


184付録  知的財産権

A.1  知的財産権の重要性

　特許や商標権、著作権という権利は、総称して知的財産権とよばれるもので、

その権利はインタフェースデザインに直接および間接的に関係する。知的財産権

の重要性はグローバル化の進展で年々重要になってきている。

　知的財産権には、表 A.1に示すようにいくつかの種類がある。その中で以前か

らデザインと関係が深いのが産業財産権（旧工業所有権）の中の意匠権と商標、

さらに文化に関係する著作権である。

　近年は、意匠権で保護してきたスタイリングデザインと同じように、画面デザイ

表 A.1　知的財産権
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ンに代表されるインタフェースデザインの製品に占める重要性がますます強くなって

きている。このような背景から、従来の特許についての解釈も変わり、新たな使い

やすさを追求したインタフェースデザインのアイデアも特許として認められるようなっ

てきている。

　そもそも、デザインとは、デザイナーの感性にもとづいて作られた創作物であり、

かつ、それは知的な財産である。財産には現金や宝石、土地、建物などの形を

もつ有体財産と、技術の発明や製品のデザイン、鞄や衣料など有名商品のブラン

ド、音楽、さらには顧客リストや製造技術など直接目に見える形をもたないコピー

が容易な無体財産がある。近年、この無体財産の有する情報は大きな経済的な

価値をもつようになっている [76]。

　そのため、グラフィックデザインや製品デザイン、インタフェースデザイン、コンテ

ンツなどを保護することの重要性は極めて高くなっている。情報化社会を支えるデ

ジタル技術はオリジナルなデータの品質をまったく損なわずに簡単に複製（コピー）

することが可能である。したがって、これらの無体財産が保護対象にならないので

あれば、その創作に膨大な労力と費用をかけた創作者（デザイナーら）や企業の

創作意欲は著しく減退し、文明や文化の健全なる発展の障害となる。

　各国では知的財産権の保護を行う各種の法律が整備され、国際的にも各国の

内情を超えて国際条約の提携が進んでいる。また国際的な人やモノ、情報の移動

に伴い、人々の知的財産権に対する意識も高くなってきている。さらに、工業化

社会から情報化社会への移行にあたって、知的財産権についての考え方も大きく

変化してきている。

　一方、インターネットの活用を前提としたビジネス方法の特許というこれまでに

ない新しい考え方も登場している。時代の急速な流れに対して知的財産権に関す

る考え方が変化し、法律がその後を追うという矛盾する状況が起きている。

　このような世の中の新しい動向を踏まえて、本付録ではデザインと関係が深い知

的財産権について、インタフェースデザインの視点から解説する。そこでまず、表

示デザインのアイコンなどに関係する著作権から説明する。
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A.2  著作権

著作権とその特徴

　多くの人々にもっとも身近な知的財産権といえば著作権であろう。この権利は

制作された瞬間から創作者個人に権利が発生する。つまり、出願や登録などと

いう煩雑な手続きが不要な権利である。また、権利期間も著作者の死亡から 50

年（図 A.1）という異例の長さである。

　権利の対象となる著作物について、著作権法は「思想又は感情を創作的に表

現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定めて

いる。小説や音楽、放送などの従来の著作物のほかに、コンピュータプログラム

やデータベース、キャラクター、デジタルコンテンツなども含まれてきている。なお、

デザインに関する著作権をデザインの分野別に記したものを図 A.1に示す。

　著作権法の目的は、著作者の人格権・財産権の権利と、レコード製作者や放

送事業者などのこれに隣接する権利（著作隣接権）を定めて、文化的な所産の

公正な利用に留意しながら、著作者の権利を保護するだけでなく、文化の発展に

貢献することである。したがって、前述のように原則として登録する必要がないため、

所轄機関は特許庁でなく文化庁となっている。

　著作権の特徴は、特許権などと同じような著作財産権だけでなく、名誉権であ

る著作者人格権がある。これは、著作者の人格的な価値を保護しようとする権利

である。たとえば、あるキャラクターの体の定められた色を、実施権を与えたほか

の会社が別の色に変更しようとしても、そのキャラクターのイメージを崩してしまう

ので、同一性保持権として、その行為を禁止することができる [77]。

　著作権のもうひとつの特徴は、同一や類似の著作物でも、相互が模倣したので

なく、各々が独自に創作した著作物ならば相互に権利の及ばないという相対的独
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付録占権（コピーライト）の考え方を取っている。たとえば、A氏の創作したキャラクター

