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1 はじめに

受験勉強中に吉藤などを読むと「秘密特許」という文言が
出てくる。どのような制度か気になったものの、明らかに弁
理士試験には出題されないので封印(T T)。

弁理士活動、知財活動をしていると国内外で我が国と秘
密特許の関係が話題になることも偶(たま）にはあるだろう。
そこで今回は、秘密特許に関して概覧してみようと思い
ました。
今後の皆さまのお仕事に、あるいは、話題作りにいくばく
かでも役に立つことがあれば、幸甚に存じます。
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2 Epilogue - 旧法における秘密特許制度の終焉

特許法 大正１０年法
（昭和２３年７月１５日法律第１７２号中改正、即日施行）

秘密特許関連
第１条 特許法の一部を次のように改正する。
「帝国内」を「国内」に、「勅令」を「政令」に改める。
第１５条第１項及び第４０条第１項中「軍事上秘密を要し又は軍事
上若しくは」を削る。
第３１条 軍事上秘密を要する発明に付いては本法に規定するも
のの外、命令を以って特別の規定を設けることを得。
第７３条第６項削る。
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2.1 改正後の条文

第１５条 特許出願に係る発明が軍事上秘密を要し又は軍事上若しくは公益上必要な
るものなるときは特許を与えず、特許を受くるの権利を政府に於いて収用し、又は制限
を附して特許を与えることを得。
前項の規定に依り特許を与えず、権利を収用し又は制限を附して特許を与ふる場合に
於いては政府は相当の補償金を支給す。
収用及補償金支給に関しては勅令を以って之を定む。[現行法93条類似、相当大幅な
改正]
？？？第３１条 軍事上秘密を要する発明に付いては本法に規定するものの外、命令
を以って特別の規定を設けることを得。？？？
第４０条 特許発明が軍事上秘密を要し又は軍事上若しくは公益上必要なるものなる
ときは特許権を制限し若しくは政府に於いて収容し、特許を取消し又は政府に於いて
特許発明を実施することを得。
特許権の収容ありたるときは其の特許発明に関する特許権以外の権利は消滅す。
第１項の規定に依る制限、収用、取消又は実施の場合に於いて政府は相当の補償金
を特許権者又は実施権者に支給す。
収用、実施及補償金支給に関しては勅令を以って之を定む。[現行法93条類似、相当
大幅な改正：青本]
第７３条 第６項 軍事上秘密を要する発明の出願に付いては出願公告の決定を為さ
ずして査定を為すべし。[平成６年まで存在の出願公告制度関連]



我が国においても第2次世界大戦中までは特許法制に秘密特許制度が導
入されており、軍事技術を中心に運用され、最終的に1,571件の秘密特許
が登録されていた。表３は秘密特許登録の特許権者を出願年次順にまとめ
たものである。
昭和23年の特許法改正により当該規定は削除されたものの、この際、特
許法の他の規定には大きな変化はなく、特許法の基本構成としては秘密特
許制度部分のみが削除され現在に至っている（＊。

明治３２（１８９９）年～昭和２３（１９４８）年 : 制度の存続期間、49年間
 特許法（明治３２年３月１日公布、同年７月１日より施行）

⇒制度の開始
 特許法（明治４２（１８９９）年４月２日法律第３６号公布、同年１１月１日より施行）
 特許法（大正10年４月３０日公布、同１１年１月１１日より施行：いわゆる旧法）
 特許法（昭和２３（１９４８）年７月１５日法律第１７２号を以って同法中改正、即日施行）

⇒制度の廃止
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3 Prologue - 旧法における秘密特許制度の沿革

＊出典：CISTEC Journal 2014.11 No.154 p.15



その他
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4.1 秘密特許の登録件数

出典：CISTEC Journal 2014.11 No.154 p.16 注 南満州鉄道以外は現存

⇒
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4.2 集計
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5.1 秘密特許の例示

秘密特許が解除され、他の一般の特許などと同様に扱わ
れることになったことにより、秘密特許についてもその明細
書が公表されることとなった。そして、昭和23年10月1日、第
1回として250件、次いで同年11月1日、第2回として1,000件
の秘密特許発明明細書が公表され、昭和31年3月1日の第3
回公表（321件）と合わせて1,571件の秘密特許が公表され
た。

⇒現在、１,５７１件の内容を見ることはできるが、どれが秘密
特許であったかの識別は難しい。
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5.2 秘密特許の例示

⇒そこで、例えば、

国立国会図書館
[転記用URL] 
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000179989

J-PlatPat（ https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ ）のホーム＞特許・実用
新案＞特許・実用新案番号照会（ https://www.j-
platpat.inpit.go.jp/web/tokujitsu/tkbs/TKBS_GM101_Top.action ）の左
の「種別」欄から「特許発明明細書(c)」を選択、右の「番号」欄に
「153892」を入力し、「照会」のボタンを押してください。照会結果一覧の
「特明153892」のリンクをクリックすることで、「特許第一五三八九二號
細菌濾過管の製造法」の秘密特許発明明細書の全文が閲覧できます。

http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000179989
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5.3 明細書

