
Nihon University Bussiness, Research and Intellectual Property Center

TOPICS

01 02NUBIC NEWS

１．はじめに

近年，秘密情報の漏えい事件が頻発する中，企業にお

ける秘密情報管理の参考として，平成28年2月に「秘密

情報の保護ハンドブック」（経済産業省）が策定され，同

年12月に「秘密情報の保護ハンドブックのてびき」（経

済産業省）が策定された。また，大学に対しても，平成28

年10月に「大学における秘密情報の保護ハンドブック」

（経済産業省）が全面改訂された。本稿では，これらの指

針に示された秘密情報管理の在り方について解説する。

２．秘密情報の保護ハンドブック（平成28年2月）

「秘密情報の保護ハンドブック」は，企業における秘

密情報管理の参考として策定されたものである。ここ

では，当該ハンドブックにおける記載内容のうち，「秘

密情報管理の進め方」，「情報漏えいを防ぐ5つの対

策」，「他社の秘密情報の保護」について解説する。

◆２-１．秘密情報管理の進め方
（１）保有する情報の把握
秘密情報管理は，自社が保有する情報を全体的に

把握することから始まる。このとき，秘密情報は，紙や

電子データとして存在するものだけではなく，従業員

等が業務の中で記憶したノウハウ等のように，文章化

されず目に見えない形で存在する場合や，試作品等の

「物」自体が秘密情報である場合もある。

（２）保有する情報の評価
把握された情報について，情報が生み出す経済的

価値，情報漏えいがあった場合の自社の損失の大きさ

（どの程度、競争力や社会的信用が低下してしまうの

か等），競合他社にとって有用か否か，悪用されるよう

な性格の情報か否か等について評価を行う。

（３）秘密情報の決定
保有する情報の評価に基づいて，秘密情報として保

護に値するものかどうかについて検討し，保護すべき

秘密情報を決定する。

（４）秘密情報の分類
各企業等で取り扱う秘密情報について，その性質や

評価の高低等に応じて，同様の秘密性が求められる秘

密情報ごとに分類する。

（５）情報漏えい対策の選択
秘密情報の分類ごとに，具体的にどのような情報漏

えい対策を講ずるのかを選択する。その際には，だれ

に対して対策を行うのか（従業員，退職者，取引先，外

部者），どのような形で秘密情報が存在しているのか，

情報漏えいが生じる原因は何かといった状況によっ

て，情報漏えい対策の方法が異なることに留意する。

（６）ルール化
決定された情報漏えい対策を実行するために，その

内容を社内でルール化する。ルール化の方法として

は，就業規則，情報管理規程といった社内規定を策定

することが一般的である。このとき，明確なルールを策

定することが重要であり，策定したルールについて，従

業員等へ周知・教育する。

◆２-２．情報漏えいを防ぐ５つの対策
（１）秘密情報に「近寄りにくくする」ための対策
秘密情報の閲覧や利用ができる者（アクセス権者）

の範囲を適切に設定したうえで，施錠管理や入退室制
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秘密情報管理の最適化に向けて