aの後に、B氏が偶然ほとんど同一のキャラクター bを創作した場合、両者に権

利が与えられる。

　なお、著作権のほかに企業秘密や回路配置権のように相対的独占権の性格を

もつものがある。知的財産権には、このような他人の善意に及ばない相対的独占

権と、他人が取得すれば実施できなくなる絶対的独占権の考え方がある。

フェアユース

　また、著作権の本来の目的である芸術文化の発展をインターネット時代におい

ても適合させようとする新たな考え方にフェアユース（Fair Use :公正使用）があ

る。その背景にグーグルなどの検索によって集められたコンテンツの二次使用があ

る。ネットの中の情報やコンテンツを関係するキーワードで集めると新たな価値が

生まれる。従来の著作権では認められない活用法であるが、科学と芸術文化の発

展のためにこれを認めようとするものである。

　その考え方は悪意の使用でなければ著作権を認めるもので、もし問題があれば

著作財産権 複製権

貸与権

翻訳権・翻案権等

公衆送信権

二次的著作物の利用に
関する原著作者の権利

著作者人格権 公表権

氏名表示権

同一性保持権

・他人に権利を譲れる。 ・他人に権利を譲れない。

著作隣接権 実演家の権利

レコード製作者の権利

放送事業者の権利

・著作物の伝達に重要な

  役割を果たしている

　人達の権利。

図 A.1　著作権の内容
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裁判で決めるという「事前規制型」から「事後の司法救済型」への大転換である。

これは米国著作権法第 107条の著作物を公正利用する行為には著作権の効力は

及ばないという包括的な規定が発端である。日本でもその方向での改定が進めら

れている。

　このような著作権を活発化しようとする動きに対して、これに逆行するような法

改正があった。それが、ディズニー社の政府や議会関係者へのロビー活動により、

2003年 2月にアメリカの連邦最高裁が下した俗称「ミッキーマウス保護法」であ

る。この判決で映画や音楽などの著作物の保護期間が 20年延長された。旧保

護期間では、作者死後 50年、企業の権利の場合は 75年（日本は出願から 50

年）から、ミッキーの保護期間は 2003年に終わる予定であった [78]。なお、最

新の ©マークで有名な 1952 年の万国著作権条約では作者死後 25年に短縮さ

れたが守られてない。

　著作権に関する国際的な条約として、1886年のベルヌ条約と万国著作権条約

（1952年）がある。保護されるのは加入した国で最初に発行された著作物であ

るが、当時は印刷物や芸術品の実物であったので、権利侵害があれば売られてい

る国で差し止めや損害賠償を請求できた。

　しかし、今日では、閲覧できる国とサーバーがある国が異なることが多い。知

的財産権に関しては、各国の法律によって、各国ごとに権利を保護するという「属

地主義」の考え方があり、権利侵害のあった閲覧国の法律で、サーバーのある

他国の侵害者を訴えることができない。たとえば、日本のサイトに海外の作曲家

などの音楽データを載せるとき、制作者は意識しなくても、そのホームページに載

せた曲が作曲家の国では著作権侵害となる。このように、現在のボーダレスな情

報通信環境に知的財産関係の法律や国際的な条約が追いついていないという課

題を抱えている。
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A.3  特許権

　デザインに関する知的財産権は意匠法で保護されており、それは主に造形的な

スタイリングデザインを対象にしたものである。しかし、製品の情報通信化に伴い、

スマートフォンやカーナビなどの外観デザインだけでなく、その表示画面内のインタ

フェースデザインやコンテンツも対象になってきている。

　とくに近年、使いやすさや心地よさが製品購入の動機になってきており、考案さ

れたインタフェースデザインの新しいアイデアを保護する必要性が高くなっている。

従来、デザイナーが特許出願することはほとんどなかったが、今日ではこのアイデア

の権利化は重要な事柄になっている。

　基本的には、インタフェースデザインのアイデアはソフトウェアに関係するものであ

るため、その知的財産権は意匠法や著作権で保護するだけでなく、さらに強い力を

もつ特許で出願することができる。そこで本節では、ソフトウェアに関係する特許の

新しい流れについて解説する。また特許を出願するために知っておかなければなら

ない事柄とインタフェースデザインの特許化の事例について述べる。

特許の要件

　ソフトウェア特許を考える前に、考案のアイデアが特許として出願できるための

要件について説明する。ソフトウェア特許も基本的には特許であるので、この要件

を満たさなければならない。まず、図 A.2右側に示すように、特許には 7つの成

立要件があるが、その中でも、発明の成立性、新規性、進歩性の 3つの要件が

重要である [79]。

　発明の要件が満たされるためには、「自然法則を利用した技術的思想のもとで

の高度な創作」であることが求められる（図 A.2左側）。たとえば、万有引力など
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の自然法則自体（単なる発見のため）や計算方法、ゲームのルールなどの自然法