『特許第153892號(全２頁)
特許権者：陸軍大臣
発明者：石井四朗 et al.』
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5.4 明細書



その他
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6.1 現在における各国の状況

出典：CISTEC Journal 2014.11 No.154 p.13



海外における秘密特許制度は以下の分類に大別できる。
ａ）特許付与型

出願段階から秘密扱いとし、そのまま審査を行い、特許性のあるものについては秘密
扱いのまま特許権を付与し、その後も秘密指定期間中は秘密扱いを継続するもの。
ｂ）審査凍結型

秘密期間終了まで出願に係る審査は凍結され、秘密期間終了後、審査プロセスが
再開される。審査の凍結については出願後即座に凍結されるオーストラリアなどの国
や審査は行うものの特許権付与の直前でプロセスが凍結されるイギリスなどの国など
がある。
ｃ）特例法規定型

特許法上に機微な出願については特許法以外の法令によって特許の取り扱いを定
める旨の規定があり特許法の対象から完全に抜かれる国や、手続き規定が別法となる
国などがある。

ここで、特許付与型と審査凍結型それぞれの代表例としてドイツとアメリカの制度の
概要を記す。
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6.2 秘密特許制度の類別

出典：CISTEC Journal 2014.11 No.154 p.12

⇒旧法は、特例法規定型と思われる。



（１）ドイツ秘密特許制度
ドイツにおける秘密特許制度は、特許法第50条から56条に規定されている。
１）秘密指定とその対象
特許出願がドイツ刑法93条に定める国家機密を含む場合、特許法第56条により指定される連邦政府主務官庁の意見を聴取し

た上で、特許当局の職権をもって出願公開してはならないことが命じられる。連邦政府主務官庁は特許当局に対し、出願を秘密に
すべきことを要求することができる（ドイツ特許法第50条第１項）。
ここで、どのような発明が刑法第93条の国家機密となるかについては特許法上明確に定義されていないが、財団法人知的財産
研究所の研究報告ⅲによれば、少なくとも兵器技術、暗号法及び原子力発電の技術が該当するとされている。
２）秘密保持期間
秘密にされる期間は、特許当局の職権、連邦政府主務官庁、出願人若しくは特許権者の請求により１年ごとに審査されるとされ
ており（特許法第50条第２項）、秘密保持期間の更新が可能となっている。また、秘密保持命令を解消する場合は連邦政府主務官
庁の意見を聴取しなければならないこととなっている（同法同条同項）。
３）外国出願
国家機密を含む特許出願は、連邦政府主務官庁の許可がある場合にのみ外国出願を行うことができ、これに反して外国出願し
た場合は５年以下の禁固刑または罰金刑に処せられる（同法第52条）。したがって、国家機密を含む特許について予め包括的に
外国出願許可を求めていることから、ドイツに対する第１国出願を義務づけているといえる。
４）秘密指定された特許
第50条第１項に基づく命令が出された出願に対して特許が付与された場合は、その特許は特別登録簿に登録される（同法第54

条前段）こととされ、秘密指定された出願に特許付与が認められることが規定されている。この特別登録簿の閲覧については、同
法第31条第５項において、「第50条の規定により，如何なる形式においても公表が認められていない特許出願及び特許のファイ
ルに関しては、特許当局は、連邦政府主務官庁の意見を聞いた後にのみ、その閲覧を認めることができるが、閲覧を請求する者
の保護に値する特別な利害関係が閲覧の許可を正当化すると思われ、かつドイツ連邦共和国の対外安全保障にとっての重大な
不利益の危険が予期されない場合で、かつ、その範囲を条件とする。」と規定されており、秘密指定された出願に特許が付与され
た場合についても公開されないこと、特別登録簿の閲覧は、特別な利害関係を有し、かつ国の安全保障に支障のない場合に限定
されることとされている。
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6.3 秘密特許制度の類別（ドイツ）

出典：CISTEC Journal 2014.11 No.154 p.12-14



（２）アメリカ秘密特許制度
アメリカの秘密特許制度及びその運用の概要は以下のとおりである。
１）秘密特許の段階的対応
アメリカ特許法では、第181条において、国家の安全を害するおそれがある出願特許について、その蓋然性及び深刻度に応じた2段階の対
応が規定されている。
すなわち、特許出願について、原子力委員会、国防長官及び大統領が指定する関係政府機関が、以下のａ）、ｂ）のいずれかの行為により国
家の安全を害するおそれがあると判断する場合において、それぞれ別の対応をとらなければならないことが規定さ
れている。
なおこの場合、出願者は、商務長官が定めた規則に従って同長官に不服申立をする権利を有することとされている。
ａ） 特許出願に係る発明の公開が害となる場合（アメリカ特許法第181条第１段、第２段）
特許商標局（PTO）長官はその発明について秘密を保持すべき旨の命令（secrecy order）を出さなければならず，また，当該出願の公開又
は特許の付与を留保しなければならない。この場合、審査、査定まで手続は進行するが、特許付与は停止されることとなる。審査査定がなさ
れた場合はその旨の通知が出願人に対してはなされるが、秘密保持命令が解除されるまでは特許権は付与されない。
ｂ） 出願に係る審査自体が害となる場合（同法第181条第３段）
その出願の審査を審査すること自体が国家の安全に危険をもたらすおそれがあると判断した場合、PTO長官は当該出願書類を封印（in 