最近「社会実装」という言葉を頻繁に目にします。

研究成果として得られた「知」は，学術的価値を持つ

と同時に，それが社会において活用された場合には，

新たな製品・サービスや社会システムの創出などを

通じて経済や社会に多くの便益を（時には不利益も）

もたらすものでもあります。第4期科学技術基本計

画以降の科学技術政策においては，研究成果をイノ

ベーション創出に結びつけ，国内外の諸課題の解決

や産業の活性化を目指す科学技術イノベ―ション政

策が推進されており，多くの府省において「出口」を

強く意識した政策が進められています。

本学は，1998年のNUBIC設立以来，研究成果の

「事業化」及び研究活動を通じた「地域貢献」を柱とし

て産学連携事業を展開し，特許実施許諾等件数，同

ロイヤルティ収入などにおいて一定の成果を挙げる

ことができました。このような産学連携における本学

の強みを生かし，また，先に述べた科学技術イノベー

ション政策にも呼応して，本学における研究成果を活

用した社会貢献を一層促進するため，本年度より「社

会実装研究助成金」事業（以下「本事業」といいます）

を実施することになりました。

本学は，従前より研究推進のための事業として学

内資金による学術研究助成金事業を継続して実施し

ています。主な助成対象は，研究領域を異にする複

数学部が連携して実施する学部間連携研究であり，

広範な研究領域をカバーする本学の総合力を引き

出すことをねらいとします。本事業は，これに加えて，

本学における社会的課題の解決につながる研究へ

の取組を促し，また，その研究成果の社会への適用

を後押しするものであり，本学の社会貢献の一層の

推進を目指します。

本事業では，社会実装研究を「社会ニーズを捉えた

問題解決を目的とした研究であり実用化直前段階に

ある研究」と規定し，実用化に向けて最後に残された

研究課題を解決するために学内の研究者に対して研

究資金を提供します（原則として2年間，年間1千万

円以内）。研究終了後は，具体的な製品・サービス，社

会システム等として事業化されることが前提であり，

社会実装を共に担う企業，公的研究機関，行政機関

等の外部機関との具体的な連携体制が申請前に形

成されていることを必須要件とします。

社会実装を実現するためには，企業等との共同研

究，科学技術振興機構（JST）等支援機関による事業

の活用等が行われますが，本事業は，これらと併せて

活用されることにより，本学における社会実装を一層

推進するものと位置付けています。

昨年度，初めて本事業を学内公募したところ10件

を超える応募があり，これらの中から4件が採択され

ました。採択案件の詳細については，研究代表者に

よる紹介が本誌に掲載されていますが，いずれも社

会的課題の解決に取り組み，実用化可能な研究成果

が得られており，さらに，事業化を共に進める企業，公

的研究機関，行政機関等との推進体制が構築されて

います。

今回の公募を通じて，本学において社会的課題の

解決を目指した研究が多数実施されていること，研

究成果の社会実装に向けてあと一押し（例えば実証

データの蓄積等）のものが多数あること，地域連携型

の取組が多いことなどが明らかとなりました。本事業

を活用可能な取組みは多数あり，事業を継続的に実

施することにより，より多くの成果が期待されます。

本学と企業，公的研究機関等との連携による社会

実装を促進するため，本事業を積極的に活用して参

ります。
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限等により，アクセス権のない者が秘密情報にアクセス

