
平成２３年３月３１日

「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」の公

表について

経済産業省は、平成２１年の通常国会において営業秘密の侵害に対する刑事

罰の対象範囲を拡大する等を内容とする不正競争防止法の改正法案が成立し

たことを受け、「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」

を改訂すべく、大学における営業秘密管理ガイドライン改訂検討委員会を省内

に設置し、議論を行って参りました。委員会での議論を踏まえ、このたび、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として取りまとめま

したので公表致します。

１．改訂の背景

平成２１年の通常国会において、営業秘密侵害罪の目的要件の変更、第三

者等による営業秘密の不正な取得に対する刑事罰の対象範囲の拡大、従事者等

による営業秘密の領得自体への刑事罰の導入などを内容とする不正競争防止法

の改正法案が成立致しました。

法改正に伴い、①処罰対象の明確化や②合理性のある秘密管理方法の提示

に関する記載などを含むよう営業秘密管理指針が改訂され（平成２２年４月９

日）、これらを受け、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

についても改訂すべく委員会において議論を行って参りました。

２．改訂の概要

改訂された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にお

いては、平成２１年度の法改正における刑事罰対象行為の明確化、大学等の実

態を踏まえた合理性のある秘密管理方法の提示に関する記載等を追加しまし

た。

本ガイドラインが、各大学における関係規程の整備や適切な営業秘密管理の

一助となり、結果として産学連携が一層推進されることを強く期待しておりま

す。
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本ガイドラインの構成

本ガイドラインの構成は以下のとおり。

第１章：大学における営業秘密管理の必要性及びガイドライン改訂の背景を説

明

第２章：不正競争防止法における営業秘密保護法制の概要を説明

第３章：大学における秘密管理の基本的考え方を関係者毎に説明

第４章：営業秘密を保護するための具体的な管理の在り方・方策等を、経済産

業省が策定した「営業秘密管理指針」や過去の判例に基づき紹介

参考資料：大学において生じるおそれのある営業秘密に関する問題を「事例」の

形で紹介
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第１章 はじめに

大学、高等専門学校、国立共同利用研究機関等の教育研究機関（以下「大学」

という。）には、活動の成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に

寄与することが求められているが、成果のうち特許化等を通じて技術移転が図

られるものについては、出願前等の期間は大学において秘密として管理するこ

とが必要と判断される場合もある。

一方で、産学連携等を通じて企業から秘密情報が大学に持ち込まれる場合

や、大学が授業の一環として行うインターンシップにおいて、学生が企業から

秘密情報を取得する場合等、大学が企業等の営業秘密を取り扱う可能性が従前

よりも増大しており、大学における情報の適切な秘密管理の要請が年々高まっ

ている。こうした情報が教職員等（大学に所属している（大学と雇用関係にあ

る）教職員、学生（社会人学生を含む）、派遣職員等が含まれる。なお、教職

員等に含まれる者の範囲は個々の事案によって異なるため、具体的な事案に基

づきそれぞれ判断することを要する。以下同じ。）により不正使用された場合

等には、教職員等が責任を問われるのみならず、大学の責任が問われたり大学

の社会的信頼も損なわれたりする可能性がある。そのため、大学において教職

員等に対して、秘密管理に関する適切な指導を行う必要性が高まっている。

このような秘密管理に関しては、基本的には、管理する情報が不正競争防止

法上の「営業秘密」に該当することが前提である。

「営業秘密」とは、不正競争防止法上「秘密として管理されている生産方

法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公

然と知られていないもの」と定義されている。具体的には、大学の研究者や学

生が独自に創作した発明等について、大学の活動上、有用な技術上の情報であ

るため大学の営業秘密に該当し得る場合や、企業と連携する際やインターンシ

ップ時に、大学の教職員等が知り得る相手企業の秘密情報が相手企業の営業秘

密に該当する場合があると考えられる。なお、大学では教育と研究とが一体的

に行われることも多く学生と情報共有を図りながら研究を進めることを要す

る場合があり、また研究者間の活発な情報交換が大きな意味を有すると考えら

れることから、大学における過度の秘密管理が創造活動を萎縮させることがな

いよう十分留意する必要がある。

今後、大学には、自らが行う教育と研究の向上のみならず、地域や社会から

のニーズへの対応・貢献がより強く求められると思われる。したがって、大学

のステークホルダーはより多種多様になっていくことが予想されるが、構築さ

れた関係をより強固にしていくためには、自らが生み出した成果を確保してい

くとともに、各関係者と取り交わす情報について管理を徹底し信頼を得ること

が重要である。そのためには、学内において、営業秘密管理指針を定め、明確

にその姿勢を示すことが重要である。
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学内での指針策定のメリットとしては、以下の２つが挙げられる。

１． 大学が創出した特許出願前の研究成果等の情報を適切に管理して、研

究者等の英知及び長年の努力の結晶、並びに大学による投資の成果の

意図せざる流出を防ぐ。

２． 産学連携等を通じて大学に持ち込まれる企業等の秘密情報の取り扱

いに関する全学及び（又は）各部門の管理規程等を適切に制定し、学

内にこれを周知徹底して遵守することによって、大学や教職員等を無

用な紛争から守り、かつ、産学連携等の学外との連携活動を促進する。

こうした大学における営業秘密管理の重要性の増大の中、経済産業省は、平

成１６年４月に、大学が自ら主体的に営業秘密管理指針を作成する際に留意す

べき点を示すことを目的とし、「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」を策定した。本ガイドラインは、これから営業秘密管理指針を

作成する大学や、現行の指針をさらに高度化しようとする大学にとって参考と

なることを目的として策定されたものである。

その後、平成２１年の第１７１回通常国会において、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

とすることなどを内容とする不正競争防止法改正がなされた。この改正を検討

する過程において、営業秘密の適切な管理や事業者による理解の促進を図るよ

う周知徹底をするための措置を講じること、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おいて明確に示すことなど1の指摘があり、これら

を踏まえ経済産業省は「営業秘密管理指針」を再改訂した。

今般、改訂された「営業秘密管理指針」を踏まえ、大学・産業界の有識者か

ら成る「大学における営業秘密管理ガイドライン改訂検討委員会（委員長：齋

藤憲道・経営法友会評議員（同志社大学法学部教授））」を経済産業省内に設置

し、「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」を再改訂し

た。本改訂においては、

ⅰ平成２１年の不正競争防止法改正における処罰対象行為の明確化

ⅱ大学の実態を踏まえた合理性のある秘密管理方法の提示

等の方針に基づき、策定している。

また、再改訂した経済産業省の「営業秘密管理指針」においては、はじめて

営業秘密を管理する事業者のため、営業秘密管理チェックシートなどの独自の

参照ツールも提示している。大学においても参考になると考えられるため、併

せて参照頂きたい。

本ガイドラインが、各大学における関係規程の整備や適切な営業秘密の管理

の一助となり、結果として産学連携等が一層推進されることを強く期待してい

る。

1
平成２１年第１７１回通常国会における衆・参議院による審議及び附帯決議等
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第２章 不正競争防止法上の営業秘密の保護

大学においては、大学独自であるいは企業等の外部組織と共同で、日々研究

成果が創出されている。大学の使命の一つが成果の社会への提供にあることに

鑑みれば、それらは公表されていることが多いと考えられる。

しかしながら、成果のうちの一部には、技術移転に向けて特許取得を図る大

学の意向によって、出願前等の必要な期間は、大学において秘密として管理す

ることが求められるものもある。

一方で、大学においては、産学連携等を通じて教職員等が企業の営業秘密を

含む秘密情報を取得する場合や、授業の一環として学生が参加する企業のイン

ターンシップにおいて学生が企業の営業秘密を含む秘密情報を取得する場合に

おいては、相手企業の意向等によって、こうした情報を秘密として管理するこ

とが求められる可能性がある。この場合、企業からの管理の要請に背いて、教

職員等が当該情報を不正に使用した場合等には、教職員等が責任を問われるの

みならず、大学の責任が問われたり、社会的な責任という観点から大学の評判

に大きな影響を与える可能性がある。そのため、大学が教職員等に対し、適切

な情報管理を講じるよう指導を行うことが重要である。

このような中、平成１５年に不正競争防止法が改正され、一定の要件を満た

した秘密情報（営業秘密）の不正取得や使用・開示に関して、従来は民事的責

任（差止め・損害賠償）が問われるだけであったところ、一定の場合には刑事

的に処罰する規定が盛り込まれた。さらに、平成１７年の不正競争防止法の改

正により、営業秘密の国外使用・開示行為の処罰、一定の条件を満たす退職者

の処罰及び法人処罰、罰則規定の法定刑の上限の引上げなどがなされ、平成１

８年の不正競争防止法の改正により、更に法定刑の上限の引上げがなされた。そ

の後も、営業秘密侵害罪については、その対象範囲が過度に限定されており、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、平成２１年

に、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

とすることなどを内容とする不正競争防止法の改正がなされた。

そこで、本章では、不正競争防止法において、どのようなものが不正競争防

止法における保護対象となる「営業秘密」として定義され、営業秘密に係るど

のような行為が法的責任（民事上の責任、刑事処罰）の対象とされるかを概観

することとする。
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１. 大学における営業秘密

不正競争防止法において、営業秘密の定義は「秘密として管理されている生

産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であっ

て、公然と知られていないもの」（不正競争防止法第２条第６項）とされている。

この「営業秘密」は、（「営業」とはいうものの）企業等営利事業を営む者が

創出・保有する情報に限定されるものではなく、大学が独自に行う教育研究や

研究成果の普及といった一連の活動も「その他の事業活動」に該当すると考え

られるため、大学における当該活動を通じて創出された情報も不正競争防止法

の定める「営業秘密」の対象となり得る。

これらの情報は、その保有者が一定の条件の下で適切に管理することによ

り、不正競争防止法上の「営業秘密」として保護の対象とすることができる。な

お、「営業秘密」として法的保護を受けられるために求められる適切な管理水準

等については、「第４章 大学における営業秘密の具体的管理方法」で詳述する。

大学が創出・保有する情報には、例えば、（１）研究室で行っている研究情報・

成果のほか、（２）財務・経理、（３）人事、（４）教職員等の個人情報、（５）

経営戦略、（６）求人情報等、様々なものがある。

このような情報のうち、大学にとって事業活動に重要な情報を選別・判断

し、秘密として管理すべきと判断した情報（秘密情報）については、自らが大

切に保護し、場合によっては外部者に対して秘密管理を求めるなどして、第三

者等の不正取得・使用・開示から守ることが重要である。

また、上述の秘密情報のうち、万が一不測の事態が生じた場合に最終的に法

的措置をとることができるよう、大学において不正競争防止法を念頭においた

秘密管理を行うべきと判断した情報（営業秘密）については、次に述べる秘密

管理性の要件を満たすよう、適切に管理することが求められる。例えば、大学

の研究成果のうち産業界への技術移転に向けて特許取得を図る未公開の発明に

関しては、特許を受けるために新規性（人数の多少にかかわらず、発明者又は

出願人のために秘密にすべき関係のない人に公になっていないこと）が必要と

されている（特許法第２９条第１項）ため、出願前の当該発明に関する情報を

不用意に開示した場合等に、新規性が失われ、特許を受けられないおそれがあ

る。そのため、技術移転を通じて外部資金が獲得することができる大学の事業

活動に有用な発明に関する情報については、特許取得を想定している場合にお

いても、出願公開前は一定の条件の下で適切に管理することにより不正競争防

止法上の「営業秘密」とする必要がある。

また、産学連携やインターンシップ等を通じて教職員等が企業から取得した

企業の秘密情報に関しても同様で、企業から営業秘密としての管理を求められ

た場合には、秘密管理性の要件を満たすような管理を実施することが重要であ

る。
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２. 営業秘密として保護されるための３要件

「営業秘密」とは、①秘密として管理されていること、②有用な情報である

こと、③公然と知られていないこと、の３つの要件をすべて満たす技術上、営

業上の情報である。

秘密情報と呼ばれるもののすべてが、営業秘密として保護されるわけではな

い。不正競争防止法によって営業秘密として保護されるためには、

①秘密として管理されていること （秘密管理性）

②技術上又は営業上有用であること（有用性）

③公然と知られていないこと （非公知性）

の３つをすべて満たす必要がある。

例えば、技術上又は営業上有用でないものの例としてよく挙げられるものに

スキャンダル情報があるが、秘密に管理したからといってスキャンダル情報が

技術上又は営業上有用なものに変わるわけではない。また、すでに世の中の誰

もが入手できるような公然と知られている情報を、いくら厳格に秘密管理した

ところで、すでに公知である状態には変化は無く、不正競争防止法のもとで営

業秘密として保護されることはない。

以上から明らかなように、有用かつ非公知の情報を秘密として管理すること

が、営業秘密として保護を受けるための重要なポイントとなる。

（１） 秘密管理性

「秘密管理性」が認められるためには、その情報が客観的に秘密として管理

されていると認識できる状態にあることが必要である。

具体的には、①情報にアクセスできる者を特定すること、②情報にアクセス

した者が、それが秘密であると認識できること、の２つが要件となる。

「秘密管理性」が認められるためには、秘密情報について、大学が主観的に

秘密として管理しているだけでは不十分であり、客観的にみて秘密として管理

されていることが認識できる状態にあることが必要である。

これまでの営業秘密に関する裁判例でも、「秘密として管理されていない」、す

なわち秘密管理性に欠けるとして、営業秘密としての保護を否定した事例は少

なくない。それらの判例を分析すると、秘密管理性を認めるためには

ⅰ) 秘密情報へのアクセスを制限していること（アクセス制限）

ⅱ) 情報にアクセスした者が、それが秘密であることが認識できること

（客観的認識可能性）

の二つが満たされる必要があるとされている。具体的には、例えば、営業秘密
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を記録した書面にマル秘の判子を押し（客観的認識可能性）、金庫に施錠してし

まうなど、特定の者（＝必要な者）以外にはアクセスできないようにする（ア

クセス制限）ことなどが考えられる。もっとも、秘密管理性が肯定されるため

の絶対的な基準はなく、個別の秘密情報毎に、その性質や利用・アクセスの状

況等を踏まえて判断されることになる。

また、秘密保持契約を締結していることは、秘密管理が実践されていること

を証明する一つの要素とはなるが、それだけでは十分ではなく、契約で求めら

れたレベルの適切な秘密管理を自ら実行する（又は第三者に実行させる）等の

必要がある。なお、具体的な秘密管理方法については、「第４章 大学における

営業秘密の具体的管理方法」で述べる。

（２） 有用性

「有用性」が認められるためには、その情報が客観的にみて有用であること

が必要である。

例えば、企業の反社会的な行為等の公序良俗に反する内容の情報は、「有用性」

が認められない。

有用性についても、大学の主観によって決められるものではなく、客観的に

みて有用である必要がある。

技術上又は営業上有用な情報のみが営業秘密として保護される資格を有す

る。なお、有用性について判断する際には、現在有用であるということだけで

なく、将来有用になるというような事情も勘案されることになる。また、直接

的には有用ではなくても、間接的に有用なもの（失敗事例等。同じ失敗を回避

し、実験を短縮化できるという点で有用。）も有用性が認められる。また、例え

ば、研究開発段階では有用でなかった情報であっても、商用化する段階では有

用になる場合もある。

（３） 非公知性

「非公知性」が認められるためには、保有者の管理下以外では一般に入手で

きないことが必要である。

「非公知性」が認められるためには、情報が刊行物に記載されていないな

ど、その情報の保有者の管理下以外では一般に入手できない状態にあることが

必要である。例えば、書物や、学会発表、更には Web 等から容易に引き出せる

ことが証明できるような情報は非公知とはいえない。このため、世の中の誰も

が入手可能な情報については、いかに有用であり、また、秘密として管理され

ていたとしても、営業秘密としては保護されない。

他方、人数の多少にかかわらず、情報を知っている者に守秘義務が課され、そ
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れが遵守されていれば非公知といえる。さらに、同じ情報を保有している者が

複数存在する場合であっても、各自が秘密にしているなどの事情で当該情報が

業界で一般に知られていない場合には、非公知といえる。
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３. 営業秘密の民事的保護

不正競争防止法では、営業秘密の不正な取得・使用・開示行為を類型ごとに

列挙してそれを「不正競争」と定義し、民事訴訟において差止め、損害賠償、信

用回復措置を請求することを可能としている。

また、民事訴訟の場で証拠に含まれる営業秘密が公開されてしまうのを防ぐ

ために、秘密保持命令や、当事者尋問等の公開停止等の制度が特別に設けられ

ている。

不正競争防止法に定義される営業秘密は、様々な法的保護の対象になる。こ

のことを前提として、秘密管理の仕組みを検討することが望ましい。

営業秘密の適切な管理には、二つの目的がある。第１の目的は、大学が、営

業秘密を自己の資産の一部として、侵害発生時に被害者として法的保護を受け

るべくこれを管理することであり、第２の目的は、大学が自己の実施する事業

活動の過程において、他者から受領する営業秘密を適切に管理し、営業秘密の

不正使用・開示に対して自己又は教職員等が、加害者としてトラブルに巻き込

まれることを予防する2ことである。

（１） 営業秘密に係る「不正競争」の各類型

不正競争防止法では、第２条第１項第４号から第９号において、営業秘密に

係る行為を列挙して、これらを「不正競争」と定義している。

これらの「不正競争」は、最初に営業秘密を保有者から不正に取得した場合

（第４号～第６号）と、最初に営業秘密を保有者から正当に取得した場合（第

７号～第９号）とに分類することができる。

第４号

保有者から、営業秘密を窃取等の不正の手段により取得する行為（以下

「不正取得行為」という。）又は不正取得行為後に自ら使用し、若しくは第

三者に開示する行為。

第５号

不正取得行為の介在について悪意（＝事情を知っている）若しくは重過

失の転得者の取得行為又はその後に自ら使用し、若しくは第三者に開示す

る行為。

第６号

不正取得行為の介在について善意（＝事情を知らない）かつ無重過失で

2
平成１７年の不正競争防止法改正により、民事上の責任に加えて刑事上の責任も個人の属する組織に及

ぶ可能性がある。
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営業秘密を取得したが、その後悪意（＝事情を知っている）又は重過失に

転じ、その営業秘密を自ら使用し、又は第三者に開示する行為。

第７号

営業秘密の保有者が従業者、下請企業、ライセンシー等に対して営業秘

密を示した場合に、その従業者等が、「不正の利益を得る目的又は営業秘密

の保有者に損害を加える目的」で、その営業秘密を自ら使用し、又は第三

者に開示する行為。

※ このうち、「不正の利益を得る目的」とは、競争関係にある事業を行う

目的のみならず、広く公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を図

る目的のことをいう。

また、「保有者に損害を加える目的」とは、営業秘密の保有者に対し、財

産上の損害、信用の失墜その他の有形無形の不当な損害を加える目的の

ことをいい、現実に損害が生じることは要しない。

第８号

営業秘密を取得する際に、不正開示行為（第７号に規定する開示行為又

は守秘義務違反による開示行為）によるものであること、若しくはそのよ

うな不正開示行為が介在したことについて、悪意（＝事情を知っている）

若しくは重過失で、営業秘密を取得する行為、又はその取得した営業秘密

を自ら使用し、若しくは第三者に開示する行為。

第９号

不正取得行為の介在について善意（＝事情を知らない）かつ無重過失で

営業秘密を取得したが、営業秘密を取得した後に、その取得が不正開示行

為によるものであったこと、若しくは不正開示行為が介在したことについ

て悪意（＝事情を知っている）又は重過失に転じ、その営業秘密を自ら使

用し、又は第三者に開示する行為。
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（２） 不正競争に対する措置

（ア） 差止請求権（第３条・第１５条）

「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれ」が生じたことを要件

に、侵害の停止又は予防（第３条第１項）に加えて、侵害の行為を組成した

物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必

要な行為（第３条第２項）を請求することができる。

なお、営業秘密に係る不正使用行為に対する差止請求権は、当該行為が継

続する場合においては、営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれが

ある保有者が当該行為の事実及びその行為者を知った時から３年の消滅時効

と、当該行為の開始時から１０年の除斥期間が設けられている（第１５条）。

（イ） 損害賠償請求権（第４条～第９条）

「故意又は過失」により「営業上の利益を侵害」されたことを要件に、損

害賠償を請求することができる（第４条）。

損害賠償の請求を行う場合、損害額はその請求を行う被害者側が立証しな

ければならないのが原則であるが、営業秘密に係る不正競争の場合、損害が

経済活動を通じて発生するため、損害額を立証することが困難であることに

鑑み、被害者の立証の負担を軽減するため、以下の３つの損害額の推定方法

が定められている。

技術上の営業秘密が侵害された場合には、（被害者がその侵害行為がなけれ

ば販売することができた物の単位数量当たりの利益の額）×（侵害者が譲渡

した物の数量＝譲渡数量）を損害額として請求することができ、侵害者が利

益を上げていない場合や侵害者の利益額が小さい場合の逸失利益の立証が容

易となっている。ただし、損害額は、被侵害者の販売等する能力に応じた額

を限度とし、また、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被害者が販売

できないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控

除するものとされている（第５条第１項）。

また、侵害者が営業秘密侵害行為を通じて得た利益の額を立証すれば、そ

の利益の額が被害者の損害額と推定される（第５条第２項）。

さらに、使用許諾料に相当する額を損害額として請求することができる（第

５条第３項）。

（ウ） 信用回復措置請求権（第１４条）

「故意又は過失」により「営業上の信用」を害された場合は、謝罪広告等

の営業上の信用を回復するのに必要な措置を求めることができる。
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（３） 民事訴訟における営業秘密の保護

