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要 約 

 

 

●研究方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●方向性 

・現時点では物品との一体性要件を原則として維持することとし、今後、他者権利の監視負担の低減及び

意匠権の効力範囲の明確化についての検討と併せて、物品を離れたデザイン自体の保護の是非につい

て、画面デザインのみならず意匠法全体の問題として検討を行うこととすべきではないか。 

・間接侵害の拡充については本報告書に記載された意見等を考慮しつつ、引き続き慎重に検討すべきでは

ないか。 

・多物品一出願制度については本報告書に記載された意見等を考慮しつつ、導入する方向で慎重に検討を

進めるべきではないか。 

・機能・操作要件の在り方については、汎用機の画面デザインを意匠法で保護することの是非や保護客体

の国際調和の必要性、他者権利の監視負担を低減するための制度・運用の在り方等を考慮しつつ、引き

続き慎重に検討すべきではないか。 

●背景 
・製品の販売後に画面デザインを追加／変更するサービ

スの拡大 

・物品から離れた画面デザインの利用拡大 

・電子機器の多機能化／汎用機化 

・諸外国との画面デザイン保護の差異 

●目的 
画面デザインを中心とするデザインの開発実態の変化

及びデザイン保護ニーズについて国際調和及び国際競争

力の観点も踏まえ調査・分析し、デジタル社会における

デザイン創作活動を保護・促進する意匠制度の在り方を

検討する 

●研究項目 
① 意匠保護において物品とデザインの一体性についての要件を緩和した場合の影響及び緩和の是非 

② 異なる電子機器に共通して用いられる画面デザインについて、ユーザーニーズに適した保護をするための、一出

願で複数の物品に権利が及ぶ保護の仕組みの是非 

③ 汎用 OS を用いた電子機器における画面デザインの開発実態及び新たなビジネスモデルを踏まえた電子機器にお

ける画面デザインの適切な保護の在り方 

②国内アンケート調査 

・画面デザインに関連する企業、弁理士事務所、デザイン事務所に

対して、画面デザインの保護拡大に対するニーズ等に関するアン

ケート調査を実施した。企業に対しては計 1,116 者に送付を行い、

126 者（回収率 11.7％）から回答を得た。 

＜国内＞ 

①国内外文献調査 

国内外における画面デザイン保護の制度や画面デザイン

に関する判例等、本調査研究を実施する上で参考となる

情報を収集すべく、文献調査を実施した。

③国内ヒアリング調査 

・国内アンケート調査結果を参考に、企業 13 者、弁理士事務所 5者、

ならびにデザイン事務所 4 者に対して、画面デザインの開発や保護

の現状や要望、改善点などについてヒアリング調査を実施した。 

＜海外＞

④海外ヒアリング調査

・海外の企業 10 者（米

国 4 者、欧州 2 者、

韓国 4 者）、法律事務

所 4 者（米国 1 者、

欧州 2 者、韓国 1者）

に対してヒアリング

調査を実施した。 

⑤委員会による検討 

・専門的な視点からの検討、分析、助言を得て、我が国の意匠制度による画面デザイ

ンの保護拡大の是非、一出願で複数の物品に権利が及ぶ保護の是非等を検討するべ

く、有識者から構成される委員会を計 4回（9 名の委員）開催した。 
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Ⅰ． 序 

 

１． 本調査研究の目的・背景 

 

近年発展の著しい電子機器等の画面デザインの保護について、我が国では平成 18 年に意

匠法を一部改正し、以前より保護の対象であった「物品の成立性に照らして不可欠な図形

等」に加えて、「物品の機能を発揮できる状態にするために行われる操作の用に供される画

像」についても、物品の部分として保護できることとした。 

現行意匠制度においては、電子計算機（汎用機）に表示される画面デザインについては、

電子計算機の本来的な機能である情報処理機能を発揮させている状態に該当するため、保

護対象とはならないと解されている。また、物品の部分としての保護であるため、画面デ

ザインが利用される物品ごとに出願・権利化する必要があるとともに、電子機器の販売後

にバージョンアップやアップデート、アプリケーションの追加によって追加／変更される

画面デザインは保護の対象外となっている。 

しかし、その後の情報処理技術の発展等に伴い、製品の販売後に画面デザインを追加／

変更するサービスの拡大、物品から離れた画面デザインの利用の拡大、電子機器の多機能

化／汎用機化など、平成 18 年の法改正時には想定していなかった画面デザインの利用形態

が生じつつあり、現行の意匠制度が実態にそぐわないものとなりつつある可能性がある。

他方、諸外国においては、既に画面デザイン自体が保護可能な欧州共同体に加え、韓国で

も保護対象を画面デザイン自体に拡大することが予定されており、諸外国との保護対象の

格差が広がりつつある。 

このような近年の電子機器における画面デザインの利用状況の変化への対応及び諸外国

との保護対象の格差を解消するため、画面デザインの保護の拡大及びその前提となる意匠

法による保護の要件としての物品とデザインの一体性について、検討する必要がある。 

 

２． 本調査研究の検討課題 

 

本調査研究においては、上記の背景及び産業界の意見等を踏まえつつ、画面デザインの

開発及び利用の実態に即した意匠制度の在り方について、下記の（１）～（３）を中心に

検討を行った。 

 

（１） 物品との一体性要件 

（２） 機能・操作要件 

（３） その他の要件（意匠権の効力の在り方、図面の記載要件及びデータ形式） 
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３． 本調査研究の実施方法 

 

①専門的な知見を有する学識経験者、産業界有識者等から構成される調査研究委員会の

開催（計 4 回）、②我が国企業等のデザイン活動の実態や、保護範囲などの意匠制度改正に

対する直接的ないしは潜在的なニーズ等を把握しつつ、保護範囲を拡大した場合における

ユーザーの要望や改善点を把握するためのアンケート・ヒアリング調査の実施、③海外に

おける画面デザインの開発実態及び画面デザインに関する知的財産権(意匠法、著作権法

等)の活用実態を把握するための海外ヒアリング調査（米国、欧州、韓国）、④国内外での

文献、判例調査を行った。 

 

Ⅱ． 画面デザイン保護の現状 

 

１． 諸外国の画面デザインの保護の現状 

 

（１） 物品との一体性 

 

米国では、物品から離れた画面デザイン単体では保護の対象とはならないが、画面デザ

インが物品に表示された状態であれば保護の対象となり得る。韓国の現行デザイン保護法

では、「デザイン」の定義として我が国意匠法における意匠の定義と近似した定義がなされ

ており1、画面デザインは表示器等の物品に表示された状態で、物品の部分として保護され

ている。デザイン保護法は、現在、法改正を行っているところであり、法改正後には、保

護の対象をロカルノ協定で定める物品に拡大する予定で、画面デザインやアイコン自体に

ついて保護を受けることが可能となる見込みである。欧州では、画面デザイン自体が製品

として保護を受けることができ、物品との一体性は要求されていない。 

ヒアリング調査の結果、いずれの国・地域においても、プログラムを譲渡等する行為に

ついて差止等の権利行使が可能か否かについては、ユーザーによって意見が分かれており、

統一した見解は得られなかった。 

 

（２） 機能・操作要件 

 

米国、欧州、韓国いずれの国・地域においても、我が国において画面デザインに対して

課している機能・操作要件は求められていないため、電子計算機に表示される画面デザイ

ンや、壁紙等についても登録例が存在する。 

                         
1 「“デザイン”とは、物品〔物品の部分(第 12 条を除く)および文字体を含む。以下同じ〕の形状・模様・色彩又はこ

れらを結合したもので、視覚を通じて美感を起させるものをいう」と定義されている(デザイン保護法第 2 条第 1 項） 
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（３） 効力範囲 

 

米国においては、運用上、例えば「コンピューター表示画面上のアイコン」等の物品名

が許容されており、このような権利は画面デザインを表示することができる多様な物品や

無体物であるソフトウェア等に及ぶことが考えられ、画面デザイン自体を保護対象とした

場合と同様の広い権利範囲を有している可能性がある。欧州及び法改正後の韓国では、画

面デザイン自体が保護対象であるため、画面デザインを表示するあらゆる物品に権利が及

ぶものと考えられる。 

 

（４） 一出願に含めることができる意匠・物品の数 

  

米国においては、単一のデザインコンセプトに基づく複数の実施態様について保護を受

けることができ、また、「Title」及び「Claim」に複数の物品名を記載することが認めら

れている。このため、“画面デザインのみを表す図”と“その画面デザインが機器に表示

された状態を表す図”を一出願に含めた登録例や、“アイコンのみを表す図”、“アイコン

が機器に表示された状態を表す図“、及び“アイコンの絵柄が機器本体の表面に印刷され

た状態を表す図”を一出願に含めた登録例が存在する。 

 欧州においては、1 つの出願に、ロカルノ分類の同一クラスに含まれる複数の意匠を包

含することができる。韓国においては、画面デザインに係る意匠出願については、同一分

類の 20 デザインまで 1 つの出願に含めることができる。更に改正法では、ロカルノ分類

の同一クラスに属する物品のデザインを100個まで一出願に含めることが可能となる予定

である。 

 

（５） 海外ヒアリング調査結果 

 

いずれの国においても、他者権利調査は開発に影響を与えるほど困難とは考えられてい

ないようである。また、コンピューター・プログラムの生産や譲渡が意匠権の侵害に当た

るか否かについては、どの国においても意見が分かれた。 

 

２． 画面デザインの保護に対するユーザーニーズ 

 

 「画面デザインの重要度は高い」と回答した企業は約 33%、「他の要素（機能、ブランド、

価格、宣伝等）と同程度」と回答した企業は約 34%であった。「将来的に重要となる可能性

がある」という回答と併せると、将来的には、回答者全体の 8 割程度で画面デザインが重
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要となる可能性がある。「重要度は低く、今後重要となる可能性も低い」と回答した企業は

約 3%にとどまった。 

意匠法で保護すべき画面デザインについて、アンケート調査の結果では、「専用機の画面」

を選択した者が も多く、次いで「汎用機の画面」、「アイコン」の順であり、 も少ない

のが「ゲームの画面」と「装飾画面」であった。 

意匠法による保護の拡充として、物品にあらかじめ記録された画像以外にどのような表

示態様を保護すべきかに関しては、ハードウェア企業の 7 割弱が、「製品の購入後に追加／

変更される画面デザイン」を保護すべき（又は保護を許容できる）と回答しているのに対

し、ソフトウェア専業企業では 4 割弱にとどまった。また、ハードウェア企業の 5 割程度

が、「製品外部のプログラムやデータにより表示される画面デザイン」を保護すべき（又は

保護を許容できる）と回答しているのに対し、ソフトウェア専業企業では 3 割強にとどま

る。 

画面デザインに関する意匠出願の在り方として、あらゆる物品に対して権利が及ぶ制度

を支持する回答は少なかった。また、権利範囲についての考え方は現行制度を維持しつつ

も、手続負担やコスト負担の低減を望む意見が多いことが伺えた。 

アンケート調査及びヒアリング調査全般を通じ、意匠法の保護対象の追加又は保護範囲

の拡大によって他者権利の調査負担の増加や調査漏れを危ぐする意見が多くみられた。 

 

Ⅲ． 画面デザインと画面デザイン開発の現状 

 

１． 市場製品・サービスにおける画面デザインの例 

 

市場製品・サービスにおける画面デザインの例として、複数機器で画面デザインが共通

する例がみられ、汎用 OS を使用する製品の増加に伴い、異なる種類の製品で画面デザイン

が共通するケースが増加することが考えられる。 

また、スマートフォンやタブレット型端末等、製品購入後のメニュー画面の変更／追加

や機能の追加が可能な製品が、電子計算機以外にも広がりを見せており、今後も増加して

いくものと考えられる。ネットワークを介してサービスの提供を受けるものでは、表示さ

れる画面デザインが製品にあらかじめ記録された画像なのか、ネットワークを通じて取得

した画像なのかを区別することも困難となりつつある。 

さらに、製品の多機能化及び専用機への通信機能の搭載が進んだことにより、多機能化

された通信機器と、通信機能を搭載した専用機を区別することが困難になりつつある。異

なる種類の製品であっても、製品の画面デザイン、製品のきょう体デザイン、もしくは製

品のきょう体デザインと画面デザインとを区別することが困難なケースが増加していくも
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のと考えられる。 

 業務用ソフトウェアの画面デザインは、使いやすさ、わかりやすさが重視され、コンシ

ューマー向け製品又はサービスの画面デザインと比べると、装飾的要素が少なくシンプル

なものが多い。 

 

２． 画面デザイン開発の現状 

 

（１） 画面デザインの基礎知識 

  

画面デザインは、描画性能の急速な向上により多彩な表現が可能となったことから、よ

りわかりやすく使いやすく進化してきた。画面デザインには、ボタン、バーなどの小さい

部品レベルのものから、時間軸を伴って変化するものまで様々な種類が存在する。 

 

（２） 画面デザインの開発プロセス 

  

画面デザインの開発は、「リサーチ・ベンチマーク」、「コンセプト立案」、「アイデア創造」、

「プロトタイプ」の制作、パーツを作る等の「製品化フォロー」、「評価」の６つの段階に

分けることができる。画面デザインの開発は、商品企画の早い段階から行われるケースも

あり、また、上市直前までソフトウェアの変更に伴うフォローを行うことが多くあり、製

品開発全体の中で非常に長い期間かかわることになる。他者意匠権調査は、アイデア創造

のプロセス周辺及び開発の 終段階で行う。 

 

（３） エンタープライズ系システムの画面デザイン開発の現状 

 

エンタープライズ系システム開発における画面設計では、要求される機能を実現するた

めに必要な項目を操作性及び視認性に配慮して画面内に配置することが重視されるため、

同じ目的のシステムであれば要求されるメニュー項目に大差はなく、また、レイアウトも

基本的に数種のパターンに集約されることから、画面デザインに変化を出すには限界があ

り、デザインの独自性をうち出しにくいとの指摘2がある。 

 

（４） 画面デザイン開発と意匠制度の関係 

  

画面デザインは、様々な種類が存在し、製品の機能や製品の持つ目的等と密接な関わり

                         
2 「資料編Ⅳ－２情報サービス業における画面デザインの事例」2 頁（一般社団法人情報サービス産業協会） 
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がある。また、ユーザー体験を伴うものであって、単に見た目、形だけのものではない。

さらに、画面デザインがユーザーへの付加価値として訴求する程度や画面デザイン開発の

自由度には、製品によって大きな差がある。このような画面デザインの総合的なオリジナ

リティーや付加価値をどのような形で保護するべきかをよく検討したうえで、創作の自由

度とのバランスも考慮し、意匠制度による画面デザインの保護を検討する必要がある。 

 

Ⅳ．  物品との一体性要件の緩和の是非について 

  

我が国の意匠法において、「意匠」とは「物品（物品の部分を含む）の形状、模様若しく

は色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されてお

り（意匠法第 2条第 1 項）、意匠と物品とは一体不可分なものとされている。画面デザイン

は物品の部分として保護されているため、画面デザインについても、物品とデザインとが

一体不可分なものとして扱われている。 

この「物品との一体性要件」によって、意匠法による画面デザインの保護は次のような

制限を受けており、欧米等と比べて保護の対象が限定的となっている。 

 

【制限 1】物品の内部にあらかじめ記録された画面デザインのみが保護の対象となり、

物品とは独立して創作、販売されるソフトウェア等の画面デザイン、ネット

ワークを介して伝送される画面デザイン等は保護の対象とはならない。 

【制限 2】画面デザインは単体では保護の対象とはならず、物品の部分として保護され

るため、同じ画面デザインであっても異なる物品に適用した場合には異なる

意匠として扱われることとなり、各物品ごとに個別に出願・権利化すること

が必要となる。 

 

【対応方針（事務局案）の理由】 

（ｉ） 物品との一体性要件について  

 

現時点で物品との一体性を廃止した場合、審査負担や監視負担が極めて大きくなること

が懸念されることから、現時点で物品との一体性要件の緩和又は撤廃をする案を採用する

ことは不適切である。 

 

（ⅱ） 間接侵害の拡充について 

 

製品とプログラムとを別々に譲渡することで権利侵害を免れるといった脱法行為を排除

するため、間接侵害規定を拡充すべきである。 
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（ⅲ） 多物品一出願制度の導入について 

 

複数の物品で共通して用いられる画面デザインについての意匠登録出願の手続負担及び

コスト負担を低減するため、多物品一出願制度を導入すべきである。 

 

（１） 対応方針（事務局案）について 

 

この「物品との一体性要件」による上記制限を解決する方策として、委員会では以下の

事務局案を提示し、議論を行った。 

【事務局案】 

物品との一体性要件を維持することとし、制限 1 について間接侵害の拡充を、制

限 2 について多物品一出願制度の導入を行う。 

 

（２） 委員会における検討 

 

・物品との一体性要件については、現時点で撤廃することは時期尚早であり、維持すべき

との意見が多い（ただし、間接侵害規定により、物品と独立して販売されるソフトウェア

の画面が保護を受けることができるよう手当されることが条件であるとする意見があっ

た。）。その他、物品があらかじめ有する機能が類似する場合には類似物品として扱うべき

との意見、物品があらかじめ有する機能のバージョンアップに係る画面は保護対象とすべ

きとの意見、クラウド・コンピューティングのサービスの画面を保護対象とすべきとの意

見などがあった。 

・製品とプログラムとを別々に譲渡することで権利侵害を免れるといった脱法行為を抑止

する必要性については賛同する意見が多かったものの、間接侵害の拡充の必要性について

は賛否が分かれた。間接侵害の拡充の検討に際しては、物品と独立して販売されるソフト

ウェアの画面が保護を受けることができるようにすべきとの意見、意匠権登録された物品

での利用を主目的としていないプログラムが保護の対象とならないよう慎重に検討すべき

との意見、流通時における物品との一体性要件の廃止が間接侵害の拡充に必須であるのか

慎重に検討すべきとの意見、機器本体を製造するメーカーに不利益が及ばない制度となる

よう十分留意すべきとの意見、ソフトメーカーの産業活動を阻害しないよう何らかの工夫

を今後検討していく必要があるとの意見、Web ページ画像については、メーカー・ユーザ

ー等の意見を十分考慮した慎重な検討が今後なされる必要があるとの意見などがあった。 

・多物品一出願制度の導入については、賛同する意見が多かった。ただし、物品ごとに審

査を行うことを前提とし、指定できる物品に課される制約の内容、出願方法（図面の記載
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方法）、それぞれの物品の審査方法・拒絶理由通知受け時の対応方法等について慎重に検討

すべきとの意見、何らかの制限（指定する物品数を 100 までとする、一物品追加するごと

に費用が加算されるようにするなど）が必要であるとの意見、ヘーグ協定ジュネーブアク

トの「複数意匠一出願」制度との調和について慎重に検討すべきとの意見などがあった。 

・上位概念の物品名を許容することや、機能により物品を特定することについても引き続

き検討すべきとの意見があった。また、当該検討にあたっては、定義を明確にする必要が

あるとの意見や、物品との一体性要件が実質上機能しなくなるような事態を避けるべきと

の意見があった。 

 

Ⅴ．  機能・操作要件の緩和の是非について 

 

現行の意匠制度で保護される画面デザインは、その内容によって「表示画像」と「操作

画像」の 2 つに大別され、これら以外の画像については意匠法による保護の対象とならな

い。 

 表示画像（意匠法第 2 条第 1 項） 

その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像 

 操作画像（意匠法第 2 条第 2 項） 

物品が機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像 

この機能・操作要件により、電子計算機の画面デザイン、装飾のみを目的とする画面デ

ザイン等は保護の対象外となっており、欧米等と比較して保護の対象が限定的である。 

 

（１）  対応方針（事務局案）について 

 

「機能・操作要件」により保護対象が限定的であることへの対応策として、委員会では

以下の事務局案を提示し、議論を行った。 

【事務局案】 

機能操作要件を撤廃する。 

 

【対応方針（事務局案）の理由】 

①専用機と汎用機を区別する合理的理由がなくなりつつあること、②欧米や韓国等では

こうした要件は求められていないこと、③画面の機能や用途を特定することが困難になり

つつあること、④「装飾目的」と「操作目的」の境界があいまいで判断が困難となること、

⑤意匠の類否判断において、「画面の機能の類否」をも判断することとした場合、判断の要

素が増えることによって意匠権の権利範囲の予見性が低下するおそれがあること、⑥物品
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に印刷された模様等は現行制度においても保護対象となっていること⑦物品との一体性を

維持する限りにおいては著作権法との重複保護は大きな問題とはならないことから、機

能・操作要件を撤廃すべきである。 

ただし、機能・操作要件を廃止し保護対象の拡大を図るにあたっては、ありふれた印象

しか与えないような画面デザインが登録されることのないよう画面デザインの登録要件の

在り方について検討し、併せて審査負担や監視負担を低減するための制度や運用の在り方

についても検討すべきである。 

 

（２） 委員会における検討 

 

機能・操作要件の撤廃／緩和により保護対象を拡大することについては、賛否が分かれ

た。特に、電子計算機（汎用機）の画面デザインについては、保護が必要であるとの意見

と、保護すべきでないとの意見があり、当委員会としてのまとまった結論は得られなかっ

た。なお、賛否いずれの立場からも、判断事例集の充実や判断手法の開示が必要であると

の意見があった。また、審査主義の維持、公知資料データベースの開示を求める意見があ

った。 

 

Ⅵ． その他の要件について  

 

１．  意匠権の効力（権利範囲、実施行為規定、間接侵害規定）の在り方に

ついて  

 

（１）  対応方針（事務局案）について 

 

意匠権の効力（権利範囲、実施行為規定、間接侵害規定）の在り方について、委員会で

は以下の事務局案を提示し、議論を行った。 

【事務局案】 

現行制度の権利範囲を維持する。第Ⅳ章「物品との一体性要件の緩和の是非につ

いて」に記載のとおり、物品との一体性要件を廃止することは時期尚早であるから、

現行制度の権利範囲（「物品が同一又は類似」かつ「形態が同一又は類似」）を維持

すべきである。また、流通時における物品との一体性要件を廃止した上で、間接侵

害規定を拡充することとする。 
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（２） 委員会における検討 

 

・現行制度の権利範囲（「物品が同一又は類似」かつ「形態が同一又は類似」）を維持する

方向で意見がまとまった。 

・間接侵害規定については、画像デザイン自体を物品としてとらえた場合の法制上の課題

が示された。また、特許法の「プログラム等」の規定に引きずられないような規定を検討

すべきとの意見があった。 

・間接侵害の拡充については、前述Ⅳ.(２)に記載のとおり。 

 

２．  意匠出願における図面の記載要件、データ形式について 

 

（１）  対応方針（事務局案）について 

 

意匠出願における図面の記載要件、データ形式について、委員会では以下の事務局案を

提示し、議論を行った。 

【事務局案】 

（ⅰ） 図面の記載要件について 

図面要件を緩和する。画面デザインについては、画面が見えない方向の図面（き

ょう体部のみが示された図面）を提出する必要性は通常低いと考えられることから、

これらの図面を省略できることとすべきである。ただし、権利範囲が不明確となら

ないよう留意する必要がある。 

（ⅱ） データ形式について 

 三次元 CAD データ、動画データによる出願は許容しない。三次元 CAD データや動

画データによる出願については、利用者のニーズがそれほど大きくないことから、

現時点では許容しないこととする。 

 

（２） 委員会における検討 

 

・画面デザインの図面要件については、権利範囲が不明確にならないよう十分に留意しつ

つ、緩和の方向で検討をすすめるべきとの意見で一致した。 

・三次元 CAD データ、動画データによる出願は現時点では許容しないこととし、ニーズが

高まった場合には、権利範囲が不明確にならないよう十分に留意しつつ、許容の是非につ

いて検討すべきとの意見で一致した。 
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３． その他の検討項目 

 

 その他、画面デザインの保護は他法令を含めた検討の必要性を指摘する意見、アンケー

トの回答率の低さに留意すべきとの意見、創作非容易性の判断水準に関する意見、国際的

な事業展開を図る上で画面デザインの意匠権取得に係る実務に精通することの重要性から

国際調和の必要性を指摘する意見、他者の権利行使を不安視するよりも積極的に自社製品

を保護する姿勢が必要との意見等があった。 

 

Ⅶ．  まとめ（今後の意匠制度の在り方についての提言） 

 

 本調査研究の結果、意匠法による画面デザインの適切な保護を図るため、今後の意匠制

度の在り方として以下の対応を行うことが適切と考えられる。ただし、今後制度について

の検討を進めるに当たっては、現在は意匠制度を利用していないが保護対象を拡大した場

合には意匠制度を利用することとなる可能性のある業界における保護ニーズについて、引

き続き情報を収集する等の対応が望まれる。 

 

１． 物品との一体性要件について 

 

（１） 物品との一体性要件の緩和について 

 

物品との一体性要件を廃止し、物品を離れた画面デザイン自体を意匠法で保護すること

とした場合、現行の制度や環境の下では審査負担や監視負担が極めて大きくなることが懸

念される。したがって、現時点では物品との一体性要件を原則として維持することとし、

今後、他者権利の監視負担の低減及び意匠権の効力範囲の明確化についての検討と併せて、

物品を離れたデザイン自体の保護の是非について、画面デザインのみならず意匠法全体の

問題として検討を行うこととすべきではないか。 

 

（２） 間接侵害の拡充について 

  

間接侵害の拡充については、製品とプログラムとを別々に譲渡することで権利侵害を免

れる等の脱法行為を抑止する必要があることにかんがみ、下記の点等を考慮しつつ、引き

続き慎重に検討すべきではないか。 

・ 「流通時における物品との一体性要件」の廃止又は緩和の是非 

・ 物品と独立して販売されるソフトウェアの画面を意匠法の保護対象とすることの是

非 
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・ 意匠権登録された物品での利用を主目的としていないプログラムの扱い 

・ 機器本体を製造するメーカーへの影響 

・ ソフトメーカーの産業活動への影響 

・ Web サイトの画像デザインの扱い 

・ クラウド・コンピューティングにより提供されるサービスの画面デザインの扱い 

 

（３） 多物品一出願制度について 

  

複数の物品に適用される画面デザインについて権利化を図る際の負担を低減する必要が

あることにかんがみ、下記の点等を考慮しつつ、多物品一出願制度を導入する方向で慎重

に検討を進めるべきではないか。 

・ 現行制度と同様に、審査を行う単位を物品ごととすることの是非 

・ 指定できる物品に課される制約の内容、出願方法(図面の記載方法)、それぞれの物

品の審査方法、拒絶理由通知受け時の対応方法の在り方 

・ 何らかの制限（指定する物品数を 100 までとする、一物品追加するごとに費用が加

算されるようにするなど）を課すことの是非 

・ ヘーグ協定ジュネーブアクトの複数意匠一出願制度との調和 

 

（４） その他 

  

下記の項目については、引き続き慎重に検討すべきではないか。 

・ 上位概念の物品名を許容することの是非 

・ 用途や機能で物品を特定する制度の導入の是非 

 

２． 機能・操作要件について 

 

 機能・操作要件の在り方については、下記の点等を考慮しつつ、引き続き慎重に検討す

べきではないか。 

・ 汎用機の画面デザインを意匠法の保護対象とすることの是非 

・ 装飾のみを目的とする画面デザインを意匠法の保護対象とすることの是非 

・ 意匠法の保護客体についての国際調和の必要性 

・ 他者権利の監視負担を低減するための制度・運用の在り方 

・ 画面デザインに係る意匠権の権利範囲を明確とするための制度・運用の在り方 

・ 画面デザインについての審査基準の在り方 
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３． その他 

 

（１） 図面要件について 

  

画面デザインの図面要件については、権利範囲が不明確にならないよう十分に留意しつ

つ、緩和の方向で検討を進めるべきではないか。 

 

（２） データ形式について 

  

三次元 CAD データ、動画データによる出願は現時点では許容しないこととし、ニーズが

高まった場合には、権利範囲が不明確にならないよう十分に留意しつつ、許容の是非につ

いて検討することとすべきではないか。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

はじめに 

 

近年、特定の分野においては製品単体での機能が横並び状態となり、製品の有する技術

のみで差別化することが困難となってきている。そこで洗練されたデザインや使いやすい

GUIでの差別化も重要となってきている。また、ネットワーク技術の向上により、様々な製

品が通信機能を有し、他の機器と連携することも可能となってきている。そのため、製品

にあらかじめ記録された画像以外を用いて画面デザインを表示させるケースも増えてきて

いる。 

これらを含めた、近年の電子機器における画面デザインの利用状況の変化への対応及び

諸外国との保護対象の格差を踏まえ、特許庁では画面デザインの保護の拡大及びその前提

となる意匠法による保護の要件としての物品とデザインの一体性について検討している。 

一方、現在の意匠制度利用者からも、現行意匠法により保護を受けるためには、物品ご

とに出願・権利化する必要があるため、権利化の手続及び費用の面で負担であるとの指摘

がある。特に電子機器においては、物品の本来的な用途機能とは異なる用途機能を持つ製

品が増え、ユーザーの利便性を高めるため異なる種類の電子機器において共通の GUI を採

用するケースも増えている。したがって、一出願で複数の物品に権利が及ぶ保護の仕組み

の導入の是非を検討する必要がある。 

そこで、画面デザインを中心とするデザインの開発実態の変化及びデザイン保護ニーズ

について国際調和及び国際競争力の観点も踏まえ調査・分析し、デジタル社会におけるデ

ザイン創作活動を保護・促進する意匠制度の在り方を検討するべく、画面デザインに関連

する現在、又は将来の国内意匠制度ユーザーを対象にしたアンケート調査やヒアリング調

査、画面デザインに関連する諸外国の意匠制度ユーザーを対象としたヒアリング調査を実

施し、それらの結果に基づき有識者委員会で議論を重ねた。 

本調査研究の結果が、特許庁における施策検討の一助となり、我が国企業等にとって国

際出願制度が有効に利用されるようになれば幸いである。 

後に、本調査研究の遂行にあたっては、多くの方々にご協力をいただいた。委員会に

参加いただき、本調査研究を様々な形でご支援下さった委員やオブザーバーの皆さま、ア

ンケート調査やヒアリング調査にご協力下さった多くの企業等の関係各位に対して、この

場を借りて深く感謝申し上げる次第である。 
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Ⅰ． 序 

 

１． 本調査研究の目的・背景 

 

（１） 調査研究の目的 

 

近年発展の著しい電子機器等の画面デザイン3の保護について、我が国では平成18年に意

匠法を一部改正し、これにより、物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供

される画像について、意匠法による保護を受けることが可能となった。 

しかしながら、平成18年法改正検討当時想定されていた電子計算機及びゲーム機のみな

らず、携帯電話機や携帯情報端末等の通信機能を備えた電子機器においても、製品の購入

後に自動又は使用者の任意によりアプリケーションを追加し機能を追加することが可能な

ケースが増えているが、現行の意匠法の下で保護を受けることができるのは、特定の機器

と結びついた画面デザインであって、物品にあらかじめ組み込まれているものに限定され

ており4、技術の発展に伴う電子機器における画面デザインの利用状況の変化に意匠制度が

対応できていない状況にある5。また、現在既に画面デザイン自体が保護可能な欧州共同体

に加え、韓国でも保護対象を画面デザイン自体に拡大することが予定されており6、諸外国

との保護対象の格差が広がりつつある。 

このような近年の電子機器における画面デザインの利用状況の変化への対応及び諸外国

との保護対象の格差を解消するため、画面デザインの保護の拡大及びその前提となる意匠

法による保護の要件としての物品とデザインの一体性について、検討する必要がある7。 

一方、現在の意匠制度利用者からも、現行意匠法により保護を受けるためには、物品ご

                         
3 本報告書において、「画面デザイン」という語は、「製品やサービスにおいて使用される、あらゆる表示画像のデザイ

ン」を意味する。 
4 現行意匠法では、物品の機能を発揮できる状態に用いられる操作の用に供される画像を、物品の部分として保護して

おり、物品から独立して創作・流通するビジネスソフトやゲームソフトの画面デザインは保護対象外である。 
5 「意匠は画像を物品と結びつけた形でしか保護できておらず、適切な保護が少し遅れている」との指摘がある。産業

構造審議会知的財産政策部会 第13 回意匠制度小委員会（2011.2.4） 議事要旨 

〈http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/isyou_13giji.htm〉 [ 終アクセス：2012年2月9日] 
6 韓国では、産業デザインの国際分類に関するロカルノ協定加盟に向けて、「物品」を「独立性のある具体的な工業又は

手工芸製品、及び「産業デザインの国際分類に関するロカルノ協定」で定める物品」に拡大する予定である。産業デザ

インの国際分類に関するロカルノ協定14-04 では、グラフィカルユーザー・インターフェイス、アイコン等が定められ

ている。 
7 「知的財産推進計画2011」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2011.pdf) [ 終アク

セス：2012年2月9日] には、「3Dデジタルデザインを含む意匠の保護対象拡大について検討し、結論を得る。」と記載さ

れており、保護対象の拡大の検討が求められている。また、意匠制度利用者を対象とした過去のアンケート調査によれ

ば、「ロゴマーク、アイコン」を意匠法の保護対象とすべきとの意見が約53.4%（アンケート回収数97、回収率32.0％）、

「機器とは独立して流通・販売されるソフトウェアの画像やウェブデザインの画像」を意匠法の保護対象とすべきとの

意見が約32%（アンケート回収数319、回収率26.6％）であり、物品から離れた画面デザインを意匠法で保護することに

ついては一定程度のニーズがあることが伺える。（平成22年度特許庁産業財産権制度間題調査研究｢企業の事業戦略にお

けるデザインを中心としたブランド形成･維持のための産業財産権制度の活用に関する調査研究｣(財団法人知的財産研

究所､2011年)、平成21年度特許庁産業財産権制度間題調査研究｢多様化するデザイン創作活動を促進する意匠制度の在

り方に関する調査研究｣(財団法人知的財産研究所､2010年） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/isyou_13giji.htm
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2011.pdf
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とに出願・権利化する必要があるため、権利化の手続及び費用の面で負担であるとの指摘

がある。特に電子機器においては、物品の本来的な用途機能とは異なる用途機能を持つ製

品が増え8、ユーザーの利便性を高めるため異なる種類の電子機器において共通のGUIを採

用するケースも増えている。したがって、一出願で複数の物品に権利が及ぶ保護の仕組み

の導入の是非を検討する必要がある。 

そこで、国内外における画面デザインを中心としたデザイン開発及び保護の実態調査を

通じ、画面デザインを中心とするデザインの開発実態の変化及びデザイン保護ニーズにつ

いて国際調和及び国際競争力の観点も踏まえて調査・分析し、デジタル社会におけるデザ

イン創作活動を保護・促進する意匠制度の在り方、特に意匠保護における物品とデザイン

の一体性について検討するための基礎資料を作成するために、本調査研究を実施すること

とする。 

 

（２） 調査研究の背景 

 

画面デザインの保護に関し、我が国では平成18年に意匠法を一部改正し、以前より保護

の対象であった「物品の成立性に照らして不可欠な図形等9」に加えて、「物品の機能を発

揮できる状態にするために行われる操作の用に供される画像」についても、物品の部分と

して保護できることとした。 

しかし、その後の情報処理技術の発展等に伴い、平成18年の法改正時には想定していな

かった画面デザインの利用形態が生じつつあり、現行の意匠制度が実態にそぐわないもの

となりつつある可能性がある。 

以下に、近年における画面デザインの利用形態の変化及び意匠制度による保護の現状を

示すこととする。 

 

（ⅰ） 製品の販売後に画面デザインを追加／変更するサービスの拡大 

 

現行の意匠制度では、物品から独立して販売されるビジネスソフトやゲームソフト等を

インストールすることで表示される画面デザインについては、保護の対象外となっている

10。このような保護対象の制限は、平成18年法改正時に、主として電子計算機（汎用機）

用のソフトウェアにより表示される画像を保護対象から外すことを目的として設けられた

ものである。しかし近年では、電子計算機（汎用機）のみならず、携帯電話機やテレビと

                         
8 例えば、携帯電話機のカメラ機能、ナビゲーション機能、音楽再生機能等。 
9 平成23年8月の意匠審査基準の改訂により、「物品の機能を果たすために必要な画像」に変更となった。 
10 「また、物品から独立して創作され、販売されるビジネスソフトやゲームソフト等をインストールすることで表示さ

れる画像については、物品にあらかじめ記録されたもの（プリインストールされたもの）であっても、意匠を構成しな

いものとする。」（意匠審査基準第7部第4章74.1.2） 
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いった専用機能を有する電子機器においても、製品の販売後にバージョンアップやアップ

デート、アプリケーションの追加によって画面デザインを追加／変更するサービスが一般

的になりつつあるが、こうした画面デザインは、上記の制限により保護の対象外になるも

のと解される。 

このように、現行の意匠制度においては、電子機器の販売前に組み込まれる画面デザイ

ンは保護対象となり得るのに対して、販売後のバージョンアップ等によって追加／変更さ

れる画面デザインは保護の対象外となっているが、画面デザインの創作や利用の観点から

は両者を区別して取り扱うべき理由はなく、現行意匠制度では実態に即した適切な保護が

担保されていない可能性がある。 

 

（ⅱ） 物品から離れた画面デザインの利用拡大 

 

平成18年の法改正前においては、製品ごとに異なる画面デザインを開発／利用すること

が一般的であったが、近年では、複数種類の製品（例えば携帯電話機と携帯音楽再生機な

ど）に共通する画面デザインを開発／利用することが一般的になりつつある11。また、ク

ラウド・コンピューティングの普及等により、ネットワーク上で物品からは独立して提供

される画面デザインも拡大しつつある。 

このように、近年では物品から離れた形で画面デザインを開発／利用することが一般的

になりつつあるが、現行制度では画面デザインを「物品の部分」として保護しており、出

願や権利の内容が、出願人の意図や画面デザインの利用実態から外れたものとなってしま

っている可能性がある。 

 

（ⅲ） 電子機器の多機能化／汎用機化 

 

現行意匠法第2条第2項には「物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に

は、物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）

の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示され

るものが含まれるものとする。」と規定されており、「電子計算機は、本来的な機能が情報

処理であるため、電子計算機でソフトウェアを使用したり、インターネット検索を行うこ

とは、電子計算機の情報処理機能を発揮させている状態に該当するので、電子計算機を介

して表示されるこのような画像は保護対象とはならない。」と解されている12。上記下線部

の括弧書き内の限定は、平成18年法改正時に、主として電子計算機（汎用機）に表示され

                         
11 例えば、複数製品に共通のGUIを採用する、あるいは複数製品に共通のプラットフォームを用いてその上で同じプログ

ラムを実行する、など。 
12 意匠審査基準第7部第4章74.2(2) 
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る画像を保護対象から外すことを目的として設けられたものであるが、近年における電子

機器の多機能化／汎用機化により、電子計算機（汎用機）以外の電子機器についても、上

記の括弧書き内の限定によって保護対象外とされる可能性が生じつつある。 

しかし、画面デザインの創作や利用の観点からは、単機能の電子機器と多機能化／汎用

機化した電子機器とを区別して取り扱うべき理由はなく、意匠法の上記規定が画面デザイ

ンの利用実態に即さないものとなりつつある可能性がある。 

 

（ⅳ） 諸外国との画面デザイン保護の差異 

 

我が国における意匠法による画面デザインの保護対象は、諸外国の制度と比べて限定的

である。また、図面の記載要件や出願形式等の要件にも差異があり、我が国企業が国内外

で意匠登録出願を行う際の支障となっている可能性がある。 

 

２． 本調査研究の検討課題 

 

本調査研究においては、上記の背景及び産業界の意見等を踏まえつつ、画面デザインの

開発及び利用の実態に即した意匠制度の在り方について、下記の（１）～（３）を中心に

幅広い観点から検討を行った。なお、ここでは論点の整理の都合上、（１）～（３）を独立

した項目としているが、実態に即した意匠制度の在り方を検討する際には、これらについ

て同時並行的に検討することが必要と考えられる。 

なお、画面デザインの適切な保護という観点からは著作権法や不正競争防止法等の他法

令による対応も考え得るところではあるが、所定の要件を満たす画面デザインについては

これまでも意匠法での保護が図られていたこと、欧米等では意匠法による画面デザインの

保護が図られていること、知的財産推進計画2011において「3Dデジタルデザインを含む意

匠の保護対象拡大について検討し、結論を得る。」とされていること等にかんがみ、本調査

研究では意匠法による画面デザインの保護について検討を行うこととした。 

 

