
秘密情報を守るために

本資料は（独）工業所有権情報･研修館が作成し、作成責任は同館にあります
本資料の内容についてのお問い合わせは左記連絡先にご連絡ください

～営業秘密管理の導入に向けて～

令和2年度 知財活用支援セミナー

お問い合わせ先

INPIT営業秘密・知財戦略相談窓口
知的財産戦略アドバイザー

03(3581)1101 内線 3844

trade-secret@inpit.go.jp



2INPITのご紹介

INPIT検索端末 INPIT相談ブース

(独)工業所有権情報・研修館（INPIT）は
経済産業省・特許庁と連携しながら、知的財産に関する様々なサービスを提供します
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育てる

2
相談
する

3
活用
する

１

調べる

経済産業省

特許庁
（独）工業所有権情報・

研修館（INPIT）

産業財産権
相談窓口

営業秘密・
知財戦略
相談窓口

海外展開
知財支援窓口

全国47都道府県の
知財総合支援窓口

出願手続や
産業財産権制度一般

営業秘密管理や
権利化／秘匿化の判断

海外展開における
知財面からの
リスク対策

アイデア段階～事業展開・海外展開まで、
知的財産に関する様々な悩み・課題に関するご相談

連 携

INPITの相談サービス



3

2 知財戦略の基本的な考え方

権利化と秘匿化

1 本日お話ししたいこと

はじめに

5 営業秘密・知財戦略の無料相談

INPIT営業秘密相談窓口のご紹介

3 営業秘密の基礎と今日からできる営業秘密管理

秘密情報の保護

4 特定の者にだけ提供するデータの保護について

新制度：限定提供データの保護



4

大事な技術/情報、
どうやって守っていますか？

製造・検査技術研究開発アイデア 顧客とのつながり

ライバルに知られると困る情報は何ですか？
どうやって管理していますか？

自社の強みを守る方法について、一緒に考えていきましょう！
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2 知財戦略の基本的な考え方