営業秘密侵害に対する差止めや損害賠償等の民事的請求に係る訴訟におい

て、当事者は、主張・立証のため準備書面等や証拠物・証拠書類を提出し、当

事者等、証人の尋問を行うほか、裁判所の求めに応じ、侵害行為の立証又は損

害の計算に必要な書類を提出する必要が生じる（第７条第１項）。

しかし、これらの準備書面、証拠等に営業秘密が含まれる場合には、提出し

た書類や証人尋問等を通じて訴訟の場で営業秘密が漏えいすることを恐れ、提

出が困難になる場合もある。このため、民事訴訟における営業秘密を保護する

ために次のような措置が導入されている。

（ア） 秘密保持命令（第１０条～第１２条）

裁判所は、訴訟の当事者等に対し、準備書面又は証拠に含まれる営業秘密

を当該訴訟の追行目的以外の目的で使用し、又は第三者に開示してはならな

い旨を命ずることができる（秘密保持命令）。

秘密保持命令に違反して営業秘密を使用し、又は開示した場合には、５年

以下の懲役又は５００万円以下の罰金（又はその両方）が科される。

また、秘密保持命令が発せられた訴訟に係る訴訟記録について、民事訴訟

法第９２条第１項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する

秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当

該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官

は、同項の申立てをした当事者に対し、その請求後直ちに、その請求があっ

た旨を通知しなければならず（第１２条第１項）、その請求があった日から二

週間は、その請求の手続を行った者に当該閲覧等をさせてはならないことと

されている（第１２条第１項）。

（イ） 書類の提出等に係るインカメラ審理（第７条第２項、第３項）

裁判所から侵害行為の立証又は損害の計算に必要な書類の提出を求められ

た場合、その書類の所持者は、正当な理由がある場合には提出を拒否するこ

とができるところ（第７条第１項ただし書）、この「正当な理由」に該当する

か否かについては、裁判所によるいわゆるインカメラ審理により判断するこ

ととなっている。

（ウ） 営業秘密が問題となる訴訟における公開停止（第１３条）

営業秘密侵害に係る訴訟においては、当事者の保有する営業秘密に該当す

る事項について当事者等が当事者本人又は証人等として尋問を受ける場合に

は、裁判官の全員一致により、当該事項の尋問の公開を停止することができ

る。
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４. 営業秘密の刑事的保護

不正競争防止法は、営業秘密の不正取得・領得・不正使用・不正開示行為の

うち、一定の行為について、１０年以下の懲役又は１，０００万円以下の罰金

（又はその両方）を科すこととしている（営業秘密侵害罪）。

日本国内で管理されている営業秘密については、日本国外で不正に使用・開

示した場合についても処罰の対象となる。

いずれの行為も、「不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を加える目的」

で行う行為が刑事罰の対象である。

なお、営業秘密侵害罪は、親告罪（被害者による告訴がなければ公訴を提起

することができない）とされている。

（１） 営業秘密侵害罪の類型

不正競争防止法第２１条第１項第１号から第７号において、営業秘密侵害罪

に該当する７つの類型を規定している。各号が対象とする行為は以下のとおり

であり、これらの行為を行うと刑事処罰の対象となる。

第１号

不正の利益を得る目的で、又は保有者に損害を加える目的で、詐欺等行

為（人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為）又は管理侵害行

為（財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の保有者の管理

を害する行為）により営業秘密を取得する行為

第２号

第１号に規定する取得行為をした後、これを不正の利益を得る目的

で、又は保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示する行為

第３号

営業秘密を保有者から示された者（アクセス権を有する教職員等や企業

等の外部連携組織等）が、不正の利益を得る目的で、又は保有者に損害を

加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背いて、有体物に記録さ

れるなどした営業秘密を領得（有体物の横領、データの不正な複製、デー

タを消去する義務に違反して消去したように仮装することなどを方法とし

た場合に限る。）する行為

第４号

営業秘密を保有者から示された者が、その営業秘密の管理に係る任務

に背いて第３号の方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的

で、又は保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に

背いて、使用し、又は開示する行為
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第５号

営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者（アクセス権を有す

る教職員等）が、不正の利益を得る目的で、又は保有者に損害を加える目

的で、その営業秘密の管理に係る任務に背いて、使用し、又は開示する行

為

第６号

営業秘密を保有者から示された役員又は従業者であった者（アクセス権

を有する教職員等であった者）が、不正の利益を得る目的で、又は保有者

に損害を加える目的で、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、又はその営業秘密の使用若しくは開

示について請託を受けて、その営業秘密を退職後に使用し、又は開示する

行為

第７号

不正の利益を得る目的で、又は保有者に損害を加える目的で、上記第２

号又は第４号から第６号の営業秘密侵害罪に当たる開示によって営業秘密

を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

なお、第５号及び第６号の「従業者」には、使用者と労働契約関係のある労

働者のみならず、労働者派遣法（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の就業条件の整備等に関する法律）に基づく派遣労働者が含まれる。
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（２） 営業秘密侵害罪に関する留意点

（ア） 主観的要件

上述の各侵害罪の要件として「不正の利益を得る目的」又は「保有者に損

害を加える目的」と規定されている。

「不正の利益を得る目的」は、公序良俗又は信義則に反する形で不当な利

益を得る目的のことをいい、自らの不正の利益を得る目的（自己図利目的）

のみならず、第三者に不正の利益を得させる目的（第三者図利目的）も含ま

れる。

「保有者に損害を加える目的」は、営業秘密の保有者に対し、財産上の損

害、信用の失墜その他の有形無形の不当な損害を加える目的をいい、現実に

損害が生じることは要しない。

なお、第７号については、取得の時点から、当該目的が存在することが要

件となっている点に注意が必要である。

（イ） 国外犯

詐欺等行為若しくは管理侵害行為が行われた時に、日本国内で管理されて

いた営業秘密、又は営業秘密の保有者から正当に示された時に日本国内で管

理されていた営業秘密については、営業秘密の不正使用又は不正開示が行わ

れた場所が日本国外である場合についても、日本国内で不正使用又は不正開

示が行われた場合と同様に処罰の対象となる（第２１条第４項）。

（ウ） 親告罪

営業秘密侵害罪は被害者等の告訴があって、はじめて罪に問われることと

なる（第２１条第３項）。これは、被害者が刑事裁判を望まないにもかかわら

ず公判手続が開始されることにより、営業秘密がその過程で更に開示される

ことを避けるためである。

（エ） 罰則

営業秘密侵害罪の罰則は、１０年以下の懲役又は１，０００万円以下の罰

金であり、懲役刑と罰金刑を併せて科すことができる。

また、従業者等が法人の業務に関して一定の類型の営業秘密侵害罪（第２

１条第１項第１号、第２号、第７号違反）を犯した場合には、その行為者を

罰するほか、当該行為者が所属する法人に３億円以下の罰金刑が科される（な

お、法人処罰については、後掲「（３）法人処罰について」を参照。）。



（３） 法人処罰につい

営業秘密にアクセスす

罪を犯した場合、その行

も罰金刑が科され得る。

法人が免責されるため

ために必要な注意を尽く

を尽くしたことが証明で

（ア） 両罰規定につ

不正競争防止法第２

の他の従業者が、当該

した場合には、行為者

億円以下の罰金刑が科

（イ） 法人処罰が適

営業秘密侵害罪につ

にアクセスする権限の

（第２１条第１項第１

3
個人事業主の場合にも両罰規定
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いて

する権限のない者が、法人の業務に関して

行為者自身が処罰されるだけでなく、その

めには、積極的、具体的に営業秘密侵害行

したことが要求される（過失推定。法人

できない場合には、法人処罰を受ける可能

ついて

２条の規定により、法人3の代表者、代理

該法人の業務に関して一定の類型の営業秘

者自身が処罰されるだけでなく、その法人

科され得る（法人重課）。

適用される行為について

ついて大学が処罰の対象となるのは、本来

のない教職員等が営業秘密侵害罪を犯し

号、第２号及び第７号に掲げる行為）。

定は適用される。ただし、罰金刑の上限は 500 万円であ

て営業秘密侵害

の法人に対して

行為を防止する

人が必要な注意

能性がある。）。

理人、使用人そ

秘密侵害罪を犯

人に対しても３

来その営業秘密

た場合である

ある。
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一方、それ以外の営業秘密侵害罪（同項第３号から第６号：アクセス権者

が営業秘密を不正に開示等する行為）の場合は、法人処罰の対象とはならな

い。

これらの法人処罰のうち特に注意が必要なのは、一次的取得者が所属する

法人が処罰されず、二次的取得者の所属する法人のみが処罰される場合であ

る。例えば、在職中に営業秘密の開示の申込みをし、又は使用若しくは開示

について請託を受けた後に退職した教職員等（一次的取得者ａ）による使用

又は開示（同項第４号又は第６号）の相手方（二次的取得者ｂ）となって営

業秘密を取得して、それを使用又は開示した場合（同項第７号）である（参

考事例２－２を参照）。

（ウ） 法人に対する過失の推定

法人処罰の規定については、過去の最高裁判例によれば、法人が行為者た

る従業者等の選任・監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽く

さなかった過失の存在を推定し、その「注意を尽したことの証明がなされな

い限り、事業主もまた刑責を免れ得ないとする法意」であることを判示して

いる（最判昭和４０年３月２６日刑集１９巻２号８３頁）。

このため、大学が法人処罰を免れるためには、教職員等に一般的、抽象的

な注意を与えたのでは足りず、積極的、具体的に違反防止のための指示を与

えるなど、違反行為を防止するために必要な注意を尽くしたことが要求され

ると考えられる。そこで、教職員等による営業秘密侵害行為を適切に防止で

きるよう選任・監督に関して注意を尽くしたと言えるような大学としての取

組が必要になる（この点に関する具体的な管理措置については、「第４章４．

A B

㊙

×
法人処罰

a

転職
㊙

㊙

a b

開示
使用・開示

持ち出し

（４号 or ６号） （７号）

在職中の約束
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（２）他者の営業秘密を侵害しないための組織的管理の意義」を参照。）。

これらの各号に関連する事例については、後述の「参考資料 大学において

想定される事例」で述べることとする。
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第３章 大学における営業秘密管理の考え方

１. 基本的考え方

一般の企業等において、営業秘密を管理する目的は、（１）自らの情報資産・

知的資産を守ること、（２）他者の営業秘密を侵害しないこと、の２点である。

（１）については、企業等が創出・保有する様々な情報の中から、秘密とす

べき情報が何であるかを明確に認識することが出発点となる。その上で、万が

一当該情報が漏えいした場合に備え、不正競争防止法上の営業秘密として保護

されるように管理することが重要である。また、侵害者に対する責任追及を裁

判手続において行う場合には、その侵害事実を立証するために適切な証拠が必

要となることから、証拠確保のための措置にも十分に配慮することが重要であ

る。

（２）については、企業等が他者との連携を通じて新たなイノベーションを

生み出すためには、連携先と相互に営業秘密に相当する情報を開示できること

が重要であり、その前提として、連携先から預かった営業秘密を適切に管理す

ることが基本となる。また、外部との様々な情報のやり取りや、人の往来を通

じて発生するコンタミネーション（情報の混入）にも十分注意する必要があ

る。そして、不正競争防止法により、法人の代表者や従業者等が他者の営業秘

密を「不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を加える目的」で、不正に

取得した場合等には、当該行為者に加え、法人も処罰される（両罰規定）可能

性があることから、企業等においては、万が一企業等がトラブルに巻き込まれ

た際、法的に十分に対抗できるよう、自社の従業員等による営業秘密侵害行為

を適切に防止できるよう選任監督に関して注意を尽くしたといえるような取組

が必要となる。

以上を大学に当てはめると4、まず、大学独自で創出した発明等に係る営業秘

密の管理については、大学の公益性や教育研究に与える効果等を踏まえつつ、営

業秘密として管理すべき対象を大学又は研究者が主体的に判断し、適切に管理

することが求められる。

一方、産学連携等を通じて大学又は教職員等が入手した企業等の営業秘密の

管理については、相手企業等との契約（そして信頼）に応えることができるよ

う5適切に管理すべきである。そのような取組が産学連携等の一層の進展に繋が

るものと考えられる。

4
大学の中には、不正競争防止法上の営業秘密に当たるか否かは別として、秘密として管理すべき様々な

情報が存在する。未発表の論文、著作物、出願前の特許に関する書類等や、入試その他の試験問題、あ

るいは学生の成績その他の個人情報等は、原則として秘密として管理されるべきものであろう。その意

味で、営業秘密の管理は、大学内における情報の適切な取扱いルールの一部である。
5
共同研究契約等によって大学が負う守秘義務に違反するとして、契約上の損害賠償責任を負うこととな

ったり、損害賠償等を求める企業等から訴訟を提起されることとなったりしないよう適切に管理する必

要がある。
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各大学が秘密管理指針を作成する際には、大学に存在する営業秘密につい

て、大学内部で創出されるものと大学外部から持ち込まれるものとを区別して

議論することが必須となる。

なお、営業秘密の管理は、管理の対象とすべき情報資産・人を明確にしつつ

適切に行うべきであって、事業規模、営業秘密の性質、取り扱う人の範囲、取

扱状況、保管場所等に照らして、どのような管理方法・管理体制であれば実効

的に管理することができるかということを重視すべきである。

すなわち、大学が、管理の対象となる情報資産やそれを取り扱う人につい

て、明確に認識すれば、実効的な管理体制を構築・実施することが可能になり、管

理のための過大なコスト負担を避けつつ、組織運営上のリスクを回避すること

が可能になる。他方で、大学が、管理の対象とするべき情報資産やそれを取り

扱う人を明確に認識することなく、だれがどの情報をどのように管理すべきか

についてあいまいかつ漠然とした営業秘密管理に取り組んだ場合や、いたずら

に厳重な管理を要求し、現場において実践することが困難な営業秘密管理に取

り組んだ場合には、実効的な管理を行うことはできず、結果的にその情報が不

正競争防止法上の「営業秘密」と認められないことにもなり得る。

営業秘密として管理すべきと判断したものについての具体的な管理方法につ

いては、「第４章 大学における営業秘密の具体的管理方法」に述べることとす

る。
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２. 社会における大学の役割を踏まえた大学と教職員との関係

大学は、「その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」
6ことなどを目的としており、大学における成果は、何らかの形で社会に対して

公表されることが多い。そのため、大学における営業秘密の管理の在り方を議

論する際は、大学の成果は基本的には公表することが前提であることを念頭に

置き、過度の秘密管理によって大学の機能を損なうことがないよう配慮するこ

とが必須である。

また、個々の大学においては、部署単位で異なる使命を担っている7こともあ

ると考えられることから、大学全体に一律の秘密管理を求めることは困難な場

合があると予測される。また、一律の秘密管理を求めた結果、部署によっては

過度な管理となり、財務上も無用のコストを生じる可能性がある。そのため、例

えば、秘密情報を扱う部署ごとに営業秘密として管理すべきものを特定し、当

該秘密情報にアクセスできる範囲を特定の建物や部屋等に限定するなどの管理

方法を定めることが効率的かつ現実的である。

つまり、大学全体としては、情報を、

①秘密管理する必要のないもの

②秘密管理する必要があるもの

③上記②のうち営業秘密として管理する必要があるもの

に分類して管理することを、部署レベルあるいは研究室レベル等の適当なグル

ープ内で習慣づけ、更に当該グループごとに秘密管理方法を定めるよう求める

ことが望ましい。

6
学校教育法第８３条、第１１５条

7
例えば、VBL や共同研究センター等は他の学内の組織とは異なる使命を持つ。

図：大学が保有する情報の分類

②秘密情報①秘密管理する必要のない情報

・ 公開済みの研究成果

・ 教育カリキュラム

・ 教員リスト 等

③営業秘密

・ 公開前の研

究成果 等

・ 学生の個人情報

・ 人事情報 等
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①～③の分類に係る判断方法については、部門により情報の種類や取扱い方

が異なるなどの理由で大学として全学統一の基準を設けることが困難な場合

は、教育研究を行う現場の教職員に任せることが効率的と考えられるが、その

場合においても、大学は営業秘密として管理すると判断された秘密情報及び管

理方法を教職員から聴取し、聴取した具体的な管理方法をすべての教職員8に周

知する、相談窓口を設ける、などの対応をすることが望ましい。

また、大学の研究成果を原則として機関帰属とする観点からは、機関帰属の

対象となる成果のうち営業秘密として管理すると判断された情報について

は、各大学で定めた知的財産管理ポリシー等に基づき、大学において改めて営

業秘密と位置付けた上で、大学から教職員 8 に対しその管理を徹底するように

求める場合も考えられる9。

他方、企業等の外部組織との連携により企業等から大学に持ち込まれる情報

の中に営業秘密に分類される情報が含まれる場合には、当該企業等において当

該情報を特定してもらうとともに、秘密保持契約又は共同研究契約中の秘密保

持条項（管理水準についての定めがある場合は、その内容）に従い当該情報を

適切に管理しなければならない。その際、（教職員ではなく）大学が企業等との

契約者になる場合は、必要に応じて、大学が教職員 8 に対して秘密管理する対

象の秘密情報や管理方法について周知徹底する必要がある。

以上のことを適切に実施するためには、営業秘密を取り扱う部署を特定の建

物や部屋等に限定し、その建物等へのアクセスを制限するなど、営業秘密を取

り扱う場所を限定し、集中的に管理する方法が現実的である場合が多いと考え

られる。

8
後述のとおり、学生等に対しても、同様の取組を行うことが必要な場合がある。

9
独立行政法人産業技術総合研究所においては、「独立行政法人産業技術総合研究所研究成果物等取扱規

程」において秘密保持規定を定めている。
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３. 大学と学生との関係

大学の場合、大学と雇用関係にある教職員の他に、いわば教育サービスの受

益者としての学生が、重要な構成員となっていることに留意する必要がある。大

学と雇用関係にない学生に対して、教職員向けの学内規程をそのまま適用する

ことは不適切である。しかし、研究上の必要から、学生が、教職員が営業秘密

として管理している情報にアクセスや利用をすることが必要な場合もあり得

る。また、学生が企業のインターンシップに参加した場合に、インターンシッ

プ先企業の営業秘密を取得する場合もあり得る。その場合、当該学生が適切な

秘密管理を行っていないと、情報の秘密管理性が失われてしまうこととなる。

営業秘密の管理を実践する中で、学生をどのように位置づけるかは、教育研

究という目的との関係を念頭に置きつつ、大学あるいは学生の所属する部署の

教職員が、どの情報を営業秘密として管理するか、そのうちどの情報について

学生にアクセスや利用を認めるのかを、あらかじめ、はっきり定めることが重

要である。その上で、学生にアクセスや利用を認めると決めた営業秘密につい

ては、学生に対し、その情報を管理することの重要性や、適切に管理するため

の方法について周知し、指示内容の遵守を約束させる（例えば、誓約書へのサ

インを求める。）ことなどにより、その徹底を図ることが重要になる。

また、インターンシップにおいて、学生が企業で営業秘密を取得した場合に

ついては、当該企業が求める管理方法を守るよう、学生に対し適切に指導する

ことが望ましい。

さらに、約束された取扱方法に従わなかった場合の法的措置の内容について

もあらかじめ知らせておかなければならない。

なお、大学においては研究に携わる研究員の中に、大学と雇用関係にない研

究員も多数存在する。こうした研究員についても、学生と同様、アクセスや利

用を認める情報の特定、管理方法の周知及びその徹底を図ることが重要である。
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４. 大学（教職員）と企業との関係

産学連携等を推進する上で、企業と大学（教職員が契約者になる場合も同じ。）

との間で、営業秘密を取り扱う機会が増加する。その際、企業が大学に対して

企業の営業秘密を開示する場合もあれば、大学が企業に対して大学の営業秘密

を開示する場合もある。また、共同研究等の場合は、大学と企業が協力して一

定の営業秘密を新たに生み出す場合もある。

このような状況を前提とした場合に、営業秘密の管理を実践する上で重要な

のは、あらかじめ、大学と企業との間で秘密管理の在り方について共通理解を

有しておくことである。大学と企業では、その社会的使命とされるものが異な

る以上、双方で秘密管理の程度や範囲、対象について理解が異なることは当然

である。しかし、大学と企業との間で共有される営業秘密について、相手側に

秘密管理への意識や、そのために費やすことができるコスト等に関する十分な

理解が得られていない場合、大学と企業の間で無用のトラブルを招いてしまう

ことが想定される。

したがって、産学連携等を進める際は、「営業秘密」として管理すべき情報の

範囲のみならず、その具体的な管理の方法について、双方において通常内部で

講じている管理方法や、外部組織と共同研究する際に講じている管理方法等を

参考にしつつ、大学と企業との間であらかじめ合意しておくことが重要であ

る。また、その際には、どういった分野の研究をするのか、企業から提供を受

ける（企業に提供する）のは情報だけか、設備や試料等も含むのか、更には研

究員の交流や派遣はあるのかなどの要素を考慮し、必要に応じて、試料・材料

の移転契約を結ぶなどの対応をするとともに、成果の帰属、またその取扱い（特

許出願の有無や取得された特許の維持・管理の分担、発表の有無や発表名義・

内容等）についても議論し、理解を得た上で、後に述べるように契約書の形で

理解内容を確認しておくことが望ましい。

また、企業と秘密保持契約を締結している部門外で、共同研究に際して大学

に開示した発明と全く同じ発明等が独自に創出された場合、それがコンタミネ

ーション（情報の混入）によるものではないかと、企業側から嫌疑をかけられ、ト

ラブルを招く可能性もある。そのようなケースに対処するためには、営業秘密

をどの範囲（部門）で管理するか（場合によっては、コンタミネーション（情

報の混入）が発生しない管理方法であることを、企業との立ち会いで確認させ

るなど）を契約時に確定するのが効果的である。一つの研究室が複数の企業と

共同研究を行う場合には、各企業から受け取った情報間でコンタミネーション

（情報の混入）が生じる可能性があることから、例えば、企業ごとに共同研究

を行う場所を分けるなどの対応をとることが望ましい。また、研究室において

企業の営業秘密を取り扱った者が就職や転勤等で研究室から転出した後にした

発明が、研究室から持ち出した情報に拠るものであるとの嫌疑をかけられるこ

とも想定される。このようなケースでは、異動後の発明を研究室においてした

発明と区別できるようにすることが必要となる。そのため、例えば企業との共
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同研究についても、研究ノート10を積極的に導入することなどにより、成果の

創出された日時や発明者等を明確にし、大学単独の研究で得られた成果情報や

共同研究の成果情報の帰属を明確にすることを習慣づけることが望ましい。

10 営業秘密を含む研究ノートについては、発明者や発明日時が明確になるよう、研究過程等について時
系列に記載できる適切な形式とする（例えば、ルーズリーフ形式では時系列であることの説明に欠く）

ことのみならず、その管理方法にも配慮する必要がある。
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５. 学生と大学・企業との関係

