代金

の支払期日までに注文書を交付すれば良いと思う」

 ＜選択肢＞

（ア）Aさんが適切　（イ）Bさんが適切　（ウ）両方とも適切　（エ）いずれも不適切

 

（正解）（エ）

（解説）

これは、下請事業者への発注に関する問題です。発注は、原則として書面の交付が必要です。

緊急時などやむを得ない場合は、口頭でも発注できますが、直ちに書面の交付が必要です。また、

電子メールなど電磁的方法による発注も可能ですが、事前に下請事業者から承諾を得る必要が

あります。

Aさん：事前に下請事業者の承諾が必要です。（×）

Bさん：口頭での発注後、直ちに書面の交付が必要です。（×）

従って、正解は（エ）です。

このように作成した問題は、集合研修の演習問題のほか、ネットテストや eラーニングの問題として

活用するとよいでしょう。

②議論しやすい 5 名程度のグループを作ります。グループ内で、各自が考えた内容を共有し、な

ぜそう考えたかについて、意見交換します。

③自分の職場で同じ問題が発生するリスクがあるか、そして、リスクを予防するにはどうすればい

いのかを議論します。

④講師が各グループの議論から論点を整理し、この事例から学ぶポイントを解説します。また会社

のコンプライアンスに対する考え方や制度を説明します。

他社のトラブル事例であっても、自社で同じコンプライアンス問題が発生するリスクがあるのか、そ

のリスクに対して、何をすべきなのかを議論することにより、問題解決力の育成につながります。

　 自社事例を使った事例問題のサンプル

コンプライアンス教育に用いる事例の素材選びには、4 つのポイント、①誰が、②いつ、③どのような

場面で、④どのような問題が発生したか、を明確にします。そのうえで論点を整理し、教訓を抽出

していきます。

ここでは、抽出した自社の素材を基に、コンプライアンス教育に活用できる事例問題の作り方を紹

介します。

パターン 1：設問の正誤を問う問題

作り方のポイントは、次の 2 点です。

① 設問の中で、回答者の立場を指定

② 具体的なビジネスシーンで判断に迷うような場面を設定

このパターンは、法令の基礎知識の理解度を問うといったケースに使えます。以下に挙げたのは、

下請取引の対象を理解しているかどうかを尋ねるサンプル質問です。

＜サンプル問題１＞

あなたは、マーケティング部門で、商品の販促物を作成する担当者です。下請事業者へ

の製品の設計図やデザインの発注は下請法の適用を受ける取引だと考えているが、販促

用の商品カタログやポスターは対象外だと考えている。

＜選択肢＞

（ア）正しい理解である

（イ）誤った理解である

 

（正解）（イ）

（解説）

これは、下請取引の対象に関する問題です。下請取引の対象となる「情報成果物」には、カタ

ログやチラシの原稿、ポスターの原画の作成等が含まれます。また、カタログ、ポスター、チラシ

の印刷等を依頼することは、下請取引の対象となる「物品の製造」になります。従って、正解は、（イ）

です。

パターン 2：選択肢から正しいものを選ぶ問題（1）

次は、複数の選択肢を設けて回答する問題です。

場面の設定方法はパターン1と同じですが、選択肢を3 つにすることで、難易度を上げています。

また選択肢を同僚が会話する設定にすることにより、学習者の親和性を持たせる設計しています。

以下に、下請取引の対象を理解しているかを問う問題のサンプルを挙げました。

＜サンプル問題２＞

あなたは、システム開発の担当者です。開発中のシステムに組み込むソフトウェアの一部を

下請法の適用を受ける取引先に発注することになりました。この事例について、あなたの

同僚が以下の会話をしています。次のうち、最も適切な発言を選択してください。

 

Aさん「ソフトウェアは、発注時に最終仕様が決まっていないことが多いが、それでも、発

注時に注文書を必ず交付しなければならないはずだ」

B さん「最近は電子メールで発注することも多く、下請先に聞かなくても、電子メールで代

用しても問題ないと思う」

C さん「緊急の場合であれば、下請先の承諾を得ておけば、口頭で発注し、発注代金

の支払期日までに注文書を交付すれば良いと思う」

＜選択肢＞

（ア）Aさん　（イ）Bさん　（ウ）Cさん

 