則を利用しないもの、自然法則に反する永久機関や、他方、芸術作品や自然物

の発見（X線の発見だけではなく、レントゲン撮影技術までを具体化させると初め

て発明になる）などの技術的思想でないものは特許の対象とはならない。

　新規性が認められるには、当然であるが、これまで誰も考えなかった新しいアイ

デアでなくてはならない。すでに公知のアイデアは特許の対象にならない。たとえば、

先願性とも関係するが、先を争って繰り広げられる特許出願の競争は、新規性の

先陣争いである。電話機を発明したトーマス・エジソンの出願の先陣争いは歴史

に残る有名な事例である。仮に彼がもう 1人の出願者であるイライシャ・グレーに

先を越されていたら、歴史にはグレーの名前が刻まれたであろう。

　したがって、特許出願の以前に「公然と知られた発明」、「公然実施された発明」、

図 A.2　発明と特許の条件
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「刊行物・インターネットにおいて公開された発明」であれば公知として新規性

が否定される。そのため、先行技術調査を出願前に行う必要がある。しかし、技

術的に先陣争いが明快である場合または新分野の場合は、調査を行わずに一刻

でも早く出願する。つまり、審査過程でも審査官が先行技術調査を行うのでそれ

に任せるのである。

　進歩性は、同業者でさえ先行事例から容易に思いつけない高いレベル、生み出

された技術が高度なものが求められる。たとえば、鍵に栓抜きの切り込みを入れ

ただけの単純な組合せに近いアイデアは進歩性の要件を満たさない。進歩性の判

断は発明、新規性と異なり主観的な要素を多く含むため、審判にもち込まれるこ

とが多い。その対策として、アイデアを出願後に関連の学会などで発表することは

拒絶査定や裁判の際に役に立つ。

ソフトウェア特許

　図 A.3に示すように、1970年までの製品はほとんどがハードウェア（装置）の

特許であった。たとえば、電卓の場合、電子部品や基板で構成されたものを対象

に特許が認められてきていた。しかし、1980年代になると、ハードウェアを制御

するプログラムのマイコンが登場し、その汎用性から広く多くの製品に採用された。

このソフトウェアはマイコンという技術的に実現できるハードウェアであったため、

これを特許として認める機運が高まった。これが図A.3の中のマイコン型特許である。

　1980年代後半になると、ワープロに代表される文書作成機能をもつプログラム

内蔵の製品が登場する。このような製品になるとプログラムはハードウェアの制御

だけに限らず、たとえば、文書作成を支援する「かな漢字変換」のプログラムが

登場する。魅力的な製品をつくるため、この便利な機能を権利として保護する動

きが起きた。これがプログラム組込みタイプのワープロ型特許である。これもワー

プロというハードウェアを基にしたプログラムのため、自然法則を利用した技術とな

り、発明の要件を満たしている。
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図 A.3　ソフトウェア特許が認められるまでの変遷

特許庁ホームページより引用
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　1990年代中頃に汎用的な機能をもつパソコンが普及すると、ハードウェアとソ