「３．大学と学生との関係」で述べたように、大学と学生には雇用関係がな

いことから、学生に対して教職員向けの学内規程をそのまま適用することは適

切でない。しかし、学生が何ら秘密管理を行わないとすると、情報の秘密管理

性が損なわれてしまうこととなり、大学や企業にとっては大きな損失となり得

る。学生による情報漏えいを防ぐ手段として、例えば、共同研究に参加する学

生に適切な人件費を支払い、大学と学生との間に雇用関係とこれに付随した守

秘義務を生じさせ、その契約関係を共同研究契約等に明確化していく、などの

方法が考えられる。その際にも、教育を受けるために在学している学生の基本

的な立場と、守秘義務により学生が学会発表や就職活動の制限等の不利益を被

るおそれがあることに充分な配慮が必要である。また、対象を特定せずに守秘

義務を課すような場合には、かえって守秘義務の達成が現実味を失うことにな

る。また、過度に広汎な義務を課すような場合は公序良俗違反（民法第 90 条）

として無効となる余地も考えられ、開示する側にとっても望ましいことではな

い。したがって、学生に産学連携等の意義や共同研究に参加するメリットを十

分に説明しつつ、学生と企業の双方が許容できる様な内容の守秘義務にするこ

とが重要である。

また、学生がインターンシップに参加した際に企業の営業秘密に接すること

もあり得る。例えば、学生が企業から営業秘密を開示される場合や、学生が開

発した新たな技術が企業の営業秘密となる場合等が考えられる。そこで、学生

が無用のトラブルに巻き込まれることを防ぐために、大学においても、何が営

業秘密に当たるのか、どのような点に注意して取り扱えばよいかなどをインタ

ーンシップ先の企業にあらかじめ確認するよう学生に指導しておくことが望ま

しい。また、大学が教育の一環としてインターンシップを行う場合等、インタ

ーンシップに大学が組織として関与する場合には、必要に応じ、あらかじめ大

学側がインターンシップ先の企業と学生が関与するであろう営業秘密の対象や

取扱いについて十分協議した上で、企業又は大学から学生に対してその内容を

周知しておくことが望ましい。なお、学生がインターンシップ先の企業の営業

秘密を侵害してしまった場合には、学生個人が民事上・刑事上の責任を問われ

る可能性があることは当然であるが、それに加え、大学についても契約違反や

学生の監督等について責任を問われる可能性がある点に注意が必要である。
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６. 社会人学生と大学・企業との関係

学生の中には、社員教育等として企業等から大学に派遣されている者（以下

「社会人学生」という。）も含まれる。社会人学生は、派遣元の企業等における

守秘義務を負っている場合や、派遣元の職務との関係から研究室における研究

成果の取扱いについて何らかの制約（派遣元企業の職務発明とするなど）を負

っている場合も考えられる。そのため、社会人学生については、通常の学生に

対する留意点に加え、研究活動を開始する時点で守秘義務の内容や研究成果の

取扱いについて制約がないかをあらかじめ確認しておくことが、研究終了後の

トラブルを避ける上で重要である。また、社会人学生が他の企業、特に、派遣

元と競合関係にある企業との共同研究に参加を希望する場合には、共同研究相

手の企業に対して、社会人学生が参加する意義やこれに伴う制約等を十分に説

明した上で、その了解を得ておくことが必須となる。
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第４章 大学における営業秘密の具体的管理方法

１. 基本的考え方

本章においては、まず、「２． 概要」において、営業秘密の管理の在り方に

ついて、本章において目指す管理水準の考え方を踏まえるとともに、裁判例に

おける秘密管理性の判断の傾向を把握した上で、営業秘密管理のポイントを示

す。

次に、「３． 営業秘密の管理のために実施することが望ましい秘密管理方法」

において、営業秘密の管理方法として、秘密指定・アクセス権者の指定、情報

自体の物理的・技術的管理、取り扱う人の管理、更には他者の情報の不正な取

得・使用の防止等を含め、これらの管理をシステムとして行うための組織的管

理について、秘密管理性に関する裁判例において肯定的な要素として考慮され

たものを含め、それぞれ大学・企業等の事業者一般に採用し得る具体的な管理

方法の具体例を示すとともに、併せて、営業秘密の流出を可及的に防ぐこと（漏

えいリスクの最小化）などを目的として、営業秘密の内容等に応じて更に情報

セキュリティレベルの高い管理体制を整備しようとすることも考えられること

から、その目的に資するために、大学・企業等の事業者にとって参考となる高

度な管理方法等も紹介する。

なお、この章において管理することを想定している営業秘密とは、大学独自

で創出した発明等に係るものと、産学連携等を通じて大学が連携先の企業等か

ら入手、又は当該企業等と共有するものとがある。

このうち、前者は、それぞれの大学あるいは研究当事者の教職員レベルで、情

報の重要度や管理負担を考慮して何を営業秘密として管理すべきかを特定した

上で、以下の方法を参考としつつ合理的な管理を行うことが望ましい。

後者については、以下の管理方法を参考としつつ、営業秘密として管理する

対象と管理方法を連携先の企業等との間であらかじめ合意しておき、無用なト

ラブルを避けることが望ましい。
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２. 概要

（１） 本章において目指す営業秘密の管理水準等

経済産業省が取りまとめた「営業秘密管理指針」（平成２２年４月９日改訂）

においては、不正競争防止法上の営業秘密として、侵害者に対して民事上の措

置を講じることや刑事罰による制裁を可能とするための適切かつ合理的な情報

管理水準を示すことを目指している。同指針では、情報自体の物理的・技術的

管理、取り扱う人の管理、更には他者の情報の不正な取得・使用の防止等を含

め、これら管理をシステムとして行うための組織的管理について、それぞれ具

体的な管理方法の例を示している。また、不正競争防止法上の営業秘密として

保護を受けるためには、同指針で紹介している管理方法をすべて実践しなけれ

ばならないものではなく、企業等の事業者においてその情報を合理的に管理し

ていることで足りるとしている。

大学における営業秘密の管理についても、同指針と同様のことが言える。す

なわち、営業秘密の漏えいリスク・管理コスト・業務効率のバランスなどを勘

案し、以下で具体的に述べる方法を参考としつつ個々の大学の判断によって合

理的な管理をすることが必要である。

（２） 裁判例にみる秘密管理性の判断の傾向

（ア） 秘密管理性の要件と肯定的な判断要素とされる具体的な管理方法

裁判例においては、営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けるため

に必要な秘密管理性に関し、大学・企業等の事業者が主観的に営業秘密であ

ると考えているだけでは足りず、

１）情報の秘密保持のために必要な管理をしていること（アクセス制限の

存在）

２）アクセスした者にそれが秘密であることが認識できるようにされてい

ること（客観的認識可能性の存在）

を必要としており、全般的な傾向として、以下の３点に着目していると考

えられる。

Ａ．アクセスできる者が限定され、権限のない者によるアクセスを防ぐよ

うな手段が取られている（アクセス権者の限定・無権限者によるアクセ

スの防止）

Ｂ．アクセスした者が、管理の対象となっている情報をそれと認識し、ま

たアクセス権限のある者がそれを秘密として管理することに関する意

識を持ち、責務を果たすような状況になっている（秘密であることの表

示・秘密保持義務等）

Ｃ．それらが機能するように組織として何らかの仕組みを持っている（組

織的管理）
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（イ） 裁判例にみる秘密管理性判断のポイント

裁判例では、営業秘密の管理についての肯定的な要素の積み重ねが秘密管

理性の認定につながっているが、大学・企業等の事業者の規模や組織形態、情

報の保管形態等の状況は多種多様であることから、肯定的な要素になるすべ

ての管理方法を実施していない限り秘密管理性が否定される、というわけで

はない。

他方、肯定的な要素になる管理方法を実施していても、同時に秘密として

の管理に否定的な要素もみられ、総合的にみて合理性のある秘密管理とはい

えない場合においては、秘密管理性が否定されることもある11。

また、実際に講じられていた管理方法に加えて、事業規模、業種、高度の

秘密性が認められる情報であること（当該情報の性質・内容上、その保有企

業の属する業界の一般的な慣行に照らして秘密情報として扱われることが

当然とされるもの）、侵害態様、侵害者の属性等の諸般の事情を総合考慮す

ることによって、秘密管理体制の合理性の有無を判断する傾向にあると考え

られる。

以上にみたように、裁判例においては、諸般の事情を総合考慮し、合理性

のある秘密管理方法が実施されていたか否かという観点から、秘密管理性に

ついて判断されているものと考えられる12。

この点、営業秘密を適切に管理しようとする大学において、侵害態様等の

事後的な事情をあらかじめ考慮することは必ずしも容易とはいえない。そこ

で、大学においては、具体的な管理方法を適切に組み合わせ、その管理水準

を一定以上にすることにより、秘密管理性に関する法的判断における事後的

な事情への依存度を軽減させ、営業秘密として法的保護を享受し得る可能性

を高くすることが望ましい。

（３） 営業秘密管理のポイント

前述の（２）の裁判例の分析を踏まえると、営業秘密を管理するためには、ま

ず所有する情報をその他の情報と区分し、権限に基づきアクセスした者がそれ

を秘密であると認識して取り扱うために必要な措置〔客観的認識可能性〕を講

じるとともに、権限のない者がアクセスすることができないような措置〔アク

セス制限〕を講じることが必要である。

そして、「３．営業秘密の管理のために実施することが望ましい秘密管理方法」

において詳述するが、具体的に営業秘密を管理するに当たっては、まず、営業

秘密へのアクセスを物理的又は技術的に防ぐ手段を設け、特定の者のみがアク

セスできる環境を整えることが必要となる（物理的・技術的管理）。

11
 大阪地裁平成 14 年 9 月 26 日判決、大阪高裁平成 19 年 12 月 20 日判決。

12
 実際の裁判例においては、現実にとられていた管理体制は必ずしも厳重なものではなかったものの、侵害態様や情

報の性質等の事情も考慮して、秘密管理性を肯定したと考えられるものが複数存在している（大阪地裁平成 19 年 5
月 24 日判決、名古屋地裁平成 20 年 3 月 13 日判決。）。
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さらに、営業秘密の開示対象者に限らず、すべての関係者が営業秘密の取り

扱いに関する各人の責務を認識できるよう、秘密保持義務等を規定した就業規

則や各種規程の内容を、研修等を通じて周知していく必要がある（人的管理）。

加えて、個別の物理的・技術的管理及び人的管理措置を実効的に実施し、問

題が発生した場合に的確に対応をしていくための組織的な管理を行うことも重

要である（組織的管理）。

なお、秘密情報を他の情報と区分して、秘密情報として指定するとともに、そ

のアクセス権者及び取扱方法をも指定し、その旨秘密情報を取り扱う可能性の

ある教職員等に周知することは、権限に基づきアクセスする者に対して秘密で

あると認識することを容易にさせ、かつ、指定されたルールに基づくアクセス

制限を実効的に行うことを容易にするものといえる。

したがって、大学においては、「３．営業秘密の管理のために実施することが

望ましい秘密管理方法」を参照しつつ、大学の規模、情報の性質、情報の取扱

状況等に照らして適切と考えられる秘密管理方法を採用し、その際、総合的に

みて、権限に基づきアクセスした者がそれを秘密であると認識して取り扱うた

めに必要な措置を講じるとともに、権限のない者がアクセスすることができな

いような措置を講じているといえるような合理的な管理を実現するように配慮

することが重要である。
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３. 営業秘密の管理のために実施することが望ましい秘密管理方法

（１） 秘密指定、アクセス権者の指定

（ア） 情報の区分・秘密指定

まず、営業秘密として管理する情報とその他の情報とを区分することが必

要である。その際、学内にどのような情報資産があるかをできる限り広く把

握し、その中でどの情報資産を営業秘密として管理すべきかを判断すること

が望ましい。

また、営業秘密として管理すべき情報資産が大量にあり、各情報資産の秘

密性（機密性）のレベルに応じて異なる管理水準による管理体制を構築・実

施することが可能である場合には、学内の情報資産を情報の秘密性のレベル

に応じて区分し（「極秘」、「厳秘」、「秘」等に指定する）、区分ごとの管理水

準・管理方法を設定することが望ましい。

（例）

・「極秘」、「厳秘」・・・大学の組織運営上きわめて重要で、ごく限られた

最小限の関係者のみに開示される情報

・「秘」・・・限定された関係者のみにしか開示されない情報

※「極秘」や「厳秘」に区分される情報は、それ相当の厳格な管理が必要になるこ

とから、大多数の情報を「極秘」や「厳秘」と設定すると、必要な情報の共有化

が阻害される。加えて、「極秘」「厳秘」情報の相対的価値が低下することになる。

なお、産学連携等において、連携先の企業等から開示された情報について

は、それが記録されるなどした媒体に当該他者の区分が付されていることが

想定される。その媒体を返還する義務がない場合やその複製の作成を許され

ている場合には、他者との契約等の趣旨を踏まえつつ、学内の区分に基づき

再区分を行い、かつ、それが他者の情報であることがわかるようにしておく

ことが望ましい。

（イ） アクセス権者の指定

誰がどの営業秘密にアクセスできるか、すなわち「アクセス権者」をあら

かじめ指定しておく必要がある。この場合、教職員等の氏名といった固有名

詞による特定に限らず、職名や、例えば部門の長の許可を受けた者のみとい

った包括的な指定も考えられる。

（ア）における、秘密性の区分を行っている場合には、秘密性のレベルに

応じてアクセス権者の範囲は異なり、秘密性のレベルが高くなるほどアクセ

ス権者の数は少なくなるべきものと考えられる。
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＜一般的な管理方法＞

（秘密の指定）

○ 営業秘密管理規程等の文書によって営業秘密として管理すべき情報

を指定し、教職員等に周知する。

○ 他者の秘密情報については、そのことが客観的に分かるように管理

すべき情報として指定し、教職員等に周知する。

（アクセス権者の指定）

○ 営業秘密にアクセスできる者（アクセス権者）を、その氏名等によ

り文書等で指定する。

○ 営業秘密にアクセスできる者（アクセス権者）を、役職、特定の部

署の配属者、特定の事業の担当者、部門の長の許可を受けた者等によ

り文書等で指定する。

＜高度な管理方法＞

（秘密指定、アクセス権者の指定）

・ 情報の秘密性のレベルに応じて区分し、区分ごとの管理水準・管理

方法を設定する。

・ 秘密性の区分に応じ、アクセス権者を役職等により範囲を限定して

指定する。

・ アクセス権者の役職等に応じ、同じ秘密性の区分の営業秘密につい

て、許される取扱方法を区分する。

（他者の営業秘密を不正取得していないことを証明するための措置）

・ ペーパー･トレイル（独自に制作した情報であることを立証するため

に、研究の軌跡等を記録する方法）を実施する。

・ ソフトウェア開発におけるいわゆる「クリーン・ルーム」の手法（物

理的にも場所を隔離することにより、他の営業秘密にアクセスしてい

ない状態で開発していることを証明する方法）を実施する。

＜裁判例＞

「アクセス制限」については、事業者の規模・業種等にもよるが、秘

密情報にアクセスできる者を特定した上で、アクセスできる従業者の人

数等を限定していることが、秘密管理性を判断する際に肯定的な要素と

なることを判示しているものがある。
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・ 書類の管理責任者が総務事務担当 2 名に限定されており、営業社員

がこれらの書類を自由に見られないようにするとともに、派遣就業情

報を集中管理しているオフコンについても、総務事務担当の社員が（鍵

を）保管しており、それ以外の者がオフコンを起動させることはでき

ないようにしていた例13 
・ データベースの管理者を、原則としてコンピュータ管理を担当する

１名の従業者に限定していた例14 
・ 顧客情報について、紙に印字する場合は、販売担当役員及び情報管

理室担当役員の押印を得た上で情報管理室の操作担当者に作業依頼す

るようにしているとともに、出力の操作手続を知る者を 3 名のみとし

ていた例15 

なお、秘密管理性を認めなかった裁判例の中には、書式等の収められ

たフロッピーディスクについて、当該フロッピーディスクを取り扱うこ

とができる社員を限定する等の特段のアクセス制限措置が採られていな

かった例16、顧客情報が記載された情報カードについて、一般顧客から

は見えない店舗の受付カウンター（レジ台）の棚に備え置かれているも

のの、その扉は常時施錠されているわけではなく、閉められていないこ

とも多かったという場合において、アクセス制限の存在が否定された例
17などがある。

13 前掲大阪高裁平成 14 年 10 月 11 日判決
14 前掲東京地裁平成 16 年 5 月 14 日判決
15 前掲東京地裁平成 11 年 7 月 23 日判決
16 前掲東京地裁平成 12 年 9 月 28 日判決
17 東京地裁平成 16 年 9 月 30 日判決
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（２） 物理的・技術的管理

（ア） 基本的な考え方

営業秘密管理が実効性を有するためには、情報が組織内で合理的な方法で

秘密管理されていることが要請される。しかし、合理的な管理のレベルは、そ

の秘密情報のレベルやそれぞれの組織形態その他諸々の事情があるため、一

定ではない。

営業秘密として管理すべき情報のうち、紙や USB メモリなどの記録媒体

（有体物）により保存されているものに関しては、媒体に秘密である旨を表

示したり、分離保管したりすることが重要である〔秘密表示、分離保管〕。ま

た、営業秘密が記録されている記録媒体等にアクセスできる者がこれを適切

に保管するために、持出し・複製の制限を行い、廃棄の際には復元不可能な

形にする〔媒体の保管、持出し、複製の制限と廃棄〕ことが非常に有効であ

る。さらに、その保管場所がある施設について、施錠や入退室の制限を行う

こと〔施設等の管理〕等によって管理することも非常に有効である。

（イ） 物理的管理（物理的セキュリティの確保）

物理的セキュリティの確保とは、個々の秘密情報が記録された書類・USB
メモリ等の記録媒体やこれらを取り扱うコンピュータ機器類の配置場所・配

置環境等に注意を払い、これらの記録媒体や機器類へのアクセスを物理的に

防ぐ手段を設け、秘密管理性を確保することをいう。

① 秘密表示、分離保管

i） 客観的に認識可能な表示（営業秘密及び区分の表示）

営業秘密が「秘密として管理」されている情報であることを客観的に

認識ができるようにするため、営業秘密が記載・記録されている媒体に

秘密であることを示すことが考えられる。その際、それぞれの情報がど

の機密性のレベルに属するものであるかが分かり、どのレベルで管理す

ればよいのかが分かるように、その秘密区分を表示するのが望ましい。

例えば、紙媒体に記録されている情報であれば、スタンプを押した

り、シールを貼付したりすることなどが考えられる。

また、電子情報の場合は、紙媒体と同様に、電子情報を記録している

USB メモリ等の記録媒体にシールを貼付することが考えられるほか、電

子情報の性質上、営業秘密であることを表示するデータを電子情報その

ものの中に組み込むことや、ファイルの開封に関する秘密レベルに応じ

たパスワードを設定する、あるいはファイルを暗号化することが考えら

れる。

ii） 媒体の分離保管

営業秘密が記載・記録されている媒体を、その他の情報が記載・記録
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されている媒体と分離して保管することが考えられる。

また、電子情報の場合は、上記秘密表示・分離保管に代わって（又は

併せて）、電子情報を記録しているファイル等にパスワードを設定した

り、ファイル等を暗号化したりすることが考えられる。

iii） 営業秘密の表示と分離保管の関係

営業秘密の表示と分離保管は、これを併せて行うと非常に有効である

が、営業秘密が記載されている全ての書面に秘密表示をしたり、同様の

記録媒体のみを分離して保管したりすることが過大な負担といえる場合

もある。

もとより、営業秘密の管理のための具体的な管理方法は、いずれもそ

の措置を講じないことをもって直ちに合理的な秘密管理とはいえないも

のではないが、営業秘密の表示又は分離保管については、いずれか一方

の措置を講じることによっても、秘密として管理されている情報である

ことを客観的に認識することができるために相当に有効な措置であると

考えられる。

＜一般的な管理方法＞

（秘密の表示－全般）

○ 営業秘密が記載されている部分の隅に秘密であることを示す明快・

平易な言語・文字・デザイン・記号・マーク等を記載・記述する。

（秘密の表示－紙媒体）

○ 紙媒体に「極秘」や「秘」等のスタンプを押す。

○ 紙媒体に「極秘」や「秘」等のシールを貼付する。

（秘密の表示－記録媒体）

○ 記録媒体に「極秘」や「秘」等のシールを貼付する。

○ 営業秘密であることを表示するデータを電子情報そのものの中に組

み込む。

○ 電子情報を記録しているファイルの開封に関するパスワードを設定

する。

（分離保管）

○ 保管室や保管庫の中に営業秘密が記載・記録されている媒体専用の

スペースを設ける。

○ 営業秘密が記載・記録されている媒体専用のファイル等に保管する。
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＜高度な管理方法＞

（秘密の表示）

・ プリンターでデジタル透かし情報（廃棄期限や秘密表示等）を付加

する。

・ 営業秘密であることに加え、どの秘密性のレベルかを表示するデー

タをも電子情報そのものの中に組み込む。

・ 電子情報を記録しているファイルの開封に関するパスワードの設定

に関し、秘密性（機密性）のレベルに応じて設定する。

・ 電子情報を記録しているファイルを暗号化する。

（分離保管）

・ 営業秘密が記載・記録されている媒体を専用の保管庫に保管する。

＜裁判例＞

「秘密表示、分離保管」に関しては、秘密として扱われるべきこと

が明らかとなるような表示が存在すること、アクセス権者以外の者が

アクセスできない金庫等に保管することが、秘密管理性を判断する際

に肯定的な要素となることを判示しているものがある。

（秘密の表示）

・ 情報が記録されている書面に「秘」の印が押印されている例18

（分離保管）

・ 印字された顧客名簿を、施錠されている保管室に保管している例19

なお、秘密管理性を認めなかった裁判例の中には、営業秘密の侵害

時には特段機密事項である旨の表示がなされていなかった事案につい

て、宣誓書や就業規則の記載をもって、本件情報が秘密として管理さ

れていたというためには、単に本件情報が極めて重要であり、性質上

「機密」に該当するというだけでは足りず、原告が現実に、本件情報

が「機密」に当たることを客観的に認識できるように管理しておく必

要があるとした例20、各図面に、秘密として扱われるべきことが明らか

18 前掲東京地裁平成 17 年 6 月 27 日判決
19 前掲東京地裁平成 11 年 7 月 23 日判決
20 大阪地裁平成 12 年 7 月 25 日判決
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となるような印等は付されていなかった例21、図面の端にドイツ語及び

英語で小さく秘密である旨が表示されていた場合において、そうした

記載のみをもって、従業者らにおいて当該文書が機密文書である旨が

明確に認識できるようにしてあったものとは言い難いとした例22等が

ある。

② 媒体の保管、持ち出し、複製の制限、廃棄

i） 保管

書類又は USB メモリ等の情報を記録した媒体（ダウンロードして作

成したものを含む。）は、アクセス権者以外の者がアクセスできない場所

に施錠して保管する。

なお、鍵にも簡易なものからセキュリティレベルの高いものまで様々

あり、個々の秘密のレベルに応じて適切なものとすることが望ましい。

ii） 持ち出し・複製の制限

アクセス権者による媒体の持ち出しや複製を認める場合には、その点

に関するルールを設け、できる限り制限することが望ましい。

iii） 回収・廃棄

一時的な説明、使用等のために配布した紙等については、用済み後、直

ちに回収するなどの措置を講じることが望ましい。

また、情報が記録された媒体を廃棄する場合は、複製記録や送信記録

等の保存を行った上で、復元不可能な形にして行うことが望ましい。

＜一般的な管理方法＞

（保管）

○ 施錠可能な保管庫（金庫、キャビネット等）に施錠して保管する。

※ 実際に施錠管理をしていることが必要（利用時のみ又は業務時間

のみ開錠するなど）であって、施錠できる保管庫であっても常に開

錠している場合は適切とはいえない。

（持ち出し・複製の制限）

○ 媒体の持ち出しや複写、複製を一律に禁止する。

○ アクセス権者による媒体の持ち出しを認める場合には、責任者の許

可を必要とする。

21 前掲大阪高裁平成 17 年 2 月 17 日判決
22 東京地裁平成 19 年 12 月 26 日判決
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○ アクセス権者による媒体の持ち出しを認める場合には、持出の期間