（正解）（ア）

（解説）

これは、下請事業者への発注に関する問題です。発注は、原則として書面の交付が必要です。

緊急時などやむを得ない場合は、口頭でも発注できますが、直ちに書面の交付が必要です。また、

電子メールなど電磁的方法による発注も可能ですが、事前に下請事業者から承諾を得る必要が

あります。

（ア）→問題文の通りです。（○）
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この図のタイトルを「自主申告の判断により変わった独禁法リスク！」としたのは、学習者に独占禁止

法違反のリスクを認識させ、リニエンシー制度に興味が湧く内容を意識して作成しているためです。

2. 根拠となる法令の解説、学ぶポイント、参考情報

このようにトラブル事例を紹介した後、独占禁止法の基本や公正取引委員会の役割、特に、談

合のリスクとリニエンシー制度について解説します。その後、この事例から学ぶ 3 つのポイントをま

とめます。3つのポイントには、自社の独占禁止法違反に対する考え方を盛り込むと良いと思います。

最後の参考情報では、社内の相談窓口などを紹介するとよいでしょう。職場で談合の疑義や上司

に相談しにくいことがあった場合などに備えた、社内のホットラインや相談窓口があることを紹介す

ることより、コンプライアンス違反の予防にもつながります。

3. 階層別の研修プログラム

研修プログラムを行う場合は、対象者と学習目標を明確にする必要があり、たとえば①全社員に

対して問題発見力の育成を目標にするのか、②幹部社員の問題解決力の育成を目標にするのか

で目的が違います。

たとえば、同じ事例を用いて「幹部社員の問題解決力を育成するプログラム」を考える場合、下

記のような方法があります。

①各自でこの事例から何を学んだかを考えます。

（イ）→事前に下請事業者の承諾が必要です。（×）

（ウ）→口頭での発注後、直ちに書面の交付が必要です。（×）

従って、正解は（ア）です。

パターン 3：選択肢から正しいものを選ぶ問題（2）

パターン 2 と同じ設定ですが、選択肢を 4 つにすることにより、難易度が上がります。つまり、選

択肢の数で難易度を調整することができるというわけです。たとえば、学習前にパターン 2 で回答

してもらい、学習後にパターン4 で理解度を確認するのもいいでしょう。

＜サンプル問題 3＞

あなたは、システム開発の担当者です。開発中のシステムに組み込むソフトウェアの一部を

下請法の適用を受ける取引先に発注することになりました。この事例について、あなたの

同僚が以下の会話をしています。次のうち、最も適切な発言を選択してください。

 

Aさん「最近は電子メールで発注することも多く、下請先に聞かなくても、電子メールで代

用しても問題ないと思う」

B さん「緊急の場合であれば、下請先の承諾を得ておけば、口頭で発注し、発注代金

の支払期日までに注文書を交付すれば良いと思う」

 ＜選択肢＞

（ア）Aさんが適切　（イ）Bさんが適切　（ウ）両方とも適切　（エ）いずれも不適切

 