フトウェアの分離が一層明確になった。製品出荷時にプログラムが内蔵されている

ワープロ型とは異なり、「かな漢字変換」のプログラムを CD-ROMなどのハードウェ

ア媒体で購入後にもインストールできるようになった。パソコンの購入目的が、ユー

ザーがアプリケーションをインストールして、その機能を利用することになると、そ

のプログラムを権利保護しようとする必要が高まった。これが図 A.2の下段にある

ソフトウェア媒体型特許である。しかし、プログラム単体の特許でなく、プログラ

ムが記録されている媒体のハードウェアの特許であるため、発明要件の自然法則

の利用技術という流れをどうにか継承していた。

　ソフトウェアの権利保護が行われないと、ソフトウェア産業の育成と発展に大き

な支障になる。知的財産権の制度は健全なる産業の発展と発明者の権利の正当

な保障を主旨としている。そのためにもソフトウェアの権利保護が必須になる。

　1990年代後半からのインターネット技術の急激な発展と普及に伴い、プログラ

ムは各種の媒体を通じて入手できるだけでなく、ネットワークからパソコンに直接

ダウンロードして入手できるようになった。このようにネットワーク上で流通するプ

ログラムの特許をネットワーク型特許という。情報通信産業の育成保護と発展の

ためにもこの権利化が実現された。インターネット技術を基盤とした情報化社会に

おいては、プログラムのソフトウェアとハードウェアとの関係は希薄になり、プログ

ラム単体が特許の対象になった。

　なお、特許庁のホームページではソフトウェア特許について、次のように説明し

ている。「特許制度は、あるアイデアを具体的に実現する専用装置等の発明を保

護するものである。あるアイデアを具体的に実現しようとする際には、何らかの技

術に依存することになる。このとき、様々な技術の利用が考えられ、この中には IT（情

報技術）も含まれる。そして、ITにより、ハードウェアとして新たな専用装置等を

創作しなくても、汎用コンピュータや既存のネットワークを活用し、ソフトウェアの

工夫で、あるアイデアを実現するための専用装置等を創作したのと同等の結果を

得られるようになっている。たとえば、音楽の編集なども、今日では、スタジオ用
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の専用装置を新たに開発することなく、ソフトウェアの工夫により、汎用コンピュー

タ上で同等の結果を具体的に得られるようになっている。このため、ソフトウェア

を内蔵した装置のみならず、ソフトウェア単体でも特許制度による保護の対象とさ

れるようになってきた。」

　このように情報通信社会に移行することではじまった新しい特許の流れは、

インタフェースデザインの権利化にも影響を与えた。より使いやすいインタフェー

スデザインのアイデアは十分特許の対象になる。たとえば、スマートフォンのカ

メラで撮った動画を直感的に編集できる新しいアイデアはワープロ型の特許に、

インターネットからその編集ソフトをダウンロードする場合はネットワーク型の特

許になる。

　今後、スマートフォンにカメラ以外の新しいデバイスが考案・搭載されると、先

陣を争って新しいインタフェースデザインのアイデアは特許化されると予想される。

これらのことを具体的に理解してもらうために、次に筆者らの誘導概念を用いたイ

ンタフェースデザインのアイデアの特許化について述べる。

インタフェースデザインの特許化の事例

　無線通信のデジタル化で、音声中心の携帯電話からインターネット経由の情

報中心の携帯電話に移行すると予測された 1997年に事例の発明は考案された。

多機能化により操作キーを増やすと本体が大型化するため、携帯電話の小型軽

量化と相反してしまうという大きな課題が想定された。一方、携帯電話の急激

な普及により、多くのユーザー層に受け入れられる、より使いやすく楽しいインタ

フェースデザインが希求されていた [80]。

　このようなことから、携帯電話の新しいインタフェースデザインは、「ユーザーの

メンタルモデルに適合」と「ユーザーの記憶に頼らない」という視点から提案を行っ

た。そのコンセプトを「操作手順の誘導」と命名した。つまり、目的を設定した

ら後はシステム側から指示表示があり、それに従って反応（動詞的な行為、たと
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えば、「決める」「選ぶ」「登録する」「戻る」など）すれば目的を達成できるとい

う考え方である。

　これは、ある使用状況において最小限のキー数を提示して、その中から行為を

選んでもらうという考え方である。そして、頻繁に登場するたくさんの選択項目に

対しては、もっとも単純でわかりやすいリング状のループを表現したメタファ（隠

喩）を採用した。これらの概念を図示したのが図 1.2の左側である。

　3 分割された横長の操作キーの 3つのボタンに対応する操作内容の機能は、

図 1.2の中央に示すように、操作キーの真上にある表示画面内の下端部に表記

される。操作画面の遷移状況に必要最小限な機能のみが表記される。そして、

この 3つの機能表記には優先順位がある。中央部が順位 1番で、基本的には

中央部の操作キーだけを操作していれば目的を達することができるようになってい

る、そして、左部が順位 2番で、その次が右部の機能表記とするアイデアである。

　このアイデアは、3つの行為を示す機能の中から、ユーザーが希望する行為を

選択するという前述の「操作手順の誘導」をデザインとして具体的に表現したも

のである。これは、ユーザーの短期記憶に依存しないので、ロープを伝わって歩

くように操作手順を覚えておく必要がなくなり、かつわかりやすさに貢献する。こ

の方法により、今後さらに必要な機能ボタンが登場してもソフトウェアで対応可能

である。したがって、多機能化による操作キー数の増大と携帯電話の小型軽量

化との相反する課題を解決できた。

　以上の発明のアイデアから、特許明細書を作成し特許庁に出願（発明の名称 :