や場所の制限（自宅への持ち帰りの禁止等）を行う。

○ アクセス権者による媒体の持ち出しを認める場合には、施錠付きの

鞄等に入れてその者自らが携行し、手元から離さないこととする。

○ 複写を認める場合には、責任者の許可を必要とする。

（回収・廃棄）

○ 営業秘密が記載された資料は配布後、適切に回収する。

○ 営業秘密が記載・記録された媒体が不要となったときは、適宜又は

定期的に廃棄する。

＜高度な管理方法＞

（持ち出し）

【記録媒体（可搬記録媒体〔USB メモリ、DVD 等〕やノートパソコン

の持ち出しにより、これに記録された営業秘密を持ち出す必要がある

場合）】

・ 暗号化機能（ハードウェア実装が望ましい）や生体認証機能（指紋

認証、こう彩認証、静脈認証等）等の機能を有した可搬記録媒体やノ

ートパソコンを利用する。

・ 遠隔操作によるデータ消去機能を有するノートパソコンを利用する。

・ 記録媒体に含まれる情報全体を暗号化するソフトウェアを利用して

暗号化する。

・ 記録媒体に情報を記録せず、外部から学内のサーバーに直接アクセ

スする（ただし、社内でのアクセス制限と同様の、人的・物理的・技

術的管理が必要。）。

（複製）

・ 書類について、コピー偽造防止用紙（コピーできないものや浮き出

し文字によって不正コピーであることを明らかにするものなどがあ

る。）を使用する。

・ 電子情報を書類に印字出力するに際し、IC カードと複合機とを連動

させることによって、利用者制限、枚数管理などを実施する。

・ （サーバー上のデータをクライアント端末に保存することを防ぐた

め）パソコンをシンクライアント23化する。

23
 クライアント側のコンピュータのうち、最低限の機能のみを有するものを指し、サーバーがアプリケーションソフ

トやデータなどを管理すること。
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（廃棄）

・ 専門処理業者に依頼して溶解処分をする。

・ シュレッダーにより書類を廃棄処理する際、書類に付加されたデジ

タル透かし情報を確認し、廃棄期限が到達しているもので廃棄されて

いないものがないか確認する（デジタル透かし情報について定期的に

リーダーによる読み取り検査を実施することも考えられる。）。

・ 記録媒体について、消去用ソフト、磁気消去等により記録された情

報を消去した後、物理的に破壊する。

・ 幅○○mm 以下の短冊状となるシュレッダーを用いる。

＜裁判例＞

「媒体の保管、廃棄」に関しては、（実際に）鍵のかかった引き出しに

保管されていること、専門業者に焼却依頼をしていることなどが、秘密

管理性を判断する際に肯定的な要素となることを判示しているものがあ

る。

・ 印字された顧客名簿を、施錠されている保管室に保管するとともに、7
年経過後に、原告従業者立会いの下に、専門業者に焼却を依頼するよ

うにしていた例24 
・ 文書廃棄の際に、文書廃棄の専門業者と機密保持契約を締結し、各

書面の廃棄を委託していた例25 

なお、秘密管理性を認めなかった裁判例の中には、顧客情報が記載さ

れた見積書について、営業担当者がその控えを保管し、その保管方法は

各自に委ねられていた例26などがある。

③ 施設等の管理（建物・事務所・研究室等のセキュリティ配慮・警備）

営業秘密へのアクセスを特定のアクセス権者だけに制限するために

は、営業秘密の保管場所を施錠し、保管されている施設への入退出を制限

することなどにより、アクセス権者以外の者がアクセスできないよう管理

されていることが重要である。

また、他者から開示された技術ノウハウと類似の大学独自の技術を有

し、それを用いているような場合には、当該他者の情報に直接関与しない

大学の研究者がアクセスできないように施設管理することにより、コンタ

24 前掲東京地裁平成 11 年 7 月 23 日判決
25 前掲東京地裁平成 16 年 5 月 14 日判決
26 東京地裁平成 19 年 5 月 31 日判決
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ミネーション（情報の混入）を防ぐことが考えられる。

＜一般的な管理方法＞

（保管場所の施錠等）

○ 秘密が保管されている場所を施錠する。

○ 業務時間外には警備員を配置する。

○ 警備システムを導入する。

（保管場所の区分・入退室管理）

○ 秘密が保管されている場所をその他の場所と区切る。

○ 「関係者以外立入禁止」等の表示を設置する。

○ 営業秘密を管理している施設への入退を制限（ゾーニング）する。

○ 営業秘密を管理している施設への入退出の記録を作成する。

＜高度な管理方法＞

（保管場所の区分・入退室管理）

・ 保管施設に入退出する際の認証システムとして、IC カード認証、生

体認証（指紋認証、こう彩認証、静脈認証等）、ワンタイムパスワード

（時刻同期方式、イベント同期方式、チャレンジレスポンス方式等）

を利用する。

・ 上記認証システムに加え、PIN 入力を付与する。

・ 保管施設に入退出する際の認証システムとして、アンチパスバック

機能27を採用する。

（連携先の秘密情報とのコンタミネーション（情報の混入）の防止）

・ 他者の技術と大学の技術を扱う者を区別し、それぞれの部屋を分離

して、それぞれの部屋には関係者以外は相互に入室できないようにす

る。

27
 入室していない ID では退室できず、退室していない ID では入室できない等、同じ ID で続けて入退室できないよ

うにする機能。
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＜裁判例＞

「施設の管理」に関しては、秘密が保管されている場所の施錠の有

無、あるいは秘密が保管されている場所を、その他の場所と区切ってい

るか等が、秘密管理性を判断する際に肯定的な要素となることを判示し

ているものがある。

・ 事務所内に外部の者が訪れた場合には、受付において応対し、社員

が応接室等に案内することとなっており、カウンター内に本社社員以

外の者が入ることはできないようにしていた例28 
・ 倉庫兼コンピュータ管理室の鍵を、一般の従業者用のスペースとは

区切られた取締役専用の部屋の鍵箱の中に保管していた例29 

なお、秘密管理性を認めなかった裁判例の中には、顧客情報を記した

台帳が施錠できる事務所内に置かれ、第三者が事務所内に侵入できない

ようになっていたが、事務所内では机の上に置かれていた例30、営業秘

密であるサービスマニュアルが記載された紙媒体について、当該紙媒体

が保管されていた部屋に委託元企業の社員や外注先の業者の従業者が自

由に出入りすることができ、これを閲覧しようと思えばすることができ

たという例31などがある。

なお、①～③の全てについて、責任者を明確にして組織的に行うことが

望ましい（「４． 営業秘密の管理を適切に機能させるために実施すること

が望ましい組織的管理の在り方」を参照）。

（ウ） 技術的管理（技術的セキュリティの確保）

コンピュータ機器類において管理されている営業秘密は、必ずしも営業秘

密が保存されている記録媒体を明確に特定できるわけではなく、インターネ

ット等により一度に大量の情報が世界中に伝達されるリスクも考慮すれ

ば、無体物である情報自体を管理することもますます重要になっている。そ

のため、アクセス権者の特定、外部からの不正アクセスなどによる侵入に対

する防御等が重要となる。

28 前掲大阪高裁平成 14 年 10 月 11 日判決
29 前掲東京地裁平成 16 年 5 月 14 日判決
30 大阪地裁平成 16 年 5 月 20 日判決
31 東京地裁平成 19 年 6 月 29 日判決
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① マニュアルなどの設定

電磁的に記録されたデータを適切に管理する上では、基本的には（２）

（イ）物理的管理と同様に、どの情報を営業秘密として管理するのかを特

定し、その情報のアクセス権者を限定した上で管理を行うことが必要であ

る。そのためには、インターネットなどのコンピュータ・ネットワークに

接続する際のルールの確立、電子メール内容の暗号化、データ複製、バッ

クアップをする際の手順の明確化やバックアップデータの暗号化等も考え

られる。

※電子メール・インターネットの利用

電子メール及びインターネット（特に、ウェブの閲覧）は、簡易、迅

速かつ低コストな情報伝達手段であり、教育研究においても有用である

ため、利用方法を誤ったり情報漏えいがないよう、そのリスクを考慮し

つつ、活用すべきである。したがって、これらの利用に関する学内基準

等をあらかじめ設けておくことが望ましい。基準の具体例としては、電

子メールにおける営業秘密の取扱方法、暗号化通信の採否、パスワード

設定、送信前の宛先確認等が挙げられる。

② アクセス及び管理者の特定・限定

営業秘密が電磁的記録で保管されている場合は、他の部署の者は閲覧す

ることができないような技術的制約を加えるなど、機密性のレベルに応じ

た様々な管理が可能である。

また、コンピュータやファイルの閲覧に関するパスワードの設定、パス

ワードの有効期限の設定、同一又は類似パスワードの再利用の制限、アク

セス記録のモニターなどにより技術的により高い秘密管理性を保つことが

可能となる。

なお、ユーザーID 及びパスワード管理に関しては、情報セキュリティの

管理者が退職した場合に最も注意が必要である。

③ 外部からの侵入に対する防御

営業秘密が電磁的記録で保管されている場合には、インターネットなど

の外部ネットワークを通じて第三者が侵入し、営業秘密の盗み見などが行

なわれることのないよう、営業秘密を扱っているコンピュータを何らかの

形で外部ネットワークから遮断しておくことが重要である。

また、ウイルス感染によるネットワークを通じた情報漏えいを防止する

ため、ウイルス対策ソフトウェアを導入するなど、対策に万全を期すこと

が重要である。

さらに、不注意による情報漏えいを防止するため、営業秘密を管理する

コンピュータにファイル交換ソフトウェアや、不必要なソフトウェアをイ
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ンストールしない等の対策を講じることも重要である。

※学内ネットワークの管理・保守

コンピュータ・ネットワーク内にある営業秘密を適切に管理するため

には、組織内のコンピュータ機器類を含む情報システム及びコンピュー

タ・ネットワークが常に安定するように日常管理することが必要であ

る。具体的には、計画性のある情報システムの導入、メンテナンスの実

施、ウィルスワクチンソフト等によるウイルス対策、データのバックア

ップ管理等が考えられる。

また、採用するソフトウェアや暗号ツール等、個々のソフトウェアに

ついても十分に管理すべきである。具体的には、秘密情報の改ざん防止

を目的にソフトウェアの内部処理や出力データの妥当性をチェックする

ことや、暗号を利用する場合は各種暗号ツール（暗号鍵等）の保管管理

の徹底等を行う。

④ データの消去、廃棄

営業秘密が保管・使用されていたコンピュータ・サーバー等のコンピュ

ータ機器類を廃棄する場合、又は他者に譲渡等する場合には、内蔵されて

いる記憶装置（例：ハードディスク）内に残っている情報が誤って他者に

開示されることのないよう、データの復元が出来ない方法による電磁的記

録の消去又は物理的な破壊を実施することが重要である。

＜一般的な管理方法＞

（マニュアル等の設定）

○コンピュータ・ネットワークに接続する際のルールを確立する。

○データ複製、バックアップをする際の手順を文書等で明確化する。

（アクセス及びその管理者の特定・限定）

○ コンピュータの閲覧に関するパスワードを設定する。

○ パスワードの有効期限を設定する。

○ 同一又は類似パスワードの再利用を制限する。

○ 情報セキュリティの管理者が退職した場合には、管理者パスワード

の変更等を行う。

○ パスワードに加え、ユーザーID を設定する。

（外部からの不正アクセス等に対する防御）

○ 営業秘密を保存・管理しているコンピュータはインターネットに接
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続しない。

○ ファイアーウォールを導入する。

○ コンピュータにウイルス対策ソフトウェアを導入する。

＜高度な管理方法＞

（アクセス及びその管理者の特定・限定）

・ パソコンの起動又はサーバーにアクセスする際の認証システムと

して、IC カード認証、生体認証（指紋認証、こう彩認証、静脈認証

等）、ワンタイムパスワード（時刻同期方式、イベント同期方式、チ

ャレンジレスポンス方式）等を利用する。

・ 上記認証システムに加え、PIN 入力を付与する。

（外部からの不正アクセス等に対する防御）

・ （外部からの不正なアクセスを監視するため）IDS/IPS を設置する。

・ サーバーにアクセスする際の認証システムとして、接続時認証及

び通信情報の暗号化措置を講じる。

・ 閲覧専用機器もインターネットに接続しない。

＜裁判例＞

「マニュアルの設定」については、コンピュータやデータの取扱い

を定めていることが、「アクセス及びその管理者の特定・限定」につい

ては、ユーザーID とパスワードを設定していることが、「外部からの

侵入に対する防御」については、営業秘密を管理するコンピュータを

外部と遮断していることが、それぞれ秘密管理性を判断する際に肯定

的な要素となることを判示しているものがある。

（マニュアルの設定）

・ 日々の業務が終了するごとに、システムに接続されたコンピュータの

各端末の電源のみならず、サーバー・コンピュータ自体の電源を切る

こととされていた例32

（アクセス及びその管理者の特定・限定）

・ バックアップ作業を行うに当たっては、特定のユーザーID とパスワ

ードをメインコンピュータに入力することが必要であった例33

32 前掲東京地裁平成 16 年 5 月 14 日判決
33 前掲大阪地裁平成 15 年 2 月 27 日判決
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・ 顧客情報について、専用コンピュータ内にデータベース化して格納

し、同社の全役員、従業者に対し、個別のパスワード（毎月変更する。）

を与え、そのパスワードを用いない限り本件顧客情報を取り出すこと

ができないようにした例34

（外部からの不正アクセス等に対する防御）

・ 営業秘密を管理するコンピュータは原告代表者のみが使用すること

ができることとされている上、他のコンピュータやインターネットに

接続されていない例35

・ データベースが会社外部と電気通信回線で接続されていないサーバ

ー・コンピュータシステムにより作成、保管されていた例36

なお、秘密管理性を認めなかった裁判例の中には、各種装置の図面

の電子データを必要とする従業者が配布されたパソコンに当該図面

を保存することを制限したことはなく、あるいは図面の電子データの

取扱いに格別の指示をしたこともなかった例37、コンピュータを立ち

上げるにはパスワードが必要であったが、付箋に記載されてコンピュ

ータに貼ってあったため、事務担当者以外の者も含めて従業者全員が

パスワードを知っていた例38、顧客データへのアクセスについてはパ

スワード等による保護はされておらず、事務所にいる者なら誰でも見

ることができる状態にあった例39などがある。

34 前掲東京地裁平成 11 年 7 月 23 日判決
35 前掲東京地裁平成 17 年 6 月 27 日判決
36 前掲東京地裁平成 16 年 5 月 14 日判決
37 前掲大阪高裁平成 17 年 2 月 17 日判決
38 東京地裁平成 15 年 5 月 15 日判決
39 東京地裁平成 14 年 4 月 23 日判決
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（３） 人的管理40 
（ア） 基本的な考え方

営業秘密を実効的に管理するためには、物理的・技術的管理に加え、営業

秘密のアクセス権者がその責務を認識し、責務を果たすような状況になって

いることが重要である。あわせて、アクセス権者以外の者も含めて全ての教

職員等において学内の秘密保護に関する認識を持ち、営業秘密侵害や漏えい

を防止するような意識を持つことが必要である41。

大学の関係者としては、（ⅰ）（大学と雇用関係にある）教職員、（ⅱ）学生

（社会人学生を含む）、（ⅲ）派遣職員、（ⅳ）転出者（退職者）、（ⅴ）転入者

（新規採用者）、（ⅵ）企業等の外部連携組織（その役員・従業員を含む）等

が考えられる42。まず大学としては、誰にどの範囲の営業秘密へのアクセス

を認めるかを判断するとともに、当該アクセス権者が負う責務を明確にする

必要がある。アクセス権者自身にとっても責務が明確であることは望ましい

が、そうした責務に関して双方が納得できるような方法でその内容について

の共通の認識を形成しておくことが望ましい。

そのためにも、アクセス権者以外の者も含めて、当事者における営業秘密

の取扱いに関するルール等を明確に周知するために、日常的に営業秘密の管

理に関する教育・研修等を行っておくことが重要である。こうした状況を実

現することによって、大学と教職員等が同じ方向性を持って協力しながら大

学の営業秘密を守っていくことが可能になり、それが、最も実効性が高まる

方法であるものと考えられる。

（イ） 人的管理

① 教職員等に対する教育・研修の実施

アクセス権者に対し、自身が取り扱う営業秘密の価値及び秘密を保持す

ることの重要性について、よく認識するように教育することが重要であ

る。また、営業秘密管理について組織的な体制を整備していたり、具体的

な管理方法を学内ルールとして指定していたりする場合には、アクセス権

者であるか否かを問わず、これらについてもよく認識するように、教育・

研修を実施することが望ましい。

また、大学の負担可能な人的コスト等にもよるが、継続的かつ実効的な

営業秘密の管理に関する教育・研修を実施することが理想的であることか

ら、事前に、営業秘密の管理に関する教育・研修責任者の設置、教育・研

40 「人的管理」とは、ISMS 認証基準 Ver.2.0 付属書「詳細管理策」では、「6．人的セキュリティ」に相当するもの

である。
41 仮に従業者等が法的な責務を負っているとした場合にも、現実に秘密として管理されているといえなければ、営業

秘密性は認められないものと考えられる（大阪地裁平成 11 年 9 月 14 日判決参照）。
42 具体的に列挙した者のほか、教授や研究室が雇ったアルバイトや、学生には当たらないオーバードクター等の学生

以外の関係者も、一定の場合に秘密保持義務を負うことが想定される。
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修内容の決定をすることが望ましい。

i） 教育・研修責任者の設置

組織内における営業秘密の管理に関する教育・研修責任者を事前に定

めておくことが考えられる。

営業秘密の管理に関する教育・研修責任者は組織に属する者に対する

定期的な営業秘密の管理に関する教育等の実施責任を有するものと

し、このことを明らかにするため、営業秘密管理規程等において教育責

任を明確化することが考えられる。

ii） 教育・研修内容の決定

組織形態や業種によっては実際に営業秘密の管理に関する教育・研修

を行う者が必ずしも営業秘密の管理に関する教育責任者であるとは限ら

ない。

したがって、営業秘密等に関する教育・研修内容を組織内で均一化す

るために事前に教育・研修内容を定め、場合によって内容に差異が生じ

ないよう配慮することが望ましいと考えられる。

iii） 教育・研修の実施

営業秘密にアクセスする者に対して、できる限り定期的に営業秘密の

管理に関する教育・研修を実施することが望ましい。

また、アクセス権限の有無を問わず、営業秘密の管理に関する一般的

な教育・普及活動を行う。

さらに、営業秘密を取り扱う頻度が高い教職員等に対しては、別途関

連する法規制の内容、具体的な管理の在り方、事故が発生した場合の方

法なども含めて営業秘密の管理に関する教育・研修を実施することが望

ましい。

＜一般的な管理方法＞

（教育・研修の実施）

○ 教職員等に対し、秘密管理の重要性について定期的な教育を実施す

る。

○ 営業秘密にアクセスする者に対し、営業秘密の管理に関する定期的

な教育を実施する。

○ 営業秘密の管理に関する教育・研修責任者に対し、定期的に実施す

る営業秘密の管理に関する教育・研修において、実際にその講師を担

当する者が秘密管理の概要を把握していることを確認することとさせ
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る。

※階層別教育（例えば、新規採用者に対する教育、管理職に対する教

育）等の既存の定期研修等の機会に実施することが合理的な実施方

法の一つであると考えられる。

＜高度な管理方法＞

（教育・研修責任者の設置）

・ 営業秘密管理規程等において、「管理責任者は教育責任を負う」な

ど、営業秘密の管理に関する教育責任を明確化する。

（教育・研修内容の決定）

・ 営業秘密の管理に関する教育・研修内容を組織内で均一化するため

に、「情報管理の重要性」、「営業秘密の管理組織の概要」、「具体的な管

理方法（○○大学 営業秘密管理規程の内容について）」等、教育ツー

ルやカリキュラムを作成する。

※階層別教育（例えば、新規採用者に対する教育、管理職に対する教

育）等の既存の定期研修等の機会にこれらのカリキュラム等を組み

込むことが合理的な実施方法の一つであると考えられる。

（教育・研修の実施）

・ 理解度確認付 e-ラーニング等全員の受講が確認できる営業秘密の管

理に関する教育プログラムを実施することによって、情報管理の重要

性について意識付けする。

＜裁判例＞

「教育・研修の実施」については、これを実施していることが、秘密

管理性を判断する際に肯定的な要素となることを判示しているものがあ

る。

・ 新規採用社員に対して、原告が保管する営業資料について、営業活

動以外への使用の禁止を徹底指導していた例43

・ 就業規則において、従業者に対し会社の業務上の秘密を他に漏らさ

ないことを義務づけ、新入社員の入社時にもその旨指導するなどして

いた例44

43 前掲東京地裁平成 12 年 11 月 13 日判決
44 前掲東京地裁平成 16 年 5 月 14 日判決
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・ 派遣スタッフや派遣先事業所の情報の重要性やこれらを漏えいして

はならないことを、研修等を通じて従業者に周知させていた例45

・ 従業者に対し、毎朝行っている朝礼において、随時、新聞等に掲載

された営業秘密に関する事件を紹介するなどの教育を行っていた例46

② 就業規則・契約等による教職員、退職者等への秘密保持の要請

i） 就業規則等の制定

学内の教職員等は、一般的には、就職時の雇用契約に基づき、又はこ

れに付随して信義則上秘密保持義務を負うが、その内容等を就業規則や

個別の契約・誓約書等によって明確化することが望ましい。

ただし、就業規則等に基づく秘密保持義務は、包括的・一般的な義務

規定に留まり、教職員等にとっては開示された情報のうち何が保護の対

象となるか不明確な場合もある。このような場合には、就業規則等にお

いて、対象となる営業秘密の範囲は別途指定する旨規定し、教職員等ご

とに対象範囲を指定する方法等が考えられる。

就業規則による秘密保持義務の法的拘束力については、当該教職員等

が退職したことにより直ちに失われるものではないと考えられるもの

の、退職後に負う秘密保持義務等の範囲を明確化することが望ましいと

いえることから、退職時に教職員等との間で秘密保持誓約書等を交わす

ことが重要である。

また、就業規則に秘密保持の規定を設ける場合には、労働関連法規に

反しないよう留意する必要がある。例えば、就業規則において、営業秘

密を不正に取得又は使用若しくは開示した教職員等に対する制裁規定を

新たに制定し、又はその内容を変更する場合には、労働基準法の規定に

従い、使用者は労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴

き、その変更を労働基準監督署に届け出る必要がある（労働基準法第 89
条及び第 90 条）。また、作成された就業規則が法的規範としての性質を

有するものとして、拘束力を生じるためには、事業場の労働者に対して

周知されていることなども必要である47。これらの際には、同法第 91 条

（制裁規定の制限）の規定にも留意する必要がある。さらに、これらの

義務を就業規則等に規定する際には、秘密保持義務が必要性や合理性の

点で公序良俗違反（民法第 90 条）とならないようにすべきである。

また、就業規則等に秘密保持義務の規定を設けた場合であっても、公

益通報者保護法に基づく公益通報等が妨げられないことは当然であ

り、大学においては、その実情に応じて、別途その旨の注意喚起を図る

45 前掲東京地裁平成 14 年 12 月 26 日中間判決
46 前掲東京地裁平成 17 年 6 月 27 日判決
47 最高裁平成 15 年 10 月 10 日判決
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ことも考えられる。