（正解）（エ）

（解説）

これは、下請事業者への発注に関する問題です。発注は、原則として書面の交付が必要です。

緊急時などやむを得ない場合は、口頭でも発注できますが、直ちに書面の交付が必要です。また、

電子メールなど電磁的方法による発注も可能ですが、事前に下請事業者から承諾を得る必要が

あります。

Aさん：事前に下請事業者の承諾が必要です。（×）

Bさん：口頭での発注後、直ちに書面の交付が必要です。（×）

従って、正解は（エ）です。

このように作成した問題は、集合研修の演習問題のほか、ネットテストや eラーニングの問題として

活用するとよいでしょう。

②議論しやすい 5 名程度のグループを作ります。グループ内で、各自が考えた内容を共有し、な

ぜそう考えたかについて、意見交換します。

③自分の職場で同じ問題が発生するリスクがあるか、そして、リスクを予防するにはどうすればい

いのかを議論します。

④講師が各グループの議論から論点を整理し、この事例から学ぶポイントを解説します。また会社

のコンプライアンスに対する考え方や制度を説明します。

他社のトラブル事例であっても、自社で同じコンプライアンス問題が発生するリスクがあるのか、そ

のリスクに対して、何をすべきなのかを議論することにより、問題解決力の育成につながります。

　 自社事例を使った事例問題のサンプル

コンプライアンス教育に用いる事例の素材選びには、4 つのポイント、①誰が、②いつ、③どのような

場面で、④どのような問題が発生したか、を明確にします。そのうえで論点を整理し、教訓を抽出

していきます。

ここでは、抽出した自社の素材を基に、コンプライアンス教育に活用できる事例問題の作り方を紹

介します。

パターン 1：設問の正誤を問う問題

作り方のポイントは、次の 2 点です。

① 設問の中で、回答者の立場を指定

② 具体的なビジネスシーンで判断に迷うような場面を設定

このパターンは、法令の基礎知識の理解度を問うといったケースに使えます。以下に挙げたのは、

下請取引の対象を理解しているかどうかを尋ねるサンプル質問です。

＜サンプル問題１＞

あなたは、マーケティング部門で、商品の販促物を作成する担当者です。下請事業者へ

の製品の設計図やデザインの発注は下請法の適用を受ける取引だと考えているが、販促

用の商品カタログやポスターは対象外だと考えている。

＜選択肢＞

（ア）正しい理解である

（イ）誤った理解である

 

（正解）（イ）

（解説）

これは、下請取引の対象に関する問題です。下請取引の対象となる「情報成果物」には、カタ

ログやチラシの原稿、ポスターの原画の作成等が含まれます。また、カタログ、ポスター、チラシ

の印刷等を依頼することは、下請取引の対象となる「物品の製造」になります。従って、正解は、（イ）

です。

パターン 2：選択肢から正しいものを選ぶ問題（1）

次は、複数の選択肢を設けて回答する問題です。

場面の設定方法はパターン1と同じですが、選択肢を3 つにすることで、難易度を上げています。

また選択肢を同僚が会話する設定にすることにより、学習者の親和性を持たせる設計しています。

以下に、下請取引の対象を理解しているかを問う問題のサンプルを挙げました。

＜サンプル問題２＞

あなたは、システム開発の担当者です。開発中のシステムに組み込むソフトウェアの一部を

下請法の適用を受ける取引先に発注することになりました。この事例について、あなたの

同僚が以下の会話をしています。次のうち、最も適切な発言を選択してください。

 

Aさん「ソフトウェアは、発注時に最終仕様が決まっていないことが多いが、それでも、発

注時に注文書を必ず交付しなければならないはずだ」

B さん「最近は電子メールで発注することも多く、下請先に聞かなくても、電子メールで代

用しても問題ないと思う」

C さん「緊急の場合であれば、下請先の承諾を得ておけば、口頭で発注し、発注代金

の支払期日までに注文書を交付すれば良いと思う」

＜選択肢＞

（ア）Aさん　（イ）Bさん　（ウ）Cさん

 

（正解）（ア）

（解説）

これは、下請事業者への発注に関する問題です。発注は、原則として書面の交付が必要です。

緊急時などやむを得ない場合は、口頭でも発注できますが、直ちに書面の交付が必要です。また、

電子メールなど電磁的方法による発注も可能ですが、事前に下請事業者から承諾を得る必要が

あります。

（ア）→問題文の通りです。（○）
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この図のタイトルを「自主申告の判断により変わった独禁法リスク！」としたのは、学習者に独占禁止

