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営業秘密保護推進研究会の活動方針と
会員ご加入のご案内について

２０１６年２月２２日

営業秘密保護推進研究会

事務局長 三笠 武則
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営業秘密保護推進研究会
研究会概要

■名称 ※当研究会は任意団体である。

日本語：営業秘密保護推進研究会
English：Association for Promotion of Protection of Trade Secrets

略称：APPTraS（アプトラス）
Webサイト： http://www.apptras.org/

■設立日
2016年1月15日

■主な役員
会長：橋本 正洋（東京工業大学教授、日本知財学会副会長）
事務局長：三笠 武則（株式会社NTTデータ経営研究所）

■事務局（発起人：６社・団体）
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
株式会社グローバル・パートナーズ・テクノロジー
綜合警備保障株式会社（ALSOK）

株式会社ディアイティ
特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会
ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）
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http://www.apptras.org/
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営業秘密保護推進研究会
研究会の理念/特徴
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当研究会は、「専門家のネットワークによるグローバルで実務的
な営業秘密保護研究の場」の提供を通じて、知財価値保全の推進
を目指しています。

【重視する立場】 【理念/特徴】

ボーダレス経営や
知財戦略を促進する立場

官民連携のイニシアティブの
裾野を広げる立場

改正法、指針、ハンドブックを
広く企業に普及させる立場

裁判例の分析を通じ、企業の本音とし
て取るべき実務を突き詰める立場

サイバー犯罪対策領域でのフロントラ
ンナーとして社会貢献を目指す立場

海外企業との取引に
フォーカスすること

官学民連携の場としていくこと

誰でも気軽に参加できること

実務指向を明確にすること

サイバー犯罪発生時のCSIRT/法
執行機関との連携を推進すること
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営業秘密保護推進研究会
活動方針
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会員に加えて
一般の方にも
普及啓発

会員自らが
企画・運営して
実務を深掘り

Webサイトを
通じた発信・
成果共有等

オープンセミナーの開催
• 誰でも無料で参加可能
• 広く有識者を招聘し、年４回開催
• 100名規模

【活動目的】 【活動内容】
テーマ例：
• 改正法、指針抜本改訂、ハンドブック策定

の主旨、読み方
• 営業秘密管理の先進企業の事例紹介
• 海外の法制度/裁判例の紹介や分析
• 海外取引の類型と、営業秘密保護の実

務上のポイント 等

勉強会の開催
• 会員は無料、10-20名
• 詳しく検討したいテーマ候補
を企画し、講義＆自由討議

会員ニーズを確認後、
分科会として衣替え
• 活動実費を分担
• 会員のみに限定※

Webサイトとメルマガの運営
• 将来は会員専用サイトを
構築予定

テーマ例：
• 営業秘密保護実務：

- 「秘密情報の保護ハンドブック」の実務での活用方法
の具体化
- 秘密管理性を裁判所に認めてもらうための実務ノウハ
ウを、具体的環境に則して検討
- 改正法でどこまでの保護ができるかの見極め
- 改正法で積み残された部分（適用法と裁判管轄、
関税法改正等）にどのように対処するか

• 特定国との企業取引への対応実務の具体化
中国、韓国、米国、ASEAN地域等

• 国内外の裁判例の研究
• ネットからの漏洩が疑われる場合の、CSIRT/法執行

機関との協力に係る実務上のポイント整理
• ネットからの知財盗難手口の共有 等

○会員加入を奨励
今後、会員限定に変えていく予定

※個人・法人は問わない
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営業秘密保護推進研究会
研究会の構造
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どなたでも気軽にご加入できるようにするため、入会費/年会費
は無料とし、個人/法人を問わず加入できるようにしました。
会長、事務局会員、正会員は総会において表決権を持ちます。

会長

事務局会員： 研究会を企画・運営

正会員 個人会員 賛助会員
入会費/年会費

は無料

法人のご加入
大学法人、
行政など

個人でも
ご加入いただけます
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営業秘密保護推進研究会
是非研究会にご入会下さい
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 入会方法
お配りした入会申請書※に必要事項をご記入の上、本日ご提出ください。
または、後日E-mail/Fax等で研究会事務局までご提出ください。
申込先e-mail：office©apptras.org Fax：03-5275-1066