なお、大学が営業秘密管理規程を策定する際には、管理の実態を把握

した上で、当該規程を確実に履行可能なものとなるよう、上記規程に係

る教職員等と協議するなどしてコンセンサスを形成することが望ましい。

ii） 教職員、退職者等と締結する契約等（誓約書・就業規則等）

現職の教職員等に対しては、一般的には、就職時の雇用契約に基づ

き、又はこれに付随して信義則上秘密保持義務を負うが、その内容等を

明確にする観点から、個別の契約・誓約書等により秘密保持義務を課す

ことなどがある。

また、退職者に対して秘密保持義務を課す場合には、できる限り秘密

保持契約を締結することが望ましい。

さらに、同様の理由から、教職員等に対して、就任時に、当該大学に

おいて、何を営業秘密として管理するのか（学内で創出されるものと、学

外から持ち込まれるものを区別する。さらに、学内で創出されるものに

ついても、知的財産に係るもの等全学的に取扱いが決まっているもの

と、部署あるいは教職員レベルで判断するものを区別する。）を事務局等

から十分に説明することが望ましい。

なお、秘密保持契約等を締結する際には、秘密保持義務が必要性や合

理性の点で公序良俗違反（民法第 90 条）とならないよう、その立場の

違いに配慮しながら、関係者がコンセンサスを形成できるようにするこ

とが重要である。

③ 学生

「第３章３．大学と学生との関係」で述べたように、雇用関係のない学

生に対して、教職員同様の学内規程をあてはめることは不適切であり、教

育研究という目的との関係を念頭に置きつつ、個別のケースに応じて誓約

書にサインをさせるなどによって対応することが望ましい。また、社会人

学生については、通常の学生に対する留意点に加え、研究活動を開始する

時点で守秘義務の内容や研究成果の取扱いについて制約がないかを予め確

認しておくことが望ましい。

なお、知的財産が重視される中で、今後社会に出る学生に対して、営業

秘密の保護の法的仕組みや、実際の運用等について、一般的かつ基礎的な

学習の機会を与えることは、個別の営業秘密の管理とは別次元の問題では

あるが、人材育成の府である大学が担うべきであると考えられる。

④ 派遣職員

派遣職員は、一般の職員と同様に、派遣先（受入側の大学）の指揮命

令を受けて派遣先の業務に従事する。しかし、派遣職員は、あくまで派遣
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元（派遣会社）の職員であり、派遣先と直接の雇用関係はない。派遣先の

指揮命令権は、労働者派遣法に基づく派遣元・派遣先との間の派遣契約に

よって規定されるものである。

派遣職員をどのような業務に従事させるかについては、派遣契約で明確

化する義務があるが、派遣先と派遣元との間で営業秘密管理に関する秘密

保持規程を締結するか否かについては、労働者派遣法に基づく特段の義務

は課されていないが、大学と連携先の企業等との間に秘密保持契約を締結

している場合は、大学も秘密保持義務を負うため、こうした場合、派遣先

が派遣元に対して、どの程度の義務を課す必要があるのかを派遣契約等で

明確化しておく必要がある。

大学が派遣職員を雇用している場合、これらの者に対しても、同等の業

務に従事している教職員に対して課しているものと同等の秘密保持義務を

遵守するような規定を設けることが望ましいと考えられる。

ただし、これらの場合には、労働基準法や労働者派遣法に反しないよう

留意する必要がある。派遣先企業と派遣職員とが直接秘密保持契約を締結

することが直ちに法律違反になるわけではないが、労働者派遣事業制度の

趣旨からは、派遣先は、派遣職員と直接秘密保持契約を締結するよりもむ

しろ、雇用主である派遣元事業主との間で秘密保持契約を締結し、派遣元

事業主が派遣先に対し派遣職員による秘密保持に関する責任を負うことと

することが望ましいものである。このほか、労働者派遣法によれば、派遣

職員は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らして

はならない法律上の義務を負うものとされている。

このように、法的義務の点では教職員とは差異があるものの、営業秘密

として表示を行い、アクセスを制限するといった、物理的・技術的管理の

側面及び組織的管理の側面では、教職員と同様に妥当するものと解される。

※ 派遣先の秘密保持義務を派遣職員に課す際に、派遣先が派遣職員の

個人情報を収集しようとする場合があるが、派遣先は、雇用主である

派遣元事業主を通じて、派遣職員の就業管理上の必要性が認められる

ものに限り派遣職員の個人情報を収集することが基本であることに

留意する必要がある。

＜一般的な管理方法＞

○ 派遣契約において、派遣職員と同程度の業務に従事している大学の

教職員に対して課している義務と同等の秘密保持義務を遵守するよ

う規定する。
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⑤ 転出者（退職者48）

在職中に営業秘密にアクセスした転出者や退職者について、それらの者

が転出・退職した後も引き続き大学又は他の関係者が保有する営業秘密が

保護されるためには、当該営業秘密に関して、転出・退職時に明確な秘密

保持契約が締結されていることが望ましい。こうした秘密保持契約におい

ては、対象となる営業秘密を特定しておく必要があることから、これまで

外部から受け取った営業秘密及び大学において創出した発明などの大学独

自の営業秘密のうち退職時においても営業秘密として管理しているものに

ついては、その内容を確認しておくことが重要である。また、転職・退職

後に負う責務についても、確認しておくことが重要である。契約におい

て、転出・退職後の責務に関して、双方が納得感を得られていれば、それ

らの者が転出・退職した後も同様に実効性の高い管理が実現できる。ま

た、そうした退職後の秘密保持契約等においては、退職者としても、責務

の範囲を明確化しておくことがその後の活動における自由度を高めること

にも資する。

また、転出者や退職者の転出・退職後も秘密管理性が維持されるために

は、転出者や退職者が転出・退職時に占有している大学の営業秘密に関す

る書類（書面だけでなく、電子的なデータも含む）等は、返還させること

が望ましい。また、サンプルや試料など秘密管理が求められる物について

も同様に返還させることが望ましい。返還については、書面等で確認して

おくのが管理を徹底する上で効果的である。なお、返還を求めることがで

きるのはあくまでも大学に帰属する（又は、第三者から受領したものであ

って大学が管理する）営業秘密に限るという点に注意が必要である。

⑥ 転入者（新規採用者）

中途採用や第二新卒等により他の大学・企業等から転職して教職員等に

なる場合、当該転入者が特定の情報に関し法的義務を負っていたことによ

りトラブルに巻き込まれることのないよう、コンタミネーション（情報の

混入）に配慮することが必要である。具体的には、その転入者が持ち込む

情報によって、受け入れる大学側に、転出者が勤めていた大学・企業等か

ら、差止請求による事業中断のリスクや何らかの損害賠償請求を受けるリ

スクが発生しないかどうかを検証することが必要である。

また、他者の営業秘密の取得及び使用又は開示を前提とした採用活動は

行わないことは当然である。

48
国立大学法人化後、国立大学法人間の異動は制度上一法人を退職して別法人に新規に採用されること

になった。
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i） 転入者の契約関係の確認

採用予定の転入者に対してインタビューなどをすることで、元の大

学・企業等からどのような義務が課されているかの確認を行うことが必

要である。

具体的には、転入者の退職時の契約書等があれば、その秘密保持義務

等の内容について確認する必要がある。その退職時の契約内容が対外的

に確認可能であり、それが合理的であれば、安心して転入者を受け入れ

ることができる。

ただし、転入者が退職時に差し入れた誓約書等の写しを退職元の大

学・企業等が転入者に交付しないため、若しくは契約書の内容を開示し

ない契約を退職元の大学・企業等との間で締結しているため、どのよう

な義務が課せられているか確認できない場合、又はすべての情報を第三

者に開示、漏えいしてはならない、というような漠然とした契約の場合

等には、明確な契約上の秘密保持義務の内容は分からない。この場合に

おいても、転入者の秘密保持義務違反等につき「悪意」又は「重大なる

過失」があれば、不正競争防止法上の責任が生じ得ることから、「悪意・

重過失」でないと評価されるように努めることが必要である。

ii） 採用時の法的対処方法

コンタミネーション（情報の混入）を回避する法的方法としては、以

下の点等が記載された誓約書を転入者から取得することが考えられ

る。このような誓約書の取得は、不正競争防止法上の「重大なる過失」

が無いとの主張の一助となると考えられる。

●元の大学・企業等の営業秘密を、その承諾なしに学内に開示あるい

は使用させないこと

●元の大学・企業等において完成させた職務発明の現大学名義での出

願をさせないこと

もっとも、以上の方法も必ずしも完全にリスクを回避することはでき

るものではなく、不正競争行為に該当しないよう前述（ａ）のように大

学で最善の注意義務を尽くすことが望ましい。これら誓約書によっても

なおリスクがあると考える場合には、漏えいの懸念がなくなるまでの一

定期間、前職との関係性の薄い業務に従事させる等のより慎重な対応を

検討することが望ましい。

iii） 採用後の管理

転入者の採用後も、当該転入者の業務内容を定期的に確認することに

より、退職元の大学・企業等との間で秘密保持義務違反が生じないよう

確認をすることが望ましい。また、配属についても、転入者が負う秘密

保持義務等に十分に留意する必要がある。
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＜一般的な管理方法＞

⑦ 企業等の外部連携組織

大学が産学連携等を行うに当たって、関係者の間で共有する情報が、ど

ちらかが保有する営業秘密である場合、関係者において適切に管理される

ことが求められる。

また、大学に企業等から研究者を受け入れる場合については、雇用関係

のない学生と同様、個々のケースに応じて秘密保持契約を結ぶなどで対応

すべきである。その際、大学が過分な秘密管理義務を負うことによって、関

係者間の自由闊達な意見交換を損なうことがないよう留意すべきである。

さらに、連携先の情報と大学の情報の間で、コンタミネーション（情報

の混入）が生じないように管理を行うことも重要である。

i） 学内の情報

不正競争防止法の営業秘密として保護されるためには、産学連携等で

連携先の企業等に開示する場合であっても、秘密管理性を維持すること

が必要となる。したがって、通常は、営業秘密の開示に先立ち、守秘義

務を含んだ契約を締結することになる。この点、本契約の締結前であっ

ても情報の開示が必要な場合もあり、例えば営業秘密に関するライセン

ス契約等の交渉当事者においては、相手方のノウハウの価値を評価させ

る目的で、本契約の交渉段階で、秘密保持契約を締結した上で当該ノウ

ハウを開示する例がみられる。

さらに、大学と企業等との間で連携を行う場合には、連携内容を明確

化して無用なトラブルを防止するため、直裁的に、連携の開始時におい

○ 他の大学・企業等の営業秘密を不正に使用又は開示することを前提

とした採用活動は行わない。

○ 転入者の退職時の契約書等があれば、その秘密保持義務等の内容に

ついて確認する。

○ 転入者の配属について、転入者が転入前の大学・企業等に対して負

っている秘密保持義務等に留意する。

○ 退職元の大学・企業等における業務内容・秘密保持義務の内容な

ど、採用においてチェックすべきリストのようなものを策定する。

○ 退職元の大学・企業等に対して、退職時誓約書の内容等について問

い合わせる。

○ 退職元の大学・企業等から警告書が届いた場合には、その内容につ

き、当該転入者等に十分に確認する。
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て秘密保持契約を締結することが望ましい。ただし、契約上の守秘義務

の範囲は、当事者で定めることから、不正競争防止法で保護される「営

業秘密」に限られず、範囲が広範なことがある。この点、「開示されたす

べての情報」が守秘義務の対象とされる場合も見受けられるが、情報を

受領する側にとってはそれを遵守することが事実上困難な場合もあ

り、過度に広範であれば公序良俗違反（民法第 90 条）として無効とな

る余地もあり得ることから、どこまでが秘密保持の対象となるか明確に

定めておくことが望ましい。

また、連携先に対しては、契約の中で、秘密保持義務のみならず必要

に応じて連携先企業における営業秘密の適正管理について規定すること

も考えられる。ただし、それぞれの大学・企業等の事業者によって営業

秘密の管理のレベルに差があることを考慮すべきである。

ii） 連携先の情報

コンタミネーション（情報の混入）を防止するためには、以下のよう

な対応が必要となる。

a） 契約締結時の留意事項

連携先からの営業秘密の取得に際しては、相手方が当該情報の開

示につき正当な権限を有するか否かについて、相当の注意を払う必

要がある。

b） 連携先への組織的対応

新規の連携先から新技術・製品の開示があった場合、大学の規模

が大きくなると、学内に分野ごとに担当窓口が複数存在する等、担

当者レベルで個別に対応するときには統一的な管理が困難となるこ

とがある。このような場合は、窓口を一本化して統一的な情報管理

を行うことが望ましいが、これが困難であれば、例えば統一的な取

扱いルールを規定し、学内で対応を統一する方法も考えられる。

c) 使用目的等による制限

連携先から正当に取得した営業秘密であっても、図利加害目的で

使用開示すれば不正競争行為として損害賠償や差止めの対象とな

り、また、契約に基づき取得した場合は、当該契約で定めた範囲を

超えれば契約違反となる。

このため、未然にトラブルを回避する観点からは、あらかじめ契

約を締結し、取得する営業秘密の使用目的や開示先を明確に規定す

るとともに、使用又は開示の範囲について適正に管理を行うことが

望ましい。なお、明示の契約がない場合であっても、信義則に反す
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る使用又は開示は不正競争行為となり得ることに留意する必要があ

る。

⑧ 秘密保持契約締結の際の注意点

i） 基本的考え方

秘密保持契約を締結することによって、大学が保有する営業秘密を

秘密管理性を保ったまま、相手に開示ができるメリットがあるが、逆に

その規定内容を遵守できないと、損害賠償等の責任を問われることにな

る。したがって、特に情報を受け取る立場で秘密保持契約を結ぶ場合

は、組織内での秘密管理体制等に照らして、実行可能な内容について規

定することが必要である。

また、共同研究等の契約者同様、契約者は大学となるのか、当事者で

ある教職員等となるのかは、個別の大学における組織運営の実態や、個々

の研究活動の実態に照らして検討される必要がある。

ii） 教職員、退職者等との間の秘密保持契約等の内容

a) 秘密管理する対象となる情報の範囲

前述したが、秘密保持契約では、義務を課す対象となる情報を特

定することが必要となる。特定の程度は、どのような保護を受ける

かによって異なるが、契約法上の観点からは、過度に広範な秘密保

持契約は、必要性・合理性の観点から公序良俗違反となり、保護が

受けられなくなる可能性がある49。

対象となる情報について双方の理解が一致していなければ、それ

は、客観的認識可能性の問題となり得る。このため、秘密管理性の

判断において対象の特定性が重要となる。

また、対象となる情報の特定は契約当事者双方の認識を共通化

し、実効的な秘密管理を可能にすることになる。

具体的な特定方法として、包括的な概念による特定（「～に関する

データ」、「～についての手順」等）や媒体による特定（「ラボノート

Ｘに記載された情報」、「Ｙ社から提供されたファイルＺのうち○○

頁に記載された情報」等）、詳細な（特許クレーム類似の）特定（情

報の内容そのものを記載する方法）などが有効である。いずれにし

ても契約書を通じて秘密の漏えいを防ぐためには、契約内容の開示

に関する守秘義務を定める等の対応をとることが望ましい。

49
対象となる秘密を具体的に定めない、同義反復的な内容の就業規則の規定は、秘密管理性を充足する

ものにはならないこととした裁判例（東京地裁平成１７年２月２５日判決）などがある。
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b) 例外規定

契約において秘密保持義務の対象として、特定された範囲内に含

まれる情報の中には、営業秘密に該当しないもの、あるいは営業秘

密に該当するが入手方法が不正競争防止法違反にならないものが含

まれ得る。契約の有効性を高め、必要性・合理性がある範囲に限定

するためには、こうした情報については秘密保持義務の例外にする

ことが望ましい。

具体的には、開示前からすでに公知であった情報、開示前からす

でに保有していた情報、開示後に受領者の責めに帰すべき事由なく

公知となった情報、第三者から守秘義務を課されることなく取得し

た情報等が挙げられる。

また、法律上の要求に基づき、行政機関や裁判所から当該営業秘

密の開示を求められたなどのやむを得ない場合も、当該開示に限っ

て秘密保持義務の例外として規定することも考えられる。この場合

には、事前あるいは事後に開示者へ速やかに通知することや、秘密

の開示を最小限度にすることを義務付けること（例えば、開示に際

しては、できる限り大学の指示に従うべき旨規定するなど）が考え

られる。

c) 秘密保持義務及び付随義務

基本的な義務として、目的外使用の禁止やアクセス権限のない第

三者への開示の禁止を規定することが挙げられる。その他に、営業

秘密を適正に管理するために、以下の点を規定することも考えられ

る。

○営業秘密が記録された媒体の複製・社外持ち出し・送信の禁止

○営業秘密の適正な管理及び管理への協力

○退職の際の営業秘密記録媒体（複製を含む。）の返還

d) 秘密保持期間

秘密保持義務の存続期間については可能な限り、期限を設定する

のが望ましい。期間は、秘密情報の性質、技術進歩の状況等を踏ま

えて、個別に検討する。また、情報の性質から期限を定めるのが困

難である場合には、営業秘密性が失われるまでと明記する（通常、期

間が短ければその分だけ、管理に付随する負担と情報漏えいの可能

性は減少する）。

なお、情報が公知となった際の無用なトラブルを避ける観点から

は、該営業秘密が秘密保持期間中に機密性を失った場合において

は、秘密保持義務を負う転出者からの問い合わせがあれば誠実に回

答するなど認識を共有するための方策についての規定を設けること
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も考え得る。

e) 秘密情報を含む成果の公表の方法

研究・教育機関として、大学は、社会からその研究内容を広く公

開することが求められる存在である。

また、そのような社会の求めに応えるため、教職員等が、営業秘

密に関連する研究内容を公表しようとする場合は、以下のような点

を考慮する必要がある。

・公表の可否・範囲について、契約の相手方に対して確認を求め

ること

・確認を求められた相手方は、一定の合理的な期間内（可能なら

具体的に定める）に回答すること

f) 義務違反に対する措置

営業秘密の不正取得及び不正取得された営業秘密の使用又は開示

行為については、不正競争防止法上、差止請求権（第 3 条）、損害賠

償請求権（第 4 条）、信用回復措置請求権（第 7 条）が規定されてい

る。このため、契約において、その旨改めて規定せずとも、不正競

争防止法上の権利は存在する。

一方、契約の観点からは、契約違反の場合における、損害賠償義

務を規定することもある。また、弁護士費用等については、「損害」

の中に含めることが困難な場合があるので、合理的な範囲内で求め

ることができるような規定を設けることも考えられる。

ただし、その場合には、労働基準法第 16 条に「使用者は、労働

契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契

約をしてはならない。」とあるため、違約金を定めたり、損害賠償額

を予定したりすることはできないことに留意する必要がある。

iii） 秘密保持契約を締結するタイミングと事務手続

秘密保持契約を締結するタイミングとしては、①就職時、②在職中（特

定の研究への参画時等）、③退職時があるが、①就職時の契約では、秘密

保持義務の対象の特定は困難であるが、②在職中、③退職時には、具体

的な特定が徐々に容易になる。したがって、タイミングに応じ、双方の

納得感が得られるような適切な秘密保持契約にすることが望ましい。

・ 就職時

職種を限定して採用した教職員等については、就職時に、その職務

内容等に関連のある範囲内で秘密保持義務の対象となる情報を限定

することが可能であると考えられるが、今後どのような営業秘密が開
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示されるか予測することが困難な場合も想定される。

このため企業における実務上は、包括的・一般的な秘密保持義務を

規定した誓約書（又は契約）により、秘密保持義務を課す場合が一般

的である。ただし、前述のとおり、退職後まで続く過度に広範な秘密

保持義務を含む契約は、公序良俗違反となる可能性があるため、何ら

かの形で事後的に範囲を限定することを検討する必要がある。

・ 在職中（特定のプロジェクトへの参画時等）

大学にとって重要なプロジェクトに参画する場合や、特定の部署に

異動し、新たな営業秘密を知ることとなった場合に、その都度秘密保

持契約を締結することがある。

この場合、プロジェクトに関係する範囲、あるいは新しい部署の業

務に関係する範囲で、秘密保持義務の対象を限定することは可能であ

る。

また、プロジェクトの終了後においては、さらに秘密保持義務の対

象となる情報を特定することが容易になるので、終了後に契約を締結

する、あるいは参画時に締結した契約に基づき、対象となる情報の範

囲を終了時に確認するといった方法もあり得る。

なお、プロジェクト終了後においては、秘密保持義務の対象となる

情報が記録等された媒体を大学や連携先の企業等に返還させるとと

もに教職員等自らが保有するパソコンや USB メモリ等に秘密保持義

務の対象となる情報が記録等されている場合においては、当該情報を

消去した上で、当該消去した旨を大学や連携先の企業等に報告させる

等の対応を行うことも考えられる。

こうした在職中の契約は、就職時の契約と比較して、対象となる秘

密が特定されるとともに、契約を締結する人も限定的であるため、必

要性・合理性の観点からも契約の有効性は高まると考えられる。ま

た、退職時までの期間がより短くなっていることから、当該教職員等

が秘密保持義務を負っているという認識も、より高いものになる。

・ 退職時

退職時においては、今後どのような営業秘密にアクセスするか予想

することが困難である就職時や在職時に比べ、各種プロジェクトな

ど、実際にアクセスした営業秘密について確認的に特定を行うもので

あることから、秘密保持義務の対象となる情報を特定することは容易

であるため、具体的な秘密保持義務の範囲を明示して契約を締結する

ことが可能である。

しかし、この時点で突然契約の話をされると、退職者は当惑する可

能性がある。それまでに契約を締結していない場合には、退職時に秘
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密保持契約を締結する可能性があることを事前に周知しておくこ