（１） 物品との一体性要件 

 

我が国の意匠制度においては、物品とデザインとが一体であることが保護の要件となっ

ている（以下では、「物品との一体性要件」という）。本調査研究では、「物品との一体性要

件」を撤廃又は緩和することの是非や影響について、画面デザインの適切な保護の観点か

ら検討を行った。 
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（２） 機能・操作要件 

 

我が国の意匠制度においては、画面デザインの保護に関し、「物品の操作（当該物品がそ

の機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像」である

こと、又は「その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像」であることが、保護

の要件とされている（以下では、「機能・操作要件」という。）。本調査研究では、この「機

能・操作要件」を撤廃又は緩和することの是非や影響について、画面デザインの適切な保

護の観点から検討を行った。 

 

（３） その他の要件 

 

上記項目の検討と併せて、意匠権の効力（権利範囲、実施行為規定、間接侵害規定等）

の在り方についても検討した。また、画面デザインに係る意匠登録出願における図面の記

載要件13及びデータ形式14についても検討した。 

 

３． 本調査研究の実施方法 

 

（１） 委員会による検討 

 

（ⅰ） 目的 

 

本調査研究に関して専門的な視点から検討、分析、助言を得て、以下の項目についての

方向性を打ち出すために、調査研究委員会を設置した。 

 

 意匠保護において物品とデザインの一体性についての要件を緩和した場合の影響及び

緩和の是非 

 異なる電子機器に共通して用いられる画面デザインについて、ユーザーニーズに適し

た保護をするための、一出願で複数の物品に権利が及ぶ保護の仕組みの是非 

 汎用OSを用いた電子機器における画面デザインの開発実態及び新たなビジネスモデル

を踏まえた電子機器における画面デザインの適切な保護の在り方 

 

 

 

                         
13 例えば、画面デザインについては一図のみの提出を求める運用の是非など。 
14 例えば、三次元CADデータや動画データによる出願を受け付けることの是非など。 
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（ⅱ） 委員の概要 

 

委員会は、学識経験者2名、産業界有識者4名、弁護士・弁理士2名、デザイナー1名の計9

名で構成した。 

 

（ⅲ） 開催日時・場所 

 

委員会は、東京都千代田区神田錦町3丁目11番地精興竹橋共同ビル5階に所在する、一般

財団法人知的財産研究所の会議室で開催した。 

開催日程と主な議題は以下のとおりである。 

 

・第1回委員会：平成23年9月6日 15：00～17：00 

調査研究の概要や進め方、国内アンケート調査の質問項目を中心に議論した。 

・第2回委員会：平成23年11月7日 14：00～16：30 

国内アンケート調査結果の単純集計結果の分析と、分析結果に基づく論点整理、及び

国内・海外ヒアリング調査の質問項目を中心に議論した。 

・第3回委員会：平成23年12月20日 15：00～18：00 

国内アンケート調査のクロス集計結果の分析と、国内・海外ヒアリング調査の中間報

告について議論するとともに、報告書の内容について討議した。 

・第4回委員会：平成24年2月15日 14：00～16：00 

海外ヒアリング調査の結果について議論するとともに、報告書について 終確認を行

った。 

 

（２） 国内外文献調査 

 

（ⅰ） 目的 

 

本調査研究を実施する上で有益な情報を収集し、委員会による検討やアンケート調査項

目、ヒアリング質問項目の策定の際の参考とするために、国内外の関連文献を調査した。 

 

（ⅱ） 調査方法と調査対象文献 

 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、本調査研究を実施する上で有益な観点に関連する文献を調査、整

理及び分析した。 



 

‐7‐ 

 

代表的な文献名を以下に紹介するとともに、併せて調査対象文献一覧を「資料編Ⅳ－１」

「国内外文献調査結果」に示す。 

 

 産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会配付資料及び議事録(特に､第6回

～第10回) 

 産業構造審議会知的財産政策部会｢意匠制度の在り方について｣(2006年) 

 産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループ

配付資料及び議事録(第1回～第3回､第5回､第6回) 

 平成22年度特許庁産業財産権制度間題調査研究｢企業の事業戦略におけるデザインを

中心としたブランド形成･維持のための産業財産権制度の活用に関する調査研究｣(財

団法人知的財産研究所､2011年) 

 平成21年度特許庁産業財産権制度間題調査研究｢多様化するデザイン創作活動を促進

する意匠制度の在り方に関する調査研究｣(財団法人知的財産研究所､2010年) 

 平成17年度特許庁産業財産権制度間題調査研究｢独創的デザインの保護に即した意匠

制度のあり方に関する調査研究｣(財団法人知的財産研究所､2006年) 

 平成16年度特許庁産業財産権制度間題調査研究｢諸外国におけるデザイン保護の実態

に関する調査研究｣(財団法人知的財産研究所､2005年) 

 平成15年度特許庁産業財産権制度間題調査研究｢デザインの戦略的活用に即した意匠

制度のあり方に関する調査研究｣(財団法人知的財産研究所､2004年) 

 平成13年度特許庁産業財産権制度間題調査研究｢表示画面上に表示された画像デザイ

ンに関する保護についての調査研究｣(財団法人知的財産研究所､2002年) 

 ｢模倣品対策マニュアル韓国編｣(日本貿易振興機構､2011年) 

 韓国知的財産ニュース2011年3月後期(JETROソウルWebサイト) 

- ｢カバン･衣類など流行に敏感なデザイン｣権利獲得(4月1日施行) 

(デザイン保護法下位法令施行) 

 韓国知的財産ニュース2011年4月後期(JETROソウルWebサイト) 

-GUIデザイン権がスマートフォン市場を支配する!(4月29日) 

 韓国知的財産ニュース2011年5月後期(JETROソウルWebサイトHP) 

-デザイン保護法一部改正法律案(立法予告6月1日) 

 

（３） 国内アンケート調査 

 

（ⅰ） 目的 

 

 我が国企業等のデザイン活動の実態や、保護範囲などの意匠制度改正に対する直接的な
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いしは潜在的なニーズ等を把握しつつ、保護範囲を拡大した場合におけるユーザーの要望

や改善点を把握し、「デジタル社会におけるデザイン保護に即した意匠制度の在り方」を検

討するための基礎調査を目的に、我が国企業に対し以下の内容についてアンケート調査を

実施した。質問項目としては以下のとおりである。また、アンケートの結果は、本編にて

適宜紹介するほか、「資料編Ⅰ国内アンケート調査」にて詳述する。 

 

【図表Ⅰ-1】アンケート調査票の質問項目 

調査票Ａ 企業の基礎情報について 

調査票Ｂ 画面デザインの開発について 

①  画面デザインの意義と重要性について 

②  画面デザインの開発体制について 

③  画面デザインの共通化 

調査票Ｃ 画面デザインの意匠法による保護について 

④  意匠権による画面デザインの保護を拡大した場合の企業活動への影響について 

⑤  画面デザインの保護の現状と、他者に模倣された場合の対策 

⑥  諸外国と日本とで意匠法の保護対象が異なることによる企業活動への影響 

 

 「調査票Ｂ」は「製品又はサービスの開発を担当される部署の方」を対象とした質問項

目とし、また、「調査票Ｃ」は「知的財産権等を担当する部署の方(特に意匠担当の方)又は

法務・渉外等、他者との知的財産権の交渉等を行う部署の方」を対象とした質問項目とし

た。 

 また、弁理士事務所とデザイン事務所に対してもアンケート調査を行った。弁理士事務

所に対しては「調査票Ａ，Ｃ」、デザイン事務所に対しては「調査票Ａ，Ｂ，Ｃ」をベース

に、それぞれ質問項目を適宜修正したものを使用した。 

 その結果は委員会における課題検討の基礎資料・参考資料として利用した。 

 

（ⅱ） 調査方法 

 

① 対象者の選定 

 

企業に対するアンケート調査の対象者は、画面デザインに関する意匠登録出願（2008年

～2010年）を行った企業165者に加え、保護対象を拡大した場合に影響を受ける可能性があ

る企業15を加えた、合計1,116者とした。 

                         
15 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)、社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)、一般
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弁理士事務所に対するアンケート調査の対象者は、画面デザインに関する意匠登録出願

（2007年10月～2009年2月）の代理を行った弁理士事務所16に、日本弁理士会意匠委員会の

委員が所属する弁理士事務所、及び、ユーザー・インターフェースに関する特許出願の代

理経験を持つ弁理士事務所を加えた、合計108者とした。 

デザイン事務所に対するアンケート調査の対象者は、画面デザインに関連のある団体17

に所属するデザイン事務所の一部18とした。 

 

② 送付方法 

 

企業及び弁理士事務所に対しては、上記内容に関するアンケート調査票（別添「資料編

Ⅰ－２国内アンケート調査票」参照）を調査対象者あてに郵送で送付した。なお、アンケ

ート調査票にはWebサイトのURLを記載し、当該Webサイトからアンケート調査票の電子ファ

イルをダウンロードすることもできるようにした。 

 デザイン事務所に対しては、本調査研究の趣旨、及び上記アンケートの電子ファイルを

ダウンロードするためのURLを各団体の事務局から調査対象者あてに電子メールで送付し

た。 

 

③ 回収方法 

  

アンケート調査票を郵送、電子メール、ファクシミリのいずれかによる返信方法で回収

した。 

 

④ 実施期間 

 

 本アンケート調査の実施期間は以下のとおりとし、回答期間として1ヶ月半程度を設けた。 

・送付 :平成23年9月16日 

・締切 :平成23年10月30日 

 

 

                                                                                  
社団法人情報サービス産業協会(JISA)、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の正会員。なお、①住所が不明な

企業、②画像を含む製品を開発していないと考えられる企業（電子部品製造等）は除いている。 
16 「画面デザイン国内登録意匠集Ⅰ～Ⅲ（社団法人日本デザイン保護協会）」に掲載の代理人を基に、弊所において対象

者を特定した。 
17 社団法人 日本インダストリアルデザイン協会（JIDA）、社団法人 日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA） 
18 対象者の選定は、各団体の事務局に一任した。 
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（ⅲ） 回収状況と回答者の属性 

 

アンケート調査票の回収状況は以下のとおりである。企業を対象とした回答率は11.7%

と低調であった。この理由として、アンケート送付先企業1,116者のうち、画面デザインに

関する意匠登録出願の経験19を持つ企業数は165者にとどまるため、母集団全体として画面

デザインの保護に対する関心や意匠制度への理解が必ずしも高くないことが可能性として

考えられる。本アンケートの結果を分析、利用する際には、回答率が低い点について留意

する必要がある。 

 

【図表Ⅰ-2】回収状況 

対象 送付数 無効数20  有効数21 回答数 回収率(%)22 

企業 1,116 40 1,076 126 11.7

弁理士事務所 108 3 105 41 39.0

デザイン事務所 445 23 - - 9 -

 

企業を対象としたアンケートの回答者属性として、資本金3億円未満の企業は約40%、従

業員数300人未満の企業は約35%であり、回答者の約4割が中小企業に該当する。 

 

【図表Ⅰ-3】企業規模別の回答者 

 

５人未満
5% ５人～５０人未満

9%

５０人～１００人
未満
12%

１００人～３００人
未満
10%

３００人～１千人
未満
16%

１千人～５千人
未満
24%

５千人～１万人
未満
5%

１万人以上
18%

無回答
1%

５人未満
5% ５人～５０人未満

9%

５０人～１００人
未満
12%

１００人～３００人
未満
10%

３００人～１千人
未満
16%

１千人～５千人
未満
24%

５千人～１万人
未満
5%

１万人以上
18%

無回答
1%

５，０００万円未
満
15%

５，０００万円～１
億円未満

17%

１億円～３億円
未満
8%

３億円～１０億円
未満

7%

１０億円～１００
億円未満

19%

１００億円～１００
０億円未満

17%

１０００億円以上
16%

無回答
1%

５，０００万円未
満
15%

５，０００万円～１
億円未満

17%

１億円～３億円
未満
8%

３億円～１０億円
未満

7%

１０億円～１００
億円未満

19%

１００億円～１００
０億円未満

17%

１０００億円以上
16%

無回答
1%

 

 

                         
19 2008年～2010年 
20 あて先不明、重複、辞退等の合計数。 
21 送付数－無効数 
22 回答数÷有効数×100 
23 対象者の選定は各団体の事務局に一任したため、重複等の無効数の計算が困難であり、併せて有効数、回収率の計算

も行っていない。 

A(2)-1 資本金 A(2)-2 従業員数 
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 また業種としては「ソフトウェア製品の開発業務」がやや多いものの、おおむね各分野

からの意見を均等に徴収している。さらに、ソフトウェアの販売方法としては、「受注納品」

と回答した企業の割合が多い。 

 

【図表Ⅰ-4】A(2)-4 製品・サービスの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表Ⅰ-5】A(2)-5 製品・サービスの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

46

98

50

72

32

0 20 40 60 80 100 120

表示部のあるハードウエア製品の開発

表示部のないハードウエア製品の開発

表示画面を伴うソフトウエア製品の開発

表示画面を伴わないソフトウエア製品の開発

表示画面を伴うオンラインサービスの提供

表示画面を伴わないオンラインサービスの提供

45

43

44

60

13

0

0 10 20 30 40 50 60 70

民生用電子機器

産業用電子機器

情報処理・提供サービス業務

インターネット付随サービス業務

その他

無回答

N=126 

N=126 
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【図表Ⅰ-6】A(2)-6 ソフトウェア製品の販売方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 国内ヒアリング調査 

  

（ⅰ） 目的 

 

 画面デザインの開発実態など、国内アンケート調査では収集できない具体的な意見を収

集し、保護範囲を拡大した場合における課題やその対応について検討する際の参考とすべ

く、ヒアリング調査を実施した。企業を対象とした質問項目としては以下のとおりである。 

 

【図表Ⅰ-7】国内ヒアリング調査の質問項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、弁理士事務所とデザイン事務所に対してもヒアリング調査を行った。弁理士事務

所に対しては上記設問２、設問３をベースにヒアリング内容を適宜変更し、デザイン事務

所に対しては設問１、設問３をベースにヒアリング内容を適宜変更するとともに、下記内

21

31

27

20

80

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

店頭でのパッケージ販売

店頭以外（通信販売など）でのパッケージ販売

自社サイトによるダウンロード販売

他社サイト（アプリケーションストア等）によるダウンロード販売

受注納品

無回答

設問１．画面デザインの開発について 

  画面デザインを活用した製品やサービスの事例 

  画面デザインの開発において重視／留意している点 

  規約やガイドラインの影響 

設問２．画面デザインの保護について 

 画面デザインの模倣対策、知的財産権制度への要望 

 画面デザインの保護についての意匠制度への要望 

設問３．画面デザインの意匠登録出願について 

N=126 
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容についても追加で質問を行った。 

 その結果は委員会における課題検討の基礎資料・参考資料として利用した。 

 

【図表Ⅰ-8】デザイン事務所に対する追加質問項目 

 

 

 

 

（ⅱ） 調査方法 

 

国内アンケート調査回答者の中から、国内企業13者、弁理士事務所5者、デザイン事務所

4者の計22者に対してヒアリング調査を実施した。なお、ヒアリング調査を進める過程で当

初設定したヒアリング項目の妥当性を判断し、これらを見直すことの可能性を踏まえ、そ

の実施時期を第2回委員会の前後で前半（プレヒアリング）と後半（本ヒアリング）に分け

た。 

前半のヒアリング調査は全体の1/3程度に該当する計7者24に実施し（10月上旬～下旬）、

後半のヒアリング調査は残りの計15者に実施した（11月中旬～12月上旬）。 

なお、国内企業13者の内訳は以下のとおりである。 

 

【図表Ⅰ-9】ヒアリング調査対象企業の内訳 

ハードウェア製品を開発している企業 
パソコン、総合家電 3者 

パソコン、総合家電以外 4者 

ソフトウェア製品の開発又はオンラインサービスの提供を行っている企業 6者 

 

（ⅲ） ヒアリング対象者の属性 

 

企業を対象としたヒアリング対象者の属性として、資本金3億円未満の企業は4者、従業

員数300人未満の企業は3者であり、ヒアリング対象者の約2～3割が中小企業に該当する。 

 

 

 

 

 

                         
24 企業3者、弁理士事務所2者、デザイン事務所2者 

（追加質問）画面デザイン開発における依頼元との契約について 

  知的財産権に関する契約の内容 

  契約や依頼の内容について 
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【図表Ⅰ-10】企業規模別の回答者 

 

 

１００億円～
１０００億円未満

2社

１０億円～
１００億円未満

1社

３億円～
１０億円未満

0社

１億円～
３億円未満

2社

５，０００万円～
１億円未満

2社

１０００億円以上
6社

５，０００万円
未満
0社

５人未満
0社

５人～
５０人未満

0社

５０人～
１００人未満

3社

１万人以上
6社

５千人～
１万人未満

2社

１千人～
５千人未満

2社

３００人～
１千人未満

0社

１００人～
３００人未満

0社

 

 

（５） 海外ヒアリング調査 

 

（ⅰ） 目的 

 

海外における画面デザインの開発実態及び画面デザインに関する知的財産権(意匠法、著

作権法等)の活用実態を把握し、我が国が保護範囲を拡大した場合における運用面及び法制

面の課題やその対応を検討する際の参考情報を具体的に収集するためにヒアリング調査を

実施した。ヒアリング調査の対象は、意匠法による画面デザインの保護の対象が我が国よ

りも広い、米国、欧州、韓国の各海外意匠制度ユーザーとした。質問項目としては以下の

とおりである。 

 

【図表Ⅰ-11】海外ヒアリング調査の質問項目 

 

 

 

 

 

 

 

  

その結果は委員会における課題検討の基礎資料・参考資料として利用した。 

  

A(2)-1 資本金 A(2)-2 従業員数 

設問１．画面デザインの開発について 

 画面デザインを活用した製品やサービスの事例について 

 他者製品や他者権利の調査について 

設問２．画面デザインの保護について 

 画面デザインの模倣対策について 

 画面デザインの意匠登録出願について 
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（ⅱ） 調査方法 

 

海外ヒアリング調査は､本調査研究を担当する研究員を派遣して実施した。ヒアリング対

象とすべき海外意匠制度ユーザーの対象者は、米国、欧州、韓国における画面デザインと

関連のある企業のうち、日本又は第三国に事業を展開している企業、あるいは自国におい

て著名な企業、もしくは画面デザインの出願経験のある法律事務所とした。各国における

対象者は以下のとおりである。 

 

【図表Ⅰ-12】ヒアリング調査対象者・実施時期の内訳 

 企業 法律事務所 実施時期 

米国 4者 1者 11月下旬 

欧州25 2者 2者 1月上旬 

韓国 4者 1者 12月上旬 

 

企業に対するヒアリング対象者の選定に際しては、ハードウェア製品を扱う企業、ソフ

トウェア製品を行う企業、及びオンラインサービスの提供を行う企業が含まれるよう配慮

した。 

 

                         
25 合計2か国 
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Ⅱ． 画面デザイン保護の現状 

 

１． 我が国の画面デザイン保護の現状 

 

（１） 意匠法による画面デザイン保護の経緯 

 

【図表Ⅱ-13】意匠法による画面デザイン保護の経緯 

時 期  取り組み 内容 

昭和61年3月 物品分野別審査基準として、「物品の表

示部に表示される図形等に関する意匠の

審査基準」を策定 

表示部に表示される図形等が意匠を構成

する要素と認められるための3要件を決

定。 

平成 5年3月 「液晶表示等に関するガイドライン」を

公表 

物品分野別審査基準の内容を出願人向け

の願書・図面記載ガイドラインとして編

集し直したもの。 

平成10年 ◆平成10年意匠法改正◆ 

（平成11年1月1日施行） 

＜部分意匠制度導入＞ 

平成14年2月  「液晶表示等に関するガイドライン〔部

分意匠対応版〕」を公表 

「液晶表示等に関するガイドライン」を

〔部分意匠対応版〕として改訂したもの

（3要件を維持）。 

平成18年 ◆平成18年意匠法改正◆ 

（平成19年4月1日施行） 

＜物品の操作の用に供される画像を意匠

構成要素として追加＞ 

平成19年4月 「意匠審査基準」を改正、（平成18年改

正意匠法対応）として公表 

意匠法第2条第2項に規定する画像を含む

意匠に関する審査基準を決定。 

平成20年10月 「意匠審査基準」を一部改正、（平成18

年改正意匠法対応）として再公表 

意匠法第2条第2項に規定する画像を含む

意匠に関する審査基準を明確化。 

平成23年8月 「意匠審査基準」を一部改正、（平成18

年改正意匠法対応）として再公表 

意匠法第2条第1項により保護を受けるこ

とができる画像の保護要件の明確化 

変化する画像の一意匠の考え方の変更 

 

昭和50年代後半以降、家電製品や情報機器に液晶等を用いた表示画面が広く用いられる

ようになってきたことから、特許庁では昭和61年に「物品の表示部に表示される図形等に

関する意匠の審査基準」を策定し、表示画面に表れる図形等の内、「その物品の成立性に

照らして不可欠なもの」等の一定の要件26を満たすものについては、意匠法第2条第1項に

                         
26 ①その物品の成立性に照らして不可欠なもの、②その物品自体の有する機能（表示機能）によって表示されているも
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規定する意匠を構成する要素として認められることとなった。 

その後、情報技術の進展に伴い画面デザインの開発・利用が拡大すると共に、平成10年

意匠法改正により部分意匠制度が導入された結果、物品の表示画面部分の創作について意

匠登録を受けようとする出願が出始めた。こうした状況を受けて、産業構造審議会知的財

産政策部会意匠制度小委員会（以下、「意匠制度小委員会」という。）にて、具体的な画面

デザイン保護の方向性が打ち出され27、平成18年改正意匠法により意匠法第2条第2項28が新

設されるとともに、平成19年4月、画像を含む意匠に関する審査基準が整備・公表され、物

品の操作の用に供される画像が物品の部分の形態を構成するものとして新たに意匠法の保

護対象として加わり、制度的に画面デザインの保護の拡充が実現した。 

その後、意匠審査基準の更なる明確化を望む声を受け、意匠制度小委員会・意匠審査基

準ワーキンググループにおける検討及びパブリックコメントを経て、平成20年10月31日、

意匠法第2条第2項に規定する画像を含む意匠に関する審査基準の一部改正版が再公表され

るに至った。 

さらに、平成23年2月4日開催の第13回意匠制度小委員会において、画面デザインの保護

の拡充についての意見が報告され、運用や審査基準の見直しによる対応と、意匠制度の見

直しによる対応が予定された。 

 

【図表Ⅱ-14】第13 回意匠制度小委員会における意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、委員からは下記の意見が出された。 

 

 意匠は画像を物品と結びつけた形でしか保護できておらず、適切な保護が少し遅れて

                                                                                  
のであること、③変化する場合において、その変化の態様が特定したものであること。 

27 平成18年2月 産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会「意匠制度の在り方について」P30～35 
28 意匠法第2条第2項「前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作（当該

物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像であつて、当該物品又はこ

れと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。」 
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いる。 

 「画面デザインのニーズに合った適切な保護」については、方向はよいが、モノを離

れての保護ではなく、各分野に応じてモノの概念を広げるという方向で検討すべき。

物品ごとに柔軟に制度を設計することも検討すべき。 

 画面デザインについては、保護要件を明確にすることは必要であるし、検討のニーズ

はある。明確化にともなって権利範囲はどうなるのか、創作の自由度はどうなるのか、

権利のクリアランスはどうなるのか、について関心がある。 

 

これを受けて、平成23年3月及び5月に開催された、第5回及び第6回意匠審査基準ワーキ

ンググループでの検討の結果、部分意匠の図面提出要件の見直し及び画面デザインの登録

要件の明確化に関する意匠審査基準の改訂案を作成、同年5月20日に意匠審査基準改訂案に

関する意見募集を行い、同年8月1日より新しい意匠審査基準の運用を開始するに至った。

この新しい意匠審査基準においては、画面デザインに関して、意匠法第2条第1項により保

護される表示画像の保護要件の明確化と変化する画像の一意匠の考え方の変更が行われた。

これにより、物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像（表示画像）については、

意匠法第2条第1項に規定する「意匠」を構成するものとして保護されることが明確となっ

た。 

また、変化前の画像と変化後の画像が（イ）物品の同一機能のための画像であり、（ロ）

変化の前後の画像に形態的関連性が認められる場合は複数の画像を含んだ状態で一意匠と

認定することとなった。一方で、電子計算機により表示される画像やゲーム機により表示

される画像、アイコン等のグラフィックシンボル、Webサイトの画像などは依然として保護

対象外のままとなっている。 

 

（２） 画面デザインの保護の要件 

 

 表示部に表示される画像は通電によって初めて物品の外観として現れるものであり、ま

た、その物品固有のものでない場合もあるため、通常の模様を物品の外観に表した場合と

は異なり、一定の要件を満たしたもののみが意匠を構成するものとして認められる。この

ような画像は、その内容によって、「表示画像」（意匠法第2条第1項）と「操作画像」（同条

第2項）の2種類に大別される。 

意匠審査基準では、「表示画像」，「操作画像」として認められるためには、それぞれ以下

の要件を満たすことが必要であるとされている。 

 

 「表示画像」として認められるための要件 

 画像を含む意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品と認められるものであるこ
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と 

 その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること 

 その物品にあらかじめ記録された画像であること 

 

 「操作画像」として認められるための要件 

 画像を含む意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品と認められるものであるこ

と 

 その物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像であるこ

と 

 その物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像であること 

 

これらの要件により、例えば以下のような画面デザインは意匠法の保護対象とならない。 

 

【図表Ⅱ-15】意匠法の保護対象とならない画面デザイン例 

電子計算機の画面（OS，アプリケーションソフトウェア等） 

 

 

 

 

 

【理由】 

・ 物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像ではない 

・ 物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供され

る画像ではない29 

ゲーム機のゲーム実行中画面 

 

 

 

 

【理由】 

・ 物品にあらかじめ記録された画像ではない 

・ 物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供され

る画像ではない30 

アイコン画像自体31 

 

 

 

【理由】 

・ アイコン画像自体は「物品」に該当しない 

                         
29 電子計算機の本来機能は「情報処理」であり、OS やアプリケーションソフトウェアを実行中の画面は情報処理機能を

発揮している状態の画面であるから、2 条 2 項の操作画像には該当しない。 
30 ゲーム機の本来機能は「ゲーム機能」であり、ゲーム実行中の画面はゲーム機能を発揮している状態の画面であるか

ら、2 条 2 項の操作画像には該当しない。 
31 物品に表示された画像の部分として保護を受けることは可能である。 
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ディスプレイに表示されたWebサイトの画面 

 

 

 

 

 

【理由】 

・ 物品にあらかじめ記録された画像ではない 

・ 物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供され

る画像ではない 

 

 一方、以下の画面デザインは意匠法の保護対象となり得る。 

 

【図表Ⅱ-16】意匠法の保護対象となる画面デザイン例 

エレベーター用表示器の階数表示画面 

 

 

 

 

【理由】 

・ 「表示画像」に該当する。 

携帯電話機の機能選択画面 

 

 

 

 

 

【理由】 

・ 「操作画像」に該当する 

 

（３） 出願手続 

 

画面デザインについて意匠登録を受けるためには、所定の書式に沿った出願手続が必要

である。画面デザインは、物品に表示された状態で物品の部分として保護されるため、物

品ごとに権利化することとなる。 

出願された意匠はすべて審査が行われ、新規性、創作非容易性等の保護要件を満たすも

ののみ登録を受けることができる。意匠権は設定登録により発生し、権利期間は登録の日

より 大20年である。設定登録及びその後の権利維持のためには、登録料を納付する必要

がある。 
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【図表Ⅱ-17】願書及び添付図面の記載例 

【正面図】 【右側面図】

【底面図】

【背面図】

【書類名】意匠登録願

～ 中略 ～
【部分意匠】
【意匠に係る物品】 カメラ付き携帯用音楽再生機

～ 中略 ～
【意匠に係る物品の説明】

正面図の表示部に表された画像は、カメラ付き携帯用音楽再生機におい
てカメラ機能を発揮できる状態にする操作を行うためのものであって、ア
イコンを選択し撮影モードの設定を行うものである。

【意匠の説明】
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であ
る。実線で囲まれた部分が表示部である。左側面図は右側面図と対称、平
面図は底面図と対称に表れるため省略する。

【書類名】 図面

物品を特定する必要がある
（複数物品を指定することはできない）

機能について説明する必要がある

画面の部分について意匠権を取得しようとする場合であっても、
筐体部を含む全体の形状を示す図面を提出する必要がある

【正面図】 【右側面図】

【底面図】

【背面図】

【書類名】意匠登録願

～ 中略 ～
【部分意匠】
【意匠に係る物品】 カメラ付き携帯用音楽再生機

～ 中略 ～
【意匠に係る物品の説明】

正面図の表示部に表された画像は、カメラ付き携帯用音楽再生機におい
てカメラ機能を発揮できる状態にする操作を行うためのものであって、ア
イコンを選択し撮影モードの設定を行うものである。

【意匠の説明】
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であ
る。実線で囲まれた部分が表示部である。左側面図は右側面図と対称、平
面図は底面図と対称に表れるため省略する。

【書類名】 図面

物品を特定する必要がある
（複数物品を指定することはできない）

機能について説明する必要がある

画面の部分について意匠権を取得しようとする場合であっても、
筐体部を含む全体の形状を示す図面を提出する必要がある
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【図表Ⅱ-18】意匠審査の流れ 

登
録
査
定

審 査

審

査

日
本
国
意
匠
公
報

雑
誌
・カ
タ
ロ
グ

外
国
意
匠
公
報

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

特
許
公
開
公
報

登
録
実
用
新
案
公
報

平均 約７月 最長 ２０年

拒
絶
理
由
通
知
書

意
見
書
・補
正
書

拒
絶
査
定

意
匠
登
録
出
願

方
式
審
査

意
匠
分
類
付
与

設
定
登
録

意
匠
公
報
発
行

意
匠
権
存
続
期
間
満
了

登
録
査
定

審 査

審

査

日
本
国
意
匠
公
報

雑
誌
・カ
タ
ロ
グ

外
国
意
匠
公
報

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

特
許
公
開
公
報

登
録
実
用
新
案
公
報

日
本
国
意
匠
公
報

雑
誌
・カ
タ
ロ
グ

外
国
意
匠
公
報

日
本
国
意
匠
公
報

雑
誌
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ト

特
許
公
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報
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録
実
用
新
案
公
報

平均 約７月 最長 ２０年

拒
絶
理
由
通
知
書

意
見
書
・補
正
書

拒
絶
査
定

意
匠
登
録
出
願

方
式
審
査

意
匠
分
類
付
与

設
定
登
録

意
匠
公
報
発
行

意
匠
権
存
続
期
間
満
了
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（４） 他法令との画面デザイン保護の比較 

 

 画面デザインについては、著作権法等、意匠法以外の他法令でも保護される可能性があ

る。下表は、意匠法とその他の法律の概要を対比的に示したものである。 

 

【図表Ⅱ-19】他法令との画面デザイン保護の比較 

  意匠法 著作権法 特許法 商標法 不正競争防止法  

（2条1項3号） 

不正競争防止法 

（2条1項1号） 

目的 産業の発達 文化の発展 産業の発達 産業の発達、需

要者の利益 

国民経済の健全な発展 

保護対象 物品のデザイン 表現 アイデア 業務上の信用 デッドコピーの 

禁止 

著名な商品の信用 

保護客体 物品の形態であ

って視覚を通じ

て美感を起こさ

せるもの 

思想・感情の

創作的表現 

自然法則を利

用した技術的

思想の創作 

商品又は役務

に使用する文

字、図形、記号、

立体的形状等 

模 倣 品 を 譲 渡 等 

する行為を禁止 

同一又は類似の商

品等表示を使用す

ることにより他人

の商品等と混同を

生じさせる行為を

禁止 

権利発生要件 登録 創作 登録 登録 

権利の性質 絶対的権利 相対的権利 絶対的権利 絶対的権利 

出願／審査 あり なし あり あり なし 

保護要件 新規性・創作非容

易性等 

創作性 新規性・進歩

性等 

自他商品等識

別力等 

販売されている 

こと 

商品が周知である

こと 

侵害となる（禁

止される）範囲 

同一又は類似の

物品 

同一又は類似

の 著 作 物

（依拠したも

のに限る） 

「特許請求の

範囲」に記載

された発明 

商品又は役務

が同一又は類

似かつ商標が

同一又は類似 

デッドコピー 同一又は類似の商

品等表示を使用し

混同を生じさせる 

保護期間 登録から20年 死 後 50 年

（個人） 

公 表 後 50 年

（法人） 

出願から20年 登録から10年、

更新可能 

初の販売日から 

3年間 

半永久 
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画面デザイン

の保護につい

て 

物品から離れた

画面は保護対象

外。装飾のみを目

的とする画面、電

子計算機の画面、

ゲーム実行中の

画面は保護対象

外。 

画面自体が保

護対象となり

得るが、創作

性のある表現

部分に限られ

る。 

画面デザイン

の技術的側面

（機能、操作

方法）は保護

対象となり得

るが、画面の

外観は保護対

象とならな

い。 

自他商品識別

力が求められ、

かつ商標的使

用に限られる

ため、操作のた

めの画面デザ

インの多くは

保護対象外と

考えられる。 

デッドコピーに限

られる。同一性の判

断に際しては、同種

の商品が通常有す

る形態を除外した

上で全体を比較し

て判断される。 

商品等表示に限ら

れるため、操作のた

めの画面デザイン

の多くは保護対象

外と考えられる。ま

た、周知、混同の要

件が必要。 
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２． 諸外国の画面デザイン保護の現状 

 

下表は、米国、欧州、韓国の画面デザイン保護の状況と我が国意匠制度による画面デザ

イン保護の状況を対比的に示したものである。 

 

【図表Ⅱ-20】諸外国との画面デザイン保護の比較 

  日本 米国 欧州 
韓国 

改正前 改正後 

実体審査 ○ ○ × 
分野別無審査 

（画面デザインは×） 

物品 

との 

一体性 

要件 

画面デザイン 

保護の態様 

物品の 

部分 

製造物品の 

ための装飾的 

デザイン 

画面デザイ

ン自体 
物品の部分 

画面デザイ

ン自体 

流通時の 

一体性 
必要 

不要と 

思われる 
不要 

不要と 

思われる 
不要 

権利 

範囲 

同一・類似物品

での表示 
○ ○ ○ ○ ○ 

その他物品での

表示 
× 

×（Claimの記載

によっては実質

的にすべての物

品に権利が及

ぶ） 

○ × ○ 

機能・操作要件 あり なし なし なし なし 

一出願に含めることので

きる意匠・物品の数 

一意匠 

(一物品) 

１Claimにより

単一のデザイン

コンセプトに基

づく複数の実施

態様について保

護を受けること

ができる 

同一ロカル

ノクラス内

の複数の意

匠(上限な

し) 

同一分類で

20意匠まで 

同一ロカル

ノクラス内

で100意匠

まで 
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（１） 米国 

 

（ⅰ） 意匠制度の概要 

 

米国の意匠制度は米国特許法(35USC)の一部として規定されている。意匠についての特許

は「意匠特許」（Design Patent）と呼ばれ、発明についての特許である「実用特許」（Utility 

Patent）と区別されている。実用特許に関する規定は原則として意匠特許にも適用され（37 

CFR 1.151）32、例えば意匠特許についても実用特許と同様に新規性や非自明性等の審査が

なされる。ただし、意匠特許独自の規定もあり、例えば保護期間は登録から14年である。 

 

（ⅱ） 物品との一体性要件 

 

意匠特許の保護対象は「製造物品のための装飾的デザイン」とされており（特許法171条)33、

物品自体ではなく、物品に応用又は具現化されたデザインが保護の対象となる34。 

これを画面デザインについてみると、物品から離れた画面デザイン単体では保護の対象と

はならないが、画面デザインが物品に表示された状態であれば保護の対象となり得る

（MPEP1504.01）35。 

 

（ⅲ） 権利範囲 

 

運用上、例えば「コンピューター表示画面上のアイコン」や「コンピューターディスプ

レイのためのグラフィカル・ユーザー・インターフェース」といった物品名が許容されて

おり、表示画面に表示される画面デザインについては「物品に具現化されたもの」として

登録を受けることができる。このような権利は画面デザインを表示することができる多様

な物品や無体物であるソフトウェア等に及ぶことが考えられ、画面デザイン自体を保護対

象とした場合と同様の広い権利範囲を有している可能性がある。 

 

 

 

                         
32“The rules relating to applications for patents for other inventions or discoveries are also applicable to 

applications for patents for designs except as otherwise provided” 
33 “Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent 

therefor,…” 
34 “In a design patent application, the subject matter which is claimed is the design embodied in or applied 

to an article of manufacture (or portion thereof) and not the article itself”. 
35 “Thus, if an application claims a computer-generated icon shown on a computer screen, monitor, other display 

panel, or a portion thereof, the claim complies with the "article of manufacture" requirement of 35 U.S.C. 

171.” 
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（ⅳ） 機能・操作要件 

 

 画面デザインの保護の要件として、物品の機能又は操作との関連性は求められていない。

このため、機能や操作と関係しない装飾のみを目的とする画面デザインであっても保護の

対象となり得る。 

 

（ⅴ） 一出願に含めることができる意匠・物品の数 

 

 1つの意匠特許出願には、1つのClaimしか含めることができない（MPEP1502.01）36。し

かし、1つのClaimにより単一のデザインコンセプトに基づく複数の実施態様について保護

を受けることができる（MPEP 1504.05）37。また、 近の実務では、Title及びClaimに複

数の物品名を記載することが認められている。 

このため、“画面デザインのみを表す図”と“その画面デザインが機器に表示された状態

を表す図”を一出願に含めた登録例や、“アイコンのみを表す図”、“アイコンが機器に表示

された状態を表す図“、及び“アイコンの絵柄が機器本体の表面に印刷された状態を表す

図”を一出願に含めた登録例が存在する。 

 

【図表Ⅱ-21】米国意匠特許の登録例 

  

D599,372 

CLAIM 

The ornamental design for a graphical user 

interface for a display screen of a 

communications terminal, as shown and 

described. 

D626,142 

CLAIM 

The ornamental design for a user interface for 

a computer display, as shown and described.

                         
36 “(C)Design patent applications include only a single claim,…” 
37 “ …,a design patent application may only have a single claim**>. More than one embodiment of a design may 

be protected by a single claim. However, such embodiments may be presented only if they involve a single inventive 

concept according to the obviousness-type double patenting practice for designs.” 
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(Fig.1-10まであり)

 

(Fig.1-24まであり)

D623,657 

CLAIM 

The ornamental design for a transitional user 

interface for a portion of a display screen, 

as shown and described. 

D635,990 

CLAIM 

The ornamental design for an display screen 

with an animated avatar, as shown and described

 

D629,413 

CLAIM 

The ornamental design for a graphic user 

interface of page turning elements for a 

display screen of a communications terminal, 

as shown and described. 

D398,594 

CLAIM 

The ornamental design for online software 

guide window screen with information icons for 

a computer display and printer, as shown and 

described. 



 

‐29‐ 

 

 

 

 

※Title及びClaimに複数の物品名が記載された

登録例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Title及びClaimに複数の物品名が記載された

登録例 

D563,978 

CLAIM 

The ornamental design for an icon or label for 

display on cartridges for office equipment or

electronic displays, as shown and described.

D473,237 

CLAIM 

The ornamental design of an surface 

ornamentation for a handheld computer or 

computer-generated icon for a handheld 

computer, as shown and described. 