できないようにする。なお，その前提として，アクセス権を

有する者が適切に限定されることが重要であり，アクセス

権の必要性について慎重に検討することが大切である。

（２）秘密情報の｢持出しを困難にする｣ための対策
秘密情報が存在する場所において，記録媒体の複製

を制限したり，携帯メモリ（USBメモリ等）の持込みを

制限すること等によって，秘密情報を無断で複製したり

持ち出すことを物理的，技術的に阻止する。

（３）漏えいが「見つかりやすい」環境に向けた対策
防犯カメラの設置，入退室の記録，PCのログ確認等

により，秘密情報にアクセスした者の行動が記録され

たり，事後的に検知されやすい状況にする。

（４）「秘密情報と思わなかった」という事態を防ぐ対策
秘密情報の取扱いルールの周知，秘密情報である

旨の表示等により，従業員等における秘密情報に対す

る認識を向上させる。

（５）社員のやる気を高めるための対策
働きやすい職場環境の整備や従業員等に対する適

正な評価によって，企業への帰属意識を醸成したり，仕

事へのモチベーションを向上させることも，情報漏えい

の抑止策として有効である。この結果，職場のモラルや

従業員等との信頼関係を維持・向上することができる。

◆２-３．他社の秘密情報の保護
（１）自社情報の独自性の立証
他社から秘密情報の侵害を理由に訴訟を提起され

る場合を想定して，それが自社の独自情報であること

を客観的に立証できるように日頃から備えておくこと

が重要である。例えば，研究ノートに研究記録を具体

的に記載して保管しておくことが有効である。

（２）転職者の受入れ時に必要な確認事項
他社から転職者を受け入れる場合，その転職者が持ち

込む情報の中に，転職元の秘密情報が存在する可能性が

ある。したがって，転職者の受入れに当たり，その転職者

が，転職元との関係で負っている秘密保持義務や競業避

止義務の有無やその内容を確認することが重要である。

（３）共同・受託研究開発における秘密情報管理
他社（大学等の研究機関も含む）との共同研究開発

や他社から委託を受けた研究開発については，自社内

においても独自の研究開発を行っている場合が多く，

他社の情報と自社の情報が混同されすい状況にある。

したがって，他社から得た秘密情報については，自社情

報と明確に分離して管理することが重要である。

（４）取引の中での秘密情報の授受
受託者や下請企業から秘密情報が開示される場合に

は，その情報について秘密管理の必要性を認識しにくい

可能性がある。例えば，商品サンプル等それ自体が秘密

情報である物品の提供を受けた場合には，秘密表示が

付された書類等に比べて，取引先の秘密情報を保有して

いるという意識が低い可能性がある。このような場合に

は，意識的に秘密情報の管理を行うことが重要である。

３．大学における秘密情報の保護ハンドブック（平成28年10月）

「大学における秘密情報の保護ハンドブック」は，大

学における秘密情報管理の参考として策定されたもの

である。ここでは，当該ハンドブックにおける記載内容

のうち，「秘密情報管理の進め方」，「秘密情報管理にお

ける学生の扱い」，「秘密情報管理に関連する事項」に

ついて解説する。

◆３-１．大学における秘密情報管理の進め方
（１）大学が保有する情報の全体像の把握
大学における秘密情報管理は，学内において「どのよ

うな情報を保有しているのか」を全体的に把握すること

から開始される。その際，情報は，紙や電子データとし

て存在するだけではなく，教職員が業務の中で記憶し

たノウハウ等のように文章化されず目に見えない形で

存在する場合がある。また，学生が学内において発明

を行った場合，雇用契約や譲渡契約に基づき，その発

明に係る権利を学生から大学が譲り受けない限り，そ

の発明は大学のものではない点に注意が必要である。

（２）保有情報の評価、秘密情報の決定
大学が保有する情報の全体像として把握された情

報について，情報が産み出す経済的価値，学外で利用

されたり漏えいした場合の損失の大きさ（どの程度，社