法違反のリスクを認識させ、リニエンシー制度に興味が湧く内容を意識して作成しているためです。

2. 根拠となる法令の解説、学ぶポイント、参考情報

このようにトラブル事例を紹介した後、独占禁止法の基本や公正取引委員会の役割、特に、談

合のリスクとリニエンシー制度について解説します。その後、この事例から学ぶ 3 つのポイントをま

とめます。3つのポイントには、自社の独占禁止法違反に対する考え方を盛り込むと良いと思います。

最後の参考情報では、社内の相談窓口などを紹介するとよいでしょう。職場で談合の疑義や上司

に相談しにくいことがあった場合などに備えた、社内のホットラインや相談窓口があることを紹介す

ることより、コンプライアンス違反の予防にもつながります。

3. 階層別の研修プログラム

研修プログラムを行う場合は、対象者と学習目標を明確にする必要があり、たとえば①全社員に

対して問題発見力の育成を目標にするのか、②幹部社員の問題解決力の育成を目標にするのか

で目的が違います。

たとえば、同じ事例を用いて「幹部社員の問題解決力を育成するプログラム」を考える場合、下

記のような方法があります。

①各自でこの事例から何を学んだかを考えます。

（イ）→事前に下請事業者の承諾が必要です。（×）

（ウ）→口頭での発注後、直ちに書面の交付が必要です。（×）

従って、正解は（ア）です。

パターン 3：選択肢から正しいものを選ぶ問題（2）

パターン 2 と同じ設定ですが、選択肢を 4 つにすることにより、難易度が上がります。つまり、選

択肢の数で難易度を調整することができるというわけです。たとえば、学習前にパターン 2 で回答

してもらい、学習後にパターン4 で理解度を確認するのもいいでしょう。

＜サンプル問題 3＞

あなたは、システム開発の担当者です。開発中のシステムに組み込むソフトウェアの一部を

下請法の適用を受ける取引先に発注することになりました。この事例について、あなたの

同僚が以下の会話をしています。次のうち、最も適切な発言を選択してください。

 

Aさん「最近は電子メールで発注することも多く、下請先に聞かなくても、電子メールで代

用しても問題ないと思う」

B さん「緊急の場合であれば、下請先の承諾を得ておけば、口頭で発注し、発注代金

の支払期日までに注文書を交付すれば良いと思う」

 ＜選択肢＞

（ア）Aさんが適切　（イ）Bさんが適切　（ウ）両方とも適切　（エ）いずれも不適切

 

（正解）（エ）

（解説）

これは、下請事業者への発注に関する問題です。発注は、原則として書面の交付が必要です。

緊急時などやむを得ない場合は、口頭でも発注できますが、直ちに書面の交付が必要です。また、

電子メールなど電磁的方法による発注も可能ですが、事前に下請事業者から承諾を得る必要が

あります。

Aさん：事前に下請事業者の承諾が必要です。（×）

Bさん：口頭での発注後、直ちに書面の交付が必要です。（×）

従って、正解は（エ）です。

このように作成した問題は、集合研修の演習問題のほか、ネットテストや eラーニングの問題として

活用するとよいでしょう。

②議論しやすい 5 名程度のグループを作ります。グループ内で、各自が考えた内容を共有し、な

ぜそう考えたかについて、意見交換します。

③自分の職場で同じ問題が発生するリスクがあるか、そして、リスクを予防するにはどうすればい

いのかを議論します。

④講師が各グループの議論から論点を整理し、この事例から学ぶポイントを解説します。また会社

のコンプライアンスに対する考え方や制度を説明します。

他社のトラブル事例であっても、自社で同じコンプライアンス問題が発生するリスクがあるのか、そ

のリスクに対して、何をすべきなのかを議論することにより、問題解決力の育成につながります。

　 自社事例を使った事例問題のサンプル

コンプライアンス教育に用いる事例の素材選びには、4 つのポイント、①誰が、②いつ、③どのような

場面で、④どのような問題が発生したか、を明確にします。そのうえで論点を整理し、教訓を抽出

していきます。

ここでは、抽出した自社の素材を基に、コンプライアンス教育に活用できる事例問題の作り方を紹

介します。

パターン 1：設問の正誤を問う問題

作り方のポイントは、次の 2 点です。

① 設問の中で、回答者の立場を指定

② 具体的なビジネスシーンで判断に迷うような場面を設定

このパターンは、法令の基礎知識の理解度を問うといったケースに使えます。以下に挙げたのは、

下請取引の対象を理解しているかどうかを尋ねるサンプル質問です。

＜サンプル問題１＞

あなたは、マーケティング部門で、商品の販促物を作成する担当者です。下請事業者へ

の製品の設計図やデザインの発注は下請法の適用を受ける取引だと考えているが、販促

用の商品カタログやポスターは対象外だと考えている。

＜選択肢＞

（ア）正しい理解である

（イ）誤った理解である

 