 

（ⅵ） 海外ヒアリング調査結果 

 

米国の企業等に対してヒアリング調査を行った。調査結果については、「資料編Ⅲ海外ヒ

アリング調査」を参照のこと。 

 

（２） 欧州 

 

（ⅰ） 意匠制度の概要 

 

欧州の意匠制度は欧州共同体意匠規則に規定されており、登録共同体意匠と非登録共同

体意匠38からなるダブルトラックの制度が採用されている。本項では登録共同体意匠を中

心に説明する。 

登録共同体意匠権は、OHIM （Office for Harmonization in the Internal Market (Trade 

Marks and Designs);欧州共同体商標意匠庁）へ出願し、登録することにより発生する。た

                         
38 非登録共同体意匠権は、意匠が 初に欧州共同体域内の公衆に利用可能となった日から無方式で発生する。 
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だし、登録前には原則方式審査のみが行われ、保護要件の一部（①保護対象であるか、②

公序良俗に反しないかの2点）については方式審査の際に商標意匠庁が気付いたときは出願

が拒絶されるが（欧州共同体意匠理事会規則第47条、第48条）、その他の保護要件について

は、登録後、欧州共同体商標意匠庁への無効宣言の請求又は侵害訴訟手続における反訴に

より判断される。 

保護期間は出願の日から5年間であり、その後4回の更新により 大25年まで更新できる。

権利の効力はEU加盟国全域（27か国39）である。 

 

（ⅱ） 物品との一体性要件 

 

 「意匠」は「製品の全体又は一部の外観であって、その製品自体及び／又はそれに係る

装飾の特徴、特に線、輪郭、色彩、形状、織り方及び／又は素材の特徴から生じるもの」

と定義されている（欧州共同体意匠理事会規則第3条（a））。無体物である画面デザインも

「製品40」に該当するものと解されており、グラフィカル・ユーザー・インターフェース

やアイコン等の画面デザイン自体が保護対象となっている。 

 

（ⅲ） 権利範囲 

 

 画面デザイン自体が保護対象となっているため、画面デザインを表示するあらゆる物品

に権利が及ぶものと考えられる。また、製品の名称は意匠の保護範囲に影響を与えないこ

ととされているため（欧州共同体意匠理事会規則第36条（6））、電子的に表示された場合の

みならず、製品に印刷した場合等にも権利が及ぶものと考えられる。 

 

（ⅳ） 機能・操作要件 

 

画面デザインの保護の要件として、物品の機能又は操作との関連性は求められていない。

このため、機能や操作と関係しない装飾のみを目的とする画面デザインであっても保護の

対象となり得る。 

 

（ⅴ） 一出願に含めることができる意匠・物品の数 

 

意匠を表すことができる図の数は、1意匠につき 大7図とされている（欧州共同体意匠

                         
39 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/map_05.html[ 終アクセス：2012年2月9日]  
40 「あらゆる工業製品又は手工芸品をいい、特に、複合製品に組み込まれることが意図されている部品、包装、外装、

グラフィック記号及び印刷の書体等を含むが、コンピューター・プログラムは含まない」（欧州共同体意匠理事会規則

第 3 条 (b)） 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/map_05.html
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委員会規則第4条（2））。登録例を見ると、7図には、製品を表す6面図＋画面デザインを表

す画像図といったもののほかに、アニメーションや画面遷移などを複数の図により表した

ものもある。 

さらに、多意匠一出願制度が採用されており、1つの出願に、ロカルノ分類の同一クラス

に含まれる複数の意匠を包含することができる。数の制限はない41（欧州共同体意匠理事

会規則第37条）。これらの制度を利用することにより、バリエーションの意匠を一出願で権

利化している事例が見られる42 43。 

また、製品の名称は複数記載することができる44。前述のとおり、製品の名称は意匠の

保護範囲に影響を与えないこととされているが、複数の製品の名称を指定した登録例も見

られる。 

 

【図表Ⅱ-22】欧州共同体意匠の登録例1 

  

 

登録番号： 

1253264-0016号 

ロカルノ分類：14.04 

製品の表示： 

Icons for display 

screens 

登録番号： 

000378369-0001号 

ロカルノ分類：14.04 

製品の表示： 

Graphical user 

interfaces, Screen 

displays and icons 

登録番号：

001236749-0001 

ロカルノ分類：14.04 

製品の表示： 

Icons for a display 

screen or portion 

thereof 

登録番号：

000154216-0005 

ロカルノ分類：14.04 

製品の表示： 

Graphical user 

interfaces 

 

 

 

 

 

                         
41 ただし、電子出願の場合は99意匠まで。 
42 青木博通「欧州共同体意匠規則―市場志向型デザイン保護システムの概要とその後の進展―」知的財産法政策学研究

10 巻194 頁（2006 年） 
43 2 意匠目以降の登録手数料及び公告手数料は、10 意匠目までは半額、11 意匠目以降は更にその半額となっている。

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/feesPayment/list_fees_en.pdf［ 終アクセス日：2012 年2

月9 日］ 
44 出願時に製品名を記載していなくとも、出願後に補充することができる。 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/feesPayment/list_fees_en.pdf
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【図表Ⅱ-23】欧州共同体意匠の登録例2（多意匠を一出願とした例45） 

    

登録番号： 

748694-0001号 

製品の表示： 

Animated graphical 

user interfaces 

登録番号： 

748694-0002号 

製品の表示： 

Graphical user 

interfaces 

登録番号： 

748694-0003号 

製品の表示： 

Graphical user 

interfaces  

登録番号： 

748694-0004号 

製品の表示： 

Icons  

    

登録番号： 

748694-0005号 

製品の表示：  

Icons  

登録番号： 

748694-0006号 

製品の表示： 

Icons  

登録番号： 

748694-0007号 

製品の表示： 

Icons  

登録番号： 

748694-0008号 

製品の表示： 

Icons  

 

 

 

                         
45 ロカルノ分類はすべて14.04、全57意匠0009-0057は省略 
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【図表Ⅱ-24】欧州共同体意匠の登録例3（画面デザイン以外の二次元デザイン） 

   

 

登録番号： 

25267-0005号 

ロカルノ分類：99.00 

製品の表示： 

Logos 

登録番号： 

 70594-0001号 

ロカルノ分類：99.00 

製品の表示： 

CARTOON CHARACTERS 

登録番号： 

70222-0011号 

ロカルノ分類：99.00 

製品の表示：

Ornamentation 

登録番号： 

75726-0004号 

ロカルノ分類：99.00 

製品の表示： 

Get-up 

 

（ⅵ） 海外ヒアリング調査結果 

 

欧州の企業等に対してヒアリング調査を行った。調査結果については、「資料編Ⅲ海外ヒ

アリング調査」を参照のこと。 

 

（３）韓国 

 

（ⅰ） 意匠制度の概要 

 

韓国ではデザインの保護を行うものとしてデザイン保護法が存在する。デザイン保護法

の保護対象は無審査登録品目と審査登録品目に分けられており、画面デザインは無審査登

録品目とされている。 

なお、このデザイン保護法については、現在、デジタル化・グローバル化という産業界

の新しいニーズに対応した法改正を行っているところである。 

 

（ⅱ） 物品との一体性要件 

 

「“デザイン”とは、物品〔物品の部分（第12条を除く）及び文字体を含む。以下同じ〕

の形状・模様・色彩又はこれらを結合したもので、視覚を通じて美感を起させるものをい

う」と定義されている(デザイン保護法第2条第1項）。 

現行法では、画面デザインは表示器等の物品に表示された状態で、物品の部分として保

護されている。 
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なお、改正法では、ヘーグ協定及びロカルノ協定加盟に向けて、保護の対象をロカルノ

協定で定める物品に拡大する予定である46。したがって、法改正後には、ロカルノ分類に

含まれるグラフィカル・ユーザー・インターフェース（14-04）や装飾デザイン、グラフィ

ックシンボル、ロゴ等（32-00）47が物品に含まれ、保護対象となる。 

 

（ⅲ） 権利範囲 

 

例えば「画面デザインが表示されたコンピューター用モニター」として権利を取得する

ことが可能であるが、このような権利が、コンピューター用モニターに他の物品を接続し

て画面デザインを表示する場合にまで及ぶか否かは、実例がないため不明である。 

法改正後にはグラフィカル・ユーザー・インターフェース等の画面デザイン自体が保護

対象となるため、あらゆる物品に権利が及ぶことになるものと解される。 

 

（ⅳ） 機能・操作要件 

 

現行法、改正法共に、画面デザインの保護の要件として、物品の機能又は操作との関連

性は求められていない。このため、機能や操作と関係しない装飾のみを目的とする画面デ

ザインであっても保護の対象となり得る。 

 

（ⅴ） 一出願に含めることができる意匠・物品の数 

 

現行法では複数デザイン出願により、無審査登録品目に限り同一分類の20デザインまで1

つの出願に含めることができる。更に改正法では、ヘーグ協定加盟に向けて審査・無審査

対象品目の区別なしにロカルノ分類の同一クラスに属する物品のデザインを100個まで一

出願に含めることが可能となる予定である。 

                         
46 デザインの定義中の物品の記載について、“「物品」とは、独立性のある具体的な工業又は手工芸製品、及び「産業デ

ザインの国際分類に関するロカルノ協定」で定める物品”とすることが予定されている。 
47 2009年1月1日に発効となったロカルノ分類第9版で追加された新クラス 



 

‐35‐ 

 

 

【図表Ⅱ-25】韓国登録デザインの例 

   

登録第3005460240000号 

画像デザインが表示されたコン

ピューター用モニター 

登録第3005445010000号 

画像デザインが表示されたコン

ピューター用モニター 

 

登録第3005528870000号 

画像デザインが表示された変電

所監視及び制御自動化システム

 

（ⅵ） 海外ヒアリング調査結果 

 

韓国の企業等に対してヒアリング調査を行った。調査結果については、「資料編Ⅲ海外ヒ

アリング調査」を参照のこと。 
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３． 画面デザイン保護に対するユーザーニーズ 

 

（１） 国内のユーザーニーズ 

 

（ⅰ） 製品やサービスにおける画面デザインの重要度 

 

企業を対象としたアンケート調査の回答者48のうち、「画面デザインの重要度は高い」と

回答した企業は約33%、「他の要素（機能、ブランド、価格、宣伝等）と同程度」と回答し

た企業は約34%であった。「将来的に重要となる可能性がある」という回答と併せると、将

来的には、回答者全体の8割程度で画面デザインが重要となる可能性がある。「重要度は低

く、今後重要となる可能性も低い」と回答した企業は約3%にとどまった。 

 

【図表Ⅱ-26】B1-1 製品やサービスにおける画面デザインの重要度 

画面デザインの重要度は高い

33%

他の要素（機能、ブランド、価

格、宣伝等）と同程度である

34%

重要度は低く、今後重要とな

る可能性も低い

3%

画面デザインを伴う製品やオ

ンラインサービスを取り扱って

いない

6%

無回答

11%

今のところ重要度は低いが、

今後重要となる可能性がある

13%

 

さらに、回答企業を「ハードウェア製品の開発を行っている企業49」、「ハードウェア製

品の開発を行っていない企業50 」（以下、前者を「ハードウェア企業」、後者を「ソフトウ

ェア専業企業」とする）の2つのグループに分け、回答の傾向を比較したところ、画面デザ

                         
48 アンケート調査結果については、「Ⅰ．序３．本調査研究の実施方法（３）国内アンケート調査」を参照し、回答者数、

回収率について留意すること。 
49 調査票Ａ(2)④において「表示部のあるハードウェア製品の開発」又は「表示部のないハードウェア製品の開発」のう

ち、少なくとも1つを選択した企業。 
50 調査票Ａ(2)④において「表示部のあるハードウェア製品の開発」及び「表示部のないハードウェア製品の開発」のい

ずれも選択せず、かつ他の選択肢のいずれかを選択した企業。 

N=126 
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インの重要度については、ハードウェア企業とソフトウェア専業企業との間で、大きな差

は見られなかった。 

 

【図表Ⅱ-27】B1-1 製品やサービスにおける画面デザインの重要度 

（クロス集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内企業に対するヒアリング調査では、ほとんどの企業が画面デザインの重要性を否定

しなかったものの、画面デザインよりも製品の機能や使い勝手に注力しているとの意見、

画面デザインについては創作を行う余地が少ないとの指摘、ソフトウェアを含むインタラ

クションとしての画面デザインの重要性を指摘する意見があった。近年又は今後画面デザ

インの重要性の向上に影響する要因として、企業の利益の源泉の変化、技術の進化による

表現力の向上を指摘する意見があった。 

 

【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・情報技術の発展により画面デザインの価値が変化したというより、利益の源泉が変わ

った（色々なプラットフォームで共通して利用できるコンテンツが増えてきている等）

結果、それに係る画面デザインが重要となった。（A社） 

・技術の進化により表現力は向上しているので、操作性を似せたまま画面デザインを装

飾的に変えることは可能である。そういった意味で画面デザインの重要性は今後あがっ

ていくと考える。（G社） 

・製品の機能や使い勝手に注力しており、画面デザインに注力していない。（H社） 

・画面デザインに関し、創作を行う余地はあると思うが、その範囲は狭い。しかし、画

面デザインを軽視しているわけではない。色味等のぱっと見の印象は重要と考えている。

（J社） 

31.9

35 .8

32.1

36 .2

11.3

15.9

3.8

2.9

9 .4

2.9

7 .5

10 .1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ソフトウェア専業企業

N=53

ハードウエア企業

N=69

画面デザインの重要度は高い

他の要素（機能、ブランド、価格、宣伝等）と
同程度である

今のところ重要度は低いが、今後重要とな
る可能性がある

重要度は低く、今後重要となる可能性も低
い

画面デザインを伴う製品やオンラインサービ
スを取り扱っていない

無回答
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・画面デザインで重要なのは、ソフトウェアを含むインタラクションとしてのデザイン

であり、一般に特許での保護が可能。絵としての画面デザインは、機能必然デザインと

は言い難く、また、数時間で容易に変更が可能なもので、意匠権での保護に値するもの

は少ない。（K社） 

・画面デザインの重要性が上がっている要因は、画面の表現力が上がったこともあるが、

特に事務機器は多機能化が進んでいることが重要となっている。機器の中で物理的な操

作ボタンは減り、メニュー画面によって機能を複数割り当てるという製品が増えている。

（L社） 

 

（ⅱ） 画面デザインについて重要視している要素／期待する効果 

 

画面デザインについて重視している要素や期待する効果として、アンケート調査では「操

作性・視認性」、「製品・サービスの持つ主要な機能の把握や理解」を重要視又は期待する

回答者が多く、画面デザインのユーザビリティ面を重視する傾向が強いことが伺える。 

 

【図表Ⅱ-28】B1-2 画面デザインについて重要視している要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

102

37

37

23

50

3

14

0 20 40 60 80 100 120

見た目（装飾）のよさ

操作性・視認性

ハードウエアの外観（装飾）や操作部（スイッチ、ＬＥＤ等）と

の統一感

斬新さ、オリジナリティ

娯楽性、遊び心

自社の他製品／他サービスとの統一感、ブランドイメージ

その他

無回答

N=119 

【複数回答可】 
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【図表Ⅱ-29】B1-3 画面デザインに期待する効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリング調査においても、画面デザインの開発において操作性や視認性を重視してい

るとの意見が多くみられた。 

 

【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・顧客企業内部で使用するシステムの画面デザインについては操作性を重視しており、

顧客企業がエンドユーザー向けに提供するオンラインサービスの画面デザインについて

は操作性に加えて装飾性も重視している。（C社） 

・製品のラインナップによって、画面デザインが異なる。ハイエンド・ローエンド、自

動車メーカー純正品、スマートフォン向けなど、それぞれ、ターゲット層や、機能・性

能が異なるためである。ローエンドは簡単な操作、スマートフォン用はある程度IT慣れ

している人向けなど、メニューの在り方も異なってくる。（F社） 

・画面デザイン開発での 優先留意事項は、ユーザーの視認性・操作性・利便性の確保

であるが、ユーザーの評価は各人の経験値(過去に使用した機種の操作に対する慣れ)や

し好により異なるため、画面デザイン部門だけの評価で 終デザインを決定せず、社内

外のユーザー評価により、検証・分析等を行うよう留意している。（I社） 

・画面デザインの開発の際に重視しているのは、見た目よりも使いやすさにかかわる部

分である。（J社） 

・画面デザインで重要なのは、ソフトウェアを含むインタラクションとしてのデザイン

であり、一般に特許での保護が可能。（K社） 

・画面デザインに対しては当初から画面の切り替わりを考慮し、物理的な操作部同等、

もしくは画面デザインならではの効果をねらって開発していた。（L社） 

 

 

96

23

21

54

55

2

14

0 20 40 60 80 100 120

製品・サービスの持つ主要な機能の把握や理解

話題性・宣伝効果

ユーザーの囲い込み

ブランドイメージの向上

他者製品・オンラインサービスとの差別化、高付加価値

その他

無回答

N=119 

【複数回答可】 
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【国内デザイン事務所へのヒアリング調査結果】 

・画面デザインの開発にあたっては、使いやすさや使い勝手といったユーザビリティも、

見た目の表現（グラフィカルな部分）もどちらも大切で、両方とも備える必要があると

考えている。（X所） 

 

（ⅲ） ユーザー・インターフェースの共通化 

 

ユーザー・インターフェースの共通化については、アンケート調査において、「ほとんど

が共通化している」と「ある程度共通化している」を選択した企業が併せて34%程度であっ

た。ここに「今後共通化を進める予定」（約27%）を併せると、約61%となる。現時点でユー

ザー・インターフェースを共通化している企業はそれほど多くないが、将来的には過半数

の回答者がユーザー・インターフェースを共通化する可能性があると考えられる。 

 

【図表Ⅱ-30】B3-1 複数種別の製品又はサービスにおける 

ユーザー・インターフェース共通化の有無 

無回答

13%

ほとんど共通化してい

ない（今後する予定も

ない）

25%

今後共通化を進める

予定

27%

ある程度共通化して

いる

31%

ほとんどが共通化して

いる

4%

 

 

さらに、回答企業を「ハードウェア企業」、「ソフトウェア専業企業」の２つのグループ

に分け、回答の傾向を比較したところ、ソフトウェア専業企業よりもハードウェア企業の

方が画面デザインの共通化に積極的であることが伺える。 

 

 

 

N=119 
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【図表Ⅱ-31】B3-1 複数種別の製品又はサービスにおける 

ユーザー・インターフェース共通化の有無（クロス集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内企業に対するヒアリング調査では、ユーザー・インターフェースを共通化している

理由として、近年様々なデバイスで共通の機能が使用可能となってきている点を指摘する

意見があった。また、操作感の変化によりユーザーが混乱することを防ぐため同じユーザ

ー・インターフェースを継続して利用しているとの意見が複数みられた。受注型システム

開発においては、ユーザー・インターフェースの共通化はあまり進んでいないようである。 

 

【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・画面デザインの効果的な利用の例としては、ビデオやテレビのメニュー画面でUIを統

一させた事例や、 近ではWebを利用したコンテンツ配信サービスにおけるメニュー画面

がある。（A社） 

・ソフトウェア機能、特に音楽や映像などのコンテンツを取り扱う機能は、スマートフ

ォンをはじめあらゆるディスプレイデバイスでも使用できる時代になっており、当社で

は、コンテンツの選択やダウンロードに際してユニークな画面を提供している。（A社）

・当社の製品はライフサイクルが長い傾向にあり、製品ブランドの戦略上、兄弟機や後

継機が出るときは、同じUIを用いて統一感をもたせることが多い。（B社） 

・この印刷アプリの基本的な画面デザインは、発売当初からあまり変更していない。業

務用のソフトがバージョンアップしてもあまり操作感を変えないようするのと同じ理由

である。（D社） 

・顧客仕様の開発を行っているので、共通化が進みづらい。（E社） 

・画面デザインのライフサイクルは短いが、同じ製品に対する基本的なコンセプトは長

6.3 10 .4

11.9

3 .0

22.9

35.8

22 .9

31.3

37.5

17 .9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ソフトウェア専業企業
N=48

ハードウエア企業
N=67

ほとんどが共通化している

ある程度共通化している

今後共通化を進める予定

ほとんど共通化していない（今後する
予定もない）

無回答
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年変化していない。例えばトップ画面の色合いや、タブの数、メニュー構成などは共通

させている。画面デザインにユーザーの囲い込みの効果は期待していないが、結果的に

はそのような効果が出ているかもしれない。（F社） 

・トップ画面は、ポータル化した時に従来と比べ大きく変化したが、その他の画面は基

本的に同じ画面デザインを継続して使用している。操作感が変わるとユーザーが混乱す

るので、画面デザインについて大きな変更はほとんど行わない。（J社） 

・後継機の画面デザインも、顧客から使い慣れたものを使いたいという要望があるため、

基本は従来機の画面デザインを維持している。（L社） 

 

（ⅳ） 現行制度による画面デザインの保護 

 

現行制度による画面デザイン保護については、「十分に保護できている」との回答は合計

で約30%であり、「十分に保護できていない」との回答（約26%）をやや上回っている。「ど

ちらとも言えない、わからない」との回答も約37%あり、アンケート調査結果では、現行制

度による画面デザインの保護については評価が分かれている。 

 

【図表Ⅱ-32】C4-1 現行の意匠制度等により 

画面デザインが十分に保護できているか 

現在の意匠制度だけ

で十分に保護できてい

る

8%

現在の意匠制度と他

の制度（著作権法、

不正競争防止法、特

許法等の法制度等）

との組み合わせにより

十分に保護できている

22%

意匠制度以外の制度

（著作権法、不正競

争防止法、特許法等

の法制度等）により十

分に保護できている

2%

十分に保護できていな

い

26%

どちらとも言えない、わ

からない

36%

無回答

6%

 

ヒアリング調査では、画面デザインの保護については、現状著作権法によりデッドコピ

ーが禁止されており、また機能面に関しては特許法で保護可能なことから、現行制度での

保護で十分であり、意匠法による保護の拡大は不要との意見が複数みられた。一方で、著

作権法による保護は依拠性の立証が難しいこと、既存の技術を活用し見え方を工夫した場

合には特許法による保護は期待できないことから、現行制度では十分保護されていないと

N=125 
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考えている企業もあった。意匠法による画面デザインの保護については、意匠権の権利範

囲の狭さや非類似物品へ効力が及ばない点についての指摘があった。 

 デザイン事務所へのヒアリングでは、発注側の企業との力関係により、権利主張を行う

ことの難しさを指摘する意見があった。 

 

【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・選択肢（ツール）は多いに越したことがない。訴訟による解決ではなく、なるべく交

渉で決着を付けたいという考えがあるため、権利が公示されない著作権や不正競争法で

は難しい面もある。また、意匠権の公示機能があれば通常の良識ある企業なら模倣はし

ないはずであり、抑止効果が期待できる。（A社） 

・UIの重要性はリリース後に表れることもあり、当初は一機種限りのメニュー画面であ

っても、その後のビジネス動向により他の機器へ展開するということもある。ゆえに、

当初のUIを搭載した機器に限定して意匠権を取得してしまい、後日、他社が当社の機器

とは異なる（非類似の）物品において同一のUIを模倣してきた場合に物品非類似だから

ということで権利行使できないというのでは、保護ニーズと権利の内容とがかい離して

しまう。また、UIに関しては物品に関係なく創作・利用されるものがあるので、物品名

を特定することができない場合もある。（A社） 

・画面デザインの機能的な部分や、画面デザインを 適化していくモデル（ノウハウ）

には一定の価値があるが、個々の画面単品にはそれほど大きな価値はない。このため、

絶対的独占権である意匠権による保護は不要であり、著作権法によるデッドコピーの禁

止のみで十分である。（C社） 

・Webサイトのデザインについては、現行の著作権法で十分に保護できていると考えてい

る。（E社） 

・機能を識別するためのアイコンは、商標なのかといわれると疑問である。機能や操作

と関係のない画面は著作権の保護対象という印象である。画面デザインを意匠権でどこ

まで保護するのかをはっきりさせて欲しい。（F社） 

・現行の意匠制度による画面デザインの権利範囲は狭すぎるように思う。物品の意匠権

もそうだが、特に画面デザインの意匠権は権利範囲が非常に狭く、意匠権を取得する意

味が無いように思う。（F社） 

・特許権では既存技術を活用して見え方のみ工夫した場合等は、特許要件をクリアでき

ず、保護できない場合もある。また、画面デザインにおいて、ユーザーが良いと感じる

のは直感的な操作や見た目のデザインであり、それを支える基礎技術の内容ではない。

権利の内容がわかりやすく侵害の発見も容易な意匠での保護があってもよいのではない

か。（I社） 
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・著作権は、著作者の特定が難しく、依拠性を否定される場合がある一方、自社の依拠

性を否定するのも難しいため、画面デザインでの活用は難しい。（I社） 

・アイコンは図形商標として保護する方法も考えられるが、使用態様によっては、商標

的使用が認められない場合もあるため、画面デザインにおける保護としてアイコンの商

標登録が有益かどうかは判断しかねている。（I社） 

・画面デザインの保護については、現状の制度で十分と考える。アプリケーションのデ

ッドコピー（プログラムごと模倣される海賊版）は排除したいが、それは著作権で対応

可能。（J社） 

・機能面に関しては、ビジネスモデル特許の出願を行っている。（J社） 

・画面デザインを模倣された場合、著作権や不正競争防止法での保護が可能なものも多

く、大きな損害を被ることは考え難いことから、画面デザインの多くは、意匠権という

設定登録による排他的独占権での保護は不要と考える。（K社） 

・GUIが機能にかかわる仕組みを有しているのであれば、特許出願を行う。特許出願の方

が進歩性の主張の仕方も慣れている。特許請求の範囲の解釈にも慣れているので、権利

範囲の判断しやすく、社内のコンセンサスも得やすいことから、登録後の活用性も高い。

意匠権は類似範囲を認定するのが難しいのが問題である。（L社）  

 

【国内デザイン事務所へのヒアリング調査結果】 

・個人レベルであれば、意匠権であっても特許権であっても、使い道はほとんどない。

仮に何らかの権利があり、個人で大手企業に権利行使をしたとしても、別の手段で簡単

に封じられてしまう。これらの知的財産は大手の企業同士で交渉をするような場合や、

外国で模倣品が大規模に売られているような場合でなければ意味がない。（W所） 

・特許権・意匠権と比べ、著作権は費用も管理の手間がなく、模倣などの問題も起きて

いないので、実際のところ著作権でも十分である。（X所） 

・現実には、デザイン事務所側からの権利主張は受注の喪失となり、仕事がなくなるの

で難しい。しかし、今後、日本がコンテンツ産業や知的財産権でお金を稼ぐことを重視

していくのであれば、このような企業の考え方を変え、デザイン事務所に権利の留保を

認めていかなければならない。（Y所） 

 

（ⅴ） 意匠法で保護すべき画面デザイン 

 

意匠法で保護すべき画面デザインについて、アンケート調査の結果では、「専用機の画面」

を選択した者が も多く、次いで「汎用機の画面」、「アイコン」の順であり、 も少ない

のが「ゲームの画面」と「装飾画面」であった。 
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【図表Ⅱ-33】C4-2 どのような画像を意匠法で保護すべきか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、回答企業を「ハードウェア企業」、「ソフトウェア専業企業」の2つのグループに

分け、回答の傾向を比較した。すると、保護対象の拡大については、ハードウェア企業の

方が積極的であることが伺える。「ゲーム実行中の画面」，「装飾用の画面」についてはソフ

トウェア専業企業がやや上回るものの、絶対値としては低い。 

 

【図表Ⅱ-34】C-4-2 どのような画像を意匠法で保護すべきか（クロス集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

44

64

38

70

45

16

17

36

14

14

0 10 20 30 40 50 60 70 80

専用機の初期画面（例：ビデオレコーダーのメニュー画面）

汎用機の初期画面（例：パソコン用ＯＳのデスクトップ画面、タブレットＰＣのホーム画面）

専用機の機能設定画面（例：ビデオレコーダーの設定変更画面）

汎用機の機能設定画面（例：パソコン用ＯＳの設定変更画面）

専用機を操作するための画面（例：ビデオレコーダーの動画編集画面）

汎用機を操作するための画面（例：パソコン用アプリケーションソフトの操作画面）

ゲーム実行中の画面（例：キャラクターを操作することで仮想空間内を移動できる画面）

装飾用の画面（例：壁紙画像、スクリーンセイバーの画像）

アイコン画像

その他

無回答

N=125 
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専用機の初期画面

汎用機の初期画面

専用機の機能設定画面
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専用機を操作するための画面

汎用機を操作するための画面

ゲーム実行中の画面

装飾用の画面

アイコン画像

その他

無回答

ハードウエア企業 N=69

ソフトウェア専業企業 N=52
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【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・専用機、汎用機の区別なく、操作性を向上させるような特徴的なものであれば保護す

るべきである。（A社） 

・壁紙については従来と状況が異なり、 近では装飾のみを目的としているとは限らな

い。例えば、メニュー画面におけるアイコンなどを強調する背景など、壁紙を含めた全

体としての操作画面もあるので、しゃくし定規に取り扱って欲しくない。（A社） 

・3Dについてはデザイナーが熱心に研究している（特に目が疲れない等）。これらの研究

成果が特許だけですべて保護できるとは限らないので、そのうち意匠で保護してほしい

となるだろう。（A社） 

・スマートフォンやタブレット型端末の広がりに伴い、汎用機向けに配信される（プリ

インストール型でない）アプリケーションの画面デザインについても意匠権での保護対

象とすべきである。（B社） 

・UI的な機能を果たす画面デザインであれば、意匠保護の範囲に入れることを検討する

べきである。なお、このような画面デザインの保護が意匠権と著作権で二重になる部分

はあっても支障はないが、明らかに操作や機能に関与しないアニメーション画像のよう

に、著作権法の相対的独占権で保護するべき領域まで意匠権でカバーすることは法の主

旨としてそぐわない。（B社） 

・製造業はある程度の時間や手数を掛けてデザインした製品を大量生産して市場に出し

ていく業態であるのに対し、サービス業は変化を通じて形のないものに価値を創出して

いく業態であり、スピード感が重要である。加えて、特にSI案件では、スピード感を保

ちつつ、顧客らの要望に柔軟に対応する必要がある。仮に画面デザインを意匠法で保護

することとした場合、自社で開発した画面デザインが意図せず他社の意匠権に係る画面

デザインと類似してしまうことにより事業が一定期間ストップし、スピード感が損なわ

れてしまうことへの懸念がある。したがって、サービスの画面については、意匠法によ

る保護の対象に加えるべきではない。（C社） 

・意匠権による保護が強いと、創作の自由を確保できなくなってしまうので、困る。今

までの意匠権というのは、意匠と物品とがセットになっているので、必ず物を作ってい

る人が権利を持っているので問題ないが、ソフトウェアの怖いところは、実際に開発し

ていない人が意匠を作り出せてしまう点にある。つまり、物品とセットになっている現

行法の意匠による保護で十分である。（E社） 

・ページめくり用の矢印アイコンなど、ありふれた画面デザインが物品性をはなれて、

意匠登録となると、画面デザインの設計が困難になる。特にWebサイトの開発においては、

似たようなアイコンが多くあり、他者権利調査をしてから開発することは現実的に不可

能である。（G社） 
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・システム開発においても、多いものであれば1000画面以上あり、他者権利調査ができ

ないだけでなく、すべて出願することも難しい。また、システム改修により少しずつ画

面が変わる場合もあるが、この場合は出願し直さなければならないのか。（G社） 

・画面デザインを模倣されても勲章のようなものと考えている。各SNS（Social Network 

Service）も当初は各社で独自性があったが、 近では画面デザインも似通ってきたと感

じている。逆にフレームワークのような基本的な画面デザインを保護されて使えなくな

るほうが困る。（G社） 

・一方で、装飾的で独自性のある画面デザインであれば、ゲームのメニュー画面のよう

なものでも保護対象となってもよいと考える。（G社） 

・また、アプリ製作者にとっても、プリインストールされているか否かで保護対象にな

るかならないか異なったり、専用機は保護されるが汎用機では保護されないで差が出る

のは公平感に欠け、権利範囲が不明瞭さに拍車をかけ、ひいては意匠制度自体が活用し

づらい情況に陥る。（I社） 

・物品との一体性要件を外した汎用機等の画面デザインまで保護対象を拡大することは、

反対。画面デザインの多くは、長期間にわたって独占権による保護にふさわしいプロダ

クトデザインと異なり、ユーザーの利便性向上を目的とし、共通化、標準化していくべ

きものであって、意匠権という設定登録による排他的独占権での保護は適切ではない。

（K社） 

・専用機を操作するための汎用機の画面に表示される画面デザインや、汎用機の画面を

利用した専用機に関する画面デザインは保護対象としてもよいと思うが、汎用機同士の

連携による画面デザインや汎用機上のみで機能を発揮する画面デザインは保護対象とす

るべきではないと考えている。（L社） 

 

【国内デザイン事務所へのヒアリング調査結果】 

・アイコン自体の権利化を可能としても良いのではないか。ただし、アイコンに何らか

の意味があるもののみ保護すべきと考える。当社は画面デザインに特化して業務を行っ

ていないが、画面デザインを専業とするデザイン事務所であれば、大量のオリジナルア

イコンをデザインしているだろう。このような意味のあるアイコンを大量に権利化し、

プールできれば、活用可能性はある。（V所） 

・ゲームが起動した後の画面デザインは保護するべきではない。感覚としてはゲーム中

の画面デザインが、他の画面デザインと異なると考えているが、言葉では説明しづらい。

ゲームのデザインは本の目次みたいなもので、よくできた目次の本があったとしても、

目次を権利化するものではないのと同じ感覚である。（V所） 

・誰もが使わなければいけないアイコンはフリーで使用できる方がよい。ユーザーがわ
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かりやすいという点が一番重要である。アプリケーションが変わったり、メーカーが変

わったりするたびにアイコンが変わっていたのでは、ユーザーが混乱する。一方で、プ

リンタの標準的なアイコンは共通化されているが、クリーニング用アイコン等は各企業

で異なっている。これらのアイコンは、プライドとして他の企業と同じものを使用しな

いようにしている。このようなアイコンであれば、意匠権により保護してもよいのでは

ないか。（W所） 

・OSの画面デザインであれば長期にわたり使用されるため、法的に保護することに意味

があると思うが、そのようなものは他にはそう多くないのではないか。（X所） 

・一言でアイコンといっても色々な種類がある。ピクトグラム系アイコンと、企業や製

品を識別するためのアイコンは分けて考えるべき。企業や製品を識別するためのアイコ

ンは、模倣されればユーザーが混同する可能性があることから保護の必要性が一定程度

あると思われる（商標的な保護で、意匠ではないかもしれないが）のに対して、ピクト

グラム系の場合、従来から数多く存在し似ている似ていないの判断が難しいこと（例え

ば傘のアイコン）、誰にも権利主張される心配なく使用できた方がユーザーにとっての利

益にもなること（例えばゴミ箱のアイコン）から、保護しない方がよいと思われる。ピ

クトグラムはフリー素材だけでなく、有料のものもあるが、意匠権の範ちゅうではない

と考える。（Y所） 

 

（ⅵ） 意匠法で保護すべき画面デザインの表示態様 

 

意匠法による保護の拡充として、物品にあらかじめ記録された画像以外にどのような表

示態様を保護すべきかに関しては、「製品購入時から予め記録されているプログラムのバー

ジョンアップやアップデートにより追加／変更される画面デザイン」を選択した企業が

も多く、次いで「後からインストールされたプログラムにより表示される画面デザイン」

となっている。 
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【図表Ⅱ-35】C4-3 物品にあらかじめ記録された画像以外に 

どのような表示態様を保護すべきか（又は保護を許容できるか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、回答企業を「ハードウェア企業」、「ソフトウェア専業企業」の2つのグループに

分け、回答の傾向を比較した。すると、ハードウェア企業の7割弱が、 「製品の購入後に

追加／変更される画面デザイン」を保護すべき（又は保護を許容できる）と回答している

のに対し、ソフトウェア専業企業では4割弱にとどまる。 

また、ハードウェア企業の5割程度が、「製品外部のプログラムやデータにより表示され

る画面デザイン」を保護すべき（又は保護を許容できる）と回答しているのに対し、ソフ

トウェア専業企業では3割強にとどまる。 
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プログラムやデータをほぼそのままの形で利用することにより表示される画面デザイン

保護する表示態様を拡大すべきでない

その他

N=125 
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【図表Ⅱ-36】C4-3 物品にあらかじめ記録された画像以外にどのような 

表示態様を保護すべきか（又は保護を許容できるか）（クロス集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヒアリング調査では、権利侵害の判断において、製品にプリインストールされたものと

後からインストールするものを区別して扱うことについて違和感を覚えている企業が複数

みられた。 

 

【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・当社はPCにプリインストールされたアプリケーションとパッケージ販売しているアプ

リケーションの区別をしていない。一方は侵害になるが他方は侵害とならないという規

定は理解に困る。パッケージ販売しているアプリケーションとクラウドサービスであっ

ても、機能が同じであれば画面デザインとして区別するものではないと思う。（D社） 

・機能のネットワークとの連動が進む中で、プリインストールされたものでないと権利

行使できないとすれば、出願をする意味も薄くなる。Web画面についてまで意匠法で保護

してほしいとは思っていないが、少なくとも、デバイスの機能を制御するアプリケーシ

ョンのダウンロードは、今後増えていくのは明らかであり、物品にあらかじめ記録され

ていない画像により表示される画面デザインも増えることとなる。特にユーザーはプリ

インストールかダウンロードか製品を利用する際に意識していない。（I社） 

・また、アプリ製作者にとっても、プリインストールされているか否かで保護対象にな

るかならないか異なったり、専用機は保護されるが汎用機では保護されないで差が出る
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のは公平感に欠け、権利範囲が不明瞭さに拍車をかけ、ひいては意匠制度自体が活用し

づらい情況に陥る。（I社） 

・侵害となる行為について、プリインストール、パッケージ販売、クラウドでのサービ

ス提供を区別して扱うことは違和感がある。当社ではクラウドサービスも提供している

が基本はパッケージソフトの内容と同じであり、同じ画面デザインを使用している。（J

社） 

・専用機においてバージョンアップやプラグイン（機能追加）で追加される画面デザイ

ンについては保護対象にしてもよいと思う。（L社） 

 

【国内デザイン事務所へのヒアリング調査結果】 

・製品購入後に追加・変更される画面デザインを保護すべきかどうかについては、ユー

ザー目線で物品と画面デザインの一体性があるか否かで判断するべきだと考えている。

よって、Webサイトの画面デザインは保護対象とすべきであると考える。また、ゲーム機

の画面デザインに関しても、ゲーム自体が実際に起動するまでの画面デザインは保護す

るべきと考える。（V所） 

 

（ⅶ） 画面デザインの保護対象の追加による効果／悪影響 

 

意匠法の保護対象の追加による効果としては、アンケート調査の結果、「画面デザインの

模倣が減少する」を選択した企業が も多く、模倣対策における活用を想定していること

が伺える。 

 

【図表Ⅱ-37】C4-4 画面デザインの保護対象の追加により 

どのような効果を期待するか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

45

13

60

7

4

28

18

32

13

13

0 10 20 30 40 50 60 70

画面デザインの創作活動を促進させる

意匠権の取得により、安全な自己実施を確保することができる

ユーザーインターフェースの共通化が進み、ユーザーの使い勝手が向上する

画面デザインの模倣が減少する

登録意匠公報で調査できる範囲が拡大するため、他者の画面デザインの調査負担が減少する

ライセンス収入が増加する

権利関係が明確になり、他者の権利を侵害してしまうリスクが減少する

他者との交渉におけるカードとなる

自社製品の優位性が向上する

その他

無回答

N=125 
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【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・選択肢（ツール）は多いに越したことがない。訴訟による解決ではなく、なるべく交

渉で決着を付けたいという考えがあるため、権利が公示されない著作権や不正競争法で

は難しい面もある。また、意匠権の公示機能があれば通常の良識ある企業なら模倣はし

ないはずであり、抑止効果が期待できる。（A社） 

・東南アジアの新興国では、税関や警察等の行政機関を通じて侵害品対策を行うことが

多いが、行政機関に対しては知的財産権の公示機能が有効である。登録を基本としない

著作権や不正競争防止法では対策が難しいことがあるので、（もちろん意匠権より著作権

等で保護するべきであるものを除き、）画面デザインは意匠権で保護されることが望まし

い。（B社） 

・基準が緩和され画面の保護が拡大されたが、その有益性や出願の必要性を事業部に説

明できていない。（H社） 

・実際のところ、画面デザインの意匠権によって権利行使した場合には、どのような行

為にまで差し押さえることができるのかよくわからない。当社は画面デザインを削除し

てくれればいいと考えているが、削除できる画面デザインは、後から追加することもで

きるので、サーバーに保存されたデータごと削除してもらわないと意味が無い。（I社）

 

デザイン事務所へのヒアリングでは、発注側の企業との力関係により、権利主張を行う

ことの難しさを指摘する意見や、製品を販売する立場でない者が権利を取得するメリット

が感じられないとの意見があった。 

 