sealedcondition）しなければならない。この場合、ａ）の場合と異なり、審査を含めた一切の手続が停止する。
２）秘密保持期間
発明についての秘密保持の命令及び出願公開又は特許付与の留保は，その期間を１年以上としてはならないとされているが、PTO長官は
秘密保持命令を出させた関係機関から、国益上秘密保持命令の継続が必要である旨の通知を受けた場合は，更に１年間その命令を更新し
なければならないことが規定されている（以上、同法第181条第４段）。この更新措置は１回に限らず何度でも更新されることが可能である。
３）外国出願
アメリカでは、国家の安全確保の審査を行うため、特許商標庁（PTO）長官が許可した場合
を除き、アメリカでなされた発明は、特許出願後６ヶ月間は外国出願が制限されているが、
秘密特許対象となった場合は、上記ａ）の場合のみ、関係機関の同意を得た上で外国出願
許可を与えることができることとされている（同法第184条）。

４）制度運用実態
図５にアメリカにおける秘密指定有効残件数（各年における新
規指定件数から指定解除件数を引いたもの）の推移をまとめ
た。この結果、ソ連崩壊後急激に低下していたところ、9.11同
時多発テロ以降再度上昇に転じており、国際情勢に応じた機
微性の判断が行われていることがわかる。
2019/9/24 16

6.4 秘密特許制度の類別（米国）

出典：CISTEC Journal 2014.11 No.154 p.14-15



秘密特許制度は、わが国においても戦前は採用されていた。しかし、今日では秘密特
許制度は存在せず、公序良俗または公衆衛生を害するおそれのあるもの以外はすべて
公開される。
一方、

「防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政
府とアメリカ合衆国政府との間の協定」（いわゆる５６協定、昭和３１(1956)年条約１２号）

⇒（実施手続細則：昭和６３（１９８８）年）アメリカ秘密特許の対象であり、日本政府に提
供されて特許または実用新案登録出願されたもの（協定出願）と、防衛目的のためにアメ
リカ秘密特許資料の提供を受けた政府職員または政府から内容を知らされた民間関係
者が行う出願のうち、協定出願を公にしてしまう出願（準協定出願）については、受付、方
式審査をした後、秘密が保持されている間は、特許庁での一切の手続が凍結され、出願
公開も行わない。アメリカから、秘密保持が終了したことの通知を受けた後に手続が再開
される。

したがって、その限りにおいて、出願公開の特許法の規定は事実上改められた見ること
ができる。

⇒協定あるいは準協定出願と同じ発明が、それとは無関係に後願として出願された場合
には問題が残る。後願が二重特許（ダブル・パテント）として、無効理由を含むことになる。
現実には、アメリカ秘密特許で日本に出願される数、秘密解除までの時間、審査に要す
る時間等を勘案すると、このような事態の生ずることは極めて稀なことと思われるが、理
論的には問題が残る。
（工業所有権法上特許法 中山信弘 p.199-p.201）
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7.1 我が国の現状

⇒現在の米国と同じく審査凍結型に準ずる制度と思われる。



発明内容を公開しない秘密特許制度は、特許制度の目的に反するのではな
いかとの疑問がある。このため、特許制度の根拠を理論づける説の一つとして
の秘密公開説を否定する説がある。
しかし、秘密特許制は、特別の政策的理由に基づいて一般公衆への公表が
一時的に制限される点で一種の例外的制度であることは否定できないが、基
本的には、特許制度を支える２大支柱としての発明の公開を発明の利用をと
もに充足するものであり、特許制度の原則に矛盾するものではないということ
ができよう。
すなわち、発明者の義務である発明内容の政府への開示は果たされ、発明
の利用は国家目的のために自由に行われる状態にあり、しかも国において、
秘密を必要としなくなったときは、その秘密を解除して、一般の特許と全く同様
に公表するからである。
(特許法概説、吉藤幸朔)
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7.2 秘密特許制度への一見解



1. 工業所有権法逐条解説[第１８版]

2. 特許法概説[第１１版] 吉藤幸朔
3. 工業所有権法 上 特許法[第二版増補版] 中山信弘
4. 特許制度に基づく技術情報の公開による大量破壊兵器の拡散

リスク CISTEC Journal 2014.11 No.54 八木雅浩
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ご清聴ありがとうございました
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