携帯通信端末、出願番号 :平成 11年特許願第 533596号）した。そして、こ

のインタフェースデザインを携帯電話の通信会社に提案した後、インターネット接

続機能をもつ初号機の携帯電話に搭載することが決まった。さらに、出願した後

に、前述の特許の第 3番目の要件である進歩性の論拠とするために、アイデアの

内容を日本デザイン学会で口頭発表した [4]。この論文は本特許の最終審査での

添付資料として用いた。
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特許の出願から登録までの手続き

　まず、出願しただけでは審査は開始されないが、出願後の競合他社の動向を観

察するための期間と、出願後に改良発明を行った別の実施例を発案したとき、そ

れが 1年以内ならば追加可能の国内優先権制度を利用できる。そのため、本出

願の審査請求は 1年後とした。試作段階でインターネット接続の携帯電話のブラ

ウザ画面を動作環境下で見たとき、ブラウザ閲覧に必要な操作キーが多いことが

判明した。そこで、新たな発案を国内優先権により追加した。

　その後に審査請求を行った。なお、原則として、出願から 1年 6ヶ月を経過す

ると出願されたものはすべて特許庁公報に一般公開される。本事例でも重複した

発明がないかを出願後の 1年間かけて調査した。

　次に、欧米での携帯電話市場も急速に拡大し、日本と同じようにインターネット

接続の携帯電話も導入されると予測されたため、海外にも出願することになった。

一般的には、特許の明細書を外国語に翻訳するのに時間がかかるため、日本で

特許出願した後に海外への出願を行う。また、国によって公用語が異なるため、

多くの国に出願するには多大なる労力と費用を必要とするだけでなく、出願完了ま

で販売も公表もできない。そこで、多くの国では条約（パリ条約）を結んで、お

互いに自国で出願した後に、優先権主張（日本で出願後、1年以内に該当国に

主張申請）をすれば、日本で特許出願した後に外国への出願完了を待たずに販

売も公表もできるという制度がある。本特許もこの制度を利用した。

　また、携帯電話は米国だけでなく欧州の各国でも販売されているため、複数国

への出願をひとつにまとめた広域出願を行った。広域出願には欧州だけのヨーロッ

パ特許出願（EPC）と、世界各国への特許出願をひとつにまとめた国際出願（PCT）

が実務上よく使われている。本特許は欧州だけでなく米国や今後拡大が予測さ

れた中国も含める必要があったため PCT出願（国際出願日 : 1999年 1月 29日、

海外出願番号 : PCT/JP99/00387、出願国 : 16ヵ国）を行った。その際の指定

国は、あくまでも予算との関係から、携帯電話の市場規模の大きい欧州の主要な
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国 と々米国、中国などを指定した。