なお、入会申請書は、研究会Webページからダウンロードすることも
できます。http://www.apptras.org/#!entry/bevj8

 研究会規約、会員規約、ご誓約について
規約の骨子については、参考として本資料末に添付しています。
また、上記のWebページから、閲覧/ダウンロードすることができます。

なお、会員加入時に、反社会的勢力との関係排除についてのご誓約をご
提出いただきます（詳細は別途ご案内）。

※個人会員に登録していただく場合のみ

http://www.apptras.org/#!entry/bevj8
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営業秘密保護推進研究会
（ご参考）会員種別と入会メリット

■ 会員種別と入会メリット
当研究会の会員は、当研究会の目的に賛同して入会する法人（団体を含む）、個人とします。
入会金、年会費は無料です。分科会に参加する際に費用が発生いたします。

•法人・団体として登録する会員

正会員

•大学法人などで事務局から認可された団体会員

賛助会員

•個人として登録する会員

個人会員

•正会員のうち、事務局を構成する会員

事務局会員

6

会員種別 入会メリット

• 総会での表決権（※1）

• 分科会への参加（※2）

• 分科会の発案
• 会員向けWebページの閲覧（※3）

※1 正会員のみとなります
※2 分科会への参加は有料です（実費相当程度を予定）
※3 今後整備予定です
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営業秘密保護推進研究会
（ご参考）研究会規約の骨子
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 研究会規約の骨子（抜粋）
 第4条（活動）

営業秘密が法律上の保護を受けられる「合理的な管理」の実態と、「より高度な管理」としてのサイバーセキュリティ管理の望ましい姿について研究するととも
に、その成果に基づき、会員企業向け等の広報・啓発及び支援活動を行う。（以下略）

 第5条（会員の種類）
本会の会員は、事務局会員、正会員、賛助会員、個人会員により構成される。

 第6条（入会）
本会へ入会しようとする者は、本会が別に定める会員規約に定める申し込み手続きを行わなければならない。

 第7条（退会）
本会を退会しようとする者は、本会が別に定める会員規約に定める退会の手続きを行わなければならない。

 第8条（会費）
本会においては、入会にあたっての入会費・年会費は徴収しない。
２．分科会への参加にあたっては費用が発生することとし、費用の定めについては、会員規約及び分科会細則において定める。

 第11条（研究会の構成）
本会は、総会、事務局会議、分科会により構成される。

 第12条（総会）
総会は、会長、事務局会員、正会員によって構成される。
２．会長、事務局会員、正会員は、総会においてそれぞれ一票の表決権を有する。
３．総会は、委任状による出席を含め、表決権を持つ会長、事務局会員、正会員の過半数の出席で成立し、出席会員の過半数の賛成をもって決議を行う。賛否同
数の場合は議長の決するところとする。

 第13条（総会の開催）
通常総会は毎年1回、原則として会計年度終了後3ヵ月以内に開催する。（以下略）

 第15条（議長）
総会の議長は会長がこれにあたる。（以下略）

 第16条（付議事項）
総会では次の事項を決議する。
１）会長の選任 ２）活動計画及び活動報告 ３）収支予算及び決算 ４）その他研究会運営に関わる重要事項

 第19条（分科会）
会員の発案により、重要かつ具体的な個別課題に特化して、企業が行うべき営業秘密保護実務を具体化する研究を実施するための専門分科会を設けることができ
る。分科会の設置は事務局会議の承認を持って可能とする。
２．分科会には、座長をおく。座長は事務局会議において各分科会の参加者の中から選任する。
３．分科会には、会員の参加を認めるものとするが、参加にあたっては事務局会議の承認を得なければならない。