（正解）（イ）

（解説）

これは、下請取引の対象に関する問題です。下請取引の対象となる「情報成果物」には、カタ

ログやチラシの原稿、ポスターの原画の作成等が含まれます。また、カタログ、ポスター、チラシ

の印刷等を依頼することは、下請取引の対象となる「物品の製造」になります。従って、正解は、（イ）

です。

パターン 2：選択肢から正しいものを選ぶ問題（1）

次は、複数の選択肢を設けて回答する問題です。

場面の設定方法はパターン1と同じですが、選択肢を3 つにすることで、難易度を上げています。

また選択肢を同僚が会話する設定にすることにより、学習者の親和性を持たせる設計しています。

以下に、下請取引の対象を理解しているかを問う問題のサンプルを挙げました。

＜サンプル問題２＞

あなたは、システム開発の担当者です。開発中のシステムに組み込むソフトウェアの一部を

下請法の適用を受ける取引先に発注することになりました。この事例について、あなたの

同僚が以下の会話をしています。次のうち、最も適切な発言を選択してください。

 

Aさん「ソフトウェアは、発注時に最終仕様が決まっていないことが多いが、それでも、発

注時に注文書を必ず交付しなければならないはずだ」

B さん「最近は電子メールで発注することも多く、下請先に聞かなくても、電子メールで代

用しても問題ないと思う」

C さん「緊急の場合であれば、下請先の承諾を得ておけば、口頭で発注し、発注代金

の支払期日までに注文書を交付すれば良いと思う」

＜選択肢＞

（ア）Aさん　（イ）Bさん　（ウ）Cさん

 

（正解）（ア）

（解説）

これは、下請事業者への発注に関する問題です。発注は、原則として書面の交付が必要です。

緊急時などやむを得ない場合は、口頭でも発注できますが、直ちに書面の交付が必要です。また、

電子メールなど電磁的方法による発注も可能ですが、事前に下請事業者から承諾を得る必要が

あります。

（ア）→問題文の通りです。（○）
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この図のタイトルを「自主申告の判断により変わった独禁法リスク！」としたのは、学習者に独占禁止

法違反のリスクを認識させ、リニエンシー制度に興味が湧く内容を意識して作成しているためです。

2. 根拠となる法令の解説、学ぶポイント、参考情報

このようにトラブル事例を紹介した後、独占禁止法の基本や公正取引委員会の役割、特に、談

合のリスクとリニエンシー制度について解説します。その後、この事例から学ぶ 3 つのポイントをま

とめます。3つのポイントには、自社の独占禁止法違反に対する考え方を盛り込むと良いと思います。

最後の参考情報では、社内の相談窓口などを紹介するとよいでしょう。職場で談合の疑義や上司

に相談しにくいことがあった場合などに備えた、社内のホットラインや相談窓口があることを紹介す

ることより、コンプライアンス違反の予防にもつながります。

3. 階層別の研修プログラム

研修プログラムを行う場合は、対象者と学習目標を明確にする必要があり、たとえば①全社員に

対して問題発見力の育成を目標にするのか、②幹部社員の問題解決力の育成を目標にするのか

で目的が違います。

たとえば、同じ事例を用いて「幹部社員の問題解決力を育成するプログラム」を考える場合、下

記のような方法があります。

①各自でこの事例から何を学んだかを考えます。

（イ）→事前に下請事業者の承諾が必要です。（×）

（ウ）→口頭での発注後、直ちに書面の交付が必要です。（×）

従って、正解は（ア）です。

パターン 3：選択肢から正しいものを選ぶ問題（2）

パターン 2 と同じ設定ですが、選択肢を 4 つにすることにより、難易度が上がります。つまり、選

択肢の数で難易度を調整することができるというわけです。たとえば、学習前にパターン 2 で回答

してもらい、学習後にパターン4 で理解度を確認するのもいいでしょう。

＜サンプル問題 3＞

あなたは、システム開発の担当者です。開発中のシステムに組み込むソフトウェアの一部を

下請法の適用を受ける取引先に発注することになりました。この事例について、あなたの

同僚が以下の会話をしています。次のうち、最も適切な発言を選択してください。

 

Aさん「最近は電子メールで発注することも多く、下請先に聞かなくても、電子メールで代

用しても問題ないと思う」

B さん「緊急の場合であれば、下請先の承諾を得ておけば、口頭で発注し、発注代金

の支払期日までに注文書を交付すれば良いと思う」

 ＜選択肢＞

（ア）Aさんが適切　（イ）Bさんが適切　（ウ）両方とも適切　（エ）いずれも不適切

 