と、退職時までに何らかの契約を締結している場合には、守秘義務の

対象となる情報の特定のみを退職時に行うこととするといった方策

や、一定期間ごとに契約の内容を見直すこともあり得る。

※ 個人情報保護法の施行に伴う留意点

平成 17 年 4 月の個人情報保護法の施行後、個人情報保護を名目

として、個人情報とは無関係の営業秘密をも対象とする包括的な秘

密保持契約を締結する場合がある。

しかしながら、個人情報保護と営業秘密の保護はその目的・範囲

等が異なるため、教職員等側の納得感の向上の観点からは、個人情

報保護に関する契約と営業秘密に関する秘密保持契約は峻別する

（別書面であるか否かは問わない。）ことが望ましい。

＜一般的な管理方法＞

（就業規則等）

○ 就業規則等において秘密保持の規定を設ける。

○ 就業規則等において包括的・一般的な秘密保持の義務規定を設ける

に留まる場合には、対象となる営業秘密の範囲は別途指定する旨規定

し、教職員等ごとに対象範囲を指定する。

（教職員、退職者等と締結する契約）

○ 現職の教職員等に対し、個別の契約・誓約書等により秘密保持義務

を課す。

○ 退職者との間で、秘密保持契約を締結する。

＜裁判例＞

「就業規則等」、「従業者、退職者等と締結する契約」については、こ

れを実施していることが、秘密管理性を判断する際に肯定的な要素とな

ることを判示しているものがある。

・ 就業規則において、社員は、会社が指示した秘密事項を自己の担当

たると否とを問わず、一切外部に漏らしてはならず、秘密事項を発表

しなければならないときは、会社の許可を受けなければならない旨の

規定を設けていた例50 

50 前掲東京地裁平成 11 年 7 月 23 日判決
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・ 営業秘密に接する機会のある従業者に対し、仕入先や顧客等の情報

が営業秘密であって、これを原告の目的以外に使用しないこと等を記

載した誓約書を提出させてきた例51 
・ 秘密事項を知り得る立場にある営業関係の従業者全員に、退職後に

秘密事項を漏えいしない旨の誓約書を作成させて秘密保持義務を課し

ていた例52 

なお、秘密管理性を認めなかった裁判例の中には、就業規則に「自己

の所管の有無に関係なく、会社の業務上の機密事項を他にもらさない。」

との条項を規定しているが、これは業務上の機密事項に関する従業者の

守秘義務を一般的に定めたものにすぎないとした例53、就業規則で定め

たり、又は誓約書を提出させたりするなどの方法により従業者との間で

厳格な秘密保持の約定を定めるなどの措置をとっていないという例
54、就業規則に、「社員は、会社の機密、ノウハウ、出願予定の権利等に

関する書類、テープ、ディスク等を会社の許可なく私的に使用し、複製

し、会社施設外に持ち出し、または他に縦覧もしくは使用させてはなら

ない。」、「社員は、第 13 条第 3 項に定めるところの他、業務上機密とさ

れる事項および会社に不利益となる事項を他に漏らし、または漏らそう

としてはならない。社員でなくなった後においても同様とする。」という

規定が置かれているが、当該規定はその対象となる秘密を具体的に定め

ない、同義反復的な内容にすぎないとした例55、就業規則中の規定は、書

類等を厳重に保管すべき義務を従業者に課したものということができる

が、同規定は、原告の備品等を大切にし、消耗品等を節約するというよ

うな規定と同列に規定されており、書類等の会社の備品等を取り扱う際

の従業者の心構えを抽象的に定めた規定というべきであり、このような

規定をもって営業情報が秘密として管理されていると客観的に認識し得

るものではないとした例56、などがある。

iv） 大学と連携先との間の秘密保持契約の内容

大学と連携先との間の秘密保持契約においても、基本的に大学と教職

員・退職者等との間の秘密保持契約と同様の内容が規定されると考えら

れる。

したがって、秘密保持契約に盛り込む内容については、例えば①対象

51 前掲東京地裁平成 17 年 6 月 27 日判決
52 大阪高裁平成 20 年 7 月 18 日判決
53 大阪高裁平成 15 年 1 月 28 日判決
54 東京地裁平成 16 年 4 月 13 日判決
55 前掲東京地裁平成 17 年 2 月 25 日判決
56 大阪地裁平成 17 年 5 月 24 日判決
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となる情報の範囲、②秘密保持義務及び付随義務、③例外規定、④秘密

保持期間、⑤義務違反の際の措置等が挙げられる57。

しかしながら、関係者間の秘密保持契約に特有と考えられる事項とし

て、以下の点が挙げられる。

a) 対象となる情報の範囲の変更

一般的には、事前に秘密保持契約を締結した上で、関係者間で営

業秘密を開示することになるが、事前に実際に開示される全ての営

業秘密の内容を特定することは容易ではない場合がある。例えば、共

同研究等の過程で当初の想定を超えるものについて口頭で開示した

情報の中に、営業秘密が含まれる場合もある。

このような情報に秘密保持義務を課す場合には、あらかじめ口頭

で開示した情報の取扱いに関する規定を別途設ける必要がある。具

体的には、口頭で開示した側が、情報の開示後一定期間内に当該情

報の内容を文書化し、当該文書を秘密保持義務の対象とすることな

どが考えられる。

また、契約の存否自体が営業秘密に該当し、秘密保持義務の対象

となる場合も考えられる。

一方、特に多数の関係者が参加する大型の産学連携プロジェクト

においては、新たに創出される情報について、特許を取得するの

か、ノウハウとして秘匿するのかという判断が、一関係者だけで行

うことができず、かつ、今後展開する事業の方向性が決まらないと

確定できない場合がある。このような場合には、その情報を当面は

秘匿するものとした上で、プロジェクトの終了時に改めて、情報の

取扱方法について関係者で検討することが考え得る。

b) 秘密管理体制の構築の要請

営業秘密の秘密管理性及び非公知性を維持するために、営業秘密

の開示を受ける側に対し、秘密を適正に保護する体制の構築を求め

ることがある。

その一環として、当該営業秘密を実際に扱うこととなる教職員等

を特定し、その者に対して契約等により退職後においても秘密保持

義務が課されるように措置することを求めることなどが挙げられる。

c) 契約期間と秘密保持義務の存続期間

大学と連携先との間の秘密保持契約では、契約期間よりも秘密保

57 前掲「（イ） 人的管理⑧秘密保持契約締結の際の注意点（ⅱ）教職員、退職者等との間の秘密保持契約等の内容」

参照
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持義務の存続期間を長く設定することがある。

これは、契約期間は、契約に規定された目的を達成するのに必要

な期間であり、全ての規定の遵守を求めるものであるのに対し、秘

密保持義務の存続期間は、契約条項の中でも、秘密保持義務につい

てのみ、より長期の存続を求める場合があるからである。

・大学と連携先との間の秘密保持契約と、大学と教職員・退職者等

との間の秘密保持契約の関係

大学が教職員・退職者等との関係で締結する秘密保持契約は、大

学と連携先との間で締結された秘密保持契約と密接に関係する場合

がある。

例えば、Aの営業秘密を連携先 Bに開示するケースでは、双方は
秘密保持契約●を締結し、それに基づき Aは Bに対して秘密管理体
制の構築を要請することが考えられる。この場合、B において開示
を受けた営業秘密を実際に使用するのは、B に所属する b1、b2、b3

…であるが、Bが b3との間で秘密保持契約▲を締結することなく、b3

が Cに転職した場合には、b3による Aの営業秘密の使用又は開示を
差止めることができなくなる可能性があり、その結果、A として
は、適切な秘密管理体制を構築しなかった B に対して損害賠償等を
請求することとなる場合があり得る。（次図参照）

言い換えれば、Aと Bとの間で締結された秘密保持契約●は、開
示先である B が、実際に営業秘密を使用する、B に所属する者との
間で秘密保持契約▲を締結しなければ、実効性が担保できない場合

があり得る。実効性を担保するためには、秘密保持契約●において、B
内で開示をする者に対しては、B において秘密保持義務を課すべき
旨が定められているなど、両方の契約（●及び▲）の間に整合性が

とれていることが必要である。
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＜一般的な管理方法＞

○ 大学と連携先との間で連携を行う場合には、連携の開始時におい

て、秘密保持の対象となるか否かを明確に定めた秘密保持契約を締結

する。

○ 共同研究等の過程で事前の契約等において指定した営業秘密の範囲

を超えるものを口頭で開示した場合には、開示した側が、情報の開示

後一定期間内に当該情報の内容を文書化し、当該文書を秘密保持義務

の対象とすることなど、あらかじめ口頭で開示した情報の取扱いに関

する規定を別途設ける。

○ 連携先から重要なノウハウ等の開示を受ける場合には、相手方に当

該ノウハウの帰属を確認するとともに、大学へのノウハウの開示が連

携先の他の契約の債務不履行を構成しないことなどについて、連携先

に表明又は保証してもらう。

A B

㊙

b3・・・

開示

㊙

㊙

転職

C

使用・開示？

㊙

秘密保持

契約 ▲

秘密保持

契約 ●

b1 b2 b3

開示
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（４） 営業秘密侵害に備えた証拠確保等に関する管理

営業秘密を管理する方法として、情報自体の物理的・技術的管理、取り扱う

人の管理等について提示してきたが、どのように厳重な管理方法を実施した場

合であっても、営業秘密が漏えいするおそれを完全になくすことはできない。

また、営業秘密が実際に漏えいした場合については、その漏えい経路を明ら

かにし、侵害者に対して責任追及をするための証拠を確保する必要がある（責

任追及を裁判手続において行う場合には、その侵害事実を立証するために適切

な証拠が必要となる。）。

そのため、営業秘密が実際に漏えいした場合に備え、証拠確保のための措置

を講じることが考えられる。また、このような措置を講じることは、意図的に

営業秘密を侵害しようとする者に対し、不正行為を思いとどまらせる効果を期

待することもできる。

＜管理方法＞

・ 営業秘密が記載・記録されている書面、記録媒体等を、閲覧や複製

や持ち出しした者を台帳に記録する。

・ 営業秘密を取り扱っている教職員等のコンピュータの利用状況や通

信の記録を保存する。

・ （教職員等が在職中に営業秘密の不正な使用、開示等をした場合、営

業秘密の漏えいが発覚するまで時間がかかる場合があるため）営業秘

密を取り扱っていた教職員等が退職した場合等には、その使用してい

たコンピュータのデータを一定期間保存する。

・ 営業秘密を管理している施設への入退出の記録を作成する。

・ （不正な持ち出しを監視・記録するため）営業秘密を保管している

施設に監視カメラを設置し、記録する。

・ 営業秘密が記載・記録されている書面、記録媒体等に対して、予め

デジタル透かし情報（秘密表示、管理者情報等）を付加する。
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４. 営業秘密の管理を適切に機能させるために実施することが望ましい組織

的管理の在り方

（１） 大学の営業秘密管理のための組織的管理

大学の営業秘密を適切に管理するためには、個別の物理的・技術的・人的管

理等の措置を実効的に実施し、問題が発生した場合に的確に対応していくた

め、組織的な管理を行うことが重要である。すなわち、学内（連携先等から正

当に開示を受けたものを含む。）の営業秘密の漏えいを防ぎ、漏えいの事実又は

その危険性を早期に発見し、状況を改善していくためには、その情報を物理的・

技術的に管理し、それにアクセスする者について人的管理を行うことに加え、シ

ステムとして組織的に管理を行うことが重要である。

このシステムを適切に機能させるためには、教職員等の責任と権限を明確に

定め、営業秘密管理に関する規程や手順を整備し、その実施状況を確認して、そ

れらの見直し及び改善、事故又は違反への対処などを継続的に行う必要がある。

前述の「営業秘密の管理のために講じることが望ましい秘密管理方法」で紹介

した具体的管理方法が、このようなシステムの中に組み込まれれば、その実効

性もより高まるものと考えられる。

また、営業秘密について組織的な管理を行う際には、学内の営業秘密を外部

に漏えいさせないという視点のほか、教職員等が、産学連携等における連携先

である企業等が保有する営業秘密を不正に取得したり、他者の営業秘密を不正

に使用又は開示したりしないという視点も必要である。

以下、（２）において他者の営業秘密を侵害しないという視点をもつことの意

義について記載し、（３）において実効的な組織的管理を行う上で目安となる事

項及びそのために実施することが望ましい具体的な措置等について記載する。

（２） 他者の営業秘密を侵害しないための組織的管理の意義

不正競争防止法においては、大学の代表者や教職員等が、正当に示されてい

ない他者の営業秘密を不正に取得した上で、使用又は開示した場合には、当該

行為者に加え、大学も処罰される（両罰規定）

一方で、営業秘密が正当に示されたか否かにかかわらず、教職員等が営業秘

密の不正取得及び不正取得した営業秘密の使用又は開示を行った場合には、そ

の教職員等が所属している大学が、行為者と連帯して不正競争防止法上の民事

的責任を問われることになり得る。さらに、大学が他者の営業秘密の侵害にか

かわった場合には、社会的な責任という観点からその大学の評判に大きな影響

を与える可能性もある。

したがって、大学としては、最低限両罰規定による刑事的制裁を回避し、更

にリスクをいかに回避するか、という観点から、教職員等による営業秘密侵害

行為への加担を未然に防止するための、積極的・具体的な措置を講じることが

望ましい。特に両罰規定に関しては、法人には過失が推定されることから、注

意を尽くしたことが証明されない限り、大学は刑事罰を免れないこととなるた
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め、教職員等による営業秘密侵害を防止するための具体的な措置を講じる必要

がある。

（３） 望ましい組織的管理体制の構築の在り方

（ア） 営業秘密として管理すべき情報資産の把握

大学が営業秘密の管理を組織的に行う際には、まず、当該大学にとって「営

業秘密として管理すべき情報資産とは何か」が明確であることが基本となる。

大学という特質に鑑みると、例えば、自らの大学としての特色等も勘案し

ながら、研究テーマごとに「公開可能領域」と「秘匿領域」を明確に分け、社

会的使命として公開すべきものは公開を促進し、秘匿すべき部分だけは厳格

に管理するという方法が考えられる。

この点、ある情報が営業秘密として管理すべき重要な情報資産であるか否

かは、大学自身や連携先の企業等の意向等によって異なるものであり、一概

に指摘することはできないが、一般的に企業等で営業秘密として管理される

情報は、例えば経営戦略に関する情報資産（例：経営計画、目標、新規事業

計画等）、顧客に関する情報資産（例：顧客個人情報、顧客ニーズ等）や、技

術（製造含む）に関する情報資産（例：共同研究情報、図面情報、技術ノウ

ハウ等）等が想定されるため、こうした情報を保有し又は連携先の企業等と

共有する場合は、その取扱いについて留意し、又は企業等と事前に相談をす

るなどして認識を共有しておくことが望ましい。

大学において、適切な方法により把握した学内の営業秘密として管理すべ

き重要な情報資産を、組織的に管理し、かつ、その創出経緯を明確にしてい

れば、新たに大学にとって重要な情報を入手した時に、それが大学のもの

か、連携先の情報かをすぐに判別できる。このため、入手した情報の出所が

明確となり、他者の営業秘密の侵害行為に当たるか否かが判断可能となる。出

所が明確である場合、ほとんどの教職員等が注意を払うはずであり、またそ

のようになっていれば、教職員等によるこうした侵害行為も抑止される効果

があると考えられる。

（イ） 目安となる事項

前記（ア）のとおり、大学においては、学内の重要な情報資産を把握し、こ

れを組織的な管理体制の下、適切に管理することによって、学内の営業秘密

を保護するとともに、他者の営業秘密を侵害しないために学内の情報と他者

の情報とを峻別することができるような取組を行うことが重要であり、その

ために実効的な管理体制を構築することが望ましい。

望ましい秘密管理体制の構築をするための目安となる事項としては、以下

の６項目が挙げられる。
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＜目安となる６項目＞

① 管理方針等（基本方針、基準、規程等）の整備

営業秘密管理上の不正を未然に防ぐための管理方針等（基本方針、基

準、規程等）を整備し、またそれを具体化するための手続が確立されてい

ることが重要である。

ただし、これは他の内部統制活動と分離された独立の文書類や手続であ

る必要はない。また、これらは監査の結果を踏まえて、継続的に見直しを

行うことが重要である。

② 責任者の存在とその権限の明確化

前述の管理方針等が正しく守られているかどうかを監督する責任者がい

ること、またその責任者の存在が組織内で周知されていることが重要であ

る。

③ 営業秘密侵害を防止するための教育及び管理方針等の周知・徹底

営業秘密管理に関する教育や研修への参加を義務づけることで、あるい

はどのように行動すべきかを説明した文書等を配布することで、管理方針

等、手続を教職員等に周知徹底することが重要である。

ただし、営業秘密に関する教育・研修は、教職員等を対象にした画一的

な教育よりも、むしろ、立場や職務ごとのリスクに応じたものとすること

が望まれる。

また、大学側から見た営業秘密保護の観点だけでなく、教職員等の保護

の観点から、教職員等が営業秘密侵害罪に問われないよう、予防立証を含

む自衛手段等についても、教育・研修をすることが望ましいと考えられる。

④ 日常的なモニタリングの実施

法令に抵触するか否かを事前に相談できる体制（例えば相談窓口の設置

等）を学内に整備することが重要である。

日常的な研究活動が営業秘密の不正開示と誤解される可能性がある場合

も考えられるため、例えば当該行為が法令に抵触するか否かや、保有して

いる情報が営業秘密に該当するか否かなどを相談できる窓口等を学内に整

備することが考えられる。このような相談例を蓄積し、管理方針等の見直

しや、教職員等への営業秘密に関する教育・普及活動に活用することが望

ましい。

また、日常的な業務活動の中で、各レベルの責任者が、不自然な研究開

発の進展等、特に営業秘密の不正取得が疑われるような端緒があった場合

には、情報の出所を確認することが望ましい。
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⑤ 内部監査の実施

営業秘密管理の実効性を高めるために、定期的に内部監査を実施するこ

とが奨励される。具体的には、共同研究契約による秘密保持義務を負って

いるか、営業秘密の開示対象者が特定されているかなどの監査項目をリス

ト化し、各研究室やプロジェクトの責任者に配布・記入してもらうことな

どが考えられる。

内部監査は、営業秘密侵害のリスクに応じたものとすることが重要であ

る。リスクに応じた監査とは、一般的に言えば、仕事の性質上、営業秘密

侵害が発生しそうな部署に対しては、包括的かつ高い頻度で、また逆にそ

うではない部署に対しては、限定的かつ低い頻度で、監査を実施すること

を指す。ただし、これは他の内部統制活動と分離された独立の活動として

展開する必要はない。

なお、一般に、自己監査のみでは、すべての問題行為を発見できるとは

限らないため、例えば内部者からの報告等により潜在的な問題が発見され

た場合、その経験を踏まえて、監査項目や監査対象等を見直し、自己監査

の精度を継続的に改善することが重要である。

⑥ 事後対応体制の整備

適切な管理を実施していたとしても、営業秘密が漏えいするリスクは常

に存在する。万が一営業秘密が漏えいした場合に、事実関係を確認・報告

する体制や学内外に対する対応の体制を整えておくことが望ましい。ま

た、営業秘密の漏えいに関与した者に対する一貫した懲戒処分基準をあら

かじめ設け、その内容を教職員等に周知することも重要である。

その中には、不正を指示した者、また上司の指示などにより不正に関与

しながらも、自らの過ちを報告してきた者等に対する措置、更には不正を

知りながら報告しなかった者の扱いなども含むことが重要である。

上記６つの項目は、自らの大学の教職員等が他者の営業秘密を侵害した場

合に、大学が免責されるための必要十分条件ではない。つまり、これらを満

たせば直ちに大学が免責されるというものではなく、反対に、これらの項目

を一つでも満たさなければ、直ちに法人処罰が科されるというものでもな

い。「違反行為の発生を有効に防止するに足りる相当にして具体的な措置」と

いえるような実効的手段が執られていた場合には、それをもって大学が免責

されることもあり得る。

なお、営業秘密の組織的な管理に取り組むに際し、教職員等の全ての行動

や学内の情報の全てを管理しようとしても、コストが増大するとともに実効

的な管理が難しくなる。このため、学内の重要な情報資産として把握した情

報（群）ごとに、その重要性や教職員等の業務の性質、コンタミネーション

（情報の混入）が生じる可能性の高い場面等を分類することが重要である。そ
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の上で、営業秘密の侵害が発生するリスクやリスクが顕在化した場合のダメ

ージ、管理を行う上でのコスト等を勘案し、以下の望ましい管理方法で挙げ

る具体的な管理方法を参考にしながら、個々の大学の判断によって必要な措

置を講ずることが求められる。

（ウ） 望ましい管理方法

大学が自ら保有する営業秘密を適切に管理するための組織的管理と、他

者の営業秘密を侵害しないための組織的な管理の二つの側面から、適切に管

理を行うため、前記①の目安となる事項を踏まえつつ、管理方針等の策定

（Plan）、実施（Do）、管理状況の監査（Check）、見直し（Act）という、マ

ネジメントサイクル（PDCA サイクル）を確立することが重要である。

なお、大学が、これらの取組を行うに際しては、国内法令を遵守すること

が当然の前提であるが、大学の研究や事業における提携の範囲がグローバル

化していることを考慮すると、大学のリスクマネジメントの観点からは、外

国からの技術情報の導入に際して、例えば経済スパイ防止法等の当該国にお

ける法規制との関係にも配慮することが望ましい。

① 管理方針等（基本方針、規程、基準等）の策定（Ｐｌａｎ）

i） 基本方針の策定

営業秘密管理指針（ポリシー）は、営業秘密の管理に関する組織の考

え方や方針を明らかにするものであり、大学の運営に関する基本的方針

の一部であって、簡潔かつ理解しやすい形で文書化し、大学の組織的な

合意を得た上で、教職員等に周知することや HP 等を通じて公開するこ

とが重要である。

また、組織の最高責任者がこれを制定・公表するとともに、マネジメ

ントサイクル（PDCA サイクル）の中で、定期的に見直しを行い、継続

的に改善することが望ましい。

※営業秘密管理指針（ポリシー）を策定する際に一般に含むべきとされ

る事項

（a） 営業秘密管理への取組の宣言

（b） 目的

（c） 対象範囲

（d） 用語の定義

（e） 基本原則

（f） 法令の遵守

（g） 罰則等

策定に当たって、営業秘密だけでなく、全ての情報を対象にした統一

的なマネジメントシステムを構築する場合は、営業秘密管理について
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は、秘密管理指針（ポリシー）の一部とすることも考えられる。また、大