 第21条（会計年度）
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日とする。

 第22条（活動計画及び予算）
活動計画及び収支予算は事務局長がこれを作成し、総会の承認を受けなければならない。

 第23条（活動報告及び決算）
事務局長は、毎会計年度終了後速やかに活動報告及び決算書類を作成し、会計監事の監査を経た後、総会の承認を受けなければならない。

 第25条（除名）
事務局会議は、会員が本規約に違反したとき又は本会の名誉を棄損し、信用を著しく失墜させたときなどの正当な事由がある場合、会員規約に従い、その会員を
除名することができる。

http://www.apptras.org/#!entry/bevj8

http://www.apptras.org/#!entry/bevj8


Copyright © APPTraS All Rights Reserved.

営業秘密保護推進研究会
（ご参考）会員規約の骨子
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 会員規約の骨子（抜粋）
 第１条（総則）

営業秘密保護推進研究会（以下、本会）の会員は、設立趣旨に賛同する法人、団体、及び個人とし、研究会規約を遵守し、設立の目的達成に向けて、相互に協調、
協力するものとする。

 第2条（会員規約の適用）
この会員規約（以下「本規約」という）は、本会及び会員との関係に適用する。本会では、入会申請書をお預かりした時点で、本規約を承認したものとみなす。

 第3条（会員の種類及び権利）
本会の会員の種類と権利を以下のとおりとする。
(1) 会員の種類は、事務局会員、正会員、賛助会員、個人会員とする。
(2) 事務局会員は、本会の趣旨に賛同する法人、団体とし、事務局会議を構成するとともに、総会において表決権を持ち、また分科会の活動に参加することができ
る。
(3) 正会員は、本会の趣旨に賛同する法人、団体とし、総会において表決権を持ち、また分科会の活動に参加することができる。
(4) 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する大学法人、その他事務局会議にて認可された団体とし、総会、分科会の活動に参加することができる。
(5) 個人会員は、本会の趣旨に賛同する個人とし、総会、分科会の活動に参加することができる。

 第4条（入会手続き）
本会の会員になろうとする者は、次の書類を本会事務局に提出し、本会の事務局会議の承認を得なければならない。
(1) 入会申請書 (2) 基本情報登録票 （以下略）

 第5条（入会の承認）
会員の入会については事務局会議がこれを審査し、承認する。事務局会議は承認後速やかに会員登録を行い、当該会員に手続きの完了を通知する。
なお、本会の会員になろうとする者が次の場合に該当する時、事務局会議は入会を拒否することができる。
(1) 入会申請をした法人、団体が、法令もしくは公序良俗に反する事業を行いまたはこれを行おうとしている場合
(2) 入会申請手続きに不備がある場合 (3) 本会より除名処分を受けたことがある場合

 第7条（会費等）
本会においては、入会にあたっての入会費及び年会費は徴収しない。
２．ただし、分科会参加にあたっては、分科会参加費ないしは年会費が発生する。
３．分科会参加費ないしは年会費についての細則は、分科会開始前に別途定める。
４．なお、賛助会員については、分科会参加にあたっての費用は免除されるものとする。

 第8条（届出事項の変更）
会員は入会時に届出た事項に変更があったときは、変更内容を証する書面を添付の上、本会に対しこれを届出なければならない。

 第10条（退会）
本会を退会しようとする会員は、退会届に必要な事項を記入のうえ提出することで本会を退会できるものとする。

 第11条（除名）
事務局は会員が次のいずれかに該当する場合、その会員を除名することができる。
(1) 本会の名誉を著しく毀損する行為またはこれに類似する行為があったとき。(2) 本会の規約等に違反する行為があったとき。 （以下略）

 第12条（秘密保持義務）
（中略） ３．被開示者は、開示者から被開示者に対して、秘密と指定の上開示される一切の情報を、開示者の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏
洩しないものとする。

 第13条（損害賠償）
本会の運営に関し、会員の責に帰すべき事由により相手方が損害を受けた場合、当該会員は、相手方に対しその損害を賠償するものとする。

http://www.apptras.org/#!entry/bevj8

http://www.apptras.org/#!entry/bevj8