【国内デザイン事務所へのヒアリング調査結果】 

・画面デザインの意匠出願をするか否かは、権利化により資産価値が見いだせるか否か

である。画面デザインの意匠権が、強力な営業ツールになるかというと、懐疑的になら

ざるを得ない。立体物の実用新案権や意匠権を持っている方が費用対効果は高い。現状

の1/10ぐらいのコストで可能であれば、画面デザインの意匠出願を考えたい。（V所） 

・画面デザインを権利化するにしても、模倣を防止することを目的とするのではなく、

世界中で使われるための前提として権利化が必要という考え方をしなければならない。

その画面デザインを普及させるという発想が重要。この点で、日本のメーカーは、国際

戦略で負けているのではないか。（V所） 

・個人レベルであれば、意匠権であっても特許権であっても、使い道はほとんどない。

仮に何らかの権利があり、個人で大手企業に権利行使をしたとしても、別の手段で簡単

に封じられてしまう。これらの知的財産は大手の企業同士で交渉をするような場合や、

外国で模倣品が大規模に売られているような場合でなければ意味がない。（W所） 
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・我々は企業にデザインを売る立場であって、製品を販売するわけではないため、権利

を取得し維持するメリットがあまり感じられない。しかし、法的な保護の仕組みを整備

することに反対するわけではない。（X所） 

・画面デザインを意匠法により保護することの趣旨は理解でき、それ自体は反対ではな

い。しかし、顧客企業との関係では画面デザインは売り切りで、知的財産権はすべて譲

渡する契約であり、新しい権利ができても留保できないため我々にはあまり関係が無い。

留保できたとしても管理負担を負ってまで権利を留保するべき価値があるかもわからな

い。その理由としては画面デザインのライフサイクルが短いという点もある。（X所） 

・大企業にとっては権利を確保し主張をすることが必要となる場合もあるかもしれない

が、我々のような小さな企業としては、権利関係の確認作業に時間をかけるよりも、新

たな他にはないものの開発に注力したい。（Y所） 

 

意匠法の保護対象の追加による悪影響としては、アンケート調査においては「他社権利

調査の負担が増加する」、「意図せず他社の権利を侵害してしまうリスクが増大する」を選

択した企業が多く、他社権利の調査負担の増加や調査漏れを危ぐする企業が多いことが伺

える。 

 

【図表Ⅱ-38】C4-5 画面デザインの保護対象の追加により 

どのような悪影響があるか（表） 

    件数 割合 

1 画面デザインの創作活動を萎縮させる 30 24.0%

2 画面デザイン先行企業による市場独占を招く 60 48.0%

3 各社毎のユーザー・インターフェースがバラバラになり、ユーザーの使

い勝手が悪化する 
33 26.4%

4 登録意匠公報を参考にされることで、画面デザインの模倣が増加する 15 12.0%

5 他社権利調査の負担が増加する 92 73.6%

6 ライセンス料の支払いが増加する 20 16.0%

7 意図せず他者の権利を侵害してしまうリスクが増大する 87 69.6%

8 自己実施の担保のために、多くの画面デザインを意匠登録出願せざるを

得なくなり、コストが増大する 
57 45.6%

9 他者から交渉におけるカードとして使われる 30 24.0%

10 特許庁における先行意匠調査が困難となり無効理由を含んだ意匠権が増

える 
23 18.4%

11 その他 6 4.8%
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無回答   8 6.4%

回答者数 125 100.0%

 

【図表Ⅱ-39】C4-5 画面デザインの保護対象の追加により 

どのような悪影響があるか（グラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリング調査においても、多くの企業やデザイン事務所から、意匠法による画面デザ

インの保護対象の追加により、新たな調査負担が生じることに対する強い懸念が示された。

また、意匠権の効力範囲の判断が難しいことによる開発への影響を不安視する声も多い。

他方、保護対象の拡大と調査負担の増加への対応の必要性は分けて考えるべきとの意見や、

他国では保護対象とされていることから世界的な事業展開をする場合には既に調査義務を

負っているとの意見、保護対象を拡大する場合には調査負担の軽減策もあわせて検討すべ

きとの意見がみられた。 

 その他、画面デザインの保護を拡大することによる特定の企業の独占を心配する意見や、

デザイン事務所からは権利侵害が判明した場合に依頼元企業から損害賠償を請求される可

能性を懸念する意見があった。 
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【国内企業へのヒアリング調査結果51】 

・画面デザインの保護範囲の対象を拡大することと、監視負担が増えることとは次元が

異なるので、両者を一緒くたに議論すべきではないと考える。既に広く画面デザインを

登録できる国もあり、審査国・無審査国でもあることから、ワールドワイドでビジネス

を行っている企業にとって既に調査や監視の義務は負っていると考える。日本だけガラ

パゴス島のように取り残されていて国際競争力の観点から問題があると考える。（A社）

・物品を特定しないという方向で法改正されることにも賛成するが、権利化後の第三者

監視負担も勘案する必要があるので、審査官による調査結果を開示するなどの施策も併

せて検討してほしい。（A社） 

・意匠権の保護範囲を広げると、スマートフォン向けにアプリケーションを提供してい

るような個人の開発者に委縮効果をもたらすとの意見があるが、既に他の知的財産権や

不正競争防止法等においてそれぞれの法域で保護される範囲があり、意匠権の保護範囲

の拡大により調査範囲が増えることがあっても、まったくもって新規の負担が増えるも

のではなく、意匠権回避の負担を特別扱いする意義は感じられない。（B社） 

・画面デザインは製品との相互関係の上に成り立つことが少なくなく、プラットフォー

ムホルダー（OS提供者）が先行して画面デザインの権利を抑えることが想定される。こ

れについて、画面デザインの保護範囲の拡大が、特定の事業者の利益保護となるとの懸

念があるが、そもそもビジネス戦略上、権利や技術仕様を解放する場合もあるし、仮に

不当にライセンスしないことによる問題があれば独禁法の話であって、マクロでみれば

問題がないはずである。また、そのプラットフォームに準拠するか否かは利用する側に

選択権があり、権利が抑えられていても当該プラットフォームが普及しないことには意

味が無いため、事業上のバランスは取れるのではないかと思われる。（B社） 

・製造業はある程度の時間や手数を掛けてデザインした製品を大量生産して市場に出し

ていく業態であるのに対し、サービス業は変化を通じて形のないものに価値を創出して

いく業態であり、スピード感が重要である。加えて、特にSI案件では、スピード感を保

ちつつ、顧客らの要望に柔軟に対応する必要がある。仮に画面デザインを意匠法で保護

することとした場合、自社で開発した画面デザインが意図せず他社の意匠権に係る画面

デザインと類似してしまうことにより事業が一定期間ストップし、スピード感が損なわ

れてしまうことへの懸念がある。したがって、サービスの画面については、意匠法によ

る保護の対象に加えるべきではない。（C社） 

・近年の知的財産意識の高まりに伴い、顧客企業から著作権の譲渡を求められるケース

が増えている。仮に意匠法の保護対象をサービスの画面にまで拡大した場合、意匠権に

ついても著作権と同様に譲渡を求められることが考えられ、他の顧客企業向けにサービ

                         
51 新規な調査負担の増加及び意匠権の権利範囲判断の難しさによる開発への影響を不安視する意見については、意見数

が多いため記載を省略した。これら意見については、「資料編Ⅱ－２国内ヒアリング調査メモ」を参照のこと。 
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スを行う際の自由度が奪われてしまうのではないかという懸念がある。（C社） 

・業界標準だと信じていたものが、実は誰かの権利であることが後でわかり、権利行使

されるようなことがあると、業界全体に影響がある。 近ではパテントトロールのよう

な悪質なものもある。画面デザインの保護対象の拡大にはそういった懸念もある。（D社）

・警戒するのはビジネスをしていない人が権利を持つという点である。システムの一部

の画面が仮に差し止めされたら、システム全部が使えなくなってしまうおそれがある不

正競争防止法で保護するのであれば、利害関係者間の問題となり、ビジネスをしていな

い人から訴えられることはない。（E社） 

・保護の対象の追加、拡大によって、ユーザー・インターフェースがばらばらになって、

ユーザーの使い勝手が悪化するという悪影響もある。（E社） 

・意匠権で保護された画面デザインをクリアランスするために必要なデータベースを整

備してほしい。（F社） 

・画面デザインの保護について、物品を外した場合にはOSを開発している企業による独

占が懸念される。（H社） 

・デザインに強い大手会社に、権利を根こそぎ取得されるのではないかとの不安がある。

（J社） 

・（画面デザインの保護対象が拡大した場合には）クリアランスの負担増加が見込まれる

ため、ツールの確立等も併せて検討して欲しい。（K社） 

 

【国内デザイン事務所へのヒアリング調査結果】 

・意匠権による画面デザインの保護を強化すると、画面デザインをネット上で公開して

いる善意のコミュニティの創作にも影響があるという意見もあるかもしれないが、フリ

ーや安価でデザインが流通することでデザインの価値の劣化を招いている点もある。産

業としてデザインを見たときにこのような状態は問題であり、ある程度の影響は致し方

ない。（V所） 

・画面デザインの開発時に似ている他者権利がすべてわかっていれば画面デザインの変

更で対応が可能であるが、後から権利侵害を指摘されて、損害賠償の責任を負わされる

ことになると、非常に厳しい。（Y所） 

 

（ⅷ） 画面デザインに関する意匠出願の在り方 

 

 画面デザインに関する意匠出願の在り方として、企業アンケート調査結果では、「画面デ

ザインについては、その画面デザインを使用するあらゆる物品に対して権利が及ぶことと

すべき」と「画面デザインについては、権利者が指定した用途や機能でその画面デザイン

を使用する限り、あらゆる物品に対して権利が及ぶこととすべき」を併せても約26%程度に
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とどまり、あらゆる物品に対して権利が及ぶ制度を支持する回答は少ない。また、「同一の

画面デザインを複数の物品に適用する場合には、複数の物品を一にまとめて出願・権利化

できるようにすべき」を選択した者が約33%と も多く、「現行制度を維持すべき」を選択

した者を上回っている。権利範囲についての考え方は現行制度を維持しつつも、手続負担

やコスト負担の低減を望む意見が多いことが伺える。 

 

【図表Ⅱ-40】C4-7 画面デザインに関する意匠出願の在り方 

無回答

11%

わからない、どちらともいえ

ない

13%

現行制度を維持すべき

（上記例においては、それ

ぞれの物品ごとに出願・

権利化を行う）

17%

同一の画面デザインを複

数の物品に適用する場

合には、複数の物品を一

にまとめて出願・権利化

できるようにすべき

33%

画面デザインについては、

権利者が指定した用途

や機能でその画面デザイ

ンを使用する限り、あらゆ

る物品に対して権利が及

ぶこととすべき

15%

画面デザインについては、

その画面デザインを使用

するあらゆる物品に対し

て権利が及ぶこととすべき

11%

 

 

【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・UIの重要性はリリース後に表れることもあり、当初は一機種限りのメニュー画面であ

っても、その後のビジネス動向により他の機器へ展開するということもある。ゆえに、

当初のUIを搭載した機器に限定して意匠権を取得してしまい、後日、他社が当社の機器

とは異なる（非類似の）物品において同一のUIを模倣してきた場合に物品非類似だから

ということで権利行使できないというのでは、保護ニーズと権利の内容とがかい離して

しまう。また、UIに関しては物品に関係なく創作・利用されるものがあるので、物品名

を特定することができない場合もある。（A社） 

・現行の制度では、1つの製品が複数の機能をもつ場合、各機能の画面デザインが同一で

あっても機能ごとに出願することが求められ、意図する権利範囲を抑えるために非常に

コストがかかる。一製品が複数の機能を有することは少なくないため、同一製品で同一



 

‐58‐ 

 

の画面デザインである場合、複数の機能について一出願でカバーできるよう物品の範囲

を広げてもらいたい。一方、権利保護と他者権利の監視とのバランスで考えれば、物品

性を全くなくしてしまうのは弊害が出るおそれがあるので、実態に合わせてある程度は

上位概念の物品ごとに出願を許容するのが良いのではないかと思われる。（B社） 

・物品とセットでの保護を図るのは良いが、物品を離れた画面そのものを保護すること

には反対である。（E社） 

・PCやスマートフォンの上位概念として「○○機能を有する電子計算機」という物品を

許容することとした場合、将来的には、あらゆる物品が同様の機能を持つこととなる可

能性があるため、権利範囲が広範になる点を懸念する。（E社） 

・多機能物品が増えてきたので、画面デザインを特定の物品に限定するのではなく、上

位概念の物品で捉えるべきである。（F社） 

・創作的な画面デザインについては、広い権利範囲で保護できるのが望ましい。（F社）

・意匠法による画面デザインの保護対象の拡大を行うことによる実務的な負担の程度は、

効力範囲の広さにもよる。物品を超えて効力が及ぶとすれば監視負担が大きい。現在の

効力範囲（物品類似の範囲）であればよいのではないか。（H社） 

・画面デザインの意匠制度を積極的に活用したいとの立場をとれば、機能が共通すれば

異なる物品についても画面の意匠権が及ぶ制度が望ましいといえる。一方で、保護範囲

の拡大には、侵害調査負担や自社製品のデザイン制約の拡大の懸念もあり、判断が難し

い。（I社） 

・仮に画面デザインの保護を拡大するのであれば、物品で効力範囲を限定するよりも機

能や用途により限定されている方がわかりやすい。（J社） 

・仮に、物品との一体性要件を外した画面デザインを保護することとした場合は、間接

侵害の解釈、規定の見直しについて慎重に検討する必要があるのではないか。（K社） 

 

【国内デザイン事務所へのヒアリング調査結果】 

・画面デザインの意匠出願の際に、機能を記載すると権利の内容を限定してしまうし、

出願の手間も増える。また、違う機能で同じ画面に対して権利行使できるのかどうかと

いう問題もある。意匠は見た目が重要なので、機能の記載をしない方がシンプルである

と考える。（V所） 

・画面デザインの意匠権については、権利者が指定した用途や機能でその画面デザイン

を使用する限り、あらゆる物品に対して権利が及ぶ制度とすべきと考える。ユーザー視

点で言えば、テレビもDVDプレイヤーも同じ操作画面が採用されていた方が使いやすい

が、画面デザインの権利化を考えると、機能ごとに権利化できるようにすることが望ま

しいのではないか。また、画面デザインの機能の説明については、出願人が書くか書か
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ないか選択できてもよいと思う。（V所） 

 

【弁理士事務所へのヒアリング調査結果】 

・タブレット型コンピューターの画面デザインだと意匠登録ができず、携帯情報端末の

画面デザインは登録ができるという理屈は、既に限界がきていると思う。専用機と汎用

機の区別が無くなってきたといえる。例えば、同じ画面デザインであっても、ネットワ

ークから取得したものは登録対象となり得ないが、物品にあらかじめ記録されているも

のであれば登録され得る点の相違はユーザーにとって相当な違和感を与えるようになっ

てきたのではないかと思える。（O所） 

・画面デザインと物品の一体性を維持するのであれば、意匠の類否の判断は物品及び形

態の類否に基づいて行われるべきであって、機能の類否は意匠の類否判断の根拠とすべ

きではない。物品間の類似をはっきりさせたうえで、複数物品を指定できるようにして

おくのがよい。例えば商標のように区分を指定できるとはっきりする。物品を例示する

方法もある。仮に画面デザインを物品の1つとした場合は、何もないと広すぎてクリアラ

ンスが困る。物品と画面デザインを比較するためにも、画面デザインを機能や用途で限

定する必要があることは理解ができる。しかし、同じ画面デザインであっても、機能が

異なれば非類似となるのであれば、いずれにせよ複数の出願をする必要がある。この点

では、画面デザインと物品の一体性を維持した場合と変わりがない。また、機能は出願

人により詳細化の粒度が異なり、結局比較ができない。 よって、画面デザインと物品の

一体性を維持し、意匠出願時に複数物品を指定できる方が、出願人の事業範囲に合わせ

た出願が行いやすいといえる。（O所） 

・権利範囲については、ある程度出願時にユーザーが想定できる範囲（業界ニーズに合

う範囲）であれば、どのような物品に使用されても権利が及ぶ方がよいと考える。画面

デザインの意匠権があらゆる物品の画面デザインに対して権利が及ぶ必要まではないが

（パソコンやタブレット型端末を作成している企業が、産業機械をつくることは考えに

くく、そこまで権利が及ぶ必要はないだろう。）、少なくとも一般の電子機器に表示され

る画像であればあらゆる物品に権利が及んでも良いのではないか。画面デザインは複数

の物品に使用される可能性があるが、個々の物品ごとに出願したのではコストや手間が

かかり十分な保護ができない。出願当初は考えていなかったような異なる物品に対し同

様の画面デザインを使用した意匠について、他者に出願されて困った経験が実際にある。

意匠権が及ぶ範囲を広げる方法としては、電子機器等の上位概念の物品を指定する方法

が考えられるが、安価に複数の物品を指定できるのであれば、そのような方法でもよい。

（P所） 

・意匠制度の活性化という観点からは、未保護領域を積極的に取り入れるべきであり、
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物品や機能に関する要件は廃するべきと考える。現行の意匠制度は第二次産業の一部し

か対象としていないが、デザインの広がり、産業の広がりに併せて、第三次産業などに

も対象を拡げていかなければならない。あらゆる物品に権利が及ぶ制度が望ましいが、

他者権利の調査負担が増えるという問題があることは認識している。この問題を解決す

るために、画面デザインの意匠権を相対的独占権とすることについても検討すべきでは

ないか。（Q所） 

・画面自体を保護するという考え方は、物品性を前提とした現行意匠制度の延長線上で

考えるのが難しいため、画面に限って例外的な規定を設けるのが適切ではないか。（R所）

・意匠制度は物品保護を前提とした制度であるから、仮に汎用機の画面を保護すること

とした場合であっても、コンピューターソフトウェアの画面を保護対象とするのは妥当

でない。コンピューターソフトウェアの画面については、プリインストールの場合に限

って、「パソコンの画面」として捉えるのが妥当ではないか。（R所） 

・理念的には広い権利を目指すべきだが、欧州のように物品性を要求しないという制度

は実務面での不都合が大きすぎるだろう。商標のように、出願時に想定している保護の

範囲を指定するような制度とするのも一案だが、出願人がすべての物品を指定した場合

には、同様の不都合が生じてしまう。例えば、使用主義の考え方を採用し、権利者が実

施していない物品については第三者が自由に実施できるようにしてはどうか。（R所） 

・コンピューターソフトウェアの画面、画像、模様は、自由な発想で創作することで優

れたものが生み出されるものであるから、創作の制限となるような絶対的排他権を設け

るべきではない。コピーライトアプローチに止めるべきものと考える。（S所） 

 

（ⅸ） 画面デザインに関する図面要件の在り方 

 

画面デザインに関する図面要件として、企業アンケート調査結果では、きょう体部分の

特定を必要とする意見（【図表Ⅱ-41】選択肢b又はcを選択した企業:約33 %）が、不要とす

る意見（【図表Ⅱ-41】選択肢 aを選択した企業:約25%）を上回っている。一方、図面要件

の緩和を求める意見（【図表Ⅱ-41】選択肢a又はbを選択した企業:約39%）が、緩和を不要

とする意見（【図表Ⅱ-41】選択肢c又はdを選択した企業:約29%）を上回っている。 
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【図表Ⅱ-41】C4-8 画面デザインに関する図面要件の在り方 

画面デザインについては、

画面を示す図面の提出

のみで足りることとすべき

25%

画面デザインについては、

画面が見える方向の図

面の提出のみで足りるこ

ととすべき

14%

画面デザインであってもど

のような物品のどの位置

に画面が表示されるかが

明確である必要があるか

ら、筐体部分の形状も特

定可能な図面の提出を

求める現在の図面提出

要件を維持すべき

19%

現行の図面提出要件に

ついて特に不便を感じて

いないので、要件を変更

する必要は無い

10%

わからない、どちらともいえ

ない

22%

無回答

10%

 

 

【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・そもそも保護対象や制度の仕組みが異なっているということもあるが、図面様式につ

いても各国で統一されていないので、各国別に図面を手配することが多い。（A社） 

・日本の出願を基礎に、他国に出願すると、破線のみの図面につき意匠の特定に必要な

いということで削除を求めるオフィスアクションを受けることがある。きょう体構造と

画面デザインにこん然一体の関係性があればきょう体構造の図面も必要であると考えら

れるが、そうでなければ破線のみの図は全く不要なのではないかと考える。画面デザイ

ンだけ出願するか、きょう体の部分として出願するかを含めてどのような図面で意匠出

願するかについてはユーザー側が自由に選択できるようにしていただいた方がいいと考

える。（A社） 

・画面デザインの出願について、きょう体部分の図面を作成するのは面倒である。画像

図のみで良いのではないか。（F社） 

・携帯電話機の画面デザインの意匠登録出願には少なくとも6面図は不要と考える。携帯

電話機のきょう体デザインが二つ折り式なのか、ストレート式なのかは問題にしておら

ず、画面の意匠を特定する際に、6面図がなくとも実務上影響がない。（I社） 

・画面デザインでも6面図は必要と考えている。6面図がなくなることで、権利範囲が不

明確となる方が問題である。（L社） 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f N=125 
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【弁理士事務所へのヒアリング調査結果】 

・6面図を提出するのか、正面図だけでいいのか、画像図だけでいいのかはユーザーが選

択すればいいことである。位置、大きさ、範囲が重要と思う出願人は6面図を提出すれば

よい。例えば、画面デザインの構成がハードウェア的なボタンと何らかの関係を持つデ

ザインであったとしても、ハードウェア的なボタンが破線で記載されていれば、その関

係は創作非容易性にも権利範囲にも影響を及ぼさないはずであり、またその関係を主張

できないはずであるから、画像図の提出で足りるものと考える。（O所） 

・ただし、物品の理解を助けるためや、意匠を明確にするために追加する図面に関して

は、要旨変更の規定を少し緩和してほしい。新規な物品については、6面図が揃っていて

も物品を十分に理解できないケースがあるので、これらの図面の補充を認める必要があ

る。（O所）  

・海外の出願を基礎とした日本への意匠出願（外内出願）場合は、図面や記載が足りな

いことが多い。母国では不必要であるため、そもそも側面の図面がなかったり、機能や

用途も決めていなかったりするため、優先期間に間に合わせて用意するのが難しいこと

もある。また、これらの記載を追加することで優先権が認められないことがあれば、既

に基礎出願が公開になっている場合は基礎出願により新規性が否定される。このような

リスクは避けたい。（O所） 

・国内出願であれば時間もあるので、念のために6面図を全部提出することは悪いことで

はない。それもユーザーが選択すればいいだけで、 初から一律に6面図を提出しなけれ

ばならないと規定されているのは問題があるように思う。（O所） 

・平成23年8月から適用の改訂意匠審査基準により、部分意匠の出願については 低3図

を提出すればよくなったが、6図であろうと3図であろうと、破線のみの図を提出しなけ

ればならないことには変わりがなく、負担は以前とあまり変わらない。画面デザインの

意匠は、画像部分を表す図のみの提出を認めるべきである。（P所） 

・きょう体部分と画面デザインの関係を主張したい場合には、きょう体部分を表す破線

部のみの図を提出すればよい。すなわち、物品の部分としての権利か、画像そのもの（ア

イコン、GUI等そのもの）の権利か、出願人が選択できるようにすべきではないか。（P

所） 

・創作の内容が図にきちんと表されていない場合など、創作の中身にかかわる内容であ

れば仕方がないが、形式的な出願要件を満たさない（例えば図面に破線のきょう体の外

観がない）ために、優先権が認められず保護を受けることができないのは非常に残念。

（P所） 

・画面デザインはきょう体部分のデザインとは独立して把握可能なものであるから、き

ょう体部分の図面は省略可能としてよいのではないか。ただし、意匠の内容によっては、
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物品全体の中での位置、大きさ、範囲を特定したいケースもあるので、出願人の任意で

きょう体部分を示す図面も提出できるようにすればよい。一方で、画面の中でのパーツ

の位置、大きさ、範囲については特定する必要があり、画面の外枠は示す必要があると

考える（例えば、「アイコンを表す図」のみで登録可能とするのは、少なくとも現段階で

は時期尚早であり、適切でない）。また、物品名や意匠の説明の記載だけでは物品を特定

できないようなものについては、きょう体部を示す図面を参考図として提出すれば足り

るのではないか。（Q所） 

・近年の画面デザインは様々な機器に適用されることが想定され、通常は表示部の位置、

大きさ、範囲が問題になることもないので、画像図のみを必須とし、きょう体部を示す

か否かは出願人の任意としても良いのではないか。（R所） 

・図面要件を緩和した場合、我が国の出願を優先基礎として他国に出願をする際に図面

を追加する必要が生じることが想定されるが、その場合に優先権主張が認められるのか

という懸念がある。（R所） 

・平成23年の意匠審査基準改訂によって、図面要件は既に一部緩和されているから、今

後の更なる緩和については要望があった場合に検討すればよいのではないか。（R所） 

・裁判所で位置、大きさ、範囲についてどのような判断がなされるのかが不明であるた

め、仮に図面要件が緩和されたとしても、代理人の立場としては、権利行使の場面を想

定して十分な数の図面を提出することを推奨することになるだろう。（R所） 

・きょう体部の形態と画面デザインの両方について権利化を図る場合には、きょう体部

についての出願の際に作成した図面を画面デザインの出願にも流用できるため、さほど

の労力は掛からない。一方で、画面デザインについてのみ権利化を図る場合は、6面図を

用意する負担が大きいため、画面デザインが表れる一方向のみ、もしくは画面部分の図

のみで権利化できることが望ましい。（S所） 

・物品の類否については、願書に記載された物品名で判断可能である。また、形態の類

否については、既に意匠審査基準において「物品と一体として用いられる物品に表示さ

れる画像」については位置、大きさ、範囲を評価しないという運用を行っており、この

考えを画面デザイン全体に拡張すれば、きょう体部の図面がなくとも意匠の類否判断が

可能であると考えられる。（S所） 

・画面デザインについて6面図を必須としたままでは、外国との調和において懸念がある。

すなわち、米国や欧州においては画面部分の図のみで登録が認められているが、こうし

た外国出願を基礎として我が国に意匠登録出願をする場合、パリ優先権が認められない

ものと考えられる。（S所） 
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（ⅹ） 画面デザインに関する他者権利調査 

 

 「調査を行っている」と回答した企業は40%程度である。「意匠公報」及び「カタログや

雑誌、インターネット等による他社製品調査」を調査対象としている企業が多い。 

 

【図表Ⅱ-42】B1-4 C5-4 他者権利調査 
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（ⅹⅰ） 画面デザインに関して禁止すべき模倣の態様 

 

禁止すべき模倣の形態としては、アンケート調査結果によると、「デッドコピー」、「特徴

的なＧＵＩ部品の類似」、「全体的な装飾デザインの類似」を禁止すべきと回答した企業が

比較的多く、「操作性、視認性の類似」、「画面遷移の類似」を禁止すべきと回答した企業は

比較的少ない。「画面デザインの模倣を禁止する必要はない」と回答した企業は少ない。 
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【図表Ⅱ-43】C5-7 画面デザインに関して、どのような模倣を禁止すべきか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・画面デザインの機能的な部分や、画面デザインを 適化していくモデル（ノウハウ）

には一定の価値があるが、個々の画面単品にはそれほど大きな価値はない。このため、

絶対的独占権である意匠権による保護は不要であり、著作権法によるデッドコピーの禁

止のみで十分である。（C社） 

・意匠権の保護範囲が狭ければ問題ないという考え方もあるかもしれないが、逆に意匠

の類似範囲（権利範囲）にある程度の幅がなければ、権利を取得する意味が見いだせな

くなる。画面デザインについても、類似範囲の狭い権利を多数登録するのではなく、登

録要件（創作非容易性要件）を厳格化して、独創的な画面デザインに対して一定程度の

類似範囲を認めるのが妥当ではないか。（C社） 

・同じ画面デザインを用いた模倣品が出てきたとしても、ユーザーにとっては機能のほ

うが重要なはずである。当社としても画面デザインが模倣されれば確かに気分はよくな

いが、それだけでユーザーが模倣品に流れるとは考えていない。逆に画面デザインが異

なっていても商標が似ているほうが気になる。（D社） 

・当社が開発しているようなシステムの画面やアイコンは、同様の機能のものであれば

各社とも似通ったデザインとなってしまうので、お互いに文句を言うことは少ない。画

面の美感で勝負しているのでなく、あくまでシステムの機能で勝負しているからである。

（E社） 

・現行の意匠制度による画面デザインの権利範囲は狭すぎるように思う。物品の意匠権

もそうだが、特に画面デザインの意匠権は権利範囲が非常に狭く、意匠権を取得する意

味が無いように思う。（F社） 

46

57

37

24

60

5

2

10

0 10 20 30 40 50 60 70

全体的な装飾的デザインの類似

特徴的なＧＵＩ部品の類似

操作性・視認性の類似

画面遷移の類似

上記すべてを模倣したデッドコピー

画面デザインの模倣を禁止する必要はない

その他

無回答

N=125 
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・創作的な画面デザインについては、広い権利範囲で保護できるのが望ましい。（F社）

・画面デザインを模倣されても勲章のようなものと考えている。各SNS(Social 

Networking Service)も当初は各社で独自性があったが、 近では画面デザインも似通っ

てきたと感じている。逆にフレームワークのような基本的な画面デザインを保護されて

使えなくなるほうが困る。（G社） 

・GUIがユーザーの満足度を大きく左右するため、GUIでも優位性を確保したいと考えて

いる。その点で、保護してほしいのは単なる画面の色柄ではなく、操作感やビジュアル

が与える印象も含めたデザイン思想（コンセプト的）なところである。その点において、

単に画面上のアイコンの形状が「○」か「□」かではなく、そのアイコンを押すとどの

ような変化が起こるかが重要であり、必ずしも機能ごとに独立したものでもない。（I社）

・アプリケーションのデッドコピー（プログラムごと模倣される海賊版）は排除したい

が、それは著作権で対応可能。（J社） 

・画面デザインで重要なのは、ソフトウェアを含むインタラクションとしてのデザイン

であり、一般に特許での保護が可能。絵としての画面デザインは、機能必然デザインと

は言い難く、また、数時間で容易に変更が可能なもので、意匠権での保護に値するもの

は少ない。（K社） 

・画面デザインは調査が非常に困難である。意匠には秘密意匠もあるので、登録意匠だ

け調べていたのでは不十分である。しかしながら、複数の装置やアプリケーションの組

み合わせで表示される画面デザインもあるため、他社製品・サービスのすべての画面デ

ザインを調べることもできない。（L社） 

 

【国内デザイン事務所へのヒアリング調査結果】 

・画面デザインを権利化するにしても、模倣を防止することを目的とするのではなく、

世界中で使われるための前提として権利化が必要という考え方をしなければならない。

その画面デザインを普及させるという発想が重要。この点で、日本のメーカーは、国際

戦略で負けているのではないか。（V所） 

・アイコンの創作的な部分は、皆が使えてわかりやすい、というものに行きつくはずで

ある。自分たちだけで利用するために知的財産権で縛るというのは違うと考えている。

（V所） 

・自社でアプリの開発を行っていることから、権利を主張したい気持ちがないわけでは

ないが、アプリやユーザー・インターフェースは常に進化していくものなので、権利者

同士で権利主張が行われることにより、進化が阻まれるのではないかと感じる。（Y所）

 

 

 



 

‐67‐ 

 

 

（ⅹⅱ） 画面デザインを模倣された場合の対応 

 

画面デザインを模倣された場合に何らかの対策を行うと回答した企業は71%であり、その

ほとんどが警告状送付や交渉等の私人間での対策を考えている。根拠としては、著作権と

意匠権が比較的多く、特許権や商標権は比較的少ない。 

 

【図表Ⅱ-44】C5-8 画面デザインを模倣されたときの対応（予定含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表Ⅱ-45】C5-8 画面デザインを模倣されたときの対応（予定含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

10

12

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

警告状送付や交渉など私人間で対策する（特許庁の判定制度の

利用を含む）

調停や仲裁等の裁判外の手続きを利用する

裁判所に訴える

無回答

N=125 

59

62

44

28

28

28

23

0 10 20 30 40 50 60 70

意匠権

著作権

不正競争防止法

特許権

商標権

モラルやマナー等の企業倫理、業界ルール

無回答

N=125 
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（ⅹⅲ） 模倣品対策の立証負担 

 

模倣品対策の立証負担としては、著作権、不正競争防止法等の立証負担が大きいと回答

した企業は43%、意匠権の立証負担が大きいと回答した企業は1%であった。立証負担の観点

からは、意匠権が有用であると考えている企業が多いことが伺える。 

 

【図表Ⅱ-46】C5-10 模倣品対策における立証負担の比較 

（意匠権 vs 著作権、不正競争防止法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅹⅳ） 国際制度調和 

 

諸外国との間で保護対象が異なることによる不便としては、出願の方法を変更しなけれ

ばならないことを挙げた企業が多い。画面デザインの保護対象については、諸外国と保護

対象を一致させるべきと回答した企業が37%、一致させる必要はないが拡大する必要がある

と回答した企業が22％であり、現状で問題が無いと回答した企業は34%にとどまった。 

 

 

無回答

14%

わからない、どちらとも

いえない

36%

意匠権を用いて模倣

品対策する場合の方

は立証負担がかなり大

きい

1%

意匠権を用いて模倣

品対策する場合の方

は立証負担がやや大

きい

0%

どちらを用いる場合で

も、立証負担は変わら

ない

6%

著作権、不正競争防

止法等を用いて模倣

品対策する場合の方

は立証負担がやや大

きい

14%

著作権、不正競争防

止法等を用いて模倣

品対策する場合の方

は立証負担がかなり大

きい

29%

N=125 
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【図表Ⅱ-47】C6-3 諸外国との間で画面デザインの保護対象が 

異なることによる不便 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表Ⅱ-48】C6-4 意匠法による画面デザインの保護対象はどうあるべきか 

 

無回答

7%

現状で問題がない

34%

一致させる必要はない

が、拡大する必要があ

る

22%

諸外国と保護対象を

一致させることが望まし

い

37%

 

 

【国内企業へのヒアリング調査結果】 

・そもそも保護対象や制度の仕組みが異なっているということもあるが、図面様式につ

いても各国で統一されていないので、各国別に図面を手配することが多い。日本では部

20

33

30

1

15

17

21

0 5 10 15 20 25 30 35

諸外国で保護される画面デザインが日本では保護されないため、不便を感じる

日本と諸外国とで出願の方法を変更しなければならないため、不便を感じる

画面デザインについて、諸外国と同等の保護を必要としないため、特に不便は感じない

画面デザインは諸外国のみ出願する必要があるので、特に不便は感じない

画面デザインは日本のみ出願する必要があるので、特に不便は感じない

その他

無回答

N=125 

N=125 
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分意匠制度や関連意匠制度を使って権利範囲を広げようと努力しているが、後出しの救

済期間が限られているため出願段階の戦略ミスを治癒しづらい状況にあるので制度改善

をしていただきたい。（A社） 

・画面デザインは各国の言語に対応する必要があるため、現地でカスタマイズすること

もあり、日本製品と同じ画面デザインを使用されるとは限らない。また、海外で使用し

ている画面デザインのうち、意匠権での保護が必要なものは少ない。（K社） 

 

【国内デザイン事務所へのヒアリング調査結果】 

・意匠制度としては、単純で、早くて、安い、という制度を望む。それならたくさん出

願しようという気持ちになる。世界で共通の基準を作成するのであれば、その基準が世

界に合わせられる価値が必要である。意匠制度にしても日本の制度が世界の制度となれ

るかどうかで考えたほうがよいのではないか。製品は世界中で販売され、またデザイン

に国境はないと言われている。（V所） 

 

【弁理士事務所へのヒアリング調査結果】 

・海外の出願を基礎とした日本への意匠出願（外内出願）場合は、図面や記載が足りな

いことが多い。母国では不必要であるため、そもそも側面の図面がなかったり、機能や

用途も決めていなかったりするため、優先期間に間に合わせて用意するのが難しいこと

もある。また、これらの記載を追加することで優先権が認められないことがあれば、既

に基礎出願が公開になっている場合は基礎出願により新規性が否定される。このような

リスクは避けたい。（O所） 

・諸外国と比べて画面デザインの保護対象が限定的であることだけが原因ではないが、

日本だけ意匠の出願数が落ちている。このような状況において、欧米や韓国が認めてい

るものを、調査負担だけを理由にソフトウェアの画面デザインを日本だけ認めないとい

うのは先が明るいとはいえない。（O所） 

・画面デザインに関し、日本で権利が取得できなかったことにより、不都合が生じた具

体例は承知していない。しかし、PCの画面デザインのように日本では保護対象外であれ

ば、直接外国に出願するしかないが、日本企業は多くの場合、まず日本に出願をし、そ

の中から海外出願するものを選定する。海外でのみ保護対象として認められている意匠

についても同様の行動をしがちであり、当初より直接海外出願を行うことは思いつかな

い。現状では、日本に出願する時点で、保護対象の問題、コストの問題等により、出願

対象を絞ってしまっており、海外出願できる選択の幅が実質的に狭くなってしまってい

る。また、当初から海外に直接出願しようにも、プレス発表等が控えていて急ぎで出願

しないといけないような場合に、言語・現地代理人とのやりとり等を考えると、現実的
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には海外に直接出す余裕の無いケースはあるだろう。（P所） 

・日本の意匠制度は、保護対象の拡大や権利の取得・維持のためのコスト負担の軽減を

もっと進めなければ、日本への出願が減る一方である。知財の予算は通常、日本と海外、

意匠とそれ以外で別枠に決められているわけではないので、日本への出願がコストも高

く制限が多いのであれば、予算を他の国に振り分けられてしまう。入り口の段階で制限

するのではなく、間口は広くしておいて、利用したい者が利用できる制度にしたほうが

よい。（P所） 

・外国との制度調和と国内出願人の利便性を考えたとき、我が国の意匠制度は中途半端

なものに思われる。これからも意匠法で画面デザインを保護するのであれば、少なくと

も提出図面の簡素化が必要である。（S所） 

・韓国が保護対象を拡げたから我が国も拡げるというのはおかしな議論。我が国にとっ

て具体的にどのような利益があるのかを第一に考える必要がある。（S所） 
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Ⅲ． 画面デザインと画面デザイン開発の現状 

 

１． 市場製品・サービスにおける画面デザインの例 

 

（１） 複数機器で画面デザインが共通する例 

 

 以前より、異なる種類の機器で共通の画

面デザインを用いるケースが存在していた。 

 例えば右図は、ゲーム機やテレビ、録画

装置、携帯電話機等、異なる製品で共通し

た画面デザインが用いられている例である

52。 

 また近年では、スマートフォン用として

開発された汎用OSをスマートフォン以外の

製品に用いるケースも見られる（タブレッ

ト型端末、電子計算機、ポータブル音楽プレイヤー等）。 

【図表Ⅲ-50】汎用OSが複数製品に搭載されている例 

 

 

 

 

 

 

 

                    

       (TOSHIBA)53                   (TOSHIBA)54             (マウスコンピューター)55 

 56 

 

 

さらに、電子計算機用の汎用OSを搭載した携帯電話機やタブレット型端末や、タブレッ

ト型端末として使用することが可能な電子計算機も登場している。 

                         
52 http://www.scei.co.jp/media/h_xmb.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 
53 http://dynabook.com/pc/catalog/regza_t/110620at300/index_j.htm[ 終アクセス：2012年2月9日] 
54 http://dynabook.com/pc/catalog/cloud/100621az/index_j.htm[ 終アクセス：2012年2月9日] 
55 http://www.iriver.jp/product/lyumo/ad501/[ 終アクセス：2012年2月9日] 
56 Androidは、Google Incの商標です。 

REGZA Tablet AT300 Lyumo AD501 dynabook AZ

【図表Ⅲ-49】"XMB"（クロスメディアバー） 

(Sony Computer Entertainment Inc.) 