権利化と秘匿化

1 本日お話ししたいこと

はじめに

5 営業秘密・知財戦略の無料相談

INPIT営業秘密相談窓口のご紹介

3 営業秘密の基礎と今日からできる営業秘密管理

秘密情報の保護

4 特定の者にだけ提供するデータの保護について

新制度：限定提供データの保護



知的財産とは？

知的創造物についての権利等 営業上の標識についての権利等
創作意欲を促進 信用の維持

○ ｢発明｣を保護
○ 出願から２０年

（一部延長あり）

特許権
（特許法）

実用新案権
（実用新案法）

意匠権
（意匠法）

○ 物品の形状等の考案を保護
○ 出願から１０年

○ 物品、建築物、画像の
デザインを保護

○ 出願から２５年
（令和2(2020)年4月改正）

○ 文芸、学術、美術、音楽、
プログラム等の精神的作品を保護

○ 死後７０年（法人は公表後７０年
映画は公表後７０年）

著作権
（著作権法）

回路配置利用権
（半導体集積回路の回路

配置に関する法律）

育成者権
（種苗法）

○ 半導体集積回路の回路配置の
利用を保護

○ 登録から１０年

○ 植物の新品種を保護
○ 登録から２５年（樹木３０年）

営業秘密
に係る権利

（不正競争防止法）

○ ノウハウや顧客リストの
盗用など不正競争行為を規制

（技術上、営業上の情報）

○ 商品・サービスに使用する
マークを保護

○ 登録から１０年（更新あり）

商標権
（商標法）

商号
（商法）

商品等表示
（不正競争防止法）

○ 商号を保護

○ 周知・著名な商標等の不正
使用を規制

地理的表示 GI
（特定農林水産物の名称
の保護に関する法律）

地理的表示 GI
（酒税の保全及び酒類業
組合等に関する法律）

○ 品質、社会的評価その他の
確立した特性が産地と結び
ついている産品の名称を保護

＝ 産業財産権（特許庁所管）

（出典）特許庁ホームページ「知的財産権制度の概要 知的財産権について」に基づきINPIT作成

うまく秘匿化すれば
永遠に保持も可能

6



7コカ・コーラ社：ボトルやロゴは権利化、製法は秘匿化

（出典）特許庁「Tokkyo Walker」Vol.1 2015年6月13日、コカコーラ社2015年ポスターなどを元に作成



8権利化と秘匿化のメリット・デメリット

特許権と営業秘密の特性を考慮した活用が必要です

特許権の取得 営業秘密による秘匿化

メリット

・審査、登録を通じた権利内容の明確化と
権利存否の明確化

・排他的な権利活用からライセンス、
パテント プール、標準化による
ロイヤリティ確保等、幅広い権利活用

・技術的思想としての「面」での権利保護

・保護期間の制限がなく、長期に技術秘匿、
製品の差別化等が可能

・自社の事業戦略の方向性を秘匿可能

・特許になじまないノウハウ等の技術情報も
保護が可能

デメリット

・出願内容の公開が前提であるため、
自社の開発動向を知られたり、
模倣品発生の可能性

・保護期間が満了した場合、誰でも使用可能

・技術自体の保護による「点」での保護に
限定される可能性

・他社の独自開発、リバースエンジニアリン
グ、特許権取得により、技術独占ができな
くなる可能性

・適切な管理をしていないと法的保護が
受けられない可能性

（出典）産業構造審議会 知的財産分科会 営業秘密の保護・活用に関する小委員会（第2回）
特許庁「資料6：中小企業等に対する営業秘密保護を含めた知的財産のワンストップ支援体制」 をもとにINPIT作成
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2 知財戦略の基本的な考え方

権利化と秘匿化

1 本日お話ししたいこと
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5 営業秘密・知財戦略の無料相談

INPIT営業秘密相談窓口のご紹介
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新制度：限定提供データの保護



10大事な情報はどんな会社にもあります

一度でも漏えいしてしまうと決して元には戻りません！

・製品図面
・設計手順書、仕様書
・工程表・生産用図面
・加工条件、原材料組成
・基準（設計､生産､検査）
・専用装置、内製冶工具
・技術関連会議の議事録
・研究開発データ､報告書
・試作品 ・技能者のワザ
・未出願の発明
・品質、クレーム報告書
・技術者育成に関する情報

･････

・取引先リスト（顧客名簿）
・取引先への納入価格
・取引先の信用調査資料
・取引先の与信管理
・原価情報
・取引基本契約書､他の契約
・納入伝票
・売掛/買掛台帳（月報）
・仕入台帳
・販売計画
・市場動向分析資料
・顧客クレーム情報

･････

・役員会議事録
・トップ人事情報
・経営計画
・投資計画
・資金調達計画
・業務提携、出資関連情報
・財務データ
・稟議書
・会計監査関連内部資料
・訴訟関連書類
・税務申告関連書類
・各種契約書

･････

技術・製造分野（例示） 営業分野（例示） 経営分野（例示）

＋ 他社から開示された情報
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約 10 社に 1 社
過去５年間に営業秘密の漏えいを経験

（出典）独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） 企業における営業秘密管理に関する実態調査（平成２９年３月）

「情報漏えい対策」
どの企業も何らかの対処をしている

「営業秘密としての情報管理」
情報漏えいとは異なる観点から確認が必要

⇒ できていない中小企業がほとんど！

漏えい防止
レベル

「秘密情報の保護ハンドブック」
（平成２８年２月）

より良い漏えい対策を講じたい企業の方々に、企業の実情に応じて、
対策を取捨選択したり、参考としていただけるよう、
「秘密情報の漏えい対策」「漏えいしてしまった場合の対策」
「各種規程・契約等のひな形、窓口」など様々な対策を網羅的に紹介。

法的保護
レベル

「営業秘密管理指針」
（平成３１年１月 改訂）

不正競争防止法の「営業秘密」として法的保護を受けるために必要と
なる最低限の水準の対策を提示。

[参考] 経済産業省発行の関連資料



12会社の秘密はどこから漏えいする？

2.9%

4.8%

7.6%

43.8%

3.8%

24.8%

2.9%

1.9%

1.0%

11.4%

3.8%

4.8%

9.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

外部者の不正な立ち入りに起因する漏えい

外部からの社内ネットワークへの侵入に起因する漏えい

現職従業員等による具体的な動機をもった漏えい

現職従業員等のミスによる漏えい

中途退職者（役員）による漏えい

中途退職者（正規社員）による漏えい

退職した契約社員による漏えい

退職した派遣社員による漏えい

定年退職者による漏えい

取引先や共同研究先を経由した漏えい

取引先からの要請を受けての漏えい

わからない

その他

(n=105)