学独自に創出した発明等に係る秘密管理については、知的財産管理指針

（ポリシー）の一部に位置付けてもよい。

ii） 実施計画の策定

基本方針のみでは、必ずしも具体的な営業秘密管理の手順が明らかで

はないため、具体的な営業秘密管理の目的と目標とを定めて、これを達

成するための実施計画（プログラム）を策定し実行することが考えられ

る。

実施計画の策定に当たっては、大学として、どの情報を営業秘密とし

て管理すべきなのかを適切に判断することが重要である。

この点、前記（ア）の「営業秘密として管理すべき情報資産の把握」

によって、営業秘密として管理すべき情報を特定する方法が有効であ

る。なお、大学の経営資源には限りがあるため、営業秘密として管理す

べき情報資産を把握した後に、重要かつ緊急の課題への対応に絞りなが

ら、しかも長期的には営業秘密の管理に関するリスク全体を軽減してい

くものとして実施計画を策定することが望ましいと考えられる。

その上で、管理目的はできる限り明確に定め、管理目標は、可能であ

れば、客観的に把握できるような数値を用いて定める。また、基本方針

等との整合性が保たれていることが重要である。

iii） ルールの構築（学内における開示・公表ルール）

前述の基本方針、実施計画のほか、営業秘密に関する各種規程（学内

における開示・公表ルール、秘密性の区分とそれに応じた管理に関する

ルール等）などの学内ルールを設け、教職員等に周知徹底を図るととも

に、具体的な営業秘密の取扱方法等を明示することが重要である。

iv） 各種規程類の文書化

上記ⅰ）～ⅲ）の管理方針等については、すべて文書化して、これを

保存・管理することが必要である。

文書化の程度は、組織の規模、活動内容、ビジネス・プロセス及びそ

の相互関係の複雑さ、関係する要員の力量等によって異なるものと考え

られる。

具体的な姿としては、営業秘密だけでなく、個人情報等すべての情報

を対象にマネジメントシステムを構築する場合において、情報セキュリ

ティポリシーの一部分を構成する形で文書化することも考えられる。

② 実施（責任者の設置、教職員等への周知徹底）（Ｄｏ）

組織体制を整備し、それぞれの責務を明確にして営業秘密管理指針（ポ
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リシー）等を実施することが望ましい。そのために、教職員等がどのよう

に行動すべきか等について、学内において周知を徹底することが望まし

い。また、各組織のレベルに合わせた責任体制を構築して運用することが

望ましい。

i） 責任者の存在とその権限の明確化

前述の管理方針等にのっとり、具体的な物理的・人的管理を行うため

の管理責任者がいること、またその責任者の存在が組織内で周知されて

いることが重要である。

a) 総括責任・統括責任

責任の体系によって、以下の二つに分類する。

○統括責任

大学全体の情報セキュリティ管理の統括責任である。役員の中

から、情報セキュリティを担当する役員を指名し、この責任を担

わせるのが適切である。このような役員を CISO（Chief Information 
Security Officer、情報セキュリティ担当役員）と呼び、「（c） 望

ましい組織体制の例」で述べる情報セキュリティ委員会の委員長

の役割を担わせる。

○総括責任

担当学部等において、情報セキュリティ管理に関する全学的な

管理方針等が正しく運用されていることを確認する責任であ

る。通常、学部長等がこれを担う。

b) 情報セキュリティ管理責任

情報セキュリティの管理責任は、その性質から、「情報管理責任」

と「セキュリティ管理責任」の二つに区分される。大学の規模等に

よっては、個人情報保護責任者や情報セキュリティ責任者等と兼務

することもあり得る。

○情報管理責任

情報管理責任は、次の事項から構成され、その情報を作成した

者、又は、連携先等の他者から預かった者の所属する部署の長が

負うのが適切である。ただし、組織全体として統一的な把握・管

理が統括責任の下で行われることが必要である。

・「厳秘」、「秘」等の秘密区分の指定

・秘密区分の期限の明示
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・アクセス権者の特定

・学外への持出し及び他者への開示に係る許可等の判断

・使用目的の設定

○セキュリティ管理責任

セキュリティの三要素である機密性、完全性（保全性）及び可

用性のすべてを確保する責任である。言い換えると、営業秘密に

ついて、正式に許可された者だけが、正しい内容の情報を、必要

なときにはいつでも利用できる状態に管理する責任である。セキ

ュリティ管理は、各部署の長あるいは部署の長の委任を受けた教

職員（当事者）が担うべき性格のものである。

c) 望ましい組織体制の例

a）、b）のような責任体系に基づいて管理方針等を実施していくた

めの組織体制について、その望ましい姿の例を示す。

営業秘密を含む情報セキュリティ管理の基本方針や基本規程の制

定及び改定は、組織の最高責任者が行うのが望ましいと考えられ

る。また、組織の最高責任者のもとに、基本方針の決定、改定等に

関する意思決定を行う「情報セキュリティ委員会」を設置すること

が望まれる。委員長は CISO が務め、委員には人事、企画や経理等

の、学内各部門の責任者を充てる。委員会は、基本方針案の策定、全

学推進、部門間の調整、管理体制の維持・管理等の機能を担う事務

局を置く。事務局には学内の営業秘密について広く現状を把握し、そ

の取扱いを検討するのに十分な識見を有するメンバーで構成するの

が望ましい。事務局を二つに分割して、情報セキュリティ委員会の

事務を司る機能と専門的識見に基づいて基本方針案等を策定したり

見直したりする機能とに分けることも有効である。このような学内

機構における組織体制の下に、学内全事業所をその傘下に置いて、全

学的に統一された体制をとるのが望ましい。

ii） 責務の着実な実施

物理的・技術的な管理及び人的管理等を、それぞれの任にある者が着

実に実施し、責任者がそれぞれのレベルで、その状況を管理する（前記

ⅰ））。その際は、それぞれの実施に関する記録を残すことが望ましい。こ

うした実施を確実なものとするために、ⅲ）の教育を行う。

また、他者の情報については、当該教職員等の日常的な情報収集活動

など自らの行為が法令に抵触するか否かを事前に相談できるような体制

（例えば相談窓口の設置等）を学内に整備することが有用である。

さらに、日常的に、各レベルの責任者が、不自然な技術開発の進展等、特
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に営業秘密の不正取得が疑われるような端緒があった場合に、情報の出

所を確認することが望ましい。

各種情報に対する厳格な管理を行うため、学内における営業秘密や個

人情報等を一元的に管理する専門の部門等を設置し、これを独立させる

ことも考えられる。

iii） 周知徹底、教育

営業秘密の管理を継続させるためには、秘密管理の重要性や管理組織

の概要、具体的な秘密管理のルールについて適切な周知・教育・研修を

実施することが望ましい。

研修の実施に当たっては学内に研修責任者を設置するなどにより組

織内における研修責任を明確化し、定期的研修を実質的に確保すること

が望ましい。また、事前に研修内容を定め、教育効果の均質化を図るこ

とも有効な研修方法である。研修の対象には、必要に応じて（学生の所

属する部署の長の判断により）学生を含める。新規に着任した教職員等

に対しては、着任後早々に実施する必要がある。

ただし、教育・研修は、教職員を対象にした教育のみでなく、職場や

職務ごとのリスク・責務に応じたものを行うことが望まれる。また、大

学側からみた営業秘密保護の観点だけではなく、教職員等保護の観点か

ら、教職員等が営業秘密侵害罪に問われないための自衛手段等について

も予防立証を含めた教育・研修を行うことが望ましい。

iv） 相談窓口の設置

相談窓口を設置するなどして、日常的に営業秘密の取り扱いについて

相談できる体制を整備することも重要である。日常の相談を通じて蓄積

された相談例を整理・分析して、管理指針の見直しや教職員等への教育・

普及活動に活用することが望ましい。

v） 事件・事故等のリスク顕在化への対応

実際に営業秘密の漏えい、流出あるいは営業秘密の取得を基にした脅

迫、データベースの破壊等、他者の営業秘密の侵害の懸念、情報のセキ

ュリティに関する事件、事故及び障害等が発生した場合の対処方法は次

のとおりである。こうした場合は直ちに状況を把握し、的確な対応を迅

速に行うことが求められる。

・連絡網を含めた報告手順や報告を受けての対応手順をあらかじめ定

め文書化しておく。この中には、発生したトラブルの外部への開示

に関する手順も含まれる。

・教職員等に報告手順、対応手順を理解させる。
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・事件、事故及び障害は、あらかじめ定めた連絡網を通じて直ちに報

告する。

・事件、事故及び障害への対応をとる。

・是正措置と再発防止措置（再発防止のための予防措置）を講じる。

・とった措置の記録をとる。

・報告手順、対応手順を見直した場合は、それを文書化する。

・セキュリティに関する罰則規定に該当する場合はその処分を行なう。

・教育に反映させる。

③ 管理状況のチェック（監査、モニタリング）（Ｃｈｅｃｋ）

管理の実効性を確認するために、管理方針等に沿った管理が実際に行わ

れているか、秘密管理が有効に行われているか、他者の営業秘密への侵害

が生じていないかなどについて、まずは日常的にモニタリングし、その状

況を踏まえ、組織的に営業秘密侵害の発生リスクに応じた内部監査をでき

るだけ定期的に実施することが重要である。（第一者監査）

第一者監査とは、マネジメントのレビュー、その他の内部目的のために

その大学自身又は代理人によって行われる監査のことである。

監査に当たっては、あらかじめ監査責任者を設置するなど、組織として

の監査責任を明確にする。監査責任者には監査を受ける部門から独立した

立場にある者を選定して監査の独立性を確保し、同時に監査責任者が秘密

情報管理に関する監査を定期的に実施する権限を持っていることを組織内

に徹底するとよい。

さらに、監査の透明性確保が必要な場合等、内部監査だけでは適切な対

応が難しいケースには外部監査を実施する方法もあるが、大学の規模等か

ら導入が困難な場合も考えられ、必要に応じて導入することが重要であ

る。外部監査には第二者監査と第三者監査がある。第二者監査は、その組

織の利害関係者（顧客など）又は代理人によって行われる監査、例えば開

示元大学が開示先他者に対して監査を行うものであり、第三者監査は、認

証等のように当該大学と利害関係がない第三者の独立した機関の専門家が

客観的、専門的に監査を行うものである。

なお、監査の結果を記録として一定期間保存することは、これにより記

録に基づいた是正措置や予防措置のチェックが次回の監査時等で可能とな

り、一層の秘密管理の徹底が図られることから望ましいと考えられる。

④ 管理方針等の見直し（Ａｃｔ）

i） モニタリング、監査結果の活用、分析

モニタリングや監査の結果を的確に分析し、改善が必要と判断された

場合には、その問題点が、管理方針等自体にあるのか、それとも管理方

針等が適切に実施・運用されていないことにあるのかを判断し、仮に管
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理方針等に問題があると判断される場合には、適切に見直していくこと

が必要となる。

ii） 管理方針等の見直し

監査結果等を踏まえ、教職員等の負担の軽減、組織の管理コストの低

減といった観点も含め、単に厳格化するのではなく、実効性を高める方

策をとるとの観点から、柔軟に管理方針等を見直し、その実効性を確保

することが重要である。見直しの内容は、組織の学内幹部によって実施

され、又は承認されることが望ましい。

＜組織的管理における具体的な措置等の例＞

① 管理方針等（基本方針、基準、規程等）の策定〈Plan〉

（基本方針の策定）

○ 「営業秘密管理への取組の宣言」、「目的」、「対象範囲」、「用語の定

義」、「基本原則」、「法令の遵守」、「罰則等」の各事項を含む基本方針

を策定する。

〈他者の営業秘密侵害を防止する観点から、基本方針に含むことが望ま

しい事項〉

【情報取得の適正化】

・ 侵入や不正な利益の提供等、不正な手段での情報入手の禁止

・ 情報の出所の明示

・ 責任者、上司等による情報の入手経路の明確化

【情報管理の適正化】

（特に他者情報を預かった場合、他の大学・企業等から中途採用を行

った場合）

・ 他者の情報を預かった場合の学内手続

・ 他者の情報の管理方法（営業秘密性の明示及びアクセス制限）

・ 他者の情報と学内の情報の明確な分離とコンタミネーション（情

報の混入）の防止

・ 他者の営業秘密に関する中途採用者の責任

【侵害が発覚した場合の措置】

・ 侵害が発覚した場合の調査や情報伝達に関する学内手続

・ 侵害を行った教職員等に対する懲戒・刑事告発等を行うための学

内手続

・ 他者の情報が流出した場合の被害者に対する損害回復措置
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・ 他者の情報が流出した場合の関係者の懲戒処分、問題事実の公表

（実施計画の策定）

○ 「目的及び目標を達成するための責任の所在の明示」及び「目的及

び目標を達成するための手段とスケジュール」の各事項を実施計画に

含む。

（ルールの構築（学内における開示・公表ルール））

○ 学内における、営業秘密を含む成果の発表（特許出願を含む）の審

査体制について整備する。その際の審査項目として、「営業秘密に関連

する情報を含むか（又は共同研究契約・研究受託契約に関連する情報

を含むか）」、「公表しようとする内容に営業秘密が含まれる場合、公表

について相手方の了解が得られているか（又は契約に基づいた手続が

とられているか）」を確認する。

○ 学外に営業秘密を開示する際には（相手方に秘密保持義務を課す場

合でも）その開示の可否に付き事前にチェックを行い、学内稟議シス

テムなどの学内手続において開示判断の権限を与えられた適切な者の

承認を必要とする。

○ 情報管理規程等、マスコミや学術誌への発表又は取材対応に関する

公表ルールを作成する。

○ 学内のある部門が開示又は公表した情報が、他の部門が開示又は公

表を控えていた秘密情報であったという事態の発生を防ぐため、対外

的な発表は広報室を通して行うなど、情報を一元的に管理する。（広

報・IR 組織の設置・活用。）

② 実施（責任者の設置、従業者への周知徹底）〈Do〉

（責任者の存在とその権限の明確化）

○ 営業秘密を含む学内・他者の情報の取扱責任者を設定する。

○ 段階ごとに（大学全体、キャンパス単位、部課単位、プロジェクト

単位等）責任者の設定、及び報告体制を整備する。

○ 上記組織体制を整備するに当たり、研究開発活動に関わるあらゆる

部署を関与させて実施する。

（責務の着実な実施）

○ 情報取得行為が不正競争防止法等に違反していないかを相談でき

る窓口を設置する。

○ 相談窓口等に寄せられた内容や、過去に発生した問題行動を具体的
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に分析して、必要に応じて管理方針等の改訂を行う。

○ 特に営業秘密に接する可能性の高い事例において、営業秘密侵害が

発生するリスクとその対処方法を検討し、他者の営業秘密に接する可

能性の高い教職員等に対してモニタリングを行う。

○ 営業秘密の不正取得が疑われるような端緒を発見した場合（①今ま

で検討したことのないような技術情報が記録された媒体等を発見し

た場合、②情報に対して高額の対価を支出する場合等）に、情報の出

所等について、現場部門の責任者等がモニタリングを実施する。

〈他者の営業秘密を取得する可能性が高いケースごとの具体例〉

【産学連携等を行う時】

・ 連携に際し、他者から営業秘密の開示を受ける場合（特に媒体で

ない場合）には、先方と協議の上、可能な限り営業秘密の特定を行

い、意図せずして、他者の営業秘密の不正な使用又は開示を行うこ

とがないよう配慮する。

・ 口頭で情報の提供を受けた場合には、トラブルを未然に回避する

ため、事後に文書等で営業秘密に該当する情報の確認を行う。

【転職者の受入れ時】

・ 大学への転職を勧誘する場合には、他者の営業秘密の開示を前提

とした転職を求めたり、他の企業等の従業者からの積極的な売り込

みを受け入れたりしない。

・ 不正をほのめかすような者の雇入れを避ける。

※このような者は、次の就職の際に同じ行動をとる可能性も考えら

れる。

・ 他大学の教職員等であった者を採用する場合に、前職との間で如

何なる営業秘密に関して秘密保持義務を課せられているかを事前に

確認する。

・ 採用の際に、前職の営業秘密を使用又は開示しないことを誓約さ

せる。

（周知徹底、教育）

【教職員等に対する周知徹底、教育】

○ イントラネット等を通じて法律、基本方針及び行動計画、他者の営

業秘密の取扱い方法等を周知する。

○ 前述の内容に関する研修を行う。

○ 転職者の自衛の手段として、転職者やその予備軍に対して処罰され

ないための予防立証を含めた研修を行う。

○ 「ペーパートレイル」や「クリーン・ルーム」などの方法について
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周知する。

【営業秘密に接する可能性が高い者や担当管理職等に対する教育】

○ 産学連携等の担当者、他の大学・企業等への出向者、情報収集担当

者、担当管理職等については、その立場等に応じた更なる教育・研修

活動を実施する。

【担当役員等の情報の取扱責任者に対する教育】

○ 担当役員等の情報の取扱責任者に対する教育専門家等のサポートを

受け、法律及び情報管理方法に関する知識を深めるとともに、その必

要性と達成目標について、最高責任者をはじめとする学内幹部の理解

を深める。

（リスク顕在化への対応）

○ あらかじめ定めた連絡網を通じて直ちに報告する。

○ 責任者の指示のもと、事前に設けた方針や規則に沿って、事件事故

及び障害への対応を迅速に行い、損害の最小化を図る。

○ 外部に開示する必要があるものについては、速やかに行う。

○ 被害者に対する謝罪・補償等の措置を講じる。

○ 発生した原因を調査し、その結果を今後の体制見直しに活かす。

○ 関係者の処分を実施し、その結果を内部で事例として共有し、再発

防止に努める。セキュリティに関する罰則規定に該当する場合はその

処分を行う。

○ 是正措置と再発防止措置を講じ、講じた措置の記録をとる。

○ 報告手順、対応手順を見直した場合は、それを文書化する。

○ 教育に反映させる。

③ 管理状況のチェック（監査、モニタリング）〈Check〉

（日常的なモニタリングの実施）

○ 総括責任者において、各責任者の任務の実施状況に関して、チェッ

クする。

○ 学内において相談があった案件に関する整理、分析と対応策の整理

をする。

○ 学内における周知状況に関する調査をし、不足している場合にはそ

の対応策を検討する。

○ リスクが顕在化したケースの状況及び原因の整理、分析と組織的対

応策を整理する。

（内部監査の実施）



- 83 - 

○ 仕事の性質上、営業秘密の漏えい、侵害の発生可能性が高い職場に

対しては、監査の対象とする部署等の範囲を拡大する、実施する監査

手続のレベルを高める、監査頻度を高める等の対応を実施する一方、そ

れ以外の職場に対しては、それに対応した監査を実施する。

○ 内部部署からの報告等により潜在的な問題が発見された場合、その

経験を踏まえ、監査項目や監査対象等を見直し、監査の制度を継続的

に改善する。

○ 監査の結果、改善が必要と判断される場合、監査責任者は、被監査

部門に対し「是正措置」又は「予防措置」を実施するよう通知し、改

善を促す。

※「是正措置」とは、不適合（管理方針等が実施されていない状態）

の原因を除去するための対策をいい、緊急性が高い改善項目に対し

てなされるのに対し、「予防措置」とは将来起こり得る不適合が発生

しないようその原因を除去するための対策で、「是正措置」より緊急

性が高くない改善項目に対してなされる。

（監査結果の記録）

○ 監査の結果を記録として一定期間保存する。

④ 見直し〈Act〉

○ 管理方針等に問題がある場合には、適切かつ柔軟に見直していく。

○ 組織の学内幹部によって見直しの内容を実施又は承認する。
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参考資料 大学において想定される事例

大学が営業秘密を管理する上では、個人（教職員等）の行為に加えて大学等

の法人も刑事罰の対象となっていることや、大学における不適切な情報の管理

状況が明らかになることが当該大学全体の社会的評価に影響を与えること等

を、十分考慮しなくてはならない。

そこで、不正競争防止法上の営業秘密の保護について理解を助けるため、想

定事例を取り上げる。以下に取り上げる事例は、利用者の理解に資するため作

成したものであり、具体的な事例に基づくものではないことに留意されたい。

また、前章までに述べたように、大学独自で創出する発明等に係る情報につ

いては教育研究上の効果等に配慮しつつ大学が主体的に、企業等外部組織等の

情報については大学と企業等との同意のもと、営業秘密として管理する対象範

囲を決定するという過程も重要であると考えられるが、本事例においては、あ

くまで当該行為が法的責任（民事上の責任、刑事処罰）を問われ得るかという

観点から記載しており、大学の営業秘密管理活動全体からみれば一部分である

点にも留意が必要である。

なお、本事例では、特段の断りがない限り、「営業秘密」と記載した場合に

は、不正競争防止法第２条第６項に定める営業秘密の要件を満たしているもの

とする。また、本事例における、大学の教授や准教授や助教、学生は、営業秘

密管理規程や秘密保持契約によって「管理に係る任務」を負っているものと

し、共同研究の相手方についても、共同研究契約により大学帰属の営業秘密（又

は企業帰属の営業秘密）について「管理に係る任務」を負っているものとする。
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事例１ 大学独自の営業秘密が漏えいした場合

事例１－１ 教職員が、大学の営業秘密を持ち出した場合

Ａ大学の教授Ｂは、大学が営業秘密として管理しているＡ大学帰属の研究成

果Ｘについて、企業Ｃの従業員Ｄから高値で買い取るとの誘いを受け、大学の

営業秘密管理規程に反して大学の了解を得ることなく、半導体メモリに複製し

て持ち出し、企業Ｃの従業員Ｄに売却した。従業員Ｄは、研究成果Ｘを使用し

て新製品を開発し、企業Ｃはこの新製品により大幅な利益を上げた。

＜解説＞

１． 教授Ｂの行為（不正競争防止法第２条第１項第７号）、企業Ｃ及び従業員

Ｄの行為（不正競争防止法第２条第１項第８号）は不正競争行為に該当す

る可能性があり、この場合、Ａ大学は、損害賠償請求や差止請求等の民事

的措置を求めることができる。

２． また、教授Ｂの行為は、刑事罰の対象となる可能性がある（不正競争防

止法第２１条第１項第３号、第４号）。この場合、Ａ大学は、教授Ｂを告訴

することができる。

３． さらに、教授Ｂの行為が刑事罰の対象となる場合には、教授Ｂから営業

秘密を不正開示された従業員Ｄの不正使用についても刑事罰の対象となる

可能性がある（不正競争防止法第２１条第１項第７号）とともに、従業員

Ｄが所属する企業Ｃについても、両罰規定により法人処罰の対象となる可

能性がある。この場合、Ａ大学は従業員Ｄ及び企業Ｃを告訴することがで

きる。
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事例１－２ 学生が、大学の営業秘密を持ち出した場合