汎用 OS（Android™）を搭載したタブレット型端末（左）、   

クラウドブック（中）、及びポータブル AVプレイヤー（右） 

http://www.scei.co.jp/media/h_xmb.html
http://dynabook.com/pc/catalog/regza_t/110620at300/index_j.htm
http://dynabook.com/pc/catalog/cloud/100621az/index_j.htm
http://www.iriver.jp/product/lyumo/ad501/
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【図表Ⅲ-51】電子計算機用の汎用OSが使用される例 

 

 

 

 

 

 

 

               (FUJITSU)57                             (FUJITSU)58     

 

 

 

このような汎用OSを使用する製品は増加していくと考えられ、これに伴い、異なる種類

の製品で画面デザインが共通するケースも増加することが考えられる。 

 

（２） 製品購入後にメニュー画面を変更／追加する例 

 

 製品の購入後に、ユーザーがカスタマイズする

ことにより、電源投入直後に表示される画面デザ

イン（初期メニュー）を容易に変更することが可

能な製品が登場している（スマートフォンやタブ

レット型端末等）。 

右図のiida UIでは、全体の色見（左は黒を基

調とし、右は茶を基調としている）のほか、アイ

コンの大きさや配置をユーザーが任意に変更す

ることが可能である。 

 

                         
57 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2011/07/21.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 
58 http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1105/th/[ 終アクセス：2012年2月9日] 

「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。 

Windows® 7 ケータイ F-07C Windows® 7 搭載スレート PC TH40D 

電子計算機用の汎用 OS（Windows®）を搭載した携帯電話機（左）

タブレット端末として使用することが可能なスレート PC（右） 

【図表Ⅲ-52】iida UI 

 (KDDI) 

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2011/07/21.html
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1105/th/
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【図表Ⅲ-53】カスタマイズにより初期メニューを変更する例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARROWS Tab LTE F-01D (FUJITSU)59 

 

 

 

また、所定のプログラムやデータ等をインストールすることで、初期画面の画面デザイ

ンを追加することが可能な製品も登場している（スマートフォンやタブレット型端末、ゲ

ーム機等）。 

 

【図表Ⅲ-54】製品購入後に画面デザインを追加する例 

 

 

 

 

 

 

 

 

torne (Sony Computer Enertainment Inc.)60 

 

 

                         
59 http://www.fmworld.net/product/phone/f-01d/info.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 
60 http://www.jp.playstation.com/ps3/torne/store/theme.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 

壁紙やアプリ、ウィジェットなど、用途や利用シーンに 適化した組み合せを「スタイル」として

6 種類プリインストール（掲載は 5 種類）。使い勝手や気分に合わせて簡単に切り替えられる。ま

た、各スタイルを更に自分好みにカスタマイズすることもできる。 

Audio＆Visual ウォータープルーフ ロハス 

ステーショナリー キッズ 

『デザインテーマ』を購入すると、トルネの画面上のデザイン、

BGM や効果音、演出などを変更することができる。 

トルネ・ブラック ロケットトイトイ 

http://www.fmworld.net/product/phone/f-01d/info.html
http://www.jp.playstation.com/ps3/torne/store/theme.html
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なお、電子計算機のアプリケーションに関しては、以前より、プログラムやデータ等を

用いてアプリケーションの画面デザインを変更する例が存在していた。 

 

【図表Ⅲ-55】画面デザインを変更するためのプログラムやデータの例 

 

 

 

 

 

 

 

Windows Media Player用スキン(Microsoft)61 

 

 

 

 

このような製品購入後にユーザーが任意で画面デザインを変更できる製品は、電子計算

機以外の製品においても増えていくものと考えられる。 

                         
61 http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/downloads/windows-media-player/skins[ 終アクセス：2012年2月9

日] 

Cerulean Science 

『スキン』を使用すると、数回クリックするだけで Windows Media Player の外観を

何度でも変更できる。グラフィックやアニメーションで Player の外観を変えるだけ

のスキンもあれば、新しい機能を追加するスキンも存在する。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/downloads/windows-media-player/skins


 

‐76‐ 

 

 

（３） 製品購入後に機能を追加する例 

 

 製品のファームウエアをバージョンアップしたり、アップデートしたりすることは以前

より行われていたが、ユーザーが任意で機能を追加できるものは、電子計算機以外の製品

ではさほど一般的ではなかった。 

 しかし近年では、電子計算機以外の製品においても、購入後にユーザーが任意で機能を

追加することが可能なものが登場している。こうした製品においては、機能を追加するこ

とにより、その機能を操作等するための画面デザインも併せて追加されることが多い。電

子計算機と同様に製品にプログラムをインストールすることにより機能を追加する製品の

ほか、様々な方法で機能を追加することが可能な製品が登場している。 

例えば、下記の例では、製品本体にはプログラムを記録せず、製品を起動する度にプロ

グラム（ウィジェット）をダウンロードし、所定の画面デザインを表示している。 

 

【図表Ⅲ-56】テレビに機能を追加する例 

 

 

 

 

 

 

        

アプリキャスト（左）とその仕組み（右）(Sony)62 

  

 

 

 

 また、下記の例では、複合機と電子計算機とがネットワークで接続されており、電子計

算機にプログラムをインストールすることにより、複合機に新たな機能が追加される。 

 

 

 

 

                         
62 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/technology/theme/netcontents_01.html[ 終アクセス：2012年2月9

日] 

ウィジェットはアプリキャスト起動時にサーバーから動的にダウンロード・実行される。

あらかじめプログラムをインストールする必要はなく、常に 新の情報をダウンロードで

きるので、バージョンや更新を気にする必要がない。 

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/technology/theme/netcontents_01.html
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【図表Ⅲ-57】複合機（コピー機等）に機能を追加する例 

 

 

 

 

 

 

 

App2Me (RICOH)63 

 

 

 

 

 また、スマートフォンに所定のプログラムをインストールし、カーナビゲーションとそ

のスマートフォンを接続することで、カーナビゲーションの機能を追加することができる

製品も登場している。 

 

【図表Ⅲ-58】カーナビゲーションに機能を追加する例 

 

 

 

 

 

 

iPhone™連携機能(富士通テン) 64 

 

 

 

 このように、製品購入後に機能を追加することが可能な製品は、電子計算機以外にも広

がりを見せており、今後も増加していくものと考えられる。 

 

                         
63 http://www.app2me.jp/about/[ 終アクセス：2012年2月9日] 
64 http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/navi/app/[ 終アクセス：2012年2月9日] 

iPhoneはApple Inc.の商標です。 

iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

電子計算機へウィジェットギャラリーから新しいウィジェットをインストールすることで、

複合機（コピー機等）にお好みの機能を追加できる。追加した機能は、複合機（コピー機）

の操作画面から選択することが可能。 

カーナビと iPhone™が連携して、新しい情報と多彩にネットワーク。

便利で楽しいサービスを提供する専用アプリケーションが、これまで

にないドライブシーンを生み出す。 

TwitDrive Car ニュースリーダー  

http://www.app2me.jp/about/
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/navi/app/
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（４） 専用機の機能を他の態様により実現する例 

 

 従来は専用機が提供していた機能を、他の態様によって実現するケースが増えている。

例えば、電子番組表を閲覧することは、従来テレビや録画装置といった製品でのみで可能

であったが、近年では携帯電話機やオンラインサービスによっても電子番組表を閲覧する

ことが可能となっている。 

 

【図表Ⅲ-59】電子番組表が利用される態様の例 

 

 

 

 

 

 

      Gガイド65            Gガイドモバイル66      シンジケーテッドGガイド67 

 

 

 

 また、専用機の操作パネルにより行う操作と同様の操作を、汎用機のWebブラウザにより

行うことが可能な製品も登場している（国内企業のヒアリング調査によると、操作パネル

の画面デザインとWebブラウザに表示される操作画面の画面デザインを共通化した例も存

在する。）。 

                         
65 http://www.ipg.co.jp/gguide/index.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 
66 http://www.ipg.co.jp/mobile/index.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 
67 http://www.ipg.co.jp/sgg/index.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 

テレビ上（左）、携帯電話機上（中）、及びインターネット上（右）における 

電子番組表サービス(IPG) 

http://www.ipg.co.jp/gguide/index.html
http://www.ipg.co.jp/mobile/index.html
http://www.ipg.co.jp/sgg/index.html
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【図表Ⅲ-60】操作パネルとWebブラウザで同様の操作が可能な例 

 

 

 

 

 

 

 

複合機（コピー機等）の操作パネル（左）とWebブラウザの操作画面（右） 

(RICOH)68 

 

 また、スマートフォン向けのカーナビゲーショ

ンアプリであって、ネットワークを介してサービ

スの提供を受けるものも登場している。右図はス

マートフォンによるナビゲーションを行うため

の画面デザインの例である69。 

こうした製品においては、表示される画面デザ

インが製品にあらかじめ記録された画像なのか、

ネットワークを通じて取得した画像なのかを区

別することも困難となりつつある。 

 

 

 

 

 

                         
68 http://faq.ricoh.jp/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=001800[ 終アクセス：2012年2月9日] 
69 DriveNet powered by carrozzeria 

http://pioneer.jp/carrozzeria/splink/cradle/[ 終アクセス：2012年2月9日] 

【図表Ⅲ-61】DriveNet  

(Pioneer) 

http://faq.ricoh.jp/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=001800
http://pioneer.jp/carrozzeria/splink/cradle/
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（５） 製品が多機能化された例 

 

 携帯電話機やスマートフォン等の通信機器は、多機能化が顕著な製品分野の1つであり、

カメラ機能等を具備した製品が数多く登場している。一方で、デジタルカメラ等の専用機

においては、通信機能の搭載が進んでいる。この結果、多機能化された通信機器と、通信

機能を搭載した専用機を区別することが困難になりつつある。 

 

【図表Ⅲ-62】撮影機能を持つ携帯電話機と、通信機能を持つデジタルカメラの例 

 

 

 

 

 

 

 

               (LG Electronics)70                             (Panasonic)71 

 

 また、ゲーム機能が搭載された通信機器も増加している。 

 

【図表Ⅲ-63】ゲーム機能を持つ製品の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (SCEI)72                     (SonyEricsson)73                   (Sony)74 

 

                         
70 http://www.lg.com/jp/mobile-phones/all-phones/LG-L-03C.jsp[ 終アクセス：2012年2月9日] 
71 http://panasonic.jp/dc/fx90/[ 終アクセス：2012年2月9日] 
72 http://www.jp.playstation.com/psp/go/photo/index.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 
73 http://www.sonyericsson.co.jp/product/docomo/so-01d/design/design.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 
74 http://www.sony.jp/tablet/products/P1/feature_2.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 

折りたたみ式タブレット

デバイス SGPT211JP/S 

ゲームキーパッド搭載スマートフォン

Xperia ™ Play 

携帯型ゲーム機

PSP GO 

沈胴式レンズを搭載した携帯

電話機 L-03C 

無線ネットワーク機能を搭載し、撮影した写真や

動画を送信・共有することができるデジタルカメ

ラ LUMIX FX90 

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/all-phones/LG-L-03C.jsp
http://panasonic.jp/dc/fx90/
http://www.sonyericsson.co.jp/product/docomo/so-01d/design/design.html
http://www.sony.jp/tablet/products/P1/feature_2.html
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 ゲーム専用機と同様の本格的なキーパッドを搭載した製品や、タッチパネル部にキーパ

ッドの画像を表示することによりゲーム専用機と同様の操作感を実現した製品も登場して

いる。 

このように、異なる種類の製品において、製品の画面デザイン、製品のきょう体デザイ

ン、もしくは製品のきょう体デザインと画面デザインとを区別することが困難なケースが

増加していくものと考えられる75。 

 その他、いくつかの製品分野においても、多機能化や通信機能の搭載が進んでいる。一

方で、その製品の主たる機能に特化した製品も依然として存在しており、製品と機能の関

係においては二極化が進んでいるといえる。 

 

【図表Ⅲ-64】各製品に搭載されている機能例の一覧 76 

機能 

製品 

通
話 

メ
ー
ル 

ゲ
ー
ム 

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン 

辞
書 

テ
レ
ビ 

動
画
・
写
真
再
生 

音
楽
再
生 

動
画
・
写
真
撮
影 

ブ
ッ
ク
リ
ー
ダ 

通
信 

PC △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ 

SmartPhone ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

携帯電話機 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 

ゲーム機 △ △ ◎ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ 

カーナビゲーション  △ △ ◎  ○ ○ ○ △  △ 

電子辞書   △  ◎ △ △ ○  ○  

テレビ △ △ △   ◎ ○ ○   ○ 

録画機  △ △   ○ ◎ ○   ○ 

フォトフレーム  △     ◎ ○   △ 

コンポ       △ ◎    

デジカメ       ○  ◎  △ 

ビデオカメラ       ○  ◎   

ブックリーダ          ◎ ○ 

 

 

                         
75 例えば、携帯電話機として通話が可能な歩数計も登場している。 

(http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/mobilephone/milook/)[ 終アクセス：2012年2月9日] 
76 主観に基づく分析結果であり、各製品と機能の関係を完全に表しているものではない（2011年8月弊所調べ）。 

◎：製品の主たる機能 

○：標準的な機能と考えられるもの 

△：一部製品に搭載、もしくはオンラインサービス

により実現しているもの等 

http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/mobilephone/milook/
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（６） 業務用ソフトウェアの画面の例 

 

 業務用ソフトウェアの画面デザインは、使いやすさ、わかりやすさが重視され、コンシ

ューマー向け製品又はサービスの画面デザインと比べると、装飾的要素が少なくシンプル

なものが多い。 

 

【図表Ⅲ-65】財務会計システムの例77 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         メイプル会計78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Web経費精算システム79             わくわく財務会計システム２80 

           

 

 

                         
77 「資料Ⅳ－２情報サービス業における画面デザインの事例」2～4 頁より抜粋（一般社団法人情報サービス産業協会） 
78 http://www.tjq.co.jp/mplsample.pdf[ 終アクセス：2012年2月9日] 
79 http://www.cac.co.jp/product/pharma/prsm7/calculation.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 
80 http://www.lan2.jp/acc/waq2-b-ledger.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 

(株式会社シーエーシー) (株式会社ピクシス) 

(株式会社ティージェイキュー) 
(富士通エフ・アイ・ピー株式会社) 

http://www.tjq.co.jp/mplsample.pdf
http://www.cac.co.jp/product/pharma/prsm7/calculation.html
http://www.lan2.jp/acc/waq2-b-ledger.html
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【図表Ⅲ-66】スケジュール管理システムの例81 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            WebWorker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     アリエル・マルチスケジューラ82        desknet's83 

       

 

                         
81 「資料Ⅳ－２情報サービス業における画面デザインの事例」5～7 頁より抜粋（一般社団法人情報サービス産業協会） 
82 http://www.ariel-networks.com/product/multischeduler/[ 終アクセス：2012年2月9日] 
83 http://www.desknets.com/standard/product/func/02_schedule.html[ 終アクセス：2012年2月9日] 

(アリエル・ネットワーク株式会社) (株式会社ネオジャパン) 

(日本ユニシス株式会社) 
(富士通エフ・アイ・ピー株式会社) 

http://www.ariel-networks.com/product/multischeduler/
http://www.desknets.com/standard/product/func/02_schedule.html
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２． 画面デザイン開発の現状 

 

（１） 画面デザインの基礎知識 

 

（ⅰ） 画面デザインの種類 

 

 画面デザインは古くは2値のモノクロ表示のコンピューターから始まり、描画性能の急速

な向上に伴い、多彩な表現が可能となってきた。色数の増加、動きの付加、画面遷移のト

ランジションなどにより、さまざまな画面要素の集合体であるアプリケーションやユーテ

ィリティは、よりわかりやすく、使いやすく進化してきたといえる。 

ここで、横軸を画面デザインの構成要素、縦軸を各構成要素に対する効果の要素として、

画面デザインの種類を表した図を示す。 

 

【図表Ⅲ-67】画面デザインの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横軸である画面デザインの構成要素は1つのパーツから始まり、機能を実行するためのコ

ンポーネントとなる。また、意味ある形としてのアイコンとなる。それらが集合したもの

が画面であるといえる。更にそれらが系をなし、シークエンスやフローを伴うことで、ア

プリケーションやユーティリティとしてまとまったものとなる。 
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一方、縦軸である構成要素に対する効果の要素は、静止したグラフィックスのデザイン

からはじまり、それらに動き、アニメーションが付加されていく。更には、遷移効果とし

てのトランジションがつくようになってきた。 

具体的には、ボタンやバーといったものが 小単位であり、これらはコンポーネントと

呼ばれる。また、ある機能やアプリケーション等の象徴として表現されたアイコンがある。

さらにアイコンが並ぶことでメニューになる。 

これら機能を表す画面は多数存在し、呼称は様々である。例えば、メニュー、起動画面、

壁紙、設定画面等と呼ばれている。 

 

（ⅱ） アイコンの作成方法 

 

 アイコンの作成にはさまざまな手法が存在するが、一例を紹介する。オーソドックスな

手法は、デザイナーがスケッチを手描きで描くプロセスとほぼ同様のプロセスである。ま

ず、対象物の形状を正確にとり、それに着色や効果をつけていくといったプロセスをPC上

で行っていくというやり方である。 

例えばフォルダのアイコンを作成する場合、実物のファイルと同様の形状を描き、演出

効果を加えていくことで、様々なバリエーションを作っていく。 

 

【図表Ⅲ-68】アイコンに付加する演出効果の例 
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また、遠近法を少し強めに設定することや、少し弱めに設定することだけでも、異なる

印象を与えることが可能である。さらに、アングルを変えることで印象を変えることも可

能である。 

このように作成したアイコンに光や色を付け加えたり、アイコンの素材や材質等の表現

要素を付け加えたりすることで、様々なバリエーションのアイコンが作成することができ

る。 

 

【図表Ⅲ-69】アイコンに付加する表現要素の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、素材をガラスのように表現することや、ふわっとした柔らかいライティン

グを当てること、逆に強い光を当てること等が挙げられる。 

 アイコンを作成する場合、実際のケースとしてはアイコン単体でデザインするのみなら

ず、アイコンの背景も一緒にデザインしていくことが多く、このような表現効果の組み合

わせによって、1つのモチーフからたくさんのバリエーションのアイコンを作成している。 
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【図表Ⅲ-70】アイコンのバリエーション例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅲ章２．（１） 横内 恭人）
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（２） 画面デザインの開発プロセス 

 

（ⅰ） 画面デザイン開発の位置づけ 

 

 次図は、製品開発における画面デザインの開発の位置付けを、開発期間が14か月の場合

を例にとって表したものである。 

 

【図表Ⅲ-71】画面デザイン開発の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような製品の場合、商品企画が開発前半で行われ、続いて製品のきょう体デサイン

（プロダクトデザイン）が行われる。画面デザインについては様々なケースが存在するが、

商品企画の早い段階から行われるケースもある。そして画面デザインの作成活動は、おお

むねこの図における水色の枠84の範囲で行われている。しかし、上市直前までソフトウェ

アの変更に伴うフォローを行うことが多くあり、画面デザイン開発は全体の中で非常に長

い期間かかわることになる。 

 

 次図は、画面デザイン開発の詳細なプロセスを表したものである。 

 

                         
84 図表Ⅲ－71中、「画面デザイン」の開発時期を示す 下段の線表の中央部を囲む四角枠。 
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【図表Ⅲ-72】画面デザインの開発プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面デザイン開発のプロセスは大きく分けて、「リサーチ／ベンチマーク」、「コンセプト

立案」、「アイデア創造」、「プロトタイプ」の制作、パーツを作る等の「製品化フォロー」、

「評価」の6つに分けることができる。また、それぞれのプロセスの間でも様々な評価が行

われる。例えば、社内の評価や、社外の人に実際に使用してもらう評価等である。 

 画面デザインを開発するためのツールとしては、手描きからスタートし、グラフィック

ツールやインタラクティブなGUIを作成するスクリプトツールを用いる。中には、画面デザ

インと関係するハードウェアの開発チームと一緒になって画面デザインの開発を行う場合

も存在する。 

開発する画面デザインに対する他社の意匠権調査は、まずアイデア創造のプロセス周辺

で行う。また、開発の 終段階で再度、他社の意匠権調査を行うとともに、必要に応じて、

意匠登録出願を行っていく。 

 

 

ｽｸﾘﾌﾟﾄﾂｰﾙ ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾂｰﾙ 
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（ⅱ） 各ステップにおける具体例 

 

 前述の各ステップの実際の開発内容について、用いて

具体的に説明する。例に用いるのは、右図にあるキーボ

ード部に液晶パネルを用いた2画面式のノートPCである

85。 

 このノートPCは、キーボード部分についても画面デザ

インを用いる点が特徴的であり、ベンチマークのステッ

プでは、このような製品が将来的にどのような方向に進

んでいくか、という未来予想を行いながら、製品イメー

ジを固めていく。 

続いて、画面デザインのアイデアを出していくわけであるが、 初から具体的な画面デ

ザインを開発するわけではない。例えば2画面で対戦型にしたらどういうインターフェース

となるだろうか、といったユースケースをスケッチしながら開発を進めていく。 

 

【図表Ⅲ-74】画面デザインのスケッチの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次は、幾つかのユースケースから商品像をコンセプトとしてまとめていく作業を行う。 

 例えば2画面を折るように使用できるノートPCは、まるで本のように縦使いで電子書籍を

                         
85 http://dynabook.com/pc/catalog/libretto/100621w1/index_j.htm[ 終アクセス：2012年2月9日] 

【図表Ⅲ-73】libretto W100 

(TOSHIBA) 

http://dynabook.com/pc/catalog/libretto/100621w1/index_j.htm
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読むことができるだろう、あるいは、上の画面と下の画面とのコンビネーションで直観的

にスクラップができるだろう等、ユースケースから製品の機能を考えていく。 

 

【図表Ⅲ-75】画面デザインのコンセプトの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなデザインを行う場合、コンピューター上だけでデザインを行うのではなくて、

実際にペーパーモックを作成し、手の大きさとの関係や、持ち方等を実際に触りながら検

討していく。 

 また、二つ折りのノートPCを開くと、まるで本のようにページをぱらぱらとめくること

ができ、途中でどこかをぱっとタップするとそのページが開く、といったようなメニュー

画面を検討する場合は、このような制御が可能なハードウェアを電子工作で作成しながら

検討していくこともある。 

 そして評価は、これらのアイデアから幾つかの候補に絞って行う。グローバルで展開す

る主要商品についてはグループインタビューや、実際のユーザーに評価してもらうことも

ある。これらの評価を基に、更に候補を絞って完成度を高めたプロトタイプをつくり、更

に評価を行う。このような作業を繰り返しながら、実際の製品は開発されていく。 

 製品仕様が大筋決まると、実際に画面デザインのパーツを作成する作業に移る。ここで

は操作仕様を考えながら画面デザインを行うわけであるが、色々な持ち方や使い方ができ

るノートPCであるため、縦向きや横向き、開いたとき、閉じたとき、その他様々な動きを

加味した上で画面デザインを開発する必要がある。  

（Ⅲ章２．（２） 横内 恭人）  
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（３） エンタープライズ系システムの画面デザイン開発の現状 

 

本項ではエンタープライズ系システム開発における画面デザイン開発の現状について説

明する。 

エンタープライズシステムとは、企業における情報システム全般、特に大型のシステム

を指し、企業からの発注を受けベンダーが受託開発を行うことが一般的である。情報シス

テムは、複数のサーバー、データベース及びユーザー端末等から構成される。大規模なシ

ステムでは、複数のシステムがネットワークを通じて結びつき1つの大きなシステムを構成

している。利用者は、ユーザー端末に表示される画面を利用して必要事項を入力する等の

操作を行うことで、システムを利用する。 

 

【図表Ⅲ-76】大規模システムの全体イメージ86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エンタープライズ系システム開発は、企画・要件定義段階と、開発段階に大きく分かれ

るが、画面デザインの開発は、受注決定後である開発段階に作成される外部設計書におい

てその仕様が決定されることが一般的である。また、開発段階の終盤に行われるユーザー

によるテストの際に、顧客企業の要望や都合により画面デザインに修正が加わることも少

なくない。 

                         
86 「資料編Ⅳ－２情報サービス業における画面デザインの事例」20頁より抜粋（一般社団法人情報サービス産業協会） 
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【図表Ⅲ-77】システムの受託開発工程と契約プロセスの例87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エンタープライズ系システム開発における画面設計では、要求される機能を実現するた

めに必要な項目を操作性及び視認性に配慮して画面内に配置することが重視される。エン

タープライズ系システムにおける画面デザインについては、同じ目的のシステムであれば

要求されるメニュー項目に大差はなく、また、レイアウトも基本的に数種のパターンに集

約されるため、画面デザインに変化を出すには限界があり、デザインの独自性をうち出し

にくいとの指摘88がある。 

 

                         
87 「資料Ⅳ－２情報サービス業における画面デザインの事例」21頁より抜粋（一般社団法人情報サービス産業協会） 
88 「資料Ⅳ－２情報サービス業における画面デザインの事例」2頁（一般社団法人情報サービス産業協会） 
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（４） 画面デザイン開発と意匠制度の関係 

 

画面デザインといってもパーツレベルのものから、時間軸を伴って変化するものまで

様々な種類が存在する。また、画面デザインは製品の機能や製品の持つ目的等と非常に密

接な関わりがあり、総合的なものであるといえる。ユーザーエクスペリエンスという言葉

で表現されるように、ユーザー体験を伴ったものであり、単に見た目、形だけのものでは

ない。 

さらに、画面デザインがユーザーへの付加価値として訴求する程度や画面デザイン開発

の自由度には、製品の性質によって大きな差があるといえる。 

このような画面デザインの総合的なオリジナリティーや付加価値をどのような形で保護

するべきかをよく検討したうえで、創作の自由度とのバランスも考慮し、意匠制度による

画面デザインの保護の在り方を検討する必要があるといえる。 
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Ⅳ． 物品との一体性要件の緩和の是非について 

 

 本章では、これまでに示した背景やニーズを踏まえつつ、第Ⅰ章「２．本調査研究の検

討課題」に示した検討課題のうち「物品との一体性要件」について検討を行う。 

 

１． 物品との一体性要件とは 

 

（１） 意匠と物品との関係 

 

意匠法において、「意匠」とは「物品（物品の部分を含む）の形状、模様若しくは色彩又

はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されており（意匠

法第2条第1項）、意匠と物品とは一体不可分なものとして扱われている89。したがって、物

品を離れた創作（例えば、模様又は色彩のみの創作）は、意匠法上の意匠には該当しない。

また、「意匠が具体的なものであること」が意匠登録の要件とされているが、形状、模様若

しくは色彩又はこれらの結合（以下、「形態」という）が具体的であることのみならず、物

品の用途及び機能についても具体的であることが求められる。 

物品は意匠の類否判断における判断要素ともされており、意匠が類似するものと認めら

れるためには、形態が同一又は類似であることのみならず、意匠に係る物品が同一又は類

似であることが必要とされる90。 

 

（２） 画像を含む意匠と物品との関係 

 

物品の機能91を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像は、物品の部分の

形態に含まれるものとされている（意匠法第2条第2項）。このように、画像を含む意匠につ

いても物品と一体不可分なものとして扱われていることから、これについて意匠登録出願

をする場合には、画像が表示される物品の区分を願書の【意匠に係る物品】の欄に記載す

るとともに、画像が物品に表示された状態の図面を提出する必要がある。 

                         
89 なお、意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならず（同法第７条）、願書に

は、「意匠に係る物品」を記載する必要がある（同法第６条第１項第３号）。 
90 「思うに、意匠は物品と一体をなすものであるから、登録出願前に日本国内若しくは外国において公然知られた意匠

又は登録出願前に日本国内若しくは外国において頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であるこ

とを理由として、法三条一項により登録を拒絶するためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は類似であることを

必要とし、更に、意匠自体においても同一又は類似と認められるものでなければならない。」（ 判S49.3.19可撓性ホー

ス事件） 
91 「物品の機能」とは「物品から一般的に想定できる機能」を意味するものとされている。ただし、意匠登録を受けよ

うとする意匠に係る物品が一般的に想定できない機能を有している場合には、願書の記載等でどのような機能を有して

いるかを示すことで、その機能を発揮するための画像についても保護を受けることができる。（意匠審査基準 74.2 「意

匠法第２条第２項に規定する画像について」） 
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意匠審査基準では、物品から独立して創作され、販売されるソフトウェアをインストー

ルすることで表示される画像は、保護対象とはならないとされており、画像を含む意匠と

物品とは、画像が表示される時点においてのみならず、流通の時点においても一体である

ことが必要とされている。 

 

２． 物品との一体性要件に係る課題と対応策 

 

（１） 課題 

 

上述のとおり、我が国の意匠制度においては、物品とデザインとが一体であること92が

保護の要件となっている。この「物品との一体性要件」によって、意匠法による画面デザ

インの保護は次のような制限を受けており、欧米等と比べて保護の対象が限定的となって

いる。 

 

【図表Ⅳ-78】画面デザイン保護の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 対応策（案） 

 

上述のとおり、我が国意匠法での画面デザイン保護には制限があり、欧米等と比較して

保護が限定的であるが、本項ではこの問題についての対応策を検討する。 

対応策としては、例えば以下のA～C案が考えられる。 

 

 

                         
92 物品の使用時のみならず、流通時においても一体であることが求められる。 
93 ただし、意匠権は類似する物品にまで及ぶ。 

制限1 

物品の内部にあらかじめ記録された画面デザインのみが保護の対象となり、物品とは独

立して創作、販売されるソフトウェア等の画面デザイン、ネットワークを介して伝送さ

れる画面デザイン等は保護の対象とはならない。 

制限2 

画面デザインは単体では保護の対象とはならず、物品の部分として保護されるため、同

じ画面デザインであっても異なる物品に適用した場合には異なる意匠として扱われる

こととなり、各物品ごとに個別に出願・権利化することが必要となる93。 
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【図表Ⅳ-79】考えられる対応策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記A案を採った場合における、上記制限1、 2に対する具体的な対応としては、以下が

考えられる。 

 

 

A 物品との一体性要件を維持する 

現行制度の物品との一体性要件を維持しつつ、必要に応じて上記制限の一部を緩和す

る。上記制限に対する具体的な対応案は後述する。 

B 物品との一体性要件を一部緩和する 

物品を離れたデザインのうち、画面デザインについてのみ物品との一体性要件を緩和

し、アイコンやグラフィカル・ユーザー・インターフェース等の画面デザイン自体を物

品とみなして保護対象とする。これにより、上記の制限1、2は解除されるものと考えら

れる。 

このように画面デザイン自体を意匠として保護する場合には、どのような行為を侵害

行為として禁止すべきかを検討する必要がある。例えば、画面デザインに係る画像を表

示する行為、画面デザインを表示させるプログラムを送信する行為、画面デザインに係

る画像データを送信する行為等について、直接侵害又は間接侵害として禁止すべきか否

かを検討する必要がある。 

また、画面デザインの意匠権の効力範囲についても、検討が必要となる。 

例えば、画面デザイン全体を1つの物品区分とした場合、あらゆる用途の画像に権利

が及ぶこととなる。一方、画面の用途や機能ごとに区分を設けた場合（例えば「メール

送信のための画面」）には、用途や機能が同一又は類似の画面デザインにのみ権利が及

ぶことになるものと考えられる。 

C 物品との一体性要件を撤廃する 

画面デザインに限らず、すべてのデザインについて、物品との一体性要件を撤廃し、

無体物についても意匠法による保護の対象とする。これにより、時上記の制限1、2は解

除されることとなる。 

この場合、意匠制度全体の抜本的な見直しが必要となり、その是非や影響について慎

重に検討する必要がある。また、画面デザインだけでなく、タイプフェイス、模様自体、

グラフィックシンボル等の無体物についても保護対象に含まれることとなるが、その是

非や影響についても慎重に検討する必要がある。 
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【図表Ⅳ-80】A案を採った場合の更に具体的な対応策 

                         
94 物品を販売する前のインストール行為については、下記の理由から、物品の製造行為として捉えるのが妥当と考えら

れるが、物品販売後のインストール行為が物品の製造に該当するか否かについては、更に検討が必要である。 

(1)携帯電話機等の正規品（あるいは模倣品）の製造段階においては、ソフトウェアをハードウェアに組み込む工程を必

ず経ることとなるが、このような工程を「物品の製造」として扱わないこととすると、産業の実態に即した意匠の保護

が果たせないこと。 

(2)特許についてではあるが、プログラムをインストールすることが「物の生産」に該当するという判例（平成17 年（ネ）

第10040 号）が存在し、意匠法の「物品の製造」についても同様に考え得ること。 
95 意匠法第三十八条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 

一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等（譲渡及び貸渡しをい

い、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等

の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為。 
96 現行制度では、譲渡等される物品が専用品（いわゆる「のみ品」）であることが間接侵害成立の要件となっているが、

複数種類の物品で実行可能なプログラムは専用品に当たらず、間接侵害が構成されないものと解される可能性がある。 

制限1について 

現在、直接的な保護の対象とはなっていない「物品とは独立して創作、販売されるソ

フトウェア等の画面デザイン」について、間接侵害規定による保護を図る。具体的には、

他者の意匠権に係る画面デザインを表示させるプログラム等を販売等する行為につい

て、間接侵害行為に該当するものとして禁止する。 

このためにはまず、現行制度下において、「プログラム等を携帯電話機等の物品にイ

ンストールすることにより画像意匠に係る物品を完成させる行為」が「意匠に係る物品

の製造」に該当するものと解釈できるか否かを確認する必要がある94。該当する場合に

は、現行制度の間接侵害規定95が十分なものであるかを検討し、不十分である場合は間

接侵害規定の改正を検討する96。 

制限2について 

（α案） 

上位概念の物品名を指定できるようにする。例えば、物品名として「電子機器」を指

定できるようにする。この場合、実質的にあらゆる物品に権利が及ぶこととなり、画面

デザイン自体を保護対象とした場合と同様の効力を有することとなる可能性がある。ま

た、物品名から物品の機能を特定できなくなる可能性があるため、「機能・操作要件」

を検討する際には注意が必要である。 

（β案） 

上位概念の物品名を指定できるようにする。ただし、どのような機能を有するもので

あるのかを限定しなければならないこととする。例えば、物品名として「メール機能を

有する電子機器」を指定できるようにする。この場合、指定された機能を有するすべて

の物品に権利が及ぶものと考えられる。 

（γ案） 

多物品一出願制度（複数の物品を一の出願で権利化することのできる制度）を導入す

る。これにより、手続負担やコスト負担を低減できる可能性がある。この場合、図面の
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 次項では、上記制限2についてのα案～γ案（一出願で複数の物品に権利が及ぶ保護）に

ついて、更に詳細に検討する。 

 

（３） 一出願で複数の物品に権利が及ぶ保護について 

 

（ｉ） 現状 

 

現行意匠法制度下においては、複数の物品間において共通化された同じ画面デザインを

用いる場合であっても、異なる種類の物品（例えば「携帯電話機」、「デジタルカメラ」、「携

帯音楽再生機」等）ごとにそれぞれ意匠登録出願を行い、権利化する必要がある。すなわ

ち、一出願につき一物品を願書に記載する事が原則となっている。 

しかしながら近年の多機能物品等の増加に伴い、共通の機能を持つ共通の画面デザイン

が複数の物品間で用いられる傾向が強まっている現状にあっては、権利化を希望する物品

が多数に渡る場合、同じ画面デザインであるにも関わらず、多数の意匠出願を行う事を余

儀なくされるため、ユーザーにとって手続面・コスト面における負担が大きいと考えられ

る（前記制限2）。 

したがって、当該現状にかんがみ、画面デザインにおいては、一出願一物品の原則を見

直し、一出願で複数の物品に権利が及ぶ保護を可能とする制度の導入を検討する必要があ

る。 

 そこで、一出願で複数の物品に権利が及ぶ保護を可能とする制度の在り方を以下に検討

する。 

 

（ⅱ） 各対応案のメリット・デメリット 

 

① α案の場合 

 

 メリット 

・この場合、実質的にあらゆる物品に権利が及ぶこととなり、共通の画面デザインを有

する複数の物品の保護が可能となる。よって、ほとんどの画面デザインが電子機器に表

示される現状にかんがみた場合、実質的に画面デザイン自体を保護対象とする場合（前

記B案）と同様の極めて広範な権利保護が可能となる。 

提出要件をどのようなものとするのかについても、併せて検討する必要がある。例えば、

画像図は1つだけ提出し、物品名として例えば「携帯電話機」、「デジタルカメラ」、「携

帯音楽再生機」の３つを指定できる制度などが考えられる。 
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 デメリット 

・実質的にあらゆる物品に制限無く意匠権による保護が及ぶこととなるため、現行制度

と比較した場合、ユーザーにとり第三者の権利を調査・監視する負担が極めて大きくな

る。 

・特許庁審査における先行意匠調査の対象が広範となるため審査負担が増大し、それに

より審査が長期化する可能性がある。 

・仮に極めて根幹的な画面デザインについて巨大な意匠権が成立した場合には、該当産

業の活動を著しく制限し、かえって産業発達を阻害するおそれがある。 

 

② β案の場合 

 

 メリット 

・この場合、指定された機能を有するすべての電子機器に権利が及ぶものと考えられる。

α案に次ぐ広い権利保護が可能となり、共通の画面デザインを有する複数の物品の保護

が可能となる。 

 

 デメリット 

・機能についての定義規定のようなものが存在しない場合、願書に記載された機能に基

づいて権利範囲がどこまで及ぶかの予測・解釈が難しく、現行制度に比べ、意匠の類否

判断が困難となるおそれがある。 

・上記意匠の類否判断が困難となることにより、ユーザーが第三者との権利抵触等を回

避するために行う調査・判断も困難となるおそれがある。これにより、産業活動に萎縮

効果をもたらし、かえって産業の発達を阻害するおそれがある。 

・多機能物品等について、極めて広範囲に渡る機能を願書に記載した意匠出願が増加し

た場合、実質的にα案と同等のデメリットが発生する可能性が考えられる。 

 

③ γ案の場合 

 

 メリット 

・この場合、出願人が意匠権による保護を求める範囲内で意匠に係る物品を指定する事

ができ、共通の画面デザインを有する複数の物品の保護が可能となる。 

また、意匠に係る物品が願書で明確に特定される事により、α案、β案に比べると特許

庁の審査負担が軽く、同時にユーザーの調査・監視負担も軽減されると考えられる。 
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 デメリット 

・多物品一出願制度を導入した場合、実際は実施しない物品について願書に大量に記載

する出願人が現れる事が懸念される。この場合、結果的に極めて広範な物品について一

件の意匠登録を認めることとなり、上記α案、β案と同様、特許庁における審査負担の

増加に基づく審査遅延の問題や、ユーザーにおける監視負担等増加の問題が発生する事

が考えられる。したがって、このような大量物品記載出願を防止するための何らかの措

置を講じる必要がある。（例えば、指定する物品数を100までと制限するとか、一物品追

加するごとに費用が加算されるようにするなど。） 

（Ⅳ章１．（３） 茅野 直勝） 

 

３． 制度利用者の意見 
 

（１） 国内企業アンケート結果 

 

 以下に、国内企業アンケート調査における物品との一体性要件に関する設問についての

回答と分析を示す。 

 

【図表Ⅳ-81】C4-7 画面デザインに関する意匠出願の在り方について、 

貴社のお考えにもっとも近いものをお選び下さい 

 

    件数 割合 

1 画面デザインについては、その画面デザインを使用するあらゆる物品

に対して権利が及ぶこととすべき 
14 11.2%

2 画面デザインについては、権利者が指定した用途や機能でその画面デ

ザインを使用する限り、あらゆる物品に対して権利が及ぶこととすべ

き 

19 15.2%

3 同一の画面デザインを複数の物品に適用する場合には、複数の物品を

一にまとめて出願・権利化できるようにすべき 
41 32.8%

4 現行制度を維持すべき（上記例においては、それぞれの物品ごとに出

願・権利化を行う） 
21 16.8%

5 わからない、どちらともいえない 16 12.8%

無回答   14 11.2%

回答者数 125 100.0%
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11.2%

15.2%

32.8%

16.8%

12.8%

11.2%
1

2

3

4

5

無回答

N=125

 

【分析】 

現行制度の権利範囲の考え方を支持する回答が約50％であるのに対し、「あらゆる物品に権利が及ぶ

制度」を支持する回答は約26%にとどまる。また、「同一の画面デザインを複数の物品に適用する場合

には、複数の物品を一にまとめて出願・権利化できるようにすべき」との回答が約33%と も多く、

権利範囲については現行制度の考え方を維持しつつ、手続負担やコスト負担の低減を望む意見が多い

ことが伺える。 
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【図表Ⅳ-82】B3-1 複数種別の製品またはオンラインサービスにおいて、ユーザーインタ

ーフェースを共通化していますか。もっとも近いものをお選び下さい 

 

    件数 割合 

1 ほとんどが共通化している 5 4.2%

2 ある程度共通化している 36 30.3%

3 今後共通化を進める予定 32 26.9%

4 ほとんど共通化していない（今後する予定もない） 30 25.2%

無回答   16 13.4%

回答者数 119 100.0%

 