会的信用が低下してしまうのか等），契約等に基づき

学外から預かった情報か否か，悪用されるような性格

の情報か否か等の評価を行うことが重要である。その

後，その評価に基づいて，秘密情報として保護に値す

るものかどうかを検討して，秘密情報の決定を行う。

（３）秘密情報の分類、情報漏えい対策の選択
各大学で取り扱う秘密情報について，その性質や評

価の高低，その利用態様等の事情に対応して，秘密情

報を同様の管理水準のものごとに分類したうえで，そ

の分類ごとに必要な情報漏えい対策を選択する。

なお，各大学によって適正と考えられる分類数は異

なると考えられる。過度に多くの分類数を設定すると，

情報管理が煩雑になり対策が徹底されなくなる等，対

策の有効性，効率性を低下させるおそれがある。

◆３-２．秘密情報管理における学生の扱い
大学の教職員と異なり，大学と雇用関係にない学生

には教職員向けの学内規程を適用することはできな

いが，学生であっても、秘密情報を漏えいした場合に

は，その学生はその責任を問われることになる。例え

ば，営業秘密を漏えいした場合には，不正競争防止法

による民事・刑事措置が適用されることが想定され，

秘密保持契約を遵守していない場合には，債務不履

行によって損害賠償を求められる。

また，学外の研究機関が関与する共同研究へ学生

を参加させる場合には，学生の参加の是非について

十分に検討することが重要である。その結果，学生を

参加させる場合には，学生に秘密保持の遵守等を求

めることが必要であり，その方法として，「学生等を対

象とした通則等での指示」，「秘密保持に関する誓約

書の提出」等を検討することが重要である。

◆３-３．秘密情報管理に関連する事項
（１）安全保障貿易管理
大学では，軍事転用につながる可能性のある技術を

取り扱う場合があるが，このような技術の輸出は，安全

保障の観点から，一定の制限がなされている。すなわ

ち，大量破壊兵器や通常兵器の開発・製造等に関連す

る貨物や技術の輸出について，外国為替及び外国貿

易法（外為法）に基づき，必要な管理がなされている。

したがって，各大学において，外為法で規制されてい

る貨物や技術を輸出しようとする場合は，原則として，

外為法に基づいて許可を受ける必要があり，そのため

の情報管理が必要である。

（２）プライバシーの保護と管理
大学では，医療情報や遺伝子情報を取り扱う場合

があるが，このような情報は個人情報であり，プライバ

シー保護の観点から秘密情報管理を行うことが必要

である。とくに遺伝子情報は，薬の効きやすさや副作

用の有無といった薬に対する応答性の違いのほか，外

見や性格の違い，病気へのかかりやすさの違い等を示

すものである。

したがって，各大学において，プライバシー保護の観

点から，個人情報について独自の情報管理に関する規

程を策定し，的確に運用することが重要である。

（３）研究成果有体物の管理
研究成果有体物とは，研究成果として生み出された

試薬，試料，材料等の有体物のことをいう。近年，大学

において，研究成果である有体物の取扱いについて，

ガイドラインや規程等を策定し，運用することが推奨さ

れている。例えば，研究成果である細胞や微生物は重

要な技術情報であり，マテリアルトランスファー契約に

よって技術移転が進められている。

このような研究成果の取扱いは，大学における情報

管理の一環として重要であり，各大学において，研究成

果有体物に関するガイドラインや規程等を策定し，的

確に運用することが重要である。

４．おわりに

本稿では，「秘密情報の保護ハンドブック」（経済産業

省），及び，「大学における秘密情報の保護ハンドブック」

（経済産業省）に示された秘密情報管理について紹介し

た。今後とも，企業や大学において秘密情報管理が徹

底され，イノベーションが推進されることに期待したい。
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限等により，アクセス権のない者が秘密情報にアクセス