　なお、PCT出願は各国の国内審査の前段に、先行技術調査を行う国際審査と

それを受けての進歩性等を判断する国際予備審査がなされるので、その場合は、

最大 30ヶ月まで指定国への翻訳文の提出を延期することができる。その間に出願

した特許の将来的な有効性を戦略的に判断する必要がある。本特許の場合は、

携帯電話関係の特許を多くもつ米国の企業との特許交渉を有利に展開するため

の材料となることを期待して、最初に、指定国の 1つである米国に英語翻訳文を

提出した。なお、この特許は iPhoneにも採用された。

　このように、手続きの簡素化を目指す PCT出願にもかかわらず、特許の国際出

願は複数の出願したい国の翻訳作業とその費用の関係から高いハードルがあると

いえる。たとえば、商標のマドリッド協定議定書のように、英語翻訳文を提出する

だけで事足りるような国際的な協定が求められる。実際にはその方向で国際的な

調整が進められているようであるが、今日では、その迅速なる対応が期待されてい

る。

　最後に、一般的に審査の後半でほとんどの出願された特許に拒絶理由通知がく

る。今回もその通知を受けて意見書と補正書を作成して特許査定に進んだ。その

特許査定を有利に進めるために、発明者らが特許庁を訪問して、その進歩性など

について説明することが多い。本事例でも、発表論文や関係の資料を持参して説

明した結果、特許 3356786号（登録日 :2002年 10月 4日）として登録された。

特許戦略

　企業のデザイナーや設計者にとって、特許出願の主たる目的は彼らに自由度を

与えることで、自由なデザイン（設計）をしてもらうためにある。特許収入は二次

的な目的である。しかし、特許収入が目的となる場合もある。今日では、他社の

特許をまったく使わないで製品開発することはまれである。したがって、企業間で

はお互いに使用した特許のバランスシートを計算しその差額を精算する。そのため、
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自社で製品に使用していない特許でも他社が使用していると、その特許が大きな

貢献をする。

　このような企業間での特許取引の制度にクロスライセンス（相互実施権）がある。

これは、ライセンスを許諾するかわりに金銭でなく、そのライセンスに見合う技術

を相手に要求してお互いにライセンスし合うことである。なお、ライセンスとは、権

利をもっている人や企業から許諾を得て特許を実施できる権利である。

　たとえば、コピー機を最初に製品化したゼロックス社は、はじめコピー技術の特

許を他社にライセンスしない独占使用権を行使していたが、独自方式のコピー機を

開発したキヤノン社は、その特許を他社にライセンスして膨大な特許収入を得た。

さらにその後、各種のコピー機を開発して関連の多くの特許も生まれた。そうする

と、ゼロックス社もキヤノン社の関連特許が必要になり、両者はクロスライセンス

を結ぶことになった [81]。

　企業間のある製品分野でライセンスを行う際に、数件では解決できない場合、

たとえば、テレビでは両方の特許を全部使用可能という包括的なクロスライセンス

（パッケージクロスライセンス）が採用される。ソニーと三菱電機のクロスライセン

スでは、前者は後者からの平面ブラウン管の技術特許で、家庭用テレビで一躍トッ

プのシェアを奪った。他方、後者は前者のトリトロン方式の技術特許で、パソコ

ン用モニターのシェアを急上昇させた。

　なお、お互いの特許が互角ならば無償のクロスライセンスとなり、違う場合は金

銭で埋め合わせる有償のクロスライセンスとなる。また、企業間で使用したい特許

の範囲を契約で決める無償のクロスライセンスもある。

　前述のコピー機の特許は権利範囲のもっとも広い特許である基本特許である。

この例の場合、2つの基本特許が生まれたことになる。これは珍しいことでなく、

ビデオ製品でもベータ方式とVHS方式があった。最終的には VHS方式がビデ

オ製品の標準規格になった。標準化された基本特許は企業とっての打ち出の小槌

となる。VHS方式の特許収入がビクターの経営を長年支えてきた。

　それでは、基本特許だけで権利保護は十分か、または、他社の基本特許への
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対応策はあるかというと、応用特許（利用発明、改良発明）の考え方で攻守が

可能である。基本特許の周辺に応用特許を並べて強固な特許網を構築する策で

ある。消費者が満足する製品は基本機能だけでなく周辺機能があってこそ成立す

る。たとえば、今日では、コピー機で応用特許のカートリッジ式インクは必須である。

このように両方の特許があってはじめて強固な特許となる。

　企業がどうしても標準化したい基本特許を無償公開するという戦略もある。基

本特許をもつ企業は強固な応用特許をもっており、その応用特許を積極的に生か

すためにも無償公開は意味がある。また、無償公開に許諾条件を付ける戦略もあ

る。それは「特許を公開する企業に対して友好的な企業に無償公開する」という

条件である。この制約が公開企業に無形の心理的な圧力を与えるため、ほかの

製品分野の特許交渉にも有利な心理的効果を発揮する。

　基本特許または多くの応用特許を用意しておき、「知財担当者に手ぶらで特許

交渉に行かせるな」というのが鉄則である。新しい製品分野は基本特許を考案し

やすいため戦略的な特許活動が求められる。とくに、インタフェースデザインという

ソフトウェア特許は新しい分野である。そのため、企業のデザイン部門としては特

許に対する戦略的な方策が求められている。