4.2%

30.3%

26.9%

25.2%

13.4% 1

2

3

4

無回答

N=119

 

【分析】 

約6割の企業において、将来的に複数の製品又はサービスのユーザー・インターフェースを共通化す

る可能性がある。 
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【図表Ⅳ-83】C4-3 画面デザインについて、 

物品（製品）にあらかじめ記録された画像以外にどのような表示態様にまで 

保護すべき（又は保護を許容できる）と思いますか 

 

    件数 割合 

1 製品購入時から予め記録されているプログラムのバージョンアップや

アップデートにより追加／変更される画面デザイン 
57 45.6%

2 後からインストールされたプログラムにより表示される画面デザイン 48 38.4%

3 外部スキンや着せ替えデータなどを用いてカスタマイズされた画面デ

ザイン 
22 17.6%

4 プログラムやデータを記録した外部メディアを製品に装着することに

より表示される画面デザイン（例：ゲーム機にゲームソフトのカートリ

ッジを挿入することにより表示されるゲーム画面の画像、ＤＶＤプレイ

ヤでＤＶＤを読み込むことにより表示される、チャプター選択や字幕・

音声切り替え画面の画像） 

31 24.8%

5 ネットワークを介して製品を遠隔操作することにより表示される画面

デザイン（例：ホームネットワークを利用した録画予約、シンクライア

ント） 

36 28.8%

6 ネットワーク対応の機器（パソコン等の汎用機を除いたもの）がサーバ

ーから取得した画像を用いることにより表示される画面デザイン（例：

ネットワーク対応カーナビ専用機がサーバーから取得した画像を用い

て表示するナビゲーション画面の画像、航空券や切符の予約専用端末が

サーバーから取得した画像を用いて表示するリアルタイムの座席予約

画面の画像） 

35 28.0%

7 汎用的なブラウザー（Internet Explorer®97）やプレイヤー（Flashプレ

イヤー等）が、外部のプログラムやデータをほぼそのままの形で利用す

ることにより表示される画面デザイン（例：ウェブブラウザーが表示す

るウェブページやウェブサービスの画像、動画投稿サイトの画像） 

23 18.4%

8 保護する表示態様を拡大すべきでない 38 30.4%

9 その他 8 6.4%

無回答   12 9.6%

回答者数 125 100.0%

                         
97 Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。 
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【分析】 

意匠法による保護の拡充として、「製品購入時からあらかじめ記録されているプログラムのバージョ

ンアップやアップデートにより追加／変更される画面デザイン」を選択した企業が も多く、次いで

「後からインストールされたプログラムにより表示される画面デザイン」となっている。 
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（２） 国内ヒアリング結果 

 

（ⅰ） 意見の概要 

 

国内ヒアリング調査における物品との一体性要件に関する意見の概要を以下に示す。 

 

 物品を離れて画面自体を保護することのメリットとしては、複数の機器に適用され

る画面デザインの保護に資する点を挙げる意見があった。一方、デメリットとして

は、調査負担が増大する点を挙げる意見があった。 

 コスト低減のため、一出願でカバーする物品の範囲を広げるべきとの意見があった。 

 プリインストールのソフトウェアと後から追加されるソフトウェアとを区別すべき

でないとの意見があった。 

 

（ⅱ） 意見の抜粋 

 

国内ヒアリング調査における物品との一体性要件に関する意見（抜粋）を以下に示す。 

 

【国内企業へのヒアリング結果】 

・UIの重要性はリリース後に表れることもあり、当初は一機種限りのメニュー画面であ

っても、その後のビジネス動向により他の機器へ展開するということもある。ゆえに、

当初のUIを搭載した機器に限定して意匠権を取得してしまい、後日、他社が当社の機器

とは異なる（非類似の）物品において同一のUIを模倣してきた場合に物品非類似だから

ということで権利行使できないというのでは、保護ニーズと権利の内容とがかい離して

しまう。また、UIに関しては物品に関係なく創作・利用されるものがあるので、物品名

を特定することができない場合もある。（A社） 

・物品の説明については、なるべく効力範囲が限定されないような記載となるように留

意しているが、意匠の特定性の観点などで拒絶理由通知を受けることもあり苦労してい

る。物品を特定しないという方向で法改正されることにも賛成するが、権利化後の第三

者監視負担も勘案する必要があるので、審査官による調査結果を開示するなどの施策も

併せて検討してほしい。（A社） 

・現行の制度では、1つの製品が複数の機能をもつ場合、各機能の画面デザインが同一で

あっても機能ごとに出願することが求められ、意図する権利範囲を抑えるために非常に

コストがかかる。一製品が複数の機能を有することは少なくないため、同一製品で同一
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の画面デザインである場合、複数の機能について一出願でカバーできるよう物品の範囲

を広げてもらいたい。一方、権利保護と他者権利の監視とのバランスで考えれば、物品

性を全くなくしてしまうのは弊害が出るおそれがあるので、実態に合わせてある程度は

上位概念の物品ごとに出願を許容するのが良いのではないかと思われる。（B社） 

・製造業はある程度の時間や手数を掛けてデザインした製品を大量生産して市場に出し

ていく業態であるのに対し、サービス業は変化を通じて形のないものに価値を創出して

いく業態であり、スピード感が重要である。加えて、特にSI案件では、スピード感を保

ちつつ、顧客らの要望に柔軟に対応する必要がある。仮に画面デザインを意匠法で保護

することとした場合、自社で開発した画面デザインが意図せず他社の意匠権に係る画面

デザインと類似してしまうことにより事業が一定期間ストップし、スピード感が損なわ

れてしまうことへの懸念がある。したがって、サービスの画面については、意匠法によ

る保護の対象に加えるべきではない。（C社） 

・当社はPCにプリインストールされたアプリケーションとパッケージ販売しているアプ

リケーションの区別をしていない。一方は侵害になるが他方は侵害とならないという規

定は理解に困る。パッケージ販売しているアプリケーションとクラウドサービスであっ

ても、機能が同じであれば画面デザインとして区別するものではないと思う。（D社） 

・確かに、Webらしい画面デザイン、PCアプリらしい画面デザインというものがあり、多

少の違いは出てくるが、同じ機能である限り、画面デザインも似通ってくるのが普通で

ある。仮に画面デザインを保護するのであれば、画面に表示されるものについては区別

なく保護が及ぶイメージである。（D社） 

・しかし、実務上で考えると、画面デザインが物品を離れて意匠法により保護されるこ

ととなった場合、他者権利を調査しきれないデメリットの方が多いと感じる。第1の理由

としては、類似範囲がどこまで及ぶのかがわかりにくいことである。第2の理由は調査す

るためのツールが充実していないことである。商標であれば称呼で検索すればある程度

の範囲をカバーできる。しかし、特に意匠は外観を1つ1つ目で確認していかなければな

らず、またどの程度調査すれば十分なのかの判断も難しい。製品の性質上、1年スパンで

開発をしており、現在でも開発期間はぎりぎりである。画面デザインの意匠権を調査す

る工数を追加する余地は残っていない。（D社） 

・意匠権による保護が強いと、創作の自由を確保できなくなってしまうので、困る。今

までの意匠権というのは、意匠と物品とがセットになっているので、必ず物を作ってい

る人が権利を持っているので問題ないが、ソフトウェアの怖いところは、実際に開発し

ていない人が意匠を作り出せてしまう点にある。つまり、物品とセットになっている現

行法の意匠による保護で十分である。（E社） 

・物品とセットでの保護を図るのは良いが、物品を離れた画面そのものを保護すること
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には反対である。警戒するのはビジネスをしていない人が権利を持つという点である。

システムの一部の画面が仮に差し止めされたら、システム全部が使えなくなってしまう

おそれがある。不正競争防止法で保護するのであれば、利害関係者間の問題となり、ビ

ジネスをしていない人から訴えられることはない。（E社） 

・パソコンやスマートフォンの上位概念として「○○機能を有する電子計算機」という

物品を許容することとした場合、将来的には、あらゆる物品が同様の機能を持つことと

なる可能性があるため、権利範囲が広範になる点を懸念する。（E社） 

・画面デザインの保護を拡大するという考え方自体はよい。多機能物品が増えてきたの

で、画面デザインを特定の物品に限定するのではなく、上位概念の物品で捉えるべきで

ある。しかし、OHIMのような（無審査）登録制度を望んでいるわけではない。権利の安

定性を担保し、権利範囲を明確とするために、新規性や創作非容易性についての審査は

引き続き行われるべきである。（F社） 

・クリアランスの観点から見れば、画面デザインを一の分類にまとめることで、調査範

囲が明確となり、クリアランスの負担が低減するのではないか。（F社） 

・ページめくり用の矢印アイコンなど、ありふれた画面デザインが物品性をはなれて、

意匠登録となると、画面デザインの設計が困難になる。特にWebサイトの開発においては、

似たようなアイコンが多くあり、他者権利調査をしてから開発することは現実的に不可

能である。（G社） 

・画面デザインの保護について、物品を外した場合にはOSを開発している企業による独

占が懸念される。（H社） 

・意匠法による画面デザインの保護対象の拡大を行うことによる実務的な負担の程度は、

効力範囲の広さにもよる。物品を超えて効力が及ぶとすれば監視負担が大きい。現在の

効力範囲（物品類似の範囲）であればよいのではないか。（H社） 

・新製品はプリインストール対応で提供し、既に発売済みの製品ではプリインストール

はできないため、ネットワークからダウンロードしてインストール形態でサービス提供

をしている実態がある。（I社） 

・機能のネットワークとの連動が進む中で、プリインストールされたものでないと権利

行使できないとすれば、出願をする意味も薄くなる。Webサイトの画面についてまで意匠

法で保護してほしいとは思っていないが、少なくとも、デバイスの機能を制御するアプ

リケーションのダウンロードは、今後増えていくのは明らかであり、物品にあらかじめ

記録されていない画像により表示される画面デザインも増えることとなる。特にユーザ

ーはプリインストールかダウンロードか製品を利用する際に意識していない。（I社） 

・また、アプリ製作者にとっても、プリインストールされているか否かで保護対象にな

るかならないか異なったり、専用機は保護されるが汎用機では保護されないで差が出る
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のは公平感に欠け、権利範囲の不明瞭さに拍車をかけ、ひいては意匠制度自体が活用し

づらい情況に陥る。（I社） 

・画面デザインの意匠制度を積極的に活用したいとの立場をとれば、機能が共通すれば

異なる物品についても画面の意匠権が及ぶ制度が望ましいといえる。一方で、保護範囲

の拡大には、侵害調査負担や自社製品のデザイン制約の拡大の懸念もあり、判断が難し

い。（I社） 

・仮に画面デザインの保護を拡大するのであれば、物品で効力範囲を限定するよりも機

能や用途により限定されている方がわかりやすい。（J社） 

・侵害となる行為について、プリインストール、パッケージ販売、クラウドでのサービ

ス提供を区別して扱うことは違和感がある。当社ではクラウドサービスも提供している

が基本はパッケージソフトの内容と同じであり、同じ画面デザインを使用している。（J

社） 

・物品との一体性要件を外した汎用機等の画面デザインまで保護対象を拡大することは、

反対。画面デザインの多くは、長期間にわたって独占権による保護にふさわしいプロダ

クトデザインと異なり、ユーザーの利便性向上を目的とし、共通化、標準化していくべ

きものであって、意匠権という設定登録による排他的独占権での保護は適切ではないと

考えます。仮に保護を求める場合には、著作権や不正競争防止法によることで十分では

ないか。（K社） 

・仮に、物品との一体性要件を外した画面デザインを保護することとした場合は、間接

侵害の解釈、規定の見直しについて慎重に検討する必要があるのではないか。（K社） 

・審査基準の改正によって、デジタルカメラの水準器のような画面デザインも保護対象

となったが、このような、各社独自の画面デザインであれば保護するべきだと考える。

しかし、このような機能は専用機（事務機器等）であってもバージョンアップ等で追加

されることもあるので、専用機においてバージョンアップやプラグイン（機能追加）で

追加される画面デザインについては保護対象にしてもよいと思う。（L社） 

・物品性の要件を緩和し、物品の機能の要件を重んじて欲しい。（例えば、デジカメの機

能と携帯電話機のカメラの機能のように同一の機能に係るデザインについては物品性に

関わらず権利範囲に含めて欲しい）（L社） 
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【国内デザイン事務所へのヒアリング結果】 

・アイコン自体の権利化を可能としても良いのではないか。ただし、アイコンに何らか

の意味があるもののみ保護すべきと考える。（V所） 

・製品購入後に追加・変更される画面デザインを保護すべきかどうかについては、ユー

ザー目線で物品と画面デザインの一体性があるか否かで判断するべきだと考えている。

（V所） 

・画面デザインの意匠権については、権利者が指定した用途や機能でその画面デザイン

を使用する限り、あらゆる物品に対して権利が及ぶ制度とすべきと考える。ユーザー視

点で言えば、テレビもDVDプレイヤーも同じ操作画面が採用されていた方が使いやすい

が、画面デザインの権利化を考えると、機能ごとに権利化できるようにすることが望ま

しいのではないか。（V所） 

・ジャズ、ロック、ポップスなど、10数種類の音楽のジャンルを、イメージにあったア

イコンにしてほしいという依頼を受けたことがある。音楽のイメージをアイコンで表現

しなければならず、作成に非常に頭を悩ました。こうした、作成に工夫が必要なアイコ

ンについては、意匠権が取得できればいいとは思った。（W所） 

・誰もが使わなければいけないアイコンはフリーで使用できる方がよい。ユーザーがわ

かりやすいという点が一番重要である。アプリケーションが変わったり、メーカーが変

わったりするたびにアイコンが変わっていたのでは、ユーザーが混乱する。一方で、プ

リンタの標準的なアイコンは共通化されているが、クリーニング用アイコン等は各企業

で異なっている。これらのアイコンは、プライドとして他の企業と同じものを使用しな

いようにしている。このようなアイコンであれば、意匠権により保護してもよいのでは

ないか。（W所） 

・画面デザインを意匠法により保護することの趣旨は理解でき、それ自体は反対ではな

い。しかし、顧客企業との関係では画面デザインは売り切りで、知的財産権はすべて譲

渡する契約であり、新しい権利ができても留保できないため我々にはあまり関係が無い。

留保できたとしても管理負担を負ってまで権利を留保するべき価値があるかもわからな

い。その理由としては画面デザインのライフサイクルが短いという点もある。組み込み

機器では、それなりのライフサイクルがあるだろうが、次機種で変わるといったことも

あり、長いともいえない。（X所） 

・一言でアイコンといっても色々な種類がある。ピクトグラム系アイコンと、企業や製

品を識別するためのアイコンは分けて考えるべき。企業や製品を識別するためのアイコ

ンは、模倣されればユーザーが混同する可能性があることから保護の必要性が一定程度

あると思われる（商標的な保護で、意匠ではないかもしれないが）のに対して、ピクト

グラム系の場合、従来から数多く存在し似ている似ていないの判断が難しいこと（例え
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ば傘のアイコン）、誰にも権利主張される心配なく使用できた方がユーザーにとっての利

益にもなること（例えばゴミ箱のアイコン）から、保護しない方がよいと思われる。（Y

所） 

 

【弁理士事務所へのヒアリング結果】 

・例えば、同じ画面デザインであっても、ネットワークから取得したものは登録対象と

なり得ないが、物品にあらかじめ記録されているものであれば登録され得る点の相違は

ユーザーにとって相当な違和感を与えるようになってきたのではないかと思える。（O所）

・仮に画面デザインを物品の1つとした場合は、何もないと広すぎてクリアランスが困る。

物品と画面デザインを比較するためにも、画面デザインを機能や用途で限定する必要が

あることは理解ができる。しかし、同じ画面デザインであっても、機能が異なれば非類

似となるのであれば、いずれにせよ複数の出願をする必要がある。この点では、画面デ

ザインと物品の一体性を維持した場合と変わりがない。また、機能は出願人により詳細

化の粒度が異なり、結局比較ができない。よって、画面デザインと物品の一体性を維持

し、意匠出願時に複数物品を指定できる方が、出願人の事業範囲に合わせた出願が行い

やすいといえる。（O所） 

・権利範囲については、ある程度出願時にユーザーが想定できる範囲（業界ニーズに合

う範囲）であれば、どのような物品に使用されても権利が及ぶ方がよいと考える。画面

デザインの意匠権があらゆる物品の画面デザインに対して権利が及ぶ必要まではないが

（パソコンやタブレット型端末を作成している企業が、産業機械をつくることは考えに

くく、そこまで権利が及ぶ必要はないだろう。）、少なくとも一般の電子機器に表示され

る画像であればあらゆる物品に権利が及んでも良いのではないか。画面デザインは複数

の物品に使用される可能性があるが、個々の物品ごとに出願したのではコストや手間が

かかり十分な保護ができない。出願当初は考えていなかったような異なる物品に対し同

様の画面デザインを使用した意匠について、他者に出願されて困った経験が実際にある。

意匠権が及ぶ範囲を広げる方法としては、電子機器等の上位概念の物品を指定する方法

が考えられるが、安価に複数の物品を指定できるのであれば、そのような方法でもよい。

（P所） 

・数年前までは物品にあらかじめ記録された画像のみの保護で足りたかも知れないが、

現在では技術の進展により、画面デザインのデータがあらかじめ記録されていたものか、

どこに保存されているか等を意識する時代ではなくなっている。画面に表示された画像

が類似するのであれば、侵害とするべきではないか。その意味では映画のDVDのようなメ

ニューであってもユーザーが必要と考えるのであれば保護すべきである。画面デザイン

に係る世界は変化が激しい。現在を見て制度を作っていては、数年後にまた世の中が変



 

‐112‐ 

 

わってしまい、現実と合わない制度となってしまうだろう。（P所） 

・あらゆる物品に権利が及ぶ制度が望ましいが、他者権利の調査負担が増えるという問

題があることは認識している。この問題を解決するために、画面デザインの意匠権を相

対的独占権とすることについても検討すべきではないか。（Q所） 

・近年では、物品の機能を表示する画面であっても、ソフトウェア的に表示するものが

ほとんどである。あらかじめバンドルされたソフトウェアと後から追加されたソフトウ

ェアとで画面デザインの本質には何ら差はないから、これらを区別すべきではない。（Q

所） 

・デザイナーとしては、画面のデザインも物品の場合と同様の「創作物」であり、何ら

かの保護が必要である。著作権は依拠性が要件となっているため、言い逃れが容易であ

り、保護が十分でない面がある。意匠は物品性と切り離せない面があるが、画面デザイ

ンに限って物品性を離れる形で保護する（例えば、2条3項を新設し、画面自体を保護対

象とする）のも一案ではないか。その際、画面デザインはライフサイクルが短いため、

（無審査）登録制度についても検討する必要があるのではないか。（R所） 

・学者などからは保護対象を拡げないと欧米に遅れをとるという意見がある一方で、企

業からは保護を拡大すると他者権利調査が大変になるという声がある。理念的には広い

権利を目指すべきだが、欧州のように物品性を要求しないという制度は実務面での不都

合が大きすぎるだろう。商標のように、出願時に想定している保護の範囲を指定するよ

うな制度とするのも一案だが、出願人がすべての物品を指定した場合には、同様の不都

合が生じてしまう。例えば、使用主義の考え方を採用し、権利者が実施していない物品

については第三者が自由に実施できるようにしてはどうか。（R所） 

・PCに表示されるUSBマウスの設定画面や、ネットワークを介してPCに表示される画面な

どは、現状では保護対象となっていないが、表示形態によらず画面自体が保護される制

度の方が望ましいのではないか。画面自体を保護するという考え方は、物品性を前提と

した現行意匠制度の延長線上で考えるのが難しいため、画面に限って例外的な規定を設

けるのが適切ではないか。（R所） 

・複数の物品で利用可能な画面デザインについては、一出願で権利化できる制度とする

のが望ましい。（S所） 

・「意匠に係る物品」は、権利範囲を特定する要素として残すべきである。現行制度では、

複数の物品に適用可能な形状について、物品の類否に基づいて意匠の類否を判断してい

るが、画面デザインについてもこれと同様の判断を維持することが望ましい。（S所） 
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４． 事務局案 

 

（１） 事務局案の内容 

 

 委員会における検討に先立ち、国内アンケート調査結果、国内ヒアリング調査結果を踏

まえた事務局案を作成し、委員会において提示した。事務局案は、「意匠制度の大枠を維持

しつつ、可能な限りでの国際調和を目指す」こととした場合を想定した案であり、委員会

における検討のたたき台として用いられたものである。 

事務局案の内容は以下のとおりである。 

 

事務局案（検討のたたき台） 

物品との一体性要件を維持する（A案を採用する）こととし、制限1について

間接侵害の拡充を、制限2について多物品一出願制度の導入を行う（γ案）。 

 

事務局案について、更に詳細に説明する。 

 

（ｉ） A案を採用することについて 

 

物品との一体性要件は意匠制度の根幹にかかわるものであるから、その緩和／撤廃につ

いては、画面デザイン単独の問題としてではなく、その他のデザイン（模様自体など）の

保護の在り方も含めて、意匠制度全体の問題として検討すべきものである。ただし、現時

点でC案を採用することとした場合、広範な権利を取得することが可能となり権利者にとっ

てメリットがある反面、現行の制度や環境の下では審査負担や監視負担が極めて大きくな

ることが懸念される。 

したがって、現時点でB案又はC案を採用することは不適切であり、今後、審査負担や監

視負担を低減するための制度や運用の在り方についての検討とあわせて、意匠制度全体と

してC案の採用の要否について検討を行うこととすべきである。 

 

（ⅱ） 間接侵害の拡充について 

 

制限1に関し、現行制度の下では、製品とプログラムとを別々に譲渡することで権利侵害

を免れるといった脱法行為を排除できないおそれがあり98、権利の実効性に疑問がある。

このため、流通時における物品との一体性要件を廃止した上で、製品にインストールされ

                         
98 プログラムは複数の物品で利用できるものが一般的であるため、意匠法38条の「のみ」の要件を厳格に解釈した場合、

間接侵害規定の適用による救済をほとんど受けられない可能性がある。 
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ることにより登録意匠を構成させることとなるプログラム等を生産、譲渡等する行為につ

いて、間接侵害規定を拡充すべきである。 

 

（ⅲ） 多物品一出願制度の導入（γ案）について 

 

制限2に関し、複数の物品で共通して用いられる画面デザインについての意匠登録出願の

手続負担及びコスト負担を低減するため、多物品一出願制度を導入すべきである。なお、

上位概念の物品名を許容した場合には、B案を採用した場合と同様の問題が発生することが

考えられるため、上位概念の物品名は許容すべきでない。 

 

（２） 事務局案のメリット・デメリット 

 

事務局案のメリット及びデメリットとしては、以下が挙げられる。 

 

（ⅰ） 現行制度と比較した場合 

  

① メリット 

 

 前述「（ⅱ） 間接侵害の拡充について」の対応を取ることにより、製品とプログラム

とを別々に譲渡することで権利侵害を免れるといった脱法行為を排除することが可能

となり、画面デザインの意匠権についての実効性を高めることができる。 

 前述「（ⅲ） 多物品一出願制度の導入について」の対応を取ることにより、複数の物

品に共通して用いられる画面デザインについての意匠登録出願の手続負担及びコスト

負担が軽減される。 

 

② デメリット 

 

 前述の「（ⅱ） 間接侵害の拡充について」の対応を取ることにより、プログラムのみ

を生産、譲渡する場合であっても、他者の意匠権を考慮する必要が生じることとなる。 

 前述の「（ⅲ） 多物品一出願制度の導入について」の対応を取ることにより、一出願

に含まれる意匠のうち一部のものについてのみ拒絶の理由が存在する場合に、手続が

煩雑になる可能性がある。このため、効率的な手続の在り方について検討する必要が

ある。 
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（ⅱ） B案、C案と比較した場合 

 

① メリット 

 

 審査負担や監視負担が比較的低い。 

 意匠出願に係る画面デザインがどのような物品において用いられるのかが明確である。 

 

② デメリット 

 

 出願時に想定していなかった物品には権利が及ばない可能性がある。ただし、出願時

において想定していなかった実施態様についてまで独占権を与えるべきではないとの

考え方もある。 

 画面そのものを直接保護することができない（なお、プログラム等を生産、譲渡等す

る行為は、間接侵害を構成し得る。）。 

 複数物品を指定する場合、料金体系によってはB案、C案よりもコスト負担が大きくな

る可能性がある。 

 外国の出願を優先基礎として我が国に出願する場合に、物品名の追記が許容される範

囲が狭い。したがって、優先権主張が認められる範囲について、基準を緩和すること

が適切か否かの検討が必要である。 

 

５． 委員会における検討 

 

 委員会において上述の事務局案を提示し、検討を行った。 

 

（１） 委員会における意見 

 

以下は、委員及び委員が所属する各団体から提出された主な意見である99。 

 

（ⅰ） 物品との一体性要件について 

 

（意見１） 

・「制限１」に関し、間接侵害規定によって、物品とは独立して販売されるソフトウェア（ビ

ジネスソフトウェア、ゲームソフトウェア等）の画面デザインが、物品にプリインストー

                         
99 委員が所属する団体の意見については、団体としての意見が統一されている部分の概要のみを記載している。意見の

詳細や団体内での個別意見については、「資料編Ⅳ－２各団体からのご意見」を参照のこと。 
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ルされたソフトウェアの画面デザインと同じ保護を受けることができるよう手当されるの

であれば、物品との一体要件を維持するという事務局案を支持する。物品にプリインスト

ールされるソフトウェアも個別販売されるソフトウェアも、同じ労力を費やして開発され

たものであり、両者の保護範囲は当然同一にすべきである。 

（意見２） 

・一体性要件維持については、賛成する。 

（意見３） 

・事務局案に賛同する。すなわち、物品との一体性要件は維持すべきである。画面デザイ

ンは、物品の部分として保護されるという現行制度の大枠は変更すべきではない。少なく

とも、実際に画面デザインを巡る判例が確立されていない現状においていきなり物品の一

体性要件を廃止することは時期尚早である。 

（意見４） 

・事務局案「Ａ．物品との一体性要件を維持する」ことに賛成する。画面意匠はその歴史

も浅く、現状においては個々の権利の範囲が不明確であることは否定できない。このよう

な状況下において、物品性の要件を撤廃することは、ますます権利範囲が不明確となる恐

れがあり、安定した企業活動が阻害されることが懸念される。また、クリアランスの観点

においても、負荷の増加が懸念される。このため、画面意匠から物品性の要件を撤廃する

ことには反対する。ただし、物品性の考え方を緩和し、「物品の区分が異なる物品間であっ

たとしても、これらの物品があらかじめ有する機能であって、同様な機能を有する場合に

は、これらの物品について、物品性が類似すると考える」とすることを要望する。 

・近年、いわゆる多機能物品が増加し、意匠に係る物品と機能との対応が以前と比べて変

化している。この傾向は将来においても続くものと考えられ、現時点では予想もしていな

い物品に現時点の物品と同様の機能が追加され、同様の画面が用いられることで不測の不

利益を被る可能性がある。例えば、テレビジョン受像機の番組表示機能と録画装置の番組

表示機能のように、意匠に係る物品としては非類似であるものの、機能としては共通する

それぞれの画像について、現行制度下において保護するためには、別個の出願が必要であ

り、出願人にとって負担となっている。また出願時点で想像できない将来の物品が同様の

機能を有しており、同様の画面が用いられることに対しては、保護するための手段がない。

このような状況に柔軟に対応するため、「機能の面から画面意匠を保護できる」制度改訂を

要望する。（例えば、複数物品の指定を可（マルチ）とすることや、上位概念物品による出

願を可とすること等が考えられるが、上位概念物品については権利範囲の不明確化に繋が

るおそれがあるため、その定義を明確にする必要がある。） 

（意見５） 

・Ａ案を採用することについて積極的な反対意見はない。 
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（ⅱ） 間接侵害の拡充について 

 

（意見１） 

・間接侵害規定によって、物品とは独立して販売されるソフトウェア（ビジネスソフトウ

ェア、ゲームソフトウェア等）の画面デザインが、物品にプリインストールされたソフト

ウェアの画面デザインと同じ保護を受けることができるよう手当すべきである。 

（意見２） 

・制限1に対する間接侵害拡充については、製品とプログラムを別々に譲渡することにより

意図的に権利侵害を免れるといった行為を許すべきではないとの見解には賛成する。ただ

し、広範囲に拡充すると、意匠権登録された物品での利用を主目的としていないプログラ

ムの生産、譲渡であっても対象となることになり、一体性要件を維持する制度趣旨が著し

く損なわれるおそれがある。間接侵害拡充の方向性及び範囲についてはその影響を考え、

慎重に検討を行うべきである。 

（意見３） 

・間接侵害については、どのような拡充が適切か、法改正の要否を含めて引き続き検討す

べきである。また、事務局案には流通時における物品との一体性要件を廃止することで間

接侵害の拡充をはかるとされているが、流通時における物品との一体性要件の廃止が間接

侵害の拡充に必須であるのか慎重に検討すべきである。なお、間接侵害を拡充するとして

も、「他人の意匠権に係る画面デザインを有するプログラム」をダウンロード可能な機器本

体を製造するメーカーに不利益が及ばない制度となるよう十分留意すべきである。 

（意見４） 

・「現行制度の下では、製品とプログラムとを別々に譲渡することで権利侵害を免れるとい

った脱法行為を排除できないおそれがある」との問題に関しては、『「その物品があらかじ

め有する機能、またはその物品があらかじめ有する機能に付随する機能」については、「そ

の物品にあらかじめ記録された画像」ではなくとも、保護対象とする』ことで充足するも

のであり、間接侵害の拡充は不要である。間接侵害規定を改正する場合においては、他法

域を含めた広範な検討が必要である。 

（意見５） 

・間接侵害規定を拡充した場合、プログラムのみを製造・販売しているソフトメーカー等

にとっては、これまで予期していなかった画面デザインに関する他者意匠権を考慮する必

要性が生じるため調査・監視負担等が増加する事が懸念される。一方、現実問題として、

これらプログラムのみを製造販売するソフトメーカーが、自社で開発した画面デザインに

ついて、例えば「電子計算機」を意匠に係る物品として意匠権を取得する事は考え難い。

従って、事務局案を採用する場合、当該ソフトメーカー等の産業活動を阻害しないよう何

らかの工夫を今後検討していく必要があると思われる。 
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・事務局案では、「流通時における物品との一体性要件を廃止した上で、製品にインストー

ルされることにより登録意匠を構成させることとなるプログラム等」について間接侵害規

定を拡充するべき旨が提案されている。しかしながら、例えば、サーバーが別の場所（外

国含む）にあって、 終的に製品にダウンロードされない（ 終的に物品と一体化されな

い）Webサイトの画面デザインのような場合、ソフトウェアの画像のようにダウンロードさ

れるものと願書上は区別がつかないため、結果的に意匠登録されるのみで、権利行使時に

おいて間接侵害規定の拡充による十分な保護が可能であるかどうか不明であるとの懸念事

項がある。したがって、「Webページ画像」については、メーカー・ユーザー等の意見を十

分考慮した慎重な検討が今後なされる必要がある。 

 

（ⅲ） 多物品一出願制度について 

 

（意見１） 

・多物品一出願制度を導入するという事務局案を支持する。異なる物品間で同じ画面デザ

インを用いるビジネスが普及しつつある実情に即した改正案であると考える。 

（意見２） 

・多物品一出願制度導入については、異論はない。 

（意見３） 

・物品毎に審査を行うことを前提とするならば、事務局案の多物品一出願制度の導入に反

対するものではない。同制度の導入を検討するにあたっては、物品毎に審査を行うことを

前提とし、指定出来る物品に課される制約の内容、出願方法(図面の記載方法)、それぞれ

の物品の審査方法・拒絶理由通知受け時の対応方法等について、慎重に検討すべきである。 

（意見４） 

・多物品一出願制度導入については、反対すべきものではない。しかし、上位概念の物品

名の許容に関しては、現時点では否定されるべきものではなく、物品を特定するための方

法（例えば「用途・機能」で物品を特定する等）について更なる詳細検討を行うべきであ

ると考える。 

（意見５） 

・多物品一出願制度を導入した場合、実際は実施しない物品について願書に大量に記載す

る出願人が現れる事が懸念される。この場合、結果的に極めて広範な物品について一件の

意匠登録を認めることとなり、特許庁における審査負担の増加に基づく審査遅延の問題や、

第三者における監視負担増加の問題等が懸念される。したがって、このような出願を防止

するべく、多物品一出願制度には、何らかの制限が必要であると思われる。（例えば、指定

する物品数を100までと制限するとか、一物品追加するごとに費用が加算されるようにする

など）。また、多物品一出願制度を導入した場合、将来的に我が国がヘーグ協定、ジュネー
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ブアクトに加盟した場合における「複数意匠一出願」制度と調和するのかが懸念される。

したがって、この点についても十分かつ慎重な検討が必要であると思われる。 

 

（ⅳ） その他 

 

（意見１） 

・ソフトウェアの販売形態として、店舗でのパッケージソフトウェアの販売や、インター

ネットよりダウンロードして販売する方法等のほか、クラウド・コンピューティングによ

ってサービスを提供する動きもある。クラウドによるサービスでは、ユーザーの PC 等にア

プリケーション全体がインストールされるわけではないが、その画面デザインの創作には

パッケージソフトウェアの場合と同様の労力がかけられるため、パッケージソフトウェア

と同じ意匠保護を与えるべきである。 

（意見２） 

・上位概念の物品名を許容する制度の検討に際しては、現在の登録例においても、形式的

には上位概念の物品と推測出来てしまうような事例、例えば「電子計算機」や「携帯情報

端末」など一見すると広い概念で登録されている画面デザインの登録事例が存在すること

に鑑み、現在の法制の枠組みで上位概念の物品について出来ていることを明確にした上で、

新たにどのような上位概念の物品が許容されるのか、現状との異同を具体例を交えて明確

にすべきである。但し、上位概念の物品を認めることにより、物品との一体性要件が実質

上機能しなくなるような事態は避けるべきである。 

（意見３） 

・表示される画像が意匠の保護対象として認められる要件のうち「その物品にあらかじめ

記録された画像である」という要件に関して、『「その物品があらかじめ有する機能、また

はその物品があらかじめ有する機能に付随する機能」については、「その物品にあらかじめ

記録された画像」ではなくとも、保護対象とする』との緩和を要望する（バージョンアッ

プを対象とした保護までの緩和）。現行制度では、いわゆるプリインストールされた、その

物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像のみが権利の保護対象となっている。そ

のため、工場出荷時には対象画像を記録せずに、後にユーザーによるバージョンアップに

よって対象画像を表示可能とすることで、権利行使を逃れることが可能となっている。こ

のような行為を防止するために、その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像に

ついては、「その物品にあらかじめ記録された画像であること」という基準の見直しを要望

する。ただし、現行制度下において保護対象とはなっていないPC上で動作するゲーム等の

ソフトウェアを保護対象とすること、及びPC等の汎用機にインストールすることで動作す

るソフトウェアの画像を保護対象とすることを要望するものではない。 
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（２） 委員会における意見のまとめ 

 

 以下は、委員会における意見のまとめである。なお、これらの意見に基づく今後の意匠

制度の在り方についての提言を第Ⅶ章に記載しているので、併せて参照されたい。 

 物品との一体性要件については、現時点で撤廃することは時期尚早であり、維持すべ

きとの意見が多い（ただし、間接侵害規定により、物品と独立して販売されるソフト

ウェアの画面が保護を受けることができるよう手当されることが条件であるとする意

見があった）。その他、物品があらかじめ有する機能が類似する場合には類似物品とし

て扱うべきとの意見、物品があらかじめ有する機能のバージョンアップに係る画面は

保護対象とすべきとの意見、クラウド・コンピューティングのサービスの画面を保護

対象とすべきとの意見などがあった。 

 製品とプログラムとを別々に譲渡することで権利侵害を免れるといった脱法行為を抑

止する必要性については賛同する意見が多かったものの、間接侵害の拡充の必要性に

ついては賛否が分かれた。間接侵害の拡充の検討に際しては、物品と独立して販売さ

れるソフトウェアの画面が保護を受けることができるようにすべきとの意見、意匠権

登録された物品での利用を主目的としていないプログラムが保護の対象とならないよ

う慎重に検討すべきとの意見、流通時における物品との一体性要件の廃止が間接侵害

の拡充に必須であるのか慎重に検討すべきとの意見、機器本体を製造するメーカーに

不利益が及ばない制度となるよう十分留意すべきとの意見、ソフトメーカーの産業活

動を阻害しないよう何らかの工夫を今後検討していく必要があるとの意見、Webページ

画像については、メーカー・ユーザー等の意見を十分考慮した慎重な検討が今後なさ

れる必要があるとの意見などがあった。 

 多物品一出願制度の導入については、賛同する意見が多かった。ただし、物品毎に審

査を行うことを前提とし、指定出来る物品に課される制約の内容、出願方法(図面の記

載方法)、それぞれの物品の審査方法・拒絶理由通知受け時の対応方法等について慎重

に検討すべきとの意見、何らかの制限（指定する物品数を100までとする、一物品追加

するごとに費用が加算されるようにするなど）が必要であるとの意見、ヘーグ協定ジ

ュネーブアクトの「複数意匠一出願」制度との調和について慎重に検討すべきとの意

見などがあった。 

 上位概念の物品名を許容することや、機能により物品を特定することについても引き

続き検討すべきとの意見があった。また、当該検討にあたっては、定義を明確にする

必要があるとの意見や、物品との一体性要件が実質上機能しなくなるような事態を避

けるべきとの意見があった。 
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Ⅴ． 機能・操作要件の緩和の是非について 

 

 本章では、第Ⅰ章から第Ⅲ章に示した背景やニーズを踏まえつつ、第Ⅰ章「２．本調査

研究の検討課題」に示した検討課題のうち「機能・操作要件」について検討を行う。 

 

１． 機能・操作要件とは 

 

現行の意匠制度で保護される画面デザインは、その内容によって、下に示す「表示画像」

と「操作画像」の2つに大別され、これら以外の画像については意匠法による保護の対象と

ならない100。 

 

【図表Ⅴ-84】画面デザイン保護の対象 

 表示画像（意匠法第２条第１項） 

その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像 

 操作画像（意匠法第２条第２項） 

物品が機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像 

 

 ここで、物品の「機能」とは、当該物品から一般的に想定できる機能を意味する。複数

の機能を物品自体が備え持つ物品は、それぞれの機能が物品の「機能」に該当する。 

「機能を発揮できる状態」とは、当該物品の機能を働かせることが可能となっている状

態であり、実際に当該物品がその機能にしたがって働いている状態を含まない。したがっ

て、機能を発揮した状態で用いられる画像は、「操作画像」には当たらない。ただし、複数

の機能を有する物品においては、そのうちの一の機能について機能を発揮した状態で用い

られる操作画像であっても、それが新たな別の機能を発揮させるための操作のための図形

等を含む画像である場合は、「操作画像」に該当し、保護対象となり得る101。 

                         
100 Ⅰ．序２．本調査研究の検討課題（２）機能・操作要件参照 
101 意匠審査基準「74.2 意匠法第２条第２項に規定する画像について」 
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２． 機能・操作要件についての課題と対応策 

 

（１） 課題 

 

 機能・操作要件により、下記の画面デザインは保護の対象外となっており、欧米等と比

較して保護の対象が限定的である。 

 

（ⅰ） 電子計算機の画面デザイン 

 

物品から独立して創作され、販売されるソフトウェア（OSも含む）をインストールする

ことで表示される画像（プリインストールされたものも含む）は、「表示画像」には該当し

ない102。 

また、電子計算機は、本来的な機能が情報処理であるため、電子計算機でソフトウェア

を使用したり、インターネット検索を行うことは、電子計算機の情報処理機能を発揮させ

ている状態に該当するので、電子計算機を介して表示されるこのような画像は、「操作画像」

には該当しない103。 

したがって、電子計算機の画面デザインは、「表示画像」，「操作画像」のいずれにも該当

しないため、意匠法による保護の対象とはならない。 

 

（ⅱ） 装飾のみを目的とする画面デザイン 

 

 装飾のみを目的とする画面デザインは、「表示画像」，「操作画像」のいずれにも該当しな

いため、意匠法による保護の対象とはならない。 

 

（２） 対応策（案） 

 