従業員等による
漏えいは８割超！

（出典）独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）「企業における営業秘密管理に関する実態調査」（平成29年3月）に基づいて、INPIT作成



13（参考）過去の情報漏えい事例

日本製鉄（旧：新日鐵住金） ２０１２年提訴

ৗ
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元社員が
ポスコと共謀
して漏えい
報酬：数億円

情報の再漏えい

【漏えい】
変圧器用の電磁鋼板（※）の製造プロセスおよび
製造設備の設計図等
※注 ２０年以上の開発期間を要し、送配電ロス

を大幅に軽減可能。
【現状】

賠償請求・差止請求
２０１５年９月３０日に和解（３００億円）
米国、韓国の訴訟は取り下げ

民事訴訟（原審・控訴審）
元従業員に損害賠償金10億2300万円

高額報酬（数億円）で外国ライバル企業へ漏えい
→ 約３００億円で和解

（出典）経済産業省「営業秘密の保護・活用について」（平成29年6月）、各種報道等に基づいて、INPIT作成

ベネッセ ２０１４年発生

【漏えい】
氏名・住所等の個人情報（約２億件）

【現状】
刑事事件
地方裁判所：元社員に懲役3年6ヵ月、罰金300万円、

執行猶予無しの実刑判決
高等裁判所：ベネッセ側の不備を理由に

懲役2年6カ月、罰金300万円に減刑

業務委託先からの漏えい・転売
約５００社（６次取得者まで）に流出

ベ ネ ッ セ

業 務 委 託 先


৩

業務委託

※個人スマホで
情報を持ち出し

名簿
業者

○○
業者

○○
業者

○○
業者

○○
業者

○○
業者

○○
業者

○○
業者

転売

転売



営業マンも、技術者も、経営トップも、工場スタッフも、まじめで仕事熱心なのだが･･･

日本人は「脇が甘い」

営業マン 技術者 経営トップ 工場スタッフ

場
面

• 展示会での説明
• 営業プレゼン
• 取引先への売込

• 展示会での説明
• 技術プレゼン
• 仕入先への指導

• トップセールス
• 表敬訪問の土産
• 提携先への表明

• 取引先の監査
• 仕入先の立入
• 見学者受入

行

動

• 売り込みに熱心
なあまり、必要
以上に説明する

• 秘密保持契約を
締結しない

• 技術アピールに
熱心なあまり、
必要以上に説明
する

• 秘密保持契約を
締結しない

• 売り込みに熱心
なあまり、必要
以上に説明する

• 訪問先や提携先
のトップに過剰
な表明や約束を
する

• 写真撮影を禁止
しない

• 必要以上に見せ
たり、必要以上
に説明する

技術製造情報
流出の
認識
なし

営業情報流出
の認識なし 技術情報流出

の認識なし
技術・営業・
経営情報流出
の認識なし

14
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3 営業秘密の基礎と今日からできる営業秘密管理

秘密情報の保護

- 営業秘密のキホン -



16「営業秘密」の定義

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

をいう。

不正競争防止法 第２条第６項

営業秘密

非公知性有用性

秘密管理性

（技術／営業情報）

『営業秘密』として、
最重要の要件

秘密として管理されている情報

事業活動に有用な情報 公然と知られて
いない情報



17「営業秘密」の３要件

技術やノウハウ等の情報が「営業秘密」として不競法で保護されるためには、以下の
３要件を全て満たすことが必要です。

【秘密管理性】 秘密として管理されていること

【有用性】 有用な営業上又は技術上の情報であること

【非公知性】 公然と知られていないこと

企業の「この情報を秘密として管理する」という意思が、実際の管理措置によって従業
員等に対して明確に示され、「この情報は秘密として管理するんだ」という従業員等の
認識可能性が確保される必要があります。

当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費
の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。現実に利用されていなくてもかま
いません。

・有害物質の垂れ流し、脱税等の反社会的な活動に
ついての情報は、法が保護すべき正当な事業活動
ではないため、有用性があるとはいえない。×

保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。
・第三者が偶然同じ情報を開発して保有して
いた場合でも、当該第三者も当該情報を秘
密として管理していれば、非公知といえる。