Ａ大学の学生Ｂは、担当教授が施錠できる金庫に文書化して保管してある営

業秘密であるＡ大学帰属の研究成果Ｘについて、教授の研究を補助するために

教授の了解を得て閲覧し得る立場にあった。

しかし、学生Ｂは、企業Ｃの従業員Ｄから高値で買い取るとの誘いを受け、当

該文書を教授から借り受けた際に、教授の了解を得ることなく、コピー機で当

該文書を複製して持ち出し、企業Ｃの従業員Ｄに売却した。従業員Ｄは、研究

成果Ｘを使用して新製品を開発し、企業Ｃはこの新製品により大幅な利益を上

げた。

＜解説＞

１． 学生Ｂの行為（不正競争防止法第２条第１項第７号）、企業Ｃ及び従業員

Ｄの行為（不正競争防止法第２条第１項第８号）は不正競争行為に該当す

る可能性があり、この場合、Ａ大学は、損害賠償請求や差止請求等の民事

的措置を求めることができる。

２． また、学生Ｂの行為は、刑事罰の対象となる可能性がある（不正競争防

止法第２１条第１項第３号、第４号）。この場合、Ａ大学は、学生Ｂを告訴

することができる。

３． さらに、学生Ｂの行為が刑事罰の対象となる場合には、学生Ｂから営業

秘密を不正開示された従業員Ｄの不正使用についても刑事罰の対象となる

可能性がある（不正競争防止法第２１条第１項第７号）とともに、従業員

Ｄが所属する企業Ｃについても、両罰規定により法人処罰の対象となる可

能性がある。この場合、Ａ大学は従業員Ｄ及び企業Ｃを告訴することがで

きる。
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事例１－３ 共同研究先企業の従業者が、大学の営業秘密を持ち出した場合

企業Ａの従業員Ｂは、共同研究先であるＣ大学の教授Ｄが、文書化した上

で、持ち出し禁止として、施錠できる金庫に営業秘密として保管しているＣ大

学帰属の研究データＸについて、共同研究の一環として共同研究契約に定めら

れた手続に従い教授Ｄの了解を得た上で閲覧し得る立場にあった。

しかし、従業員Ｂは、共同研究契約に定められた手続に反して教授Ｄの了解

を得ることなく、Ｃ大学の営業秘密を記載した文書をコピー機で複製して自社

に持ち帰り、研究データＸを使用して新製品を開発した。企業Ａは、この新製

品により大幅な利益を上げた。

＜解説＞

１． 企業Ａの従業員Ｂの行為（不正競争防止法第２条第１項第７号）は不正

競争行為に該当する可能性があり、この場合、Ｃ大学は、損害賠償請求や

差止請求等の民事的措置を求めることができる。

２． さらに、従業員Ｂの行為は、刑事罰の対象となる可能性がある（不正競

争防止法第２１条第１項第３号、第４号）。

この場合、Ｃ大学は、従業員Ｂを告訴することができる。
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事例２ 教職員・学生が企業の営業秘密を漏えいした場合

＜教職員が共同研究先企業の営業秘密を漏えいした場合＞

事例２－１ 共同研究先の営業秘密を、教職員が不正に大学の研究に使用した

場合

Ａ大学の教授Ｂは、Ａ大学と企業Ｃが締結している共同研究契約に基づく研

究開発プロジェクトに参加していたところ、企業Ｃにおいて文書化した上で、持

ち出し禁止として、施錠できる金庫に営業秘密として保管している研究データ

Ｘについて、共同研究契約に定められた手続に従い企業Ｃの了解を得た上で、共

同研究の一環として閲覧し得る立場にあった。

しかし、教授Ｂは共同研究契約に定められた手続に反して企業Ｃの了解を得

ることなく、企業Ｃの営業秘密を記載した文書の複製を作成し、研究データＸ

を自己で行っている他の研究開発プロジェクトに活用し、大きな研究成果を上

げた。

＜解説＞

１． 教授Ｂの行為（不正競争防止法上第２条第１項第７号）は不正競争行為

に該当する可能性があり、この場合、企業Ｃは損害賠償請求や差止請求等

の民事的措置を求めることができる。

２． また、教授Ｂの行為は刑事罰の対象となる可能性がある（不正競争防止

法第２１条第１項第３号、第４号）。

この場合、企業Ｃは教授Ｂを告訴することができる。
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事例２－２ 共同研究先の営業秘密を教職員が退職後、他大学で不正に使用し

た場合

Ａ大学の助教Ｂは、Ａ大学と企業Ｃが締結している共同研究契約に基づく研

究プロジェクトに参加していたところ、当該研究で得られ、Ａ大学と企業Ｃの

間の共同研究契約に基づき企業Ｃの営業秘密として管理されている当該研究の

成果情報Ｘを正当に取得した。そこで、助教Ｂは、関連する研究を行っている

Ｄ大学の教授Ｅに対し、成果情報Ｘを開示する見返りに准教授として受け入れ

て欲しいと申出を行い、教授Ｅもこの申出を受け入れた。

その後、Ａ大学を退職した助教Ｂは、Ｄ大学の教授Ｅの研究室に准教授とし

て迎えられ、共同研究契約に反して成果情報Ｘを盗撮し、教授Ｅに開示し、教

授Ｅは成果情報Ｘを活用し、大きな研究成果を上げた。

＜解説＞

１． 助教Ｂの行為（不正競争防止法上第２条第１項第７号）は不正競争行為

に該当する可能性があり、この場合、企業Ｃは損害賠償請求や差止請求等

の民事的措置を求めることができる。

さらに、教授Ｅの行為（不正競争防止法上第２条第１項第８号）は不正

競争行為に該当する可能性があり、この場合、企業Ｃは教授Ｅに対して

も、損害賠償請求や差止請求等の民事的措置を求めることができる。

２． また、助教Ｂは、営業秘密を正当に示されているが、在職中に営業秘密

の開示の申込みを行い、退職後に開示を行っているため、刑事罰の対象と

なる可能性がある（不正競争防止法第２１条第１項第６号）。この場合、企

業Ｃは助教Ｂを告訴することができる。

さらに、助教Ｂの行為が刑事罰の対象となる場合には、助教Ｂから営業

秘密を不正開示された教授Ｅの不正使用も刑事罰の対象となる可能性があ

る（不正競争防止法第２１条第１項第７号）。また、当該行為が大学の業務

上行われていた場合、教授Ｅが所属するＤ大学についても、両罰規定によ

り法人処罰の対象となる可能性がある。この場合、企業Ｃは教授Ｅ及びＤ

大学を告訴することができる。
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＜学生が共同研究先企業の営業秘密を漏えいした場合＞

事例２－３ 学生が共同研究先の営業秘密を漏えいした場合

大学院生Ａは、自身の所属する大学の研究室と企業Ｂが締結している共同研

究契約に基づく研究プロジェクトに参加しており、企業Ｂの社内で研究を行う

ため、企業Ｂの本社にある研究開発部に度々出入りしていた。ただし、大学院

生Ａは、企業Ｂの社員用のコンピュータ・ネットワークにアクセスすることは

許されていなかった。

ある日、大学院生Ａは、企業Ｂの研究者Ｃのコンピュータ・ネットワーク用

のＩＤ・パスワードがそれぞれ研究者Ｃの社員番号と研究者Ｃの好きなアイド

ルの名前であることを偶然知り、好奇心を抑えきれず、当該ＣのＩＤとパスワ

ードを使って、自宅から企業Ｂのコンピュータ・ネットワークにログインし

た。その際、いくつかの興味深い研究開発中の新製品に関する情報Ｘを見つけ

た。

最初は純粋な好奇心で新製品情報Ｘを眺めていた大学院生Ａであったが、ふ

と、新製品情報Ｘを自分が大学卒業後の就職を検討している企業Ｃに持ち込め

ば自分の就職上も有利になると浅慮し、新製品情報Ｘをダウンロードしてプリ

ント・アウトし、企業Ｃの従業員Ｄに開示した。また、従業員Ｄも新製品情報

Ｘが不正に入手されていたことを知りながら、企業Ｃの業務に活用し、売上げ

を上げた。

＜解説＞

１． 大学院生Ａの行為（不正競争防止法第２条第１項第４号）、企業Ｃ及び従

業員Ｄの行為（不正競争防止法第２条第１項第５号）は不正競争行為に該

当する可能性があり、この場合、企業Ｂは、損害賠償請求や差止請求等の

民事的措置を求めることができる。

２． さらに、大学院生Ａの行為は刑事罰の対象となる可能性がある（不正競

争防止法第２１条第１項第１号、第２号）。この場合、企業Ｂは、大学院生

Ａを告訴することができる。

また、大学院生Ａの行為が刑事罰の対象となる場合には、大学院生Ａか

ら、営業秘密を不正開示された従業員Ｄの不正使用も刑事罰の対象となる

可能性がある（不正競争防止法第２１条第１項第７号）。さらに、従業員Ｄ

が所属する企業Ｃについても、両罰規定により法人処罰の対象となる可能

性がある。この場合、企業Ｂは、従業員Ｄ及び企業Ｃを告訴することがで

きる。
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事例２－４ 学生が共同研究先の営業秘密を使用して、学生自ら起業した場合

大学院生Ａは、自身の大学と企業Ｂが締結している共同研究契約に基づく研

究プロジェクトに参加していた。

大学院生Ａは、当該研究の過程で、企業Ｂが文書化し、管理している営業秘

密である技術情報Ｘを正当に取得した。この後、大学院生Ａは、技術情報Ｘを

用いれば新事業を起こせることを思いつき、誓約書に反して、自ら起業して活

用する目的で卒業直前に当該情報の自分用のコピーを作成し、実際に起業して

技術情報Ｘを活用した。

＜解説＞

１． 大学院生Ａの行為（不正競争防止法第２条第１項第７号）は不正競争行

為に該当する可能性があり、この場合、企業Ｂは、損害賠償請求や差止請

求等の民事的措置を求めることができる。

２． また、大学院生Ａの行為は、刑事罰の対象となる可能性がある（不正競

争防止法第２１条第１項第３号、第４号）。この場合、企業Ｂは、大学院生

Ａを告訴することができる。
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事例２－５ 留学生が共同研究先の営業秘密を持ち出し、海外で使用した場合

Ａ国からの留学生Ｂは、日本のＣ大学に留学し、企業Ｄとの共同研究契約に

基づく研究プロジェクトに参加していたところ、当該研究の過程で、営業秘密

として管理されている企業Ｄの情報Ｘを正当に取得した。

この後、留学生Ｂは、自宅で作業を行うことを目的とし情報Ｘを複製し持ち

帰ったが、その後気が変わり、自国の学会で自分の研究成果として発表しよう

と考え、自国に帰国し学会で発表してしまった。

＜解説＞

１． 留学生Ｂの行為（不正競争防止法上第２条第１項第７号）は不正競争行

為に該当する可能性があり、この場合、企業Ｄは、損害賠償請求や差止請

求等の民事的措置を求めることができる。

２． また、留学生Ｂは企業Ｄの営業秘密につき、正当に取得していたもの

の、海外に持ち出し、不正に使用・開示している。実行行為（不正使用・

不正開示）が国外にて行われているが、不正競争防止法の平成１７年改正

により、国外における使用又は開示も刑事罰の対象となったことから、留

学生Ｂの国外における不正使用・不正開示も、刑事罰の対象となる可能性

がある（不正競争防止法上第２１条第１項第４号）。この場合、企業Ｄは、留

学生Ｂを告訴することができる。
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＜学生がインターンシップ先企業の営業秘密を漏えいした場合＞

事例２－６ 学生が、インターンシップ先企業の情報を持ち出した場合

大学生Ａは、授業の一環として、企業Ｂにおけるインターンシップに参加し

ていたところ、この過程で、秘密として管理されている企業Ｂの情報Ｘを正当

に取得した。この後、大学生Ａは、情報Ｘが企業Ｂと競業関係にある企業Ｃの

事業に関係することを知り、企業Ｃに就職して活用する目的で卒業直前に情報

Ｘの自分用のコピーを作成し、実際に企業Ｃに就職して企業Ｃにおいて活用し

た。

＜解説＞

１． 大学生Ａの行為（不正競争防止法上第２条第１項第７号）は不正競争行

為に該当する可能性があり、この場合、企業Ｂは、損害賠償請求や差止請

求等の民事的措置を求めることができる。

２． また、大学生Ａの行為は、刑事罰の対象となる可能性がある（不正競争

防止法第２１条第１項第３号、第４号）。この場合、企業Ｂは大学生Ａを告

訴することができる。
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事例３ 営業秘密侵害の要件

事例３－１ 秘密管理性と非公知性

Ａ大学を卒業した卒業生Ｂは、就職先の企業ＣがＡ大学と近かったことか

ら、頻繁に自らが以前所属していた研究室の恩師Ｄを訪ねていた。ある時、卒

業生Ｂが手土産をもって恩師Ｄの研究室を訪ねたところ、恩師Ｄは不在であっ

た。

恩師Ｄの研究室には誰でも自由に立ち入ることができたため、とりあえず手

土産だけでも置いていこうと恩師Ｄの研究室に入室した後、以下のいずれかの

行為を行った。

①恩師Ｄの机に手土産を置こうとしたところ、恩師Ｄの机の上に卒業生Ｂの

現在の職務に密接に関連する有用な研究データＸが記載されている資料が

置いてあるのが目に入った。そのため、卒業生Ｂは当該資料をそっと自分

のかばんの中に入れ、企業Ｃに持ち帰ってこれを自らの業務に活用した。

②恩師ＤがＡ大学と研究データＸについて秘密保持契約を締結していた場合

に、上記①の行為を行った。

③卒業生Ｂは、研究室に誰もいないことをいいことに、辺りを物色していた

ところ、パスワードをかけた状態で恩師Ｄのパソコンが起動していること

に気付いた。卒業生Ｂは、恩師Ｄが最近、企業Ｃの業務に密接に関連する

研究を行っていることを知っていたため、何か有用な情報を入手しようと

幾つかパスワードを試してみたところ、恩師Ｄの配偶者の名前がパスワー

ドであることを発見した。そのため、卒業生Ｂは、パソコンに記録されて

いた有用な研究データＸを、持っていた半導体メモリに複製し、企業Ｃに

持ち帰ってこれを自らの業務に活用した。しかし、実は、恩師Ｄは、研究

データＸを、１ヶ月前に、専門的な学会で自らの研究成果として発表して

いた。

＜解説＞

①の場合

恩師Ｄの机の上に置いてあった資料は「秘密管理性」に乏しく、不正競争防

止法上の営業秘密とは認められない可能性がある。その場合には、卒業生Ｂは

不正競争防止法上の民事的・刑事的責任に問われないものと考えられる。ただ

し、民法上の損害賠償請求等や、その「紙」自体の窃取についての窃盗罪等の

成立の可能性は考えられる。

②の場合

秘密保持契約を締結すればそれのみをもって当然に秘密管理性の要件を満た
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すとの誤解が一部に見られるが、秘密保持契約はあくまで秘密管理性の一要素

に留まるものであり、秘密管理性は、諸般の事情を総合考慮し、合理性のある

秘密管理方法が実施されていたかを判断される傾向にあることに注意が必要で

ある。そのため、上記①と同様、不正競争防止法上の「営業秘密」とは認めら

れない可能性がある。ただし、その場合においても、恩師ＤはＡ大学から契約

違反等による民法上の損害賠償請求等を受ける可能性がある。

③の場合

当該資料が秘密管理性の要件を満たす場合においても、学会等で研究データ

Ｘの内容を発表してしまっている以上、「公然と知られていないもの」という非

公知性の要件を欠くものと解される。したがって、やはり営業秘密とは認めら

れず、卒業生Ｂは不正競争防止法上の民事的・刑事的責任に問われないと考え

られる。しかし、民法上の損害賠償請求等を受ける可能性は考えられる。



- 96 - 
 

事例３－２ 目的要件

Ａ大学の教授Ｂは、Ａ大学が営業秘密として管理しているＡ大学帰属の情報

Ｘについて、閲覧及び使用する権限を有していたが、以下のいずれかの行為を

行った。

①情報Ｘを、金銭を受け取る目的で企業に開示した。

②Ａ大学の信用を失墜させるため、情報Ｘをインターネット上の掲示板に書

き込んだ。

③外国政府より要望され、外国政府を利する目的で、外国政府関係者に情報

Ｘを開示した。

④情報Ｘは、Ａ大学の不正に関する情報だったため、公益の実現を図る目的

で内部告発した。

⑤自宅で引き続き作業を行うため、Ａ大学の許可を得ずに、情報Ｘが記載さ

れた文書を持ち帰った。

＜解説＞

営業秘密を正当に取得した者による行為の場合、民事的措置を適用するために

は、不正の利益を得る目的又は営業秘密の保有者に損害を加える目的（図利加害

目的）を要する。また、刑事的措置においては、すべての類型で図利加害目的を

要する。

具体的には、「不正の利益を得る目的」とは、競争関係にある事業を行う目的

のみならず、広く公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を図る目的のこと

をいい、「保有者に損害を加える目的」とは、営業秘密の保有者に対し、財産上

の損害、信用の失墜その他の有形無形の不当な損害を加える目的のことをい

い、現実に損害が生じることは要しない。

なお、図利加害目的に該当しない場合であっても、Ａ大学の規程の違反行為と

なったり、民法上の損害賠償請求等を受けたりする可能性は考えられる。

①の場合

保有者の営業秘密を、自ら不正に使用して不当に収益を上げる目的（自己図利

目的）は、図利加害目的に該当し得る。

②の場合

財産上の損害、信用の失墜その他の有形無形の不当な損害を加える目的（加害

目的）は、図利加害目的に該当し得る。なお、現実に損害が生じることは要しな

い。

③の場合

第三者に営業秘密を開示し、開示した者に不正に使用させることによって、そ

の者に不当な収益を上げさせる目的（第三者図利目的）は、図利加害目的に該当
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し得る。

④の場合

そもそも内部告発の対象となる不正な情報は、営業秘密としての法的保護の対

象とならないが、仮に内部告発のために入手した情報Ｘが直ちに不正情報とはい

えず、営業秘密と認められるものであったとしても、内部告発は公益を図ること

を意図するものであるから、不正の利益を得る目的には該当しない。

また、損害を加える目的にいう損害は、営業秘密の使用・開示等によって生じ

る保有者の財産・利益の損失が公序良俗又は信義則上不当なものといえる場合に

限られるから、正当な内部告発行為によって生じた損失はそれに該当しない。

⑤の場合

Ａ大学の明示の許可を得ずに持ち帰った場合であっても、自宅で引き続き作業

を行う意図にすぎないときは、図利加害目的に該当しない。
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事例３－３ 領得の要件

Ａ大学の教授Ｂは、Ａ大学が営業秘密として管理しているＡ大学帰属の情報

Ｘについて、閲覧及び使用する権限を有していたが、以下のいずれかの行為を

行った。

①図利加害目的（※）で、持ち出しが禁止されている情報Ｘが記録されたフ

ァイルを無断で外部に持ち出した。

②図利加害目的で、複製が禁止されている情報Ｘが記録されたデータを無断

でコピーした。

③Ａ大学の許可を得て、情報Ｘを自身のパソコンで使用していたが、図利加

害目的で、使用が終了した後のデータ消去義務に違反して、情報Ｘを消去せ

ずに自己のパソコンに保管し続け、Ａ大学からの問い合わせに対して、消去

した旨の虚偽の回答をした。

④Ａ大学の許可を得て、情報Ｘをコピーしたり、情報Ｘが記載された資料を

外部に持ち出したりした。

⑤将来、金銭と引き替えに他社に情報Ｘを渡すかもしれないと思いつつ、媒

体を介することなく、情報Ｘを頭のみで記憶した。

⑥将来、金銭と引き替えに他社に情報Ｘを渡すかもしれないと思いつつ、使

用が終了した後のデータ消去義務に違反して、情報Ｘを消去し忘れ自己のパ

ソコンに保管し続けていたが、Ａ大学からの問い合わせを受け、その後にデ

ータを消去した。

※「図利加害目的」とは「不正の利益を得る目的」又は「営業秘密の保有者

に損害を加える目的」である。

具体的には、「不正の利益を得る目的」とは、競争関係にある事業を行う

目的のみならず、広く公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を図る

目的のことをいい、「保有者に損害を加える目的」とは、営業秘密の保有者

に対し、財産上の損害、信用の失墜その他の有形無形の不当な損害を加え

る目的のことをいい、現実に損害が生じることは要しない。

＜解説＞

営業秘密を保有者から示された者が、図利加害目的で当該営業秘密を、(a)営
業秘密記録媒体等又は営業秘密が化体された物件を横領する方法、(b)営業秘密

記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件につい

て、その複製を作成する方法、(c)営業秘密記録媒体等の記載又は記録であっ

て、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装

する方法、のうちいずれかの方法により領得（営業秘密を保有者から示された者

が、その営業秘密を管理する任務に背いて、権限なく営業秘密を保有者の管理支

配外に置く意思の発現行為）することは、刑事罰の対象となる（不正競争防止法

第２１条第１項第３号）。
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なお、営業秘密侵害罪の構成要件としての領得行為に該当しない場合であって

も、大学の規程の違反行為となったり、民事責任の対象となったりする可能性は

考えられる。

①の場合

上記(a)の「横領」とは、保有者から預かった営業秘密が記録されるなどした

有体物を自己の物のように利用・処分する（ことができる状態に置く）ことをい

い、①において外部に持ち出すことはこれに該当するため、当該行為は領得に該

当し得る。

②の場合

上記(b)の「複製」とは、印刷、撮影、複写、録音その他の方法により、営業

秘密が記載若しくは記録された記録媒体の記載若しくは記録又は営業秘密が化

体された物件と同一性を保持するものを有形的に作成することをいい、②におい

てコピーすることはこれに該当するため、当該行為は領得に該当し得る。

③の場合

上記(c)の「消去すべきものを消去せず」とは、保有者から営業秘密を示され

た者が、当該営業秘密を消去すべき義務に違反して消去しないことをいい、③に

おいて情報Ｘを消去せずに自己のパソコンに保管し続けたことはこれに該当す

る。また、「当該記載又は記録を消去したように仮装すること」とは、自己の記

録媒体に記録されるなどした営業秘密の記録等を消去した旨の書面を交付する

行為のように、実際には記録等を消去していないにもかかわらず、既に消去され

ているかのような虚偽の外観を作出することをいい、③において、Ａ大学からの

問い合わせに対して消去した旨の虚偽の回答をしたことはこれに該当する。その

ため、当該行為は領得に該当し得る。

④の場合

権限を有する上司の許可を受けた正当な業務行為であるため、当該行為は領得

に該当しない。

⑤の場合

頭で記憶する行為は、不正競争防止法で定められた領得の方法のいずれにも当

たらないため、当該行為は領得に該当しない。

⑥の場合

営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去しない行

為は、それ自体では領得の方法に当たらず、当該記載又は記録を消去したように

仮装する行為があって初めて該当する。したがって、過失により消去し忘れてい
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た場合は、消去義務に違反する故意がない上、そもそも仮装する行為がないの

で、当該行為は領得に該当しない。
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