上述のとおり、我が国における意匠法の保護対象となる画面デザインは欧米等と比較し

て限定的であるが、本項ではこの問題の対応策について検討する。 

機能・操作要件は、「物品の機能」と「画像」との関係に関する要件であり、物品と密接

に関連するものであるから、「物品との一体性要件」を維持するのか撤廃するのかによって、

取り得る対応の選択肢が異なってくる。 

                         
102 意匠審査基準「74.1 意匠法第２条第１項に規定する物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合と認め

られる画像について」（注）①電子計算機の取扱い 
103 74.2 「意匠法第２条第２項に規定する画像について」（注）②電子計算機の取扱い 
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以下に、「物品との一体性要件」を維持する場合（前章「Ⅳ．物品との一体性要件の緩和

の是非について」で「A案」を採用した場合）と一部緩和する場合（前章「Ⅳ．物品との一

体性要件の緩和の是非について」で「B案」を採用した場合）のそれぞれについて、考えら

れる対応の例を示す。 

 

（ⅰ） 「物品との一体性要件」を維持する場合 

 

「物品との一体性要件」を維持した場合（前章「Ⅳ．物品との一体性要件の緩和の是非

について」で「A案」を採用した場合）には、以下の対応が考えられる。 

 

【図表Ⅴ-85】「物品との一体性要件」を維持した場合の対応案 

A-1 機能・操作要件を維持する 

現行制度の機能・操作要件を維持する。電子計算機の操作画像は、現行制度と同様

に保護の対象とならない104 。 

A-2 機能・操作要件を一部緩和する 

「表示画像」については、現行の要件を維持する一方で、「操作画像」については、

機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像に加えて、既に機能を発

揮している状態において操作の用に供される画像についても、新たに保護の対象とす

る。この場合、電子計算機の操作画像も保護の対象となり得る。 

すなわち、下記に示す「表示画像」又は「操作画像」に該当するものを保護対象と

する。 

 

 表示画像 

その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像（現行同様） 

 操作画像 

物品の機能に関する操作の用に供される画像 

                         
104 ただし、上位概念の物品名、例えば「メール機能を有する電子機器」を指定できることとした場合、メール機能を発

揮できる状態にするための操作の用に供される画像であれば、電子計算機の操作画像であっても保護の対象となる可能

性がある。 
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A-3 機能・操作要件を撤廃する 

機能・操作要件を撤廃し、機能や操作と関係のない画面デザインについても保護対

象とする。この場合、電子計算機の操作画像も保護の対象となり得る。加えて、壁紙、

CG、動画等のいわゆるコンテンツについても意匠法による保護の対象となるが、その

是非及び影響について、他法令による保護の現状等を踏まえつつ、慎重に検討する必

要がある。 

 

（ⅱ） 「物品との一体性要件」を一部緩和する場合 

 

「物品との一体性要件」を一部緩和する場合（前章「Ⅳ．物品との一体性要件の緩和の

是非について」で「B案」を採用した場合）には、以下の対応が考えられる。 

 

【図表Ⅴ-86】「物品との一体性要件」を一部緩和した場合の対応案 

B-1 画面デザインについての新たな機能・操作要件を設ける 

例えば、下記に示す「表示画像」又は「操作画像」に該当するものを保護対象とす

る。（機能は願書中に記載することとする）。 

 

 表示画像 

所定の機能を果たすために必要な表示を行う画像 

 操作画像 

操作の用に供される画像 

 

この場合、操作の用に供される画面デザインであれば、電子計算機に適用されるも

のであっても、保護の対象となり得る。 

B-2 機能・操作要件を一部緩和する 

「機能・操作要件を撤廃し、機能や操作と関係のない画面デザインについても保護

対象とする。電子計算機に適用される画面デザインであっても、保護の対象となり得

る。加えて、壁紙、CG、動画等のいわゆるコンテンツについても意匠法による保護の

対象となるが、その是非及び影響について、他法令による保護の現状等を踏まえつつ、

慎重に検討する必要がある。 
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３． 制度利用者の意見 
 

（１） 国内企業アンケート結果 

 

 以下に、国内企業アンケート調査における機能・操作要件に関する設問についての回答

と分析を示す。 

 

【図表Ⅴ-87】C4-2 画面デザインの画像のうち、どのような画像を意匠法で保護すべきで

あると考えますか 

 

    件数 割合 

1 専用機の初期画面（例：ビデオレコーダーのメニュー画面） 63 50.4%

2 汎用機の初期画面（例：パソコン用ＯＳのデスクトップ画面、タ

ブレットＰＣのホーム画面） 
44 35.2%

3 専用機の機能設定画面（例：ビデオレコーダーの設定変更画面） 64 51.2%

4 汎用機の機能設定画面（例：パソコン用ＯＳの設定変更画面） 38 30.4%

5 専用機を操作するための画面（例：ビデオレコーダーの動画編集

画面） 
70 56.0%

6 汎用機を操作するための画面（例：パソコン用アプリケーション

ソフトの操作画面） 
45 36.0%

7 ゲーム実行中の画面（例：キャラクターを操作することで仮想空

間内を移動できる画面） 
16 12.8%

8 装飾用の画面（例：壁紙画像、スクリーンセイバーの画像） 17 13.6%

9 アイコン画像 36 28.8%

10 その他 14 11.2%

無回答   14 11.2%

回答者数 125 100.0%
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【分析】 

○保護ニーズとしては、 

「専用機の画面」＞「汎用機の画面」＞「アイコン」＞「ゲームの画面」＝「装飾画面」の順とな

っている。 

 

【図表Ⅴ-88】C4-5 画面デザインの保護対象の追加により 

どのような悪影響がありますか 

 

    件数 割合 

1 画面デザインの創作活動を萎縮させる 30 24.0%

2 画面デザイン先行企業による市場独占を招く 60 48.0%

3 各社毎のユーザー・インターフェースがバラバラになり、ユーザー

の使い勝手が悪化する 
33 26.4%

4 登録意匠公報を参考にされることで、画面デザインの模倣が増加す

る 
15 12.0%

5 他社権利調査の負担が増加する 92 73.6%

6 ライセンス料の支払いが増加する 20 16.0%

7 意図せず他者の権利を侵害してしまうリスクが増大する 87 69.6%

8 自己実施の担保のために、多くの画面デザインを意匠登録出願せざ 57 45.6%
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るを得なくなり、コストが増大する 

9 他者から交渉におけるカードとして使われる 30 24.0%

10 特許庁における先行意匠調査が困難となり無効理由を含んだ意匠

権が増える 
23 18.4%

11 その他 6 4.8%

無回答   8 6.4%

回答者数 125 100.0%
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【分析】 

保護対象拡大による悪影響としては、「他社権利調査の負担が増加する」（約74%），「意図せず他社の

権利を侵害してしまうリスクが増大する」（約70%）との回答が多く、他社権利の調査負担の増加や

調査漏れを危ぐする企業が多いことが伺える。 
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【図表Ⅴ-89】C6-4 貴社の国際展開や国際競争力を維持・強化していくために、意匠法に

よる画面デザインにおける保護対象はどうあるべきですか 

 

37.6%

21.6%

33.6%

7.2%

1

2

3

無回答

N=125

 
 

【分析】 

意匠法の保護対象に関して、「諸外国と保護対象を一致させることが望ましい」との回答が約38%、

「一致させる必要はないが、拡大する必要がある」との回答が約22%であり、合計約59%となってい

る。これに対し、「現状で問題がない」との回答は約34%にとどまっている。 

    件数 割合 

1 諸外国と保護対象を一致させることが望ましい 47 37.6%

2 一致させる必要はないが、拡大する必要がある 27 21.6%

3 現状で問題がない 42 33.6%

無回答   9 7.2%

回答者数 125 100.0%
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（２） 国内ヒアリング結果 

 

（ｉ） 意見の概要 

 

 国内ヒアリング調査における機能・操作要件に関する意見の概要を以下に示す。 

 

 汎用機向けのアプリケーションソフトの画面デザインについても保護を求める意見が

ある一方で、保護すべきでないとの意見もあった。 

 コンピューターソフトウェアの画面デザインは機能に依存して似通ったものとなる傾

向があるため、ありきたりのものが意匠登録されて独占されてしまった場合、開発の

阻害となることを懸念する意見があった。一方で、創作性が高く独自性のある画面デ

ザインについては保護に賛成する意見があった。 

 画面の機能や用途ごとに権利化することについて、賛同する意見がある一方で、権利

範囲が不明確になることを懸念する意見があった。 

 明らかに操作や機能に関与しないような画像については、著作権法の相対的独占権で

保護すべきとの意見があった。 

 

（ⅱ） 意見の抜粋 

 

 国内ヒアリング調査での機能・操作要件に関する意見（抜粋）を以下に示す。 

 

【国内企業へのヒアリング結果】 

・専用機、汎用機の区別なく、操作性を向上させるような特徴的なものであれば保護す

るべきである。壁紙については従来と状況が異なり、 近では装飾のみを目的としてい

るとは限らない。例えば、メニュー画面におけるアイコンなどを強調する背景など、壁

紙を含めた全体としての操作画面もあるので、しゃくし定規に取り扱って欲しくない。

（A社） 

・スマートフォンやタブレット型端末の広がりに伴い、汎用機向けに配信される（プリ

インストール型でない）アプリケーションの画面デザインについても意匠権での保護対

象とすべきである。また、タッチ操作に対応する機器では、ゲームやインタラクティブ

性のある映像コンテンツのように、コンテンツの起動中の操作手段としてUI要素が画面

デザインに含まれている場合があり、このような画面デザインについては、コンテンツ

起動中であることを不登録事由から外してもらいたい。（B社） 
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・UI的な機能を果たす画面デザインであれば、意匠保護の範囲に入れることを検討する

べきである。なお、このような画面デザインの保護が意匠権と著作権で二重になる部分

はあっても支障はないが、明らかに操作や機能に関与しないアニメーション画像のよう

に、著作権法の相対的独占権で保護するべき領域まで意匠権でカバーすることは法の主

旨としてそぐわない。（B社） 

・画面デザインの機能的な部分や、画面デザインを 適化していくモデル（ノウハウ）

には一定の価値があるが、個々の画面単品にはそれほど大きな価値はない。このため、

絶対的独占権である意匠権による保護は不要であり、著作権法によるデッドコピーの禁

止のみで十分である。（C社） 

・ボタンの配置や色などを変更することにより成約率が大きく変わるような事例につい

て、見た目では変更の違いがわずかかもしれないが、変更にあたっては手間ひまかけて

いるので、結果の画面だけ誰かに横取りされると頭にくる部分はある。しかし、だから

といって意匠権のような強力な権利で結果の画面だけ保護をすると、他社の権利が自社

の事業継続の障害となる懸念が生じることから、著作権によるデッドコピーの禁止以上

の保護は望まない。結果の画面だけの保護ではなく、むしろ、分析や顧客とのやりとり

など手間ひまがかかる部分、言い換えれば、ビジネスモデルや開発プロセスなどの保護

を望む。（C社） 

・仮に意匠法による画面デザインの保護を拡充するのであれば、「ありふれた画面」（あ

りふれたパーツの組み合わせからなる画面）が保護対象、差止め対象とならないような

制度とすべきである。すなわち、「ありふれた画面」が登録されることのないよう創作非

容易性の登録要件及び判断基準を厳格化するとともに、仮にそうした画面が過誤登録さ

れてしまった場合であっても「ありふれた画面」を使用する行為には意匠権が及ばない

こととする規定を設けるべきである。（C社） 

・保護対象となるのは相当程度の独自性があるものだけという考えである。例えば、携

帯電話機やスマートフォンにおいては、一番トップの画面デザインは非常に印象的な存

在であるので、訴えている企業の気持ちはわからなくもない。（D社） 

・当社の製品ではオープニングメニューやガイドメニューが特徴的であると考えている

が、今となっては、各社似通った画面デザインになってきている。よって、いまさら保

護対象になったとしても出願しようとは思わない。一方で、１機能ごとの画面デザイン

をそれぞれ意匠登録出願していくのも現実的ではない。（D社） 

・Webサイトのデザインについては、現行の著作権法で十分に保護できていると考えてい

る。（E社） 

・保護の対象の追加、拡大によって、ユーザー・インターフェースがばらばらになって、

ユーザーの使い勝手が悪化するという悪影響もある。（E社） 
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・（画面デザインの意匠法による保護について）基本的には今のままでいいと思っている。

権利行使の制限が米国であれば、eBay判決のように裁判所で上手く機能しているが、日

本の裁判所は法律に基づいて判断するので、柔軟に判断することは難しい。画面デザイ

ンを意匠法で保護する場合には、「自ら実施していないと権利行使ができない」のように

条文で規定する必要があると思う。将来の知財制度を見据えた場合、実施している人が

独占権を行使するのが本筋であって、実施していない人が独占権を行使するのはおかし

な話である。（E社） 

・現行の不競法の２条１項第３号のデッドコピーが、画面に関する競争を保護していな

いというのが一般的な考え方であるが、仮にエンドユーザー向けの画面デザインについ

て何らかの保護が必要ということであれば、独占権付与ではなく行為規制による保護の

方がソフトウェア産業の商慣習になじみやすく、保護と利用のバランスに資するものと

考える。その場合は当該規定を、もう少し画面デザインを見据えた形で変えていく必要

があると考える。（E社） 

・アイコンには色々な種類があり、内容によって事情が異なるため、アイコンをひとく

くりにして保護の要否を議論することはできない。例えばカーナビゲーション装置では、

レストランを示すアイコンはフォークとナイフの絵柄となっているが、このようなあり

ふれたものは独占させるべきではない。アプリケーションを起動するためのアイコンは、

商標法や不正競争防止法での保護対象という印象を持っており、意匠法の範ちゅうでは

無いように思う。（F社） 

・機能を識別するためのアイコンは、商標なのかといわれると疑問である。機能や操作

と関係のない画面は著作権の保護対象という印象である。画面デザインを意匠権でどこ

まで保護するのかをはっきりさせて欲しい。（F社） 

・画面デザインを模倣されても勲章のようなものと考えている。各SNS（Social Network 

Service）も当初は各社で独自性があったが、 近では画面デザインも似通ってきたと感

じている。逆にフレームワークのような基本的な画面デザインを保護されて使えなくな

るほうが困る。一方で、装飾的で独自性のある画面デザインであれば、ゲームのメニュ

ー画面のようなものでも保護対象となってもよいと考える。（G社） 

・汎用機の画面デザインについて意匠法により保護すべきか否かの意見については、今

後当社の事業が、現状のようにハード製品を中心としていくのか、アプリケーションの

開発を増加させ画面デザインにより製品の差別化を行っていく方向なのか、今後の方針

次第で異なる。社内方針をきちんと調べないと正確な回答はできない。アンケートでは、

将来的な可能性を考えて汎用機の画面デザインについても選択した。（H社） 

・画面デザイン開発において重視しているメインメニュー画面を制御するアプリケーシ

ョンや製品のセールスポイントとなるような機能、又は電話機能と不可分な機能のユー
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ザー・インターフェースは、国内外問わず各社開発に力をいれており、何らかの知的財

産権で保護したいと考えている。保護したいのは、使い勝手や操作感、又は機能と不可

分な特徴ある操作であり、画面のデザイン(見た目)にとどまらない。現在の意匠法だけ

でこれらを保護するのは難しいと思う。（I社） 

・GUIがユーザーの満足度を大きく左右するため、GUIでも優位性を確保したいと考えて

いる。その点で、保護してほしいのは単なる画面の色柄ではなく、操作感やビジュアル

が与える印象も含めたデザイン思想（コンセプト的）なところである。その点において、

単に画面上のアイコンの形状が「○」か「□」かではなく、そのアイコンを押すとどの

ような変化が起こるかが重要であり、必ずしも機能ごとに独立したものでもない。（I社）

・また、アプリ製作者にとっても、プリインストールされているか否かで保護対象にな

るかならないか異なったり、専用機は保護されるが汎用機では保護されないで差が出る

のは公平感に欠け、権利範囲が不明瞭さに拍車をかけ、ひいては意匠制度自体が活用し

づらい情況に陥る。（I社） 

・現在のところ画面デザインの模倣による問題は起きていない。画面デザインの保護に

ついては、現状の制度で十分と考える。アプリケーションのデッドコピー（プログラム

ごと模倣される海賊版）は排除したいが、それは著作権で対応可能。（J社） 

・仮に画面デザインの保護を拡大するのであれば、物品で効力範囲を限定するよりも機

能や用途により限定されている方がわかりやすい。（J社） 

・汎用機（ＰＣ、サーバ等）の画面であっても、その汎用機に接続した物品を操作する

ための画面デザインのような、物品と密接な関係がある画面デザインであれば保護対象

としてもよい（デジタカメラの画像を汎用機に転送する画面デザインなど）。事務機器に

おいても、機器の操作部で操作することよりも、サーバーで操作することが中心となる

機器も存在する。また、事務機器もクラウドサービスに対応しており、操作部にサーバ

ーから取得した画像を表示することもある。このような専用機を操作するための汎用機

の画面に表示される画面デザインや、汎用機の画面を利用した専用機に関する画面デザ

インは保護対象としてもよいと思うが、汎用機同士の連携による画面デザインや汎用機

上のみで機能を発揮する画面デザインは保護対象とするべきではないと考えている。（L

社） 

 

【国内デザイン事務所へのヒアリング結果】 

・ゲームが起動した後の画面デザインは保護するべきではない。感覚としてはゲーム中

の画面デザインが、他の画面デザインと異なると考えているが、言葉では説明しづらい。

ゲームのデザインは本の目次みたいなもので、よくできた目次の本があったとしても、

目次を権利化するものではないのと同じ感覚である。しかし、法律的にゲーム実行中の
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画面デザインとその他の画面デザインを区別できるかというと難しい。電車の操作パネ

ルが権利化できるのに、電車を運転するゲームの操作画面が保護できないというのを理

論的に説明するのは困難である。（V所） 

・画面デザインの意匠出願の際に、機能を記載すると権利の内容を限定してしまうし、

出願の手間も増える。また、違う機能で同じ画面に対して権利行使できるのかどうかと

いう問題もある。意匠は見た目が重要なので、機能の記載をしない方がシンプルである

とは考える。（V所） 

・よく目に触れる画面デザインで、今までなかったような手の込んだものは、意匠権に

より保護されてもよいと思う。（W所） 

・同じWebサイトの作成ソフトを使用すれば、似たようなWebサイトができる。まったく

同じ画面デザインを使用していれば文句も言いたくなるかもしれないが、 近はWebサイ

トにも知的財産ポリシーやコピーライト表示があるので、これでも十分と考える。（W所）

・特許権・意匠権と比べ、著作権は費用も管理の手間がなく、模倣などの問題も起きて

いないので、実際のところ著作権でも十分である。（X所） 

・スマートフォンやタブレット型端末のOSはいくつか存在するが、遠目に見れば同じに

見え、これらを画面デザインで区別することは困難である。このような状況は、そもそ

も問題であるとは思うが、これは後発の開発者側の意識の問題であって、法的に守れる

ようなものかどうかはわからない。OSの画面デザインであれば長期にわたり使用される

ため、法的に保護することに意味があると思うが、そのようなものは他にはそう多くな

いのではないか。一方で当たり前の画面デザインに対し権利が発生することはおかしい

と思う。意匠権は、独自性が高く、創作的なものにのみ権利を与えるべきである。（X所）

・当社のスケジュール管理アプリは、無料版だけでなく、有料版も用意しているが他者

に対してクレームをつけたことも、他者からクレームを受けたことも無い。この手のユ

ーティリティソフトは相当数の数が既に世の中に出回っており、法的保護よりも開発の

自由度を確保するほうが重要である。（Y所） 

・意匠法による画面デザインの保護対象が拡大すると、開発の阻害要因になるのはあき

らかである。他者権利調査の負担を見積もることはできない。（Y所） 

・画面デザインが意匠登録されれば、権利を周知という点でメリットもあるが、アプリ

は常に進歩し続けるので、画面デザインもそれに併せて変化する。それが使用性の向上

を目的としたバージョンアップであっても、バージョンアップ前の画面デザインにこだ

わらずに開発する。このような性質の画面デザインに対して意匠権のような強力な権利

を主張することには疑問がある。一方で、数年かけてGUIを作成したことがあり、このよ

うなGUIを保護したい気持ちはある。（Y所） 

・カーナビゲーションのトップメニューは各社で趣向を凝らしている。このような独自
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性の高いトップ画面は重要なので保護対象となるのは理解できる。一方で、単にメニュ

ー項目のゾーニングを複数個の四角いフレームだけで表した画面デザインが登録される

ことには疑問がある。また、カーナビゲーションには深い階層のメニューも存在するた

め、すべての画面について、他者権利調査することは、現実的に厳しい。（Y所） 

・機能を突き詰めていくと画面デザインは似てくる場合もある。悪意をもって模倣した

のではないにも関わらず、たまたま似てしまった場合でも権利侵害となるのは画面デザ

インの開発が困難となる。（Y所） 

 

【弁理士事務所へのヒアリング結果】 

・タブレット型コンピューターの画面デザインだと意匠登録ができず、携帯情報端末の

画面デザインは登録ができるという理屈は、既に限界がきていると思う。専用機と汎用

機の区別が無くなってきたといえる。（O所） 

・画面デザインと物品の一体性を維持するのであれば、意匠の類否の判断は物品及び形

態の類否に基づいて行われるべきであって、機能の類否は意匠の類否判断の根拠とすべ

きではない。物品間の類似をはっきりさせたうえで、複数物品を指定できるようにして

おくのがよい。例えば商標のように区分を指定できるとはっきりする。物品を例示する

方法もある。（O所） 

・現在の意匠制度によって画面デザインの保護を考えたときに、意匠法上の物品がその

物品の機能・用途で類似範囲を考える以上、機能・用途を持たない壁紙を保護対象とす

ることは想定しづらい。一方で、現行の意匠法上の物品において模様が登録できている

のだから、壁紙のような画面デザインが意匠登録できないのはおかしい。画面デザイン

の特殊性と考えることもできるが、シンプルに考えると壁紙も保護対象となってもよい

と思う。（O所） 

・意匠制度によりゲームの画面デザインを保護対象とする必要性は感じない。しかしな

がら、携帯電話機のメール機能の操作画面は初期画面だけでなく深い階層の操作画面も

保護対象であるのに、ゲーム機は初期画面しか保護されないことの理由は説明できない。

一方でゲーム中の画面まで保護するのは行きすぎだと思う。仮に電子計算機のような汎

用機の画面を保護対象とするのであれば、ゲーム中の画面デザインだけを規定上うまく

区別することは困難あり、ゲーム中の画面デザインも保護対象とせざるを得ないと思う。

（O所） 

・画面デザインの類否判断については物品の装飾模様と同じように絵として捉え、使い

方や機能などがわからなくとも、外観が似ていれば類似と判断するのがよいと考える。

使い方や機能などを限定する記載が必要であることは、権利範囲を大きく狭める要因と

なっている。模倣された画面デザインであるにも関わらず、操作したときに発揮される
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機能が異なることで侵害を逃れられるのでは十分な保護とはいえない。どのような機能

が類似範囲に含まれるのかの判断が困難であることは、権利行使を難しくさせる原因に

もなっている。影響の大きさの程度は不明なものの（裁判例が蓄積されれば判断も可能

かもしれないが）、機能の説明が権利範囲に影響を与える事は確実であり、機能を限定す

ることは好ましくない。侵害者側の立場に立てば、機能の違いを徹底的に主張するだろ

う。機能説明を抗弁に使われることを考えると、権利行使をちゅうちょしてしまう。他

国にはそのような機能の限定は無いので、日本のみ要求されることに困っている。（P所）

・意匠法による画面デザインの保護対象は、諸外国と同様のレベルまで広げるべきであ

る。PCの画面デザインについては、ニーズが高いと思われる。画面デザインもパッケー

ジ等に印刷された模様もどちらも創作物であることに変わりはない。創作に値するもの

であればすべて保護するべきであり、保護対象として、画面デザインとパッケージ等の

模様を区別しなくても良いのではないか。（P所） 

・ゲームや映画といった純粋コンテンツ以外のものについては、欧州共同体意匠と同様

に、幅広く保護対象とすべきである。（Q所） 

・意匠制度の活性化という観点からは、未保護領域を積極的に取り入れるべきであり、

物品や機能に関する要件は廃するべきと考える。現行の意匠制度は第二次産業の一部し

か対象としていないが、デザインの広がり、産業の広がりに併せて、第三次産業などに

も対象を拡げていかなければならない。（Q所） 

・画面デザイン保護の観点からは、専用機と汎用機とを区別して考える必要はないので

はないか。（R所） 

・意匠制度は物品保護を前提とした制度であるから、仮に汎用機の画面を保護すること

とした場合であっても、コンピューターソフトウェアの画面を保護対象とするのは妥当

でない。コンピューターソフトウェアの画面については、プリインストールの場合に限

って、「パソコンの画面」として捉えるのが妥当ではないか。（R所） 

・コンピューターソフトウェアの画面、画像、模様は、自由な発想で創作することで優

れたものが生み出されるものであるから、創作の制限となるような絶対的排他権を設け

るべきではない。コピーライトアプローチに止めるべきものと考える。（S所） 

・仮に意匠法でコンピューターソフトウェア向けの画面デザインを保護することとした

場合、デザイン選択の幅が広いとは思えず、公知デザインは増加する一方であるから、

類似範囲の幅は非常に狭いものとなることが考えられ、結局は著作権法による保護と差

が無くなるのではないか。一方で、調査負担や審査負担は増大するため、デメリットは

大きい。このように、日本国内の出願人にとっては、デメリットが大きい一方で、メリ

ットはあまりなく、アイコン等のコンピューターソフトウェア向けの画面デザインを意

匠法で保護する必要性は低いのではないか。（S所） 
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４． 事務局案 

 

（１） 事務局案の内容 

 

 委員会における検討に先立ち、国内アンケート調査結果、国内ヒアリング調査結果を踏

まえた事務局案を作成し、委員会において提示した。事務局案は、「意匠制度の大枠を維持

しつつ、可能な限りでの国際調和を目指す」こととした場合を想定した案であり、委員会

における検討のたたき台として用いられたものである。 

事務局案の内容は以下のとおりである。 

 

事務局案（検討のたたき台） 

A-3案を採用する（機能操作要件を撤廃する）。 

 

事務局案としてA-3案を採用した理由は、以下のとおりである。 

 

【図表Ⅴ-90】事務局案としてA-3案を採用した理由 

① 近年における電子機器の多機能化や汎用機化に伴い、専用機と汎用機を区別する合

理的理由がなくなりつつある。 

② 欧米や韓国等の諸外国においては機能・操作要件は求められておらず、保護客体の

国際調和の観点からは当該要件を廃止することが望ましい。 

③ 近年における情報処理技術の発展や入出力インターフェースの多様化に伴って

個々の画面デザインの役割が複合化しており、画面の機能や用途を特定することが

困難になりつつある。 

④ 「装飾目的の画面デザイン」と「操作目的の画面デザイン」の境界があいまいであ

り、当該要件を維持することとした場合、意匠法上の「意匠」に該当するものであ

るのか否かの判断が困難となる。 

⑤ 意匠の類否判断において、「物品の類否」,「形態の類否」に加えて「画面の機能の

類否」をも判断することとした場合、判断の要素が増えることによって意匠権の権

利範囲の予見性が低下するおそれがある。 

⑥ 現行制度では、物品に印刷された模様等については、装飾のみを目的とするもので

あっても保護対象となっており、装飾目的の画面デザインを保護対象から除外する

合理的理由がない。 

⑦ 物品との一体性要件を維持し画面デザインを「物品の部分」として保護する限りに
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おいては、著作権法との重複保護は大きな問題とはならない。 

 

ただし、特に電子計算機に表示される画面デザインについて、ありふれた印象しか与

えないようなものに対して意匠権が付与されることによる創作活動や経済活動への悪

影響を懸念する意見が強い。したがって、機能・操作要件を廃止し保護対象の拡大を図

るにあたっては、画面デザインの意匠登録出願に関する新規性／創作非容易性要件の在

り方について検討し、ありふれた印象しか与えないような画面デザインが登録されるこ

とのない厳格かつ明確な審査基準を作成するとともに、審査負担や監視負担を低減する

ための制度や運用の在り方についても検討すべきである。 

 

（２） 事務局案のメリット・デメリット 

 

事務局案のメリット及びデメリットとしては、以下が挙げられる。 

 

（ⅰ） メリット 

 

 電子計算機の画面デザインについても、他の物品の画面デザインと同様に、意匠権に

よる保護が可能となる。 

 保護客体の国際調和に資する。 

 意匠の類否の判断において、画面の機能や用途を考慮する必要が無くなり、権利範囲

の予見性が高まる105。また、審査負担や第三者の監視負担を軽減することが可能とな

る。 

 

（ⅱ） デメリット 

 

 ソフトウェアやコンテンツの創作、流通、利用を過度に妨げることとならないよう留

意する必要がある。 

 意匠の特定、類否判断、新規性／創作非容易性要件等についての考え方が大きく変わ

ることとなる可能性がある。 

 

 

                         
105 委員会において事務局からこのようなメリットを提示したところ、委員から、「機能・操作要件を撤廃した場合、画

面デザインの機能等に関する情報が不十分となることによって、類否判断がかえって困難になることもあるのではない

か」との指摘があった。該指摘の詳細については、本章 5(1)(i)の意見５を参照のこと。 
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５． 委員会における検討 

 

 委員会において上述の事務局案を提示し、検討を行った。 

 

（１） 委員会における意見 

 

以下は、委員及び委員が所属する各団体から提出された主な意見である106。 

 

（ⅰ） 機能・操作要件の撤廃について 

 

（意見１） 

・事務局案（機能・操作要件を撤廃する案）を支持する。同案は電子計算機上の画面を保

護する必要性を満たすものであり、当協会会員が開発・販売するパッケージソフトウェア

の画面デザインを保護することが可能となる。意匠法上の実体要件（新規性、創作非容易

性など）を満たす画面デザインについては、それが表示される機器の種類（専用機または

汎用機）で差別することなく保護すべきである。著作権で画面デザインの模倣排除を試み

る場合、どこまで著作物性が認められるかの判断が難しい。その一方、意匠法の下で画面

デザインの模倣排除を図る場合は、特許庁の審査を経て意匠権という権利が発生している

ためそのような問題が存在せず、画面デザインの保護に適していると考える。 

（意見２） 

・機能・操作要件については、撤廃すべきとの事務局案に対して、維持すべきと考える。

機能･操作要件の撤廃により、現行制度上保護対象外である電子計算機等の操作画像その他

広範囲の画面が対象となるが、これによる影響はデメリットが大きいと考える。画面のデ

ザインは、ユーザー・インターフェースと一体のものであり、利用者(エンタープライズ系

システムのユーザ企業)の使い勝手を重視すれば、類似したデザインを敢えて選択せざるを

得ないという特性がある。著作権、商標権、特許・実用新案権の侵害及び不正競争にあた

らない範囲で利用者視点を重視しながら開発を行うのが情報サービス事業者における基本

的姿勢であるが、電子計算機の操作画像等へ意匠権保護が拡大することにより、画面デザ

イン開発の自由度が制約を受け、利用者の利便性が低下し、ユーザー企業の事業活動への

障害、ひいては我が国産業界全体の活力が損なわれる懸念がある。また、情報サービス産

業においては、利用者が画面デザインを含む外部仕様を決定することも多いが、その場合

であってもシステムを構築する事業者に権利侵害回避のための対応、コスト負担といった

事業活動への影響が生じ得る。特に、論点（１）「物品との一体性要件」と関連して、プロ

                         
106 委員が所属する団体の意見については、団体としての意見が統一されている部分の概要のみを記載している。意見

の詳細や団体内での個別意見については、「資料編Ⅳ－２各団体からのご意見」を参照のこと。 
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グラム単独での生産、譲渡が間接侵害拡充により侵害とされることとなると、プログラム

開発・ASPサービス等を業とする事業者においても対応が必須となり事業活動の萎縮の懸念

が生じる。極めて独創的な画面デザインについて保護の必要性は理解できるが、機能性の

要求から画面デザインの開発に制約が生じるエンタープライズ系システムについては、機

能･操作要件の撤廃による保護範囲拡大はメリットよりもデメリットの方が大きいと考え

る。上記の懸念は、いずれも企業向け情報システムのユーザー及び開発事業者にとって世

界共通の問題となり得るものである。国際的な制度調和という観点については、日本の制

度を他国に合わせるという視点以外に、各国における企業の事業活動を萎縮させない適切

な保護の在り方について、日本から世界に検討を働きかけることも考えられるのではなか

ろうか。 

（意見３） 

・今回の検討に も利害関係の深い産業セクターの１つである当協会において、機能・操

作要件について現状通り維持(法改正不要)を希望する意見と緩和を希望する意見に分かれ

ていることに鑑み慎重な検討を希望する。仮に、機能・操作要件の緩和をするにしても、

物品との一体性要件を損なうことの無いよう必ず配慮して頂きたい。 

（意見４） 

・事務局案「Ａ－３．機能・操作要件を撤廃する」に反対する。「Ａ－１．機能・操作要件

を維持する」に賛成する。平成18年意匠法改正において、画面意匠の保護対象が拡大した

経緯として、近年の情報機器、家電等において操作部材等の物理的な部品が、画面上の電

子的な画像に置き換えられる傾向にあり、こうした画面デザインが機器と一体となって用

途や機能を発揮する物品が一般化されつつある中、企業においても画面デザインを当該物

品の一部として創作し、その創作に投資をしている企業活動の実情と合致しないものとな

っていたことが挙げられる。当該趣旨を鑑みるに、画面デザインが機器と一体となって用

途や機能を発揮する意匠について保護を認めるに留め、機能・操作要件は維持すべきであ

ると考える。また、画面デザインは、表示プログラムの制御により自由に変更が可能であ

り、画面デザインの機能・操作要件を廃止すると、物品の形状との関係が希薄となり、機

能・操作要件を満たさない画面デザインは、その物品の形状ということができるのか疑問

となる。意匠法において、意匠とは「物品」の形態であり、「物品」は機能・用途から判断

されること、及び画面デザインは、その画面デザインを表示する物品の部分的意匠である

ことを鑑みると、画面デザインにおいても、機能・操作要件は維持すべきであると考える。 

（意見５） 

・Ａ－３「事務局案」を採用する事に対し、積極的な反対意見は現在のところない。ただ

し、事務局からは機能・操作要件を撤廃する事によるメリットとして、「意匠の類否の判断

において画面の機能や用途を考慮する必要が無くなり、権利範囲の予見性が高まる」とい

う点が提示されているが、その一方で、願書から、意匠登録を受けようとする部分である
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画面デザインについての機能等に関する情報が不十分となる事によって、意匠の類否判断

がかえって困難になる事例が発生する事も考えられる。したがって、画面デザインにおけ

る保護対象を拡大するべく、機能・操作要件を撤廃するとした場合、それに伴い、画面デ

ザインの類否判断の指標となるガイドライン等を設けることを要望する。（例えば、過去の

登録事例等に基づく画面デザインにおける具体的な類否判断手法を開示するなど）。 

 

（ⅱ） その他 

 

（意見１） 

・画面デザインの保護拡大には賛成であるが、画面デザイン保護の経験に乏しい企業が多

いため、審査基準等において「画面意匠の類否判断の例」を早急に充実させてゆくべきで

ある。どういった画面デザインをどのような場合に保護しようとしているのか、また類否

判断の考慮要素や類似と考えられる事例などが示されることにより、消極意見の懸念や漠

然とした不安感もある程度払拭されるのではないか。確かに、こうした懸念は理解できな

いものではないが、保護拡大の是非のところで議論されるべき問題ではなく、保護を拡大

した上での解釈・運用をしっかりと行うことで対応されるべき問題である。 

（意見２） 

・仮に画面デザインの保護を拡大するのであれば、以下①及び②が充足されることが必須

である。 

①審査主義の維持 

権利付与の前提となる実体的登録要件についての無審査主義の導入には断固反対する。

無審査主義は、無用な混乱をもたらすだけであり、また、画面デザイン以外の出願に関

して、審査主義を維持するとなると、2 つの制度が並存することになり、混乱に拍車を

かけることとなる。 

②公知資料データベースの整備及び公開 

保護を拡大すれば、それだけクリアランスの範囲が拡がるため、出願人の立場として

は、特許庁意匠課が意匠審査で使っているデータベースと同程度に情報の整備や一般公

開も強く要望する。現状のIPDL では情報量・検索の使い勝手共に不足していると考える。 

（意見３） 

・物品形状に関する意匠制度については、制度としての歴史が長く、並存する登録例、審

査、及び審判結果の蓄積等から権利範囲や類否の推定がある程度可能である。対して、画

面意匠においてはその歴史的蓄積が浅く、権利範囲、類否の推定を行うための根拠が不足

する傾向にあり、その結果、現状画面デザインに関する個々の権利範囲が不明確な状況と

なっている。このような状況が続くことは、権利の安定性、制度利用促進の観点で望まし

いものではなく、先行意匠調査におけるリスク判断が困難であるほか、画面意匠を権利化
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した際の波及効果についても計りかねる等、企業活動に少なからず影響を及ぼしている。

そこで、今後の画面デザインの登録性、類否判断の指標のため、事例等に基づいたガイド

ラインの策定を要望する。（例えば、過去の事例等(関連意匠間、登録意匠と参考・引用文

献間)において、意匠の要部をどのように認定し、当該認定に基づく類否判断がどのように

なされたのか、審査・審判における判断過程を示すことを要望する。） 

 

（２） 委員会における意見のまとめ 

 

 以下は、委員会における意見のまとめである。なお、これらの意見に基づく今後の意匠

制度の在り方についての提言を第Ⅶ章に記載しているので、併せて参照されたい。 

 

 機能・操作要件の撤廃／緩和により保護対象を拡大することについては、賛否が分か

れた。特に、電子計算機（汎用機）の画面デザインについては、保護が必要であると

の意見と、保護すべきでないとの意見があり、当委員会としてのまとまった結論は得

られなかった。なお、賛否いずれの立場からも、判断事例集の充実や判断手法の開示

が必要であるとの意見があった。また、審査主義の維持、公知資料データベースの開

示を求める意見があった。 

 



 

‐142‐ 

 

Ⅵ． その他の検討項目について 

 

本章では、第Ⅳ章及び第Ⅴ章で検討した項目以外の点（意匠権の効力、図面の記載要件、

データ形式など）についての検討を行う。 

 

１． 画面デザインに係る意匠権の効力について 

 

（１） 画面デザインに係る意匠における「実施」概念と間接侵害 

 

本稿では、画面デザインに関する意匠が意匠法上保護されていることを前提とした場合

に、表示機器に作用することによって画面デザインを表示させるコンピューター・プログ

ラム（以下、画面デザイン表示プログラムとする）について、①現行意匠法（以下、現行

法とする）の間接侵害規定でどこまで保護できているのか、及び②現行法の下で保護され

ていない部分が存する場合について、当該部分についての意匠法上の保護を考えるとすれ

ばどのような制度とすべきか、という2つの視点から検討を行うことを目的とする。具体的

には、画面デザインに関する意匠の現行意匠法上の位置付け、画面デザイン表示プログラ

ムのインストール行為についての意匠法上の評価、画面デザイン表示プログラムと現行意

匠法上の間接侵害規定をめぐる課題、「画面デザイン」自体の物品該当性を肯定した場合の

問題点、特許法第101条第2号型の間接侵害規定を「移植」することの問題点、現行意匠法

における間接侵害規定の見直しの方向性、といった事項について検討する。 

 

（ⅰ） 画面デザインに関する意匠の現行意匠法上の位置付け 

 

検討の前提として、まず、画面デザインに関する意匠が現行意匠法上いかなる位置付け

になるのかという点について確認をしておく。 

画面デザインに関する意匠の場合、一般的な「意匠」と異なる特徴として、「形状、模様

若しくは色彩又はこれらの結合」たる情報（以下、便宜的にデザイン情報とする）が有体

物たる物品上に化体している（いわば「乗っかっている」）のではなく、表示モニターとい

う装置上の画素の状態として発現しているものであって、端的には、デザイン情報が光と

いう無体物上に化体しているというところに見出すことができるといえよう。しかしなが

ら、このような差異が存することをもって、画面デザインに関する意匠が、現行意匠法上、

一般的な「意匠」の定義概念と特異な位置付けとなっていることを直ちに意味するもので

はなく、基本的には、特定の有体物たる物品の上にデザイン情報が化体している状態をも

って意匠法上の「意匠」として保護対象とする、という既存の意匠法の基本構造との整合

性を確保する手当てがなされているものと考えられる。 
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その理由としては、画面デザインに関する意匠の場合、画面デザインというデザイン情