・刊行物等に記載された情報

・特許として公開

・設計図、製法、製造ノウハウ
・顧客名簿、仕入先リスト
・販売マニュアル

×
（出典）経済産業省「営業秘密の保護・活用について」2017年6月



18秘密管理措置の考え方（１）

特に重要となる要件が「秘密管理性」です。従業員等の認識可能性を確保するために
は、具体的には、以下のような措置（秘密管理措置）が必要とされます。

① 営業秘密として管理すべき情報であることの明確化

従業員等が、その情報が秘密情報であって、一般情報とは取扱い
が異なるべきということが分かるように明示する。

「秘」「社外秘」 など、秘密であることを表示

秘密情報の種類・類型をリスト化

従業員等と秘密保持誓約書を締結

取引先、顧客、工場見学者、共同開発先等と秘密保持契約書を締結

秘密保持契約（誓約書）等において、守秘義務の対象を明確化

たとえば･･･

秘密情報一般情報



19秘密管理措置の考え方（２）

営業秘密として管理すべき情報に関して、社内で管理体制を構築
し、実際に運用する。

② 社内体制の構築・運用

情報の管理水準が分かる資料を作成し、運用

電子データについて、閲覧のためのパスワードを設定

紙や記録媒体等について、施錠可能なキャビネットや金庫等に保管

物件（工場内の製造機械等）について、「関係者以外立入禁止」
「写真撮影禁止」の張り紙を掲示し、外部の者の行動を注視

情報の取扱いに関する社内研修等を行い、その実施状況に関する
社内記録を残す

• 就業規則

• 情報管理規程

• 教育マニュアル など

たとえば･･･



20やってはいけない ｢取得｣ ｢開示｣ ｢使用｣

不正競争行為の例（民事）

不正競争行為の例（刑事）

詳しくは「不正競争防止法2020」
経済産業省、24-28ページ

顧客リスト／技術データ（営業秘密）を権限なく持ち出すこと（不正に取得）、取引先
に提供すること（開示）、利用すること（使用）

部品メーカから取り寄せた設計図（営業秘密）を、権限なく他社に提供して安く製造さ
せること（不正な利益を得るための不正開示）

第三者の社名及び「マル秘」の表示が入った研究資料（営業秘密）を、出所や許諾等の
確認もせずに、取引先から受領すること（重過失で取得）

不正に取得された資料と知りながら、取得／使用すること（悪意で取得／使用）

詐欺、恐喝、不正アクセスなどにより顧客リスト／技術データ（営業秘密）を入手
すること（不正に取得）、転職先で活用すること（不正な利益を得るために使用）

業務で取り扱っている設計図を、転職先で活用するためにUSBメモリ等で持ち出し
たり、複製したりすること（不正な利益を得るために取得）

不正に取得され、開示された資料と知りながら、取得／使用／開示すること
（転得者による使用・開示）



21営業秘密の民事的保護

侵害をしている者への侵害の停止

又は、侵害のおそれがある者への侵害の予防

侵害行為を組成した物の廃棄

（例）流出した営業秘密を利用して作られた製品の廃棄

侵害行為に供した設備の除去

（例）流出した営業秘密を利用して作られた製品を作る機械・工具の廃棄

差止請求

不正競争防止法が定める営業秘密侵害行為 (不正競争行為)として認められた行為
については､以下の請求ができます。

（不正競争防止法 第３条）

等

わざと、又は、注意していれば回避できたであろうにしなかった

損害賠償請求 （不正競争防止法 第４条）

｢故意又は過失｣による侵害に対して請求できます

損害額の推定規定あり(第５条)