（正解）（エ）

（解説）

これは、下請事業者への発注に関する問題です。発注は、原則として書面の交付が必要です。

緊急時などやむを得ない場合は、口頭でも発注できますが、直ちに書面の交付が必要です。また、

電子メールなど電磁的方法による発注も可能ですが、事前に下請事業者から承諾を得る必要が

あります。

Aさん：事前に下請事業者の承諾が必要です。（×）

Bさん：口頭での発注後、直ちに書面の交付が必要です。（×）

従って、正解は（エ）です。

このように作成した問題は、集合研修の演習問題のほか、ネットテストや eラーニングの問題として

活用するとよいでしょう。

②議論しやすい 5 名程度のグループを作ります。グループ内で、各自が考えた内容を共有し、な

ぜそう考えたかについて、意見交換します。

③自分の職場で同じ問題が発生するリスクがあるか、そして、リスクを予防するにはどうすればい

いのかを議論します。

④講師が各グループの議論から論点を整理し、この事例から学ぶポイントを解説します。また会社

のコンプライアンスに対する考え方や制度を説明します。

他社のトラブル事例であっても、自社で同じコンプライアンス問題が発生するリスクがあるのか、そ

のリスクに対して、何をすべきなのかを議論することにより、問題解決力の育成につながります。

　 自社事例を使った事例問題のサンプル

コンプライアンス教育に用いる事例の素材選びには、4 つのポイント、①誰が、②いつ、③どのような

場面で、④どのような問題が発生したか、を明確にします。そのうえで論点を整理し、教訓を抽出

していきます。

ここでは、抽出した自社の素材を基に、コンプライアンス教育に活用できる事例問題の作り方を紹

介します。

パターン 1：設問の正誤を問う問題

作り方のポイントは、次の 2 点です。

① 設問の中で、回答者の立場を指定

② 具体的なビジネスシーンで判断に迷うような場面を設定

このパターンは、法令の基礎知識の理解度を問うといったケースに使えます。以下に挙げたのは、

下請取引の対象を理解しているかどうかを尋ねるサンプル質問です。

＜サンプル問題１＞

あなたは、マーケティング部門で、商品の販促物を作成する担当者です。下請事業者へ

の製品の設計図やデザインの発注は下請法の適用を受ける取引だと考えているが、販促

用の商品カタログやポスターは対象外だと考えている。

＜選択肢＞

（ア）正しい理解である

（イ）誤った理解である

 

（正解）（イ）

（解説）

これは、下請取引の対象に関する問題です。下請取引の対象となる「情報成果物」には、カタ

ログやチラシの原稿、ポスターの原画の作成等が含まれます。また、カタログ、ポスター、チラシ

の印刷等を依頼することは、下請取引の対象となる「物品の製造」になります。従って、正解は、（イ）

です。

パターン 2：選択肢から正しいものを選ぶ問題（1）

次は、複数の選択肢を設けて回答する問題です。

場面の設定方法はパターン1と同じですが、選択肢を3 つにすることで、難易度を上げています。

また選択肢を同僚が会話する設定にすることにより、学習者の親和性を持たせる設計しています。

以下に、下請取引の対象を理解しているかを問う問題のサンプルを挙げました。

＜サンプル問題２＞

あなたは、システム開発の担当者です。開発中のシステムに組み込むソフトウェアの一部を

下請法の適用を受ける取引先に発注することになりました。この事例について、あなたの

同僚が以下の会話をしています。次のうち、最も適切な発言を選択してください。

 

Aさん「ソフトウェアは、発注時に最終仕様が決まっていないことが多いが、それでも、発

注時に注文書を必ず交付しなければならないはずだ」

B さん「最近は電子メールで発注することも多く、下請先に聞かなくても、電子メールで代

用しても問題ないと思う」

C さん「緊急の場合であれば、下請先の承諾を得ておけば、口頭で発注し、発注代金

の支払期日までに注文書を交付すれば良いと思う」

＜選択肢＞

（ア）Aさん　（イ）Bさん　（ウ）Cさん

 

（正解）（ア）

（解説）

これは、下請事業者への発注に関する問題です。発注は、原則として書面の交付が必要です。

緊急時などやむを得ない場合は、口頭でも発注できますが、直ちに書面の交付が必要です。また、

電子メールなど電磁的方法による発注も可能ですが、事前に下請事業者から承諾を得る必要が

あります。

（ア）→問題文の通りです。（○）
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