できないようにする。なお，その前提として，アクセス権を

有する者が適切に限定されることが重要であり，アクセス

権の必要性について慎重に検討することが大切である。

（２）秘密情報の｢持出しを困難にする｣ための対策
秘密情報が存在する場所において，記録媒体の複製

を制限したり，携帯メモリ（USBメモリ等）の持込みを

制限すること等によって，秘密情報を無断で複製したり

持ち出すことを物理的，技術的に阻止する。

（３）漏えいが「見つかりやすい」環境に向けた対策
防犯カメラの設置，入退室の記録，PCのログ確認等

により，秘密情報にアクセスした者の行動が記録され

たり，事後的に検知されやすい状況にする。

（４）「秘密情報と思わなかった」という事態を防ぐ対策
秘密情報の取扱いルールの周知，秘密情報である

旨の表示等により，従業員等における秘密情報に対す

る認識を向上させる。

（５）社員のやる気を高めるための対策
働きやすい職場環境の整備や従業員等に対する適

正な評価によって，企業への帰属意識を醸成したり，仕

事へのモチベーションを向上させることも，情報漏えい

の抑止策として有効である。この結果，職場のモラルや

従業員等との信頼関係を維持・向上することができる。

◆２-３．他社の秘密情報の保護
（１）自社情報の独自性の立証
他社から秘密情報の侵害を理由に訴訟を提起され

る場合を想定して，それが自社の独自情報であること

を客観的に立証できるように日頃から備えておくこと

が重要である。例えば，研究ノートに研究記録を具体

的に記載して保管しておくことが有効である。

（２）転職者の受入れ時に必要な確認事項
他社から転職者を受け入れる場合，その転職者が持ち

込む情報の中に，転職元の秘密情報が存在する可能性が

ある。したがって，転職者の受入れに当たり，その転職者

が，転職元との関係で負っている秘密保持義務や競業避

止義務の有無やその内容を確認することが重要である。

（３）共同・受託研究開発における秘密情報管理
他社（大学等の研究機関も含む）との共同研究開発

や他社から委託を受けた研究開発については，自社内

においても独自の研究開発を行っている場合が多く，

他社の情報と自社の情報が混同されすい状況にある。

したがって，他社から得た秘密情報については，自社情

報と明確に分離して管理することが重要である。

（４）取引の中での秘密情報の授受
受託者や下請企業から秘密情報が開示される場合に

は，その情報について秘密管理の必要性を認識しにくい

可能性がある。例えば，商品サンプル等それ自体が秘密

情報である物品の提供を受けた場合には，秘密表示が

付された書類等に比べて，取引先の秘密情報を保有して

いるという意識が低い可能性がある。このような場合に

は，意識的に秘密情報の管理を行うことが重要である。

３．大学における秘密情報の保護ハンドブック（平成28年10月）

「大学における秘密情報の保護ハンドブック」は，大

学における秘密情報管理の参考として策定されたもの

である。ここでは，当該ハンドブックにおける記載内容

のうち，「秘密情報管理の進め方」，「秘密情報管理にお

ける学生の扱い」，「秘密情報管理に関連する事項」に

ついて解説する。

◆３-１．大学における秘密情報管理の進め方
（１）大学が保有する情報の全体像の把握
大学における秘密情報管理は，学内において「どのよ

うな情報を保有しているのか」を全体的に把握すること

から開始される。その際，情報は，紙や電子データとし

て存在するだけではなく，教職員が業務の中で記憶し

たノウハウ等のように文章化されず目に見えない形で

存在する場合がある。また，学生が学内において発明

を行った場合，雇用契約や譲渡契約に基づき，その発

明に係る権利を学生から大学が譲り受けない限り，そ

の発明は大学のものではない点に注意が必要である。

（２）保有情報の評価、秘密情報の決定
大学が保有する情報の全体像として把握された情

報について，情報が産み出す経済的価値，学外で利用

されたり漏えいした場合の損失の大きさ（どの程度，社

会的信用が低下してしまうのか等），契約等に基づき

学外から預かった情報か否か，悪用されるような性格

の情報か否か等の評価を行うことが重要である。その

後，その評価に基づいて，秘密情報として保護に値す

るものかどうかを検討して，秘密情報の決定を行う。

（３）秘密情報の分類、情報漏えい対策の選択
各大学で取り扱う秘密情報について，その性質や評

価の高低，その利用態様等の事情に対応して，秘密情

報を同様の管理水準のものごとに分類したうえで，そ

の分類ごとに必要な情報漏えい対策を選択する。

なお，各大学によって適正と考えられる分類数は異

なると考えられる。過度に多くの分類数を設定すると，

情報管理が煩雑になり対策が徹底されなくなる等，対

策の有効性，効率性を低下させるおそれがある。

◆３-２．秘密情報管理における学生の扱い
大学の教職員と異なり，大学と雇用関係にない学生

には教職員向けの学内規程を適用することはできな

いが，学生であっても、秘密情報を漏えいした場合に

は，その学生はその責任を問われることになる。例え

ば，営業秘密を漏えいした場合には，不正競争防止法

による民事・刑事措置が適用されることが想定され，

秘密保持契約を遵守していない場合には，債務不履

行によって損害賠償を求められる。

また，学外の研究機関が関与する共同研究へ学生

を参加させる場合には，学生の参加の是非について

十分に検討することが重要である。その結果，学生を

参加させる場合には，学生に秘密保持の遵守等を求

めることが必要であり，その方法として，「学生等を対

象とした通則等での指示」，「秘密保持に関する誓約

書の提出」等を検討することが重要である。

◆３-３．秘密情報管理に関連する事項
（１）安全保障貿易管理
大学では，軍事転用につながる可能性のある技術を

取り扱う場合があるが，このような技術の輸出は，安全

保障の観点から，一定の制限がなされている。すなわ

ち，大量破壊兵器や通常兵器の開発・製造等に関連す

る貨物や技術の輸出について，外国為替及び外国貿

易法（外為法）に基づき，必要な管理がなされている。

したがって，各大学において，外為法で規制されてい

る貨物や技術を輸出しようとする場合は，原則として，

外為法に基づいて許可を受ける必要があり，そのため

の情報管理が必要である。

（２）プライバシーの保護と管理
大学では，医療情報や遺伝子情報を取り扱う場合

があるが，このような情報は個人情報であり，プライバ

シー保護の観点から秘密情報管理を行うことが必要

である。とくに遺伝子情報は，薬の効きやすさや副作

用の有無といった薬に対する応答性の違いのほか，外

見や性格の違い，病気へのかかりやすさの違い等を示

すものである。

したがって，各大学において，プライバシー保護の観

点から，個人情報について独自の情報管理に関する規

程を策定し，的確に運用することが重要である。

（３）研究成果有体物の管理
研究成果有体物とは，研究成果として生み出された

試薬，試料，材料等の有体物のことをいう。近年，大学

において，研究成果である有体物の取扱いについて，

ガイドラインや規程等を策定し，運用することが推奨さ

れている。例えば，研究成果である細胞や微生物は重

要な技術情報であり，マテリアルトランスファー契約に

よって技術移転が進められている。

このような研究成果の取扱いは，大学における情報

管理の一環として重要であり，各大学において，研究成

果有体物に関するガイドラインや規程等を策定し，的

確に運用することが重要である。

４．おわりに

本稿では，「秘密情報の保護ハンドブック」（経済産業

省），及び，「大学における秘密情報の保護ハンドブック」

（経済産業省）に示された秘密情報管理について紹介し

た。今後とも，企業や大学において秘密情報管理が徹

底され，イノベーションが推進されることに期待したい。
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