22刑事罰の適用（１）

営業秘密侵害罪 （不正競争防止法 第２１条１項、３項）

一定の営業秘密の不正取得･領得･不正使用･不正開示の行為に

ついて、｢10年以下の懲役又は2000万円(海外重課3000万

円) 以下の罰金(又はその両方)｣を科すこととしています

未遂行為も処罰の対象です

（例）営業秘密をメールで不正に送信しようとしたが、容量オーバーで

送信できなかった

非親告罪

被害者の告訴を待たず、警察の独自判断で捜査を開始できる

被害者の告訴なしでも公訴できる（検察官が裁判を求めるこ

とができる）

不正競争防止法が定める営業秘密侵害行為 (不正競争行為)として認められた行為
については､以下の罰則が適用されます。



23刑事罰の適用（２）

営業秘密侵害罪の国外犯

営業秘密侵害罪は、国内で事業を行う保有者の営業秘密について、

日本国外で罪を犯した者にも適用されます

（同第２１条６項、７項）

両罰規定

行為者だけでなく法人も一緒に罰せられることがあります

法人の業務に関し営業秘密侵害罪が行われた場合、行為者だけで

なく､｢法人も5億円(海外重課10億円)以下の罰金｣となり得ます

（同第２２条１項）

犯罪収益等の没収・追徴

営業秘密侵害罪により生じた財産などは、裁判所の判断により、

犯人及び法人両罰が適用された法人から、上限なく没収すること

ができます

（同第２１条１０項、１１項、１２項）



24不正競争防止法の「営業秘密」に関する罰則強化

平成2(1990)年
改正

営業秘密の不正取得・使用・開示に対する民事規定の創設

平成15(2003)年
改正

営業秘密侵害罪への刑事罰の導入
（ ３年以下の懲役・３００万円以下の罰金）

平成16(2004)年
改正

秘密保持命令等民事裁判の審理における営業秘密の手続的保護

平成17(2005)年
改正

法人処罰規定の導入等
罰則強化（ ５年以下の懲役・５００万円以下の罰金）

平成18(2006)年
改正

罰則強化（１０年以下の懲役・１０００万円以下の罰金）

平成21(2009)年
改正

営業秘密侵害罪の目的要件の変更
従業員等による営業秘密領得自体への刑事罰の導入等

平成23(2011)年
改正

営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の整備

平成27(2015)年
改正

非親告罪化、不正使用の推定規定・未遂処罰・転得者処罰の導入等
罰則強化（１０００万→２０００万（海外重罰３０００万））
犯罪収益の没収（上限なし）刑事
差止請求に係る除斥期間の延長（１０年→２０年）民事

昭和9(1934)年 旧不競法制定
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3 営業秘密の基礎と今日からできる営業秘密管理