報それ自体をもって、意匠法上の「意匠」として位置付けられているものではなく、意匠

法の規定上も、操作性・機能性の要件（「物品の操作の用に供される」）と物品との一体性

の要件（「物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される」）を明示的に課すこと

によって、有体物たる物品と画面デザインというデザイン情報との紐付けを確保している

ことが挙げられよう。これにより、やや技巧的ではあるが、画面デザインというデザイン

情報が当該画面を有する物品上に表示されている状態を捉えて、有体物たる物品の上にデ

ザイン情報が化体している状態、すなわち意匠法上の「意匠」が成立していると解するこ

とが可能となるものといえる107。 

 

（ⅱ） 画面デザイン表示プログラムのインストール行為についての意匠法上の評価 

 

次に、画面デザインに関する意匠が意匠法上保護されていることを前提とした場合、画

面デザイン表示プログラムを当該画面表示のための情報処理を行う情報機器にインストー

ルする行為については、意匠法上、どのように評価されるものであるのか検討する。 

まず、意匠法における実施概念の1つである「製造」については、当該意匠に係る物品を

作り出す行為を意味する108ものと解されていると考えられる。このような理解については、

そもそも「製造」概念が、特許法上の「生産」概念に近似するものと考えられることから

も合理的なものといえ、実質的な差異としては、意匠法の場合、物品は有体物に限定され

ると解されるのに対して、特許法の場合は「プログラム等」という無体物をも包含する概

念であるという点に見出せるに過ぎない。ただし、このような差異があることから、意匠

法上の「製造」とは、あくまでも意匠に係る物品自体が作出される行為を意味するもので

あることから、換言すれば、特定の有体物たる物品の上にデザイン情報が施される状態が

作出される行為を意味するものと解することができよう。 

一方、画面デザイン表示プログラムをインストールする行為とは、一般的には、画面デ

ザイン表示プログラムを当該画面表示のための情報処理を行う情報機器において、当該表

示のための処理が直ちに可能な状態を形成するための行為であると解することができる。

すなわち、インストールがなされることによって、以降、当該情報機器を操作することに

よって画面デザイン表示のための情報処理が直ちに行われて画面デザインが表示されるこ

ととなって、画面デザインが表示された状態の物品が現出し、意匠にかかる物品が作出さ

                         
107 逆にいえば、画面デザインの場合、本来的には、本文上述のように、あくまでも表示モニターという装置上の画素の

状態として発現しているものであって、ある意味では特定の有体物たる物品とデザイン情報との紐付けは必然ではなく、

画面デザインの表示データを適宜変換することによって、多種多様な表示装置に発現させることが可能であると考えら

れる。そのため、現行意匠法上の「意匠」の定義概念と整合させるためには、特定の有体物たる物品の上にデザイン情

報が化体している状態を確保することが要請され、現行法2条2項の要件は、まさにその役割機能を担っていると理解す

ることもできるであろう。 
108 満田重昭、松尾和子編・注解意匠法126頁（斎藤瞭二執筆） 
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れるということになるのである。したがって、インストール行為とは、画面デザインを表

示する「物品」に（画面デザインによって構成される）デザイン情報を施す行為と解する

ことができることから、当該意匠に係る物品を作出する行為、意匠法上の「製造」行為に

該当するものと評価することができるものと考えられる。 

もっとも、画面デザインに関する意匠の場合、単にインストールしただけでは不十分で

あって、より厳格に、当該情報機器が動作されて現に画面デザインが表示された状態の作

出をもって、はじめて「特定の有体物たる物品の上にデザイン情報が施された状態が作出

された」と解する考え方も観念できるといえる。このように考えるとすれば、単にインス

トールされた状態をもってしては、未だ、意匠に係る物品の製造はなされておらず、当該

物品を操作して画面デザインが表示された時点で初めて「製造」行為と評価することにな

ろう。しかしながら、このような考え方によれば、意匠に係る物品の「使用」行為に伴う

画面デザインの表示状態と「製造」行為に伴う画面デザインの表示状態を実質的に区別し

ないことになってしまい、画面デザインに関する意匠の場合に限っては、「製造」概念と「使

用」概念が事実上しゅん別できないことを容認すると共に、併せて意匠権の効力範囲も限

定的になってしまうものと考えられ、一般的な「意匠」の保護とひょうそくが合わなくな

り妥当でないと考えられる。このようなことから、インストール行為をもって、意匠に係

る物品の「製造」行為と評価する解釈の方に合理性があるものと考えられる。 

そして、このような解釈は、コンピューター・プログラムのインストール行為を特許法

上の「生産」行為と評価する裁判例における解釈とも整合していると考えられる。すなわ

ち、知財高判・平成17年9月30日・平成17年(ネ)10040号・一太郎事件（大合議判決）109で

は、情報処理装置なる「物の発明」について特許権が付与されており、特定のコンピュー

ター・プログラムをパソコンにインストールすることによって、当該特許発明に係る情報

処理装置の構成要件を充足する場合において、当該コンピューター・プログラムのパソコ

ンへのインストール行為について、「「控訴人製品（＝「一太郎」及び「花子」）をインスト

ールしたパソコン」は，本件第1、第2発明の構成要件を充足するものであるところ，控訴

人製品は，前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち，控訴人製品のインストー

ルにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、本件第１、

第２発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が初めて完成

するのであるから、控訴人製品をインストールすることは，前記パソコンの生産に当たる

ものというべきである。」との判断を示し、特許法上の「生産」行為該当性を肯定している。 

 

 

                         
109 判時1904号47頁、判タ1188号191頁 
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（ⅲ） 画面デザイン表示プログラムの存在態様との関係 

 

 次に、画面デザイン表示プログラムのインストール行為を意匠法上の「製造」行為と評

価することに際して、当該プログラムの存在形態の違いは、結論において差異をもたらし

得るのであるのか検討する。具体的には、HDDに画面デザイン表示プログラムが事前に記録

されているものがインストールされる態様、画面デザイン表示プログラムがROMにあらかじ

め固定された上で機器に組み込まれる態様、クラウド・コンピューティングの環境下でネ

ットワークを介して画面デザイン表示プログラムが送信・提供される態様、等々の場合に

応じて、インストール行為が「製造」行為と評価されない場合が存するのか、という問題

である。 

 この点、既に検討したように、「製造」行為とは、特定の有体物たる物品の上にデザイン

情報が施される状態が作出される行為を意味するものと解することができるところ、基本

的には、画面デザインを表示する「物品」についての使用態様に伴って、画面表示プログ

ラムが適宜起動され、その結果として、当該画面デザインが「物品」上に表示され得る（す

なわち、当該意匠に係る物品が作出され得る）態様で、画面デザイン表示プログラムがイ

ンストールされるのであれば、当該インストール行為については、意匠法上「製造」行為

と評価されるべきものと考えられる。したがって、上述のように、画面デザイン表示プロ

グラムがどのような存在態様であるのかということ自体は、インストール行為を「製造」

行為と評価する上で基本的に何らの差異をもたらさないものと考えられる。 

 

（ⅳ） 画面デザイン表示プログラムのインストールのタイミングとの関係 

 

 画面デザイン表示プログラムのインストール行為を意匠法上の「製造」行為と評価する

に際して、当該インストール行為が行われる時期的な違いによって、差異が生じるのか、

という点についても検討する。 

具体的には、画面デザインを表示する「物品」が上市される前と後、例えば、画面デザ

インを表示する「物品」が出荷された後に、画面デザイン表示プログラムを後付け的にイ

ンストールする行為は意匠法上どのように評価されるのか、という問題である。 

画面デザインに関する意匠以外の従来型の意匠に係る物品の場合、通常、（デザイン情報

が施された形での）当該物品の製造、その後の上市、という流れが一般的であろうと考え

られるところ、反面、画面デザインに関する意匠の場合、先に確認したように、画面デザ

インに関する意匠の場合、画面デザインを表示する「物品」自体と画面デザインのデザイ

ン情報との紐付けは必然ではないというところに特徴が存することから、画面デザインを

表示する「物品」自体（画面モニターや携帯情報端末等）の上市後に、画面デザイン表示

プログラムのインストール行為が行われて、結果的に当該画面デザインに関する意匠に係
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る物品の作出、という流れが生じることが一般的に生じることが考えられる。 

この点について、画面デザインを表示する「物品」自体が上市されているか否かという

事柄と当該画面デザインに関する意匠に係る物品の「製造」行為該当性の法的評価につい

ては原則的には連動しないものと解される。既に意匠法上の「製造｣概念について検討した

ように、意匠の製造行為とは、特定の有体物たる物品の上にデザイン情報が施される状態

が作出される行為であるか否かをもって判断すれば足りるところ、物品の流通過程と（当

該物品上に）デザイン情報が施される過程について、経時的な意味での前後関係は問題と

ならないものと解される110。 

 したがって、画面デザイン表示プログラムの画面デザインを表示する「物品」自体への

インストール行為をもって、意匠法上の「製造」行為と評価し得ることになると考えられ

る。もっとも、ここでは、あくまで意匠法上の「製造」行為該当性という意味で肯定され

るということに過ぎないということに注意を要する。 

 すなわち、画面デザインを表示する「物品」の上市後となると、画面デザイン表示プロ

グラムのインストール行為の行為主体は個人ユーザーであることが極めて多いものと考え

られるところ、個人ユーザーによるインストール行為の場合、たとえ意匠法上の「製造」

行為に該当することが肯定されたとしても「業として」の「製造」行為と評価することは

困難であることから、実質的には画面デザインに関する意匠権の効力が及ばないことにな

るものと解される。 

 

（ⅴ） 画面デザイン表示プログラムと現行意匠法上の間接侵害規定をめぐる課題 

 

 以上のような検討を踏まえ、画面デザインに関する意匠について意匠登録がなされて、

意匠権が付与されていることを前提として、当該画面デザインに関する意匠における画面

デザイン表示プログラムを業として生産、譲渡等する行為について、意匠法上の間接侵害

を構成し得るのか否かという点について検討することとする。 

まず、意匠法上の「製造」行為について、上記の解釈を基にすると、画面デザインに関

する意匠について意匠権が付与されている場合に、画面デザインを表示する「物品」自体

に対して当該画面デザイン表示プログラムをインストールする行為については、当該画面

デザインに関する意匠に係る物品の製造行為と評価され得るのであって、当該画面デザイ

ン表示プログラムが、意匠法第38条第1号にいう「意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」

（いわゆる「のみ品」）に該当するものと評価されるのであれば、当該画面表示プログラム

を業として生産、譲渡等する行為は意匠法上の間接侵害を構成するものと解される。  

そこで、「のみ品」の解釈が間接侵害の成否にとって問題となるわけであるが、意匠法第

                         
110 ただ、従来型の意匠の場合に限ってみれば、物品だけが先行して流通して、その後にデザイン情報が施されるという

タイプの意匠を観念することがほとんどできなかったということになろう。 
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38条第1号にいう「意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」とは、基本的には、特許法第101

条第1号、4号にいう「のみ品」と同質のものを意味するものと解される。すなわち、経済

的・商業的に実用性のある他用途が不存在であるもの111と解される。 

特許法における「のみ品」該当性を評価する場合、技術的思想としての発明の具現化（生

産・方法）との関係において他用途の存否が問題となるのに対して、意匠法における間接

侵害固有の課題としては、あくまでも登録意匠（及び類似する意匠）に係る物品の製造と

の関係で他用途の存否が問題となるため、登録意匠の前提となる物品（ベースとなる物品）

が異なってしまえば、「のみ品」該当性は著しく弱まると解される余地が存すると考えられ

るということが認識することができるであろう。とりわけ、画面デザイン表示プログラム

のように、基本的には1つの画面デザインを発現させる「元データ」をもって、当該画面デ

ザインを表示する多種多様な「物品」に施されることによって、多種多様な（画面デザイ

ンに係る）意匠を作出し得ることが可能な場合も少なくないと考えられることから、その

ような画面デザイン表示プログラムの場合については、特定の登録意匠との関係で「のみ

品」と解することが困難となり得ることも考えられる。このような理解を前提とするので

あれば、画面デザイン表示プログラムの場合、現行意匠法の下でその生産、譲渡等する行

為について間接侵害は成立しにくくなることも考えられる。もっとも、解釈論上は、逆に、

異なる物品といっても物品間の近似性を考慮して「のみ品」該当性を緩やかに解するとい

う考え方もあり得るであろう112。 

この場合も、画面デザイン表示プログラムが施される対象となる各種物品の性能や特性

に合わせて、当該プログラムを適合（ 適化）されることも考えられることから、そのよ

うに各種物品ごとに適合された状態のプログラムをもって「のみ品」と解釈するという考

え方を採ることで合理的な解決を導くこともある程度可能かもしれない。 

なお、画面デザイン表示プログラムについては無体物であることから、意匠法第38条第1

号にいう「物」に該当するのか、という点も一応問題となり得るところであるが、同条1

号が括弧書きで「その物がプログラム等である場合」こと明示していることから、「のみ品」

についてもプログラム等の無体物を包含するものとして解され、この点については解釈論

上の疑義は生じないと考えられる。 

 

 

                         
111 満田、松尾編・前掲注108・482頁（青柳昤子執筆） 
112 この場合、例えば、画面デザインに関する意匠の場合、画面デザインが施される物品とは、一般的に情報機器関係の

比較的類似した物品群に集中しているようにも考えられることから、目的・機能といった面で類似する他物品の製造と

いう用途に供される場合には経済的・商業的に実用性のある他用途とは評価しないと解することで「のみ品」の拡がり

を拡張するというような論理が考えられよう。 
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（ⅵ） 「画面デザイン」自体の物品該当性を肯定した場合の問題点‐「実施」概念との

関係 

 

一方、現行意匠法の「実施」概念をあくまでも前提としつつ、画面デザインという無体

物自体を意匠法上の「物品」とすることを正面から肯定した場合113、いかなる問題が発生

することが考えられるであろうか。 

この場合、現行法上の「実施」における各概念を巡って多くの問題が顕在化する。 

すなわち、意匠に係る物品の「製造」行為の場合、画面デザインを物品とした場合、当

該画面デザインを表示する行為、当該画面デザインを設計する行為、といった異なる性質

の行為を包含するようにも解される。意匠に係る物品の「使用」行為については、やはり

当該画面デザインを表示する行為を観念できるように解される。さらに、意匠に係る物品

の「譲渡」行為の場合、画面デザインの譲渡とはいかなる行為であるのか、観念すること

が困難となる。 

このように、現行意匠法の「実施」概念を前提としつつ、画面デザイン自体を意匠法上

の「物品」とすると、結局のところ、「製造」行為と「使用」行為のしゅん別が事実上でき

なくなってしまい、加えて「譲渡」行為については実質的に観念することが不可能となっ

てしまうものと考えられる。加えて、画面デザインを表示させるといった、主としてユー

ザーによってなされる行為に対して意匠権の効力が及ぶ可能性がある。もちろん、意匠権

の効力は業としての実施に及ぶものであることから、個人ユーザーに対しての影響は生じ

ないものの、企業等による画面デザインの表示行為といった場合については、意匠権の効

力が及ぶことを避けることは困難となろう。 

一方、画面デザイン表示プログラムの生産行為や譲渡行為に対しては、画面デザイン自

体についての意匠権は直接的に効力が及ばないことになる。したがって、他人の画面デザ

インを模倣する画面デザイン表示プログラムの生産や販売といった行為に対しては、間接

侵害規定で対応せざるを得ないこととなる。しかしながら、この場合には、先に検討した

ように「のみ品」該当性をめぐる課題が残されている。 

このように、画面デザイン自体を意匠法上の「物品」とすることを肯定する場合、少な

くとも画面デザインという物品類型については、現行法における実施概念とは全く異なる

実施概念を立法上別途手当てしない限り、かえって、意匠法による保護を及ぼすことに伴

う弊害が生じ得る領域に意匠権の効力が及び、逆に意匠法による保護を必要とする領域に

対しては間接侵害というう遠な手段での保護しか及び得ないということとなり、画面デザ

インの意匠法による保護に「ねじれ」が生じることになるものと考えられる。 

                         
113 このような事態は、解釈論上想定することは困難であって、立法論を前提としてしか考えにくいといえる。また立法

論としても、画面デザインの物品該当性を正面から肯定しつつ、｢実施｣概念については現行法のまま維持するというこ

とは合理的には考えにくいところであるが、ここではあくまで1つのシミュレーション的な考察として検討を行うこと

とする。 
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（ⅶ） 特許法第101条第2号型の間接侵害規定を「移植」することの問題点 

 

これまでの検討から、画面デザインに関する意匠の場合、画面デザイン表示プログラム

についての間接侵害成立性という点で、「のみ品」の解釈如何によっては必ずしも十分な法

的保護が確保されていない状況にあることが明らかとなった。そこで、間接侵害規定自体

の見直しによる解決策として、特許法第101条第2号型の間接侵害規定（課題解決不可欠品

＋主観的要件）の「移植」的な導入114で解決できるのであろうか。以下、検討を試みる。 

 しかしながら、そもそも特許法第101条第2号型の間接侵害規定（課題解決不可欠品＋主

観的要件）の解釈自体、当該立法以来10年近くを経ているにもかかわらず、現時点では判

例上の解釈基準として未だ確立がなされていない状況にある。また、学説上は、主観的要

件は少なくとも差止請求との関係ではあまり機能しないという見解115も有力であって、主

観的要件が実質的に絞込みとして機能しないという理解を前提として、立場によっては幾

つかの異なる解釈はあるものの、結果的には課題解決不可欠品要件を絞り込むという方向

性での解釈116が支配的であるとさえいえる。 

 以上のように、現時点での裁判例の状況、及び学説上の有力説を前提とすると、特許法

第101条第2号型の間接侵害規定を仮に意匠法における新たな関節侵害規定として「移植」

したとしても、解釈論としての方向性が未知数であって、その解釈を巡って混乱が生じる

か、あるいは実務上もあまり役に立たないものと認識されるに至るか、結局のところ、あ

る意味で機能不全の規定に陥る可能性が高いと思われるのであって、まさに、特許法の「二

の舞」を踏むだけではないのかという疑念も生じる。 

 したがって、少なくとも特許法第101条第2号型の間接侵害規定（課題解決不可欠品＋主

観的要件）の「移植」的な導入によって解決することが妥当な方向性とはいえないと考え

る。 

 

（２） 対応の方向性 

 

 以上の検討・考察を踏まえると、画面デザインに関する意匠の法的保護の整備という視

点からみた、現行意匠法における間接侵害規定の見直しの大まかな方向性としては、例え

                         
114 特許法101条2号型の間接侵害規定（課題解決不可欠品＋主観的要件）を意匠法に「移植」した場合、その立法イメ

ージ自体は必ずしも明らかではない。例えば、特許法上の不可欠品に相当する概念としては「意匠の要部の作出に不可

欠なもの」といったものを置いた規定ぶりとすることが考えられる。 
115 田村善之・多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否・知的財産法政策学研究15巻170－171頁 
116 三村量一・非専用品型間接侵害の問題点・知的財産法政策学研究19巻85頁以下、また「課題解決不可欠品」から控

除される「汎用品」の範囲を拡張的に解釈することで結果的に不可欠品の範囲を絞り込む考え方（田村・前掲注9・167

頁以下）。しかしながら、実質的な調整をこのような解釈の方向性では、特許法101条2号型の間接侵害規定の規制範囲

は、結局のところ、従来からの特許法101条1号型（「のみ品」型）とあまり変わらないように思われ、このような立法

を行った趣旨が相当損なわれることとなってしまうと考えられ、私見としては疑問の残るところである。 
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ば、以下のような選択肢を考えることができるであろう。 

 第一に、基本的な法的構造としては現行法を維持しつつ、解釈論としては、「のみ品」の

柔軟な解釈に委ねて、今後の様子をみるということが考えられる。この場合、立法論とし

ては差し当たり対応を行わないということになる。 

 第二に、デザイン情報としての画面デザイン自体を物品として扱う立法を行うことが考

えられる。ただし、この場合、先に検討したように、「実施」概念をはじめとして、現行法

において大幅な制度構造を改正することは不可避であると考えられる。この場合、画面デ

ザインに関する意匠と従来型の意匠で、「実施」概念を全く異なる立法とするのか、あるい

は両者含めて「実施」概念を完全に見直すのかという選択肢が更に考えられる。また、画

面デザインの物品該当性を肯定するということは、画素の放射する光という無体物上に化

体されるデザイン情報という構成をもって意匠法上の物品該当性を肯定するということを

意味するものであることから、同様に無体物上にデザイン情報が化体される構成のデザイ

ン、端的には光のデザイン（照明デザイン）、花火等々といったデザインについても、物品

該当性を否定しにくくなり、それらとの保護のバランスも考慮する必要が生じるであろう。

このようなことをまとめて考えると、画面デザイン自体を物品として扱う立法を行うとい

うことは、実質的には意匠制度の全面見直しに近い大幅な制度改正を必然とするものと考

えられる。 

 第三に、現行間接侵害の一部見直しによる対応も考えられよう。現行間接侵害規定にお

ける「のみ品」については、「意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」と規定されており、

デザイン情報が施される物品自体の製造との関係で定義されているが、例えば、「物品の製

造」というところを緩和して、必ずしも「物品」レベルの製造にまで至らない段階での行

為にのみ用いる物ということをもって「のみ品」を定義するということも考えられるであ

ろう。あるいは単に、「のみ品」の定義の仕方として、「意匠に係る物品」以外の概念（よ

り抽象化された上位概念）をもって置き換える規定を考えることもできるであろう。もっ

とも、このような修正された間接侵害規定を検討する実質的必要性とは、そもそも画面デ

ザインに関する意匠の場合には、「特定の有体物たる物品とデザイン情報との紐付けは必然

ではなく、画面デザインの表示データを適宜変換することによって、多種多様な表示装置

に発現させることが可能である」という特徴が存することに基因するものであることから、

その適用範囲についても、意匠法上の登録意匠すべてを対象とするものではなく、画面デ

ザインに関する意匠を前提とすれば差し当たり十分なものと考えられる。 

その他、関連する対応の方向性としては、少なくとも画面デザインに関する意匠の場合

には、画面デザイン表示プログラムについての現行間接侵害規定をめぐる課題として、

「（ⅴ） 画面デザイン表示プログラムと現行意匠法上の間接侵害規定をめぐる課題」で検

討したように、「物品」の幅が限定されることに伴う「のみ品」該当性が認識されたところ

であるから、少なくとも画面デザインに関する意匠に限っては、設定登録段階で、現在の
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省令レベルでの複数物品について同時に指定登録を可能とすることで、「意匠に係る物品」

の枠そのものを拡大することが考えられる。これによって、画面デザインに係る意匠の意

匠権の及ぶ「物品」の範囲自体がそもそも広がるのであれば、現行間接侵害規定の下での

「のみ品」の範囲も拡張されることとなって、画面デザイン表示プログラムについても現

行規定を前提としてもある程度実効的な保護が期待されるものと考えられる。 

（Ⅵ章１．（１）（２） 平嶋 竜太） 

 

（３） 事務局案 

 

委員会における検討に先立ち、国内アンケート調査結果、国内ヒアリング調査結果を踏

まえた事務局案を作成し、委員会において提示した（アンケート結果、ヒアリング結果に

ついては第Ⅳ章「３．制度利用者の意見」を参照のこと。）。事務局案は委員会における検

討のたたき台として用いられたものである。 

事務局案の内容は以下のとおりである。 

 

事務局案（検討のたたき台） 

現行制度の権利範囲を維持する。第Ⅳ章「物品との一体性要件の緩和の是非に

ついて」に記載のとおり、物品との一体性要件を廃止することは時期尚早である

から、現行制度の権利範囲117を維持すべきである。また、同章に記載のとおり、

流通時における物品との一体性要件を廃止した上で、間接侵害規定を拡充するこ

ととする。 

  

（４） 委員会における意見 

 

 以下は、委員会における主な意見である118。（なお、間接侵害規定に関する意見は「第Ⅳ

章２（３）（ⅱ）」も併せて参照のこと。） 

 

（意見１） 

・「現行制度の権利範囲を維持する」という事務局案に賛同する。 

（意見２） 

・「現行制度の権利範囲を維持する」に賛成する。 

 

                         
117 「物品が同一又は類似」かつ「形態が同一又は類似」 
118 委員が所属する団体の意見については、団体としての意見が統一されている部分の概要のみを記載している。意見

の詳細や団体内での個別意見については、「資料編Ⅳ－２各団体からのご意見」を参照のこと。 
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（意見３） 

・プログラムがあらかじめ機器に備わっている場合に、画像データだけを送信する行為は、

該画像データがプログラム等に該当するかどうかで間接侵害の成否が変わる可能性がある

のではないか。 

（意見４） 

・（現行制度では、製造業者が「物品の製造行為」を行っているのに対して、画面デザイン

自体を「物品」としてとらえて保護することとし、現行の実施行為規定をそのまま適用し

た場合には、利用者が画面デザインを表示する行為が「物品（画面デザイン）の製造行為」

に該当することとなり、製造業者側の行為ではなく利用者側の行為が直接侵害の責を問わ

れることとなる、との指摘に対して、）業としての物品の使用行為は現在でも侵害行為とさ

れているから、「画面デザインの利用者側が侵害を問われる可能性がある」という点につい

ては、現状とあまり変わらないのではないか。 

（意見５） 

・画面デザイン自体を物品と考えた場合には、電子データという無体物が実施品となり、

視覚的に認識できないことから、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」という意匠の定義

まで含めて制度が変わる可能性があるのではないか。 

（意見６） 

・特許法の「プログラム等」の規定に引きずられず、画面をデバイス側に表示させるすべ

ての行為を包括するような概念を禁止する法改正の検討が望まれる。 

 

（５） まとめ 

 

 現行制度の権利範囲（「物品が同一又は類似」かつ「形態が同一又は類似」）を維持す

る方向で意見がまとまった。 

 画像デザイン自体を物品としてとらえた場合の法制上の課題が示された。 

 特許法の「プログラム等」の規定に引きずられないような規定を検討すべきとの意見

があった。 

 間接侵害の拡充については、第Ⅳ章５．（１）（ⅱ）に記載のとおり。 

 

２． 意匠登録出願における図面の記載要件、データ形式について 

 

（１） 現状 

 

 現行意匠法制度下においては、画面デザインについての図面の記載要件として、画面デ

ザイン以外の通常の意匠出願と同様に、当該画面デザインについてだけでなく、意匠に係
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る物品の全体形状（きょう体部分等）をも記載した6面図の提出を原則とし、一定の条件の

もとで図面の一部の省略を認めている現状である119。 

 しかしながら、画面デザインの場合、例えば物品の正面にのみ画面が表されているよう

な場合であっても、当該画面デザイン部分が図面に全く表されないきょう体部分のみを示

す図面についてまで願書に添付して提出を求める事とするのは、出願人の図面作成負担を

増加させるものであり、また、当該きょう体部分のみを表す図面は、意匠の権利範囲に及

ぼす影響もあまり大きくないものと考えられる。 

そこで、このようなユーザーの図面作成時における負担を軽減するべく、画面デザイン

の意匠出願における図面要件を簡素化する事が考えられる。 

 また、画面デザインについての意匠出願時におけるデータ形式については、三次元CAD

データや、動画データによる出願は現状のところ許容されていない。そこで、この点も併

せて検討する必要がある。 

（Ⅵ章２．（１） 茅野 直勝） 

 

（２） 対応の方向性 

 

（ⅰ） 図面の記載要件に関する対応案について 

 

画面デザインにおける図面要件の簡素化については、以下２つの対応案が考えられる。 

 

【図表Ⅵ-91】図面の記載要件に関する対応案 

（対応案1） 

画面デザインについては、画面を示す図面の提出のみで足りるとする。 

（対応案2） 

画面デザインについては、画面が見える方向の図面の提出のみで足りるとする。した

がって、画面が見えない方向の図面（きょう体部のみが示された図面）の省略を可能と

する。 

 

 

                         
119 現行意匠審査基準においては、画像を含む意匠登録出願における図面等の記載について、「画像を含む意匠に係る物

品全体の形態について、一組の図面が必要である」とされている。また、同審査基準においては、図面の省略が認めら

れる場合として、「物品の部分について意匠登録を受けようとする場合であって、意匠登録を受けようとする部分以外

の部分のみが表れる図のうち、以下のイからハのいずれかに該当図の省略」ができるとしている。当該イからロについ

て具体的には、「イ 正面図又は背面図のいずれか一方、ロ 平面図又は底面図のいすれか一方、ハ 左側面図又は右

側面図のいずれか一方」とされている。（意匠審査基準 74.3.1「画像を含む意匠登録出願における願書の記載事項、

(5)画像を含む意匠登録出願における図面等の記載」） 
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（ⅱ） 図面の記載要件に関する対応案のメリット・デメリットについて 

 

① 対応案1のメリット・デメリット 

 

 この場合のメリットとして、画面デザインを示す図面以外の図面については提出が省略

できることとなるため、図面作成時におけるユーザーの手続的・費用的負担を軽減する事

が可能となる。これにより、提出する必要図はおおむね一図程度で済むものと考えられる。 

一方、デメリットとして、対応案1の場合、画面デザイン以外の部分が図面中に全く表さ

れないこととなるため、当該画面デザインを意匠登録出願に係る物品の「部分」として保

護を受ける通常の画面デザインの意匠権（部分意匠の意匠権）においては、当該画面デザ

イン部分が意匠登録を受けようとする物品中に占める「位置・大きさ・範囲」を特定する

事ができず権利範囲が不明確となるおそれがある。その結果、第三者の意匠との間におけ

る類否判断が極めて困難となる可能性がある120。 

 

② 対応案2のメリット・デメリット 

 

 この場合のメリットとして、画面が見える方向の図面以外の図面については提出が省略

できることとなるため、図面作成時におけるユーザーの手続的・費用的負担を軽減する事

が可能となる。 

また、画面が見える方向の図面である限り、画面デザインを示す部分以外の部分（きょ

う体部分等）も破線等で記載されることとなるため、当該画面デザインが、意匠登録を受

けようとする物品の中に占める位置・大きさ・範囲を特定する事が可能となる。これによ

り、対応案1で考えられるようなデメリットが発生し難くなるというメリットがある。ただ

し、図面の記載要件を簡素化する事よって権利範囲が不明確となるものが発生しないよう

十分留意する必要がある。 

一方、デメリットとして、対応案1の場合に比べ、画面デザインを示す部分以外の部分（き

ょう体部分等）を破線で記載する必要等が生じるが、この場合であっても提出する必要図

                         
120 現行意匠審査基準では、部分意匠における意匠法第3条第1項第3号の類否判断について、以下の①から④までに示す

要件を記載している。すなわち、「①部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似であ

ること」、「②部分意匠の意匠登録出願の『意匠登録を受けようとする部分』と公知の意匠における『意匠登録を受けよ

うとする部分』に相当する箇所との用途及び機能が同一又は類似であること」、③「部分意匠の意匠登録出願の『意匠

登録を受けようとする部分』と公知の意匠における『意匠登録を受けようとする部分』に相当する箇所との形態が同一

又は類似であること」、④「部分意匠の意匠登録出願の『意匠登録を受けようとする部分』の当該物品全体の形態の中

での位置、大きさ、範囲と公知の意匠における『意匠登録を受けようとする部分』に相当する箇所の当該物品全体の形

態の中での位置、大きさ、範囲とが同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること」とさ

れている（意匠審査基準 71.4.2.2.1「公知の意匠と部分意匠との類否判断」）。そして、当該基準は画面デザインにつ

いても、「画像は、物品の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合に含まれるものであり、画像を含む意匠の類否

判断は全体意匠、部分意匠の審査基準に準じて行われる」とされている。(意匠審査基準 74.5.2.2.1「公知意匠と画

像を含む意匠の類否判断」) 
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はおおむね一図程度で済む事が多いと考えられるため、ユーザーの負担はそれほど大きく

ないものと考えられる。 

 

（ⅲ） データ形式に関する対応について 

 

画面デザインについての意匠出願時におけるデータ形式については、ユーザーのニーズ

が高い場合には、三次元CADデータや、動画データによる出願を許容することを検討する必

要がある。 

なお、現状ではそれほどニーズが高くない場合であっても、今後画面デザインに関する

技術が大きく変化・進化を遂げる可能性がある分野である事にかんがみると、将来的には

これら新技術に対応し得るデータ形式での出願を可能とする事を今後も継続的に検討して

いく必要があるものと思われる。 

（Ⅵ章２．（２） 茅野 直勝） 

 

（３） 制度利用者の意見 

 

（ⅰ） 国内企業アンケート調査結果 

 

 以下に、国内企業アンケート調査における図面の記載要件に関する設問についての回答

と分析を示す。 

 

【図表Ⅵ-92】C4-8 画面デザインに関する意匠出願の図面要件について、 

貴社のお考えにもっとも近いものをお選び下さい 

 

    件数 割合 

1 画面デザインについては、画面を示す図面の提出のみで足りることと

すべき 
32 25.6%

2 画面デザインについては、画面が見える方向の図面の提出のみで足り

ることとすべき 
17 13.6%

3 画面デザインであってもどのような物品のどの位置に画面が表示さ

れるかが明確である必要があるから、筐体部分の形状も特定可能な図

面の提出を求める現在の図面提出要件を維持すべき 

24 19.2%

4 現行の図面提出要件について特に不便を感じていないので、要件を変

更する必要は無い 
12 9.6%
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5 わからない、どちらともいえない 28 22.4%

無回答   12 9.6%

回答者数 125 100.0%

 

25.6%

13.6%

19.2%

9.6%

22.4%

9.6%

1

2

3

4

5

無回答

N=125

 

【分析】 

画面デザインに関する意匠出願の図面要件に関し、要件を緩和すべきとする回答が約39%であり、緩

和は不要とする回答約29%を上回っている。 

 

（ⅱ） 国内ヒアリング結果 

 

① 意見の概要 

 

 国内ヒアリング調査における図面の記載要件及びデータ形式に関する意見の概要を以下

に示す。 

 画面デザインについては、きょう体部のみ（破線部のみ）からなる図面は出願人の任意

にすべきとの意見や、画像図のみで十分との意見があった。一方で、図の数を減らすこ

とで権利範囲が不明確となることを懸念する意見があった。 

 三次元CADデータによる出願について、メリットとしては、形状がわかりやすくなる点

を挙げる意見があった。一方、デメリットとしては、デッドコピーされるリスクが高ま

ることや、内部構造等の不要なデータを削除する手間が大きいことを挙げる意見があっ

た。 

 動画による出願について、メリットとしては、図面を作成する手間が省ける点を挙げる

意見があった。一方、デメリットとしては、権利の特定が困難になる点や、審査におい
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てどの点に着目して登録されたのかがわかりにくくなる点を挙げる意見があった。 

 

② 意見の抜粋 

 

 国内ヒアリング調査での機能・操作要件に関する意見（抜粋）を以下に示す。 

 

【国内企業へのヒアリング結果】 

・日本の出願を基礎に、他国に出願すると、破線のみの図面につき意匠の特定に必要な

いということで削除を求めるオフィスアクションを受けることがある。きょう体構造と

画面デザインにこん然一体の関係性があればきょう体構造の図面も必要であると考えら

れるが、そうでなければ破線のみの図は全く不要なのではないかと考える。画面デザイ

ンだけ出願するか、きょう体の部分として出願するかを含めてどのような図面で意匠出

願するかについてはユーザー側が自由に選択できるようにしていただいた方がいいと考

える。（A社） 

・画面デザインの出願について、きょう体部分の図面を作成するのは面倒である。画像

図のみで良いのではないか。（F社） 

・動画や三次元CADデータでの出願についての希望は、今のところない。（H社） 

・三次元CADデータは形状がわかりやすくなると思う。また、画面デザインについては動

画による出願のメリットはあるかもしれない。しかし、いずれも出願の調査が大変にな

るかなどのデメリットを把握し切れていないので、出願フォーマットの見直しの是非に

ついては何とも言い難い。動画による出願については、どの部分に着目して登録された

のか判断が難しいことが予測される。（H社） 

・携帯電話機の画面デザインの意匠登録出願には少なくとも6面図は不要と考える。携帯

電話機のきょう体デザインが二つ折り式なのか、ストレート式なのかは問題にしておら

ず、画面の意匠を特定する際に、6面図がなくとも実務上影響がない。一方で、他の製品

の場合、画面の位置、大きさ、範囲が特定されずに困る場合があると思うので、物品に

応じた運用が整理されるのがよいのではないかと考える。（I社） 

・動きのある画面デザインについて、どこまで図面だけで表現できるかは、困難を感じ

ている。開発者が使用しているファイルをそのまま提出することができるのであれば、

図面を起こす必要がなくなるのでリソース面で助かる。しかし、権利範囲の特定は難し

くなる可能性は否定できず、権利行使と他社意匠の侵害調査の面で課題や懸念が残る。

（I社） 

・画面デザインでも6面図は必要と考えている。6面図がなくなることで、権利範囲が不

明確となる方が問題である。（L社） 
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【弁理士事務所へのヒアリング結果】 

・6面図を提出するのか、正面図だけでいいのか、画像図だけでいいのかはユーザーが選

択すればいいことである。位置、大きさ、範囲が重要と思う出願人は6面図を提出すれば

よい。例えば、画面デザインの構成がハードウェア的なボタンと何らかの関係を持つデ

ザインであったとしても、ハードウェア的なボタンが破線で記載されていれば、その関

係は創作非容易性にも権利範囲にも影響を及ぼさないはずであり、またその関係を主張

できないはずであるから、画像図の提出で足りるものと考える。ただし、物品の理解を

助けるためや、意匠を明確にするために追加する図面に関しては、要旨変更の規定を少

し緩和してほしい。新規な物品については、6面図が揃っていても物品を十分に理解でき

ないケースがあるので、これらの図面の補充を認める必要がある。（O所） 

・平成23年8月から適用の改訂意匠審査基準により、部分意匠の出願については 低3図

を提出すればよくなったが、6図であろうと3図であろうと、破線のみの図を提出しなけ

ればならないことには変わりがなく、負担は以前とあまり変わらない。画面デザインの

意匠は、画像部分を表す図のみの提出を認めるべきである。きょう体部分と画面デザイ

ンの関係を主張したい場合には、きょう体部分を表す破線部のみの図を提出すればよい。

すなわち、物品の部分としての権利か、画像そのもの（アイコン、GUI等そのもの）の権

利か、出願人が選択できるようにすべきではないか。（P所） 

・動きのある画面デザインを動画データで出願する必要性は感じない。静止画も枚数を

増やせば動画に近い表現が可能である。静止画と静止画の間の動きを特定することとが

できないが、それはユーザーの選択により静止画を出す枚数を増やせばよい。三次元CAD

データのような三次元データにより出願する必要性も現状では感じない。日本しか出願

しないのであれば、選択肢が増えるということで便利かもしれないが、海外にも出願す

るのであれば優先権が認められないリスクを考えて利用しないだろう。ただし、製品発

売間近で依頼者の手元に三次元CADデータしかなく、図面を別途用意する余裕がない様な

場合には、利用価値があるかもしれない。（P所） 

・画面デザインはきょう体部分のデザインとは独立して把握可能なものであるから、き

ょう体部分の図面は省略可能としてよいのではないか。ただし、意匠の内容によっては、

物品全体の中での位置、大きさ、範囲を特定したいケースもあるので、出願人の任意で

きょう体部分を示す図面も提出できるようにすればよい。一方で、画面の中でのパーツ

の位置、大きさ、範囲については特定する必要があり、画面の外枠は示す必要があると

考える（例えば、「アイコンを表す図」のみで登録可能とするのは、少なくとも現段階で

は時期尚早であり、適切でない）。また、物品名や意匠の説明の記載だけでは物品を特定

できないようなものについては、きょう体部を示す図面を参考図として提出すれば足り

るのではないか。（Q所） 
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・動画データによる出願や、三次元CADデータによる出願については、強い要望はない。

静止図、平面図を用いた実務が既に浸透しているため。（Q所） 

・近年の画面デザインは様々な機器に適用されることが想定され、通常は表示部の位置、

大きさ、範囲が問題になることもないので、画像図のみを必須とし、きょう体部を示す

か否かは出願人の任意としても良いのではないか。（R所） 

・三次元CADデータで出