秘密情報の保護

- 今日からできる営業秘密としての情報管理 -



26営業秘密管理体制 簡易チェックシート
※すべてにチェックが入らなければ「問題あり」です！

チェック項目
参考
スライド

社内にどのような情報があるかを整理して把握していますか？ P.29-30

秘密にすべき情報が記録された媒体（書面、電子ファイル等）に、秘密であ
る旨（マル秘等）を表示していますか？

P.34

従業員等に対し、入社時・昇格時・退社時等の各段階で、秘密保持義務を負
うことや違反時の罰則等を書面で明確にしていますか？

P.31-32

従業員等（パート、アルバイト含む）に対し、秘密にすべき情報の管理の必
要性について意識付けできていますか？

P.34

情報管理規程を整備していますか？ P.28

取引や工場見学、展示会、営業活動等において、秘密にすべき情報を取引先
等の外部者に開示する場合、必要最小限となるように精査していますか？

P.34

他社から開示された（預かった）情報を、自社の情報と分離して管理してい
ますか？

P.33



営業秘密としての情報管理は難しくありません

社内への
運用周知・徹底

保有情報の
棚卸し

（リスト作成）

保有情報の
格付け

（極秘, 社外秘…等）

従業者用の秘密保持
誓約書等の整備
（特に退職者）

情報管理規程（社内ルール）の整備

情報の取扱ルール
の整備

（自社／他社情報）

転職者の
受入ルールの整備

見学者対応／
見学ルールの整備

取引先との
秘密保持契約書等

の整備

全社員に
知ってもらうことが

大事！

「大事な書類には「秘」「社外秘」のスタンプを押す」等、
秘密として管理していることが認識できるようにまずはできることから！

さらに実効性のある管理のために：

27



28何からはじめてよいかわからない場合

3．情報管理規程整備（作成）のススメ

まずは､次の２点セットを実施してみては？
「秘密とは知らなかった」 ～言い逃れを防ぐために～

1．秘密情報の抽出と明示
従業員に何が会社の秘密か認識してもらう

2．従業員等との秘密保持契約
退職者は情報流出の一つの要因

さらに・・・

ある程度の規模の企業（30名以上）・取引先からの
信頼が重要な業種の企業は、社内統制ルールを文章化



29自社の強みとなる情報資産の把握

手順

1. 自社にどのような情報があるか
一つ一つ洗い出してリスト化

2. どのくらい重要な情報なのかを
見極め、秘密とする情報を決定

3. 重要度に応じて秘密管理

｢門外不出｣
なにがあっても開示しない

守秘義務契約なしでは
開示しない

通常の営業活動で
開示してもよい

製品から解読できない特殊技術

☆特殊加工ノウハウ
☆特殊製法･特殊プロセス
☆秘伝､秘技､奥義､一子相伝 等々

A

B

C

情報のレベル（重要度）を見極めた管理が重要

秘密として管理する情報
の明確化

自社の強みの再認識

秘密のランク例：
「極秘」「秘」「社外秘」「部外秘」
※まずは迷わないで

ランク付けしてみることが大事！



30情報資産の洗い出しに関するＦＡＱ

各部門から情報資産がほとんど挙がらず、洗い出しが上手くいきません。

負担が大きくなり過ぎないように進める工夫はないでしょうか。

「ライバルに知られたら困る情報」という視点

前半のスライド「大事な情報の例」を参考にして検討

紙ファイル・フォルダの単位や、製品・プロジェクトで項目分けしてリスト化

東京商工会議所「企業の強みを活かす」等のツールを活用

INPIT営業秘密・知財戦略相談窓口では、リスト化の実用的なツールを用意

まずは主要事業／新規事業を行う重要部署や、現在／今後の事業活動に関す
る情報を対象にする等、優先順位を設定してはじめから完璧を求めない

ISO9001やHACCP等の別の取り組みにおいて、社内情報の一部が既にリスト化
されているケースがあります

方針を決め、作業は「社内全員参加」で進めることが重要です



31秘密保持誓約書を準備しましょう

主な確認ポイント

秘密情報は具体的に特定
しましょう

例）・○○製品に関する開発ノウハウ

及び製造ノウハウ

・顧客の名簿及び取引内容に関わる事項

経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」参考資料２には
各種秘密保持誓約書のひな形が記載されています。

返還や廃棄の取り決めが
記載されているか確認しましょう

秘密保持義務に違反した際の措置
を記載しましょう
（損害賠償など）

「秘密情報の保護ハンドブック」のひな形が参考になります

入社時、昇進時、プロジェクト開始時、

退職時、他社による見学時 等

作成するタイミング



32情報の取り扱いルールを決めましょう

規程に盛り込んでおくと良い内容

適用範囲（誰が対象か）

秘密情報の定義

秘密情報の分類
（極秘、社外秘 など）

（秘密情報の分類ごとの対策）

管理責任者 秘密情報及びアク
セス権の指定に関する責任者

秘密保持義務

罰則

退職時NDAの差し出し

経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」
P152にひな形（全18条）が掲載されています

ルール化の方法としては、「従業員が理解できる内容」の
就業規則、情報管理規程などの社内規程を策定することが一般的です



33他社の秘密情報の取り扱い

転職者が持ち込む情報

他社の秘密情報を持ち込まれないように、
転職者（中途採用者）が持ち込む情報にも注意

転職者が前職で負っていた義務を必ず確認
秘密保持義務、競業避止義務

転職者が持ち込む情報でリスクがないか検証
差止請求、損害賠償請求、刑事告訴

他社から開示を受けた秘密情報の取り扱いをルール化

自社の秘密情報を開示する際は取引先と秘密保持契約を締結

取引先とやりとりする情報

他社の営業秘密を侵害しないための対策としては、以下が挙げられます



34情報漏えい対策 ～効率よく講じるための５つの「対策の目的」～

• 漏えい要因を考慮した5つの｢対策の目的｣を設定。

• 各社の状況に応じ、ルートごと、目的ごとにムリ・ムダ・ムラのない
形で対策を取捨選択。

接近の制御 持出し困難化 視認性の確保 秘密情報に対する認
識向上

信頼関係の
維持・向上等

アクセス権の設定
秘密情報を保存したＰＣを不必
要にネットに繋がない
構内ルートの制限
施錠管理
フォルダ分離
ペーパーレス化
ファイアーウォールの導入 等

私用ＵＳＢメモリの利用・持込
み禁止
会議資料等の回収
電子データの暗号化
外部へのアップロード制限 等

座席配置・レイアウトの工夫
防犯カメラの設置
職場の整理整頓
関係者以外立入禁止看板（窓口
明確化）
ＰＣログの記録
作業の記録（録画等） 等

マル秘表示
ルールの策定・周知
秘密保持契約の締結
無断持出禁止の張り紙
研修の実施 等

ワーク・ライフ・バランスの推進
コミュニケーションの促進
社内表彰
漏えい事例の周知 等

ৌ
ੁ
भ

৬


（出典）経済産業省「【概要版】秘密情報の保護ハンドブック ～企業価値向上にむけて～」2017年9月



35不幸にも情報が漏えいしてしまったら

http://www.ipa.go.jp/security/awarene
ss/johorouei/rouei_taiou.pdf
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3 営業秘密の基礎と今日からできる営業秘密管理

秘密情報の保護

- おさらい -



37「営業秘密としての情報管理」とは

自社にとって大事な情報を、大切に守ること
大事な技術・ノウハウが意図せず漏えいしないように、投資の成果にタダ乗り
して利益を上げるような他社の行為を防止することが重要

企業と従業員等が共通の認識を持って取り組むこと
営業秘密としての情報管理は、情報を扱う「人」が大きな要素となります
企業と従業員等が協力して、組織として、情報管理に対する共通の認識を持つ
ことが非常に重要です

自社の従業員等が、他社の営業秘密を侵害しないこと
自社の秘密情報を守るのと同様に、他社から開示・提供を受けた情報の取り扱
いに注意してください



38情報を事業（サービス）の武器にして成長
しのはらプレスサービス株式会社

現場情報を抽出･整理したノウハウが事業の源泉

• 保有する情報を洗い出し、製品のカタログデータを収集
• 経年劣化した機械の現状をデータ化
• 現場での工夫も作業マニュアル化し、修理ノウハウの秘密情報を見える化

営業秘密として守るとともに
知的資産として共有

知識集約型企業へ
（出典）経済産業省「秘密情報の保護・活用事例集」等に基づいて、INPIT作成

（プレス機械のメンテナンスサービス）



39取引先との間で･･･

A社 B社
金型の図面を
見せて欲しい。

大口の取引先から求められ、断り切れず金型図面を提示。
その後、取引先から発注が来なくなってしまった。

金型図面

CASE-01



40退職者との間で･･･CASE-02

プロジェクトの中心メンバーから退職の申し出を受けた。

転職先は競合他社！情報を持ち出されないか不安…。

A社

転 職

退職します！！

競合先

社外秘

B社
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2 知財戦略の基本的な考え方

権利化と秘匿化

1 本日お話ししたいこと

はじめに

5 営業秘密・知財戦略の無料相談

INPIT営業秘密相談窓口のご紹介

3 営業秘密の基礎と今日からできる営業秘密管理

秘密情報の保護

4 特定の者にだけ提供するデータの保護

新制度：限定提供データの保護



データの不正使用等に対する主な法制度

（出典）経済産業省「不正競争防止法平成30年改正の概要」2018年9月、同「不正競争防止法2019」2019年9月

要件 民事措置 刑事措置
限定提供データと

の比較

保護されるデータ 不正行為
差止め/
損害賠償

懲役/
罰金

特許を受けた
発明
（特許法）

①自然法則を利用した
技術的思想の創作のう
ち高度なもの
②特許を受けたもの

権利者の許諾の
ない実施等
（様態の悪性は
問わない）

○ ○

創作性がないデー
タ（工場の稼働
データ等）は保護
されない

営業秘密
（不正競争防止
法第2条1項第4号
～第10号、第21
条第1項、3項）

①秘密管理性
②非公知性
③有用性

不正取得・不正
使用等
（悪質な行為を
列挙）

○ ○
他社に広く提供さ
れるデータは保護
されない

限定提供
データ
（不正競争防止
法第2条第1項第
11号～第16号）

①限定提供性
②相当蓄積性
③電磁的管理性

不正取得・不正
使用等
（悪質な行為を
列挙）

○ × －

IoT、ビッグデータ、AI等の情報技術が進展する第四次産業革命を背景に、データ
の価値が増大。しかし、データは複製・提供が容易なため、いったん不正取得され
ると被害が急速・広範囲に拡大するおそれがあり、法的保護が進められています。

42



限定提供データの概要

平成３０年不正競争防止法改正により追加されました。

他社との共有を前提としており営業秘密に該当しないデータについて
「限定提供データ」として保護されるようになりました。

秘密として管理され
る非公知な情報

創作性が認められる
情報

営業秘密（秘匿） 限定提供データ（共有） 著作権（公開）

他社との共有を前提に、
一定の条件下で
利用可能な情報

道路形状計測データ

車線情報データ

構造物情報データ 等

自動走行用

自動車メーカー

一般ユーザー

地方自治体等

自動走行（アップデートなど）

社会インフラ管理

三次元
高精度

地図データ

限定提供データのイメージ

ID/PW管理

暗号化

専用回線

（出典）経済産業省「不正競争防止法平成30年改正の概要」2018年9月
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限定提供データの3要件

（出典）経済産業省「不正競争防止法平成30年改正の概要」2018年9月、同「不正競争防止法2019」2019年9月

【限定提供性】 業として特定の者に提供すること

【相当蓄積性】

【電磁的管理性】

例：会員制のデータベースの会員に対し、データ保有者が繰り返しデータ
提供を行っている場合（各人に１回ずつ提供している場合も含む）

例：携帯電話の位置情報を全国エリアで蓄積している事業者が、
特定エリア単位で抽出し販売している場合、その特定エリア分のデータ

特定の者に対してのみ提供するものとして管理する
保有者の意思が、外部に対して明確化されていること

例：ID・パスワード、ICカードや特定の端末、
トークン、生体認証によるアクセス制限

電磁的方法により相当量蓄積されることで価値を有すること

44



参考：データ利活用のポイント集・てびき

データ利活用の留意点を網羅的に説明したポイ
ント集。データ利活用に前向きになるような成
功事例や、ポイントがＱ＆Ａ形式で掲載。
「データ利活用チェックシート」を活用し、気
になる点だけ確認することも可能。

掲載URL（経産省HP）：
（見開き版）
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/d
atapoint.pdf
（A4版）
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chi
teki/pdf/A4_datapoint.pdf

データ利活用のエッセンスをまとめた「データ利活
用のポイント集」の概要版。データ利活用に取り組
み始めたい方向けの入門編。

掲載URL（経産省HP）：
（見開き版）
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/datatebi
ki.pdf
（A4版）
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/p
df/A4_datatebiki.pdf

データ利活用のポイント集 データ利活用のてびき

専門外の人にも

読みやすいよう図解。

知りたい項目を

探しやすいように

Q&A形式で掲載。
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2 知財戦略の基本的な考え方

権利化と秘匿化

1 本日お話ししたいこと

はじめに

5 営業秘密・知財戦略の無料相談

INPIT営業秘密相談窓口のご紹介

3 営業秘密の基礎と今日からできる営業秘密管理

秘密情報の保護

4 特定の者にだけ提供するデータの保護について

新制度：限定提供データの保護



47営業秘密・知財戦略相談窓口にご相談ください

中小企業等

（ア）
権利化／秘匿化

戦略相談

（イ）
営業秘密
管理相談

（ウ）
情報セキュリティ

対策

（エ）
営業秘密の漏えい
などの被害相談

（オ）
一般的相談

（法律の概要など）

知的財産戦略アドバイザー
／弁護士／弁理士

INPIT
営業秘密・知財戦略相談窓口

相 談

全国での
セミナー

ੴ
ଃ

়
੍
ର
ษ
ઠ

情報処理推進機構
（IPA）

警察庁

連 携

web
相談

窓口
相談

出張
相談

支 援

※相談無料
※秘密厳守

社内
セミナー

ੲ
ਾ



ੲ
ਾ





・電 話： 03-3581-1101 内線3844
・メール： trade-secret@inpit.go.jp
・問合せフォーム：https://www.inpit.go.jp/form/tradesecret.html

・INPIT（独立行政法人 工業所有権情報･研修館）「営業秘密・知財戦略相談窓口について」

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/madoguchi.html

INPIT 営業秘密

■営業秘密・知財戦略相談窓口

■参考：営業秘密としての情報管理の理解に役立つ資料

・経済産業省 「営業秘密 ～営業秘密を守り活用する～」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html

・IPA（独立行政法人 情報処理推進機構） ・東京商工会議所
http://www.ipa.go.jp/ https://www.tokyo-cci.or.jp/

※営業秘密管理指針
（2019年1月改訂版）

※情報漏えい発生時の対応
ポイント集（2012年）

※企業の強みを活かす
（2016年）

※秘密情報の保護ハンドブック
（2016年2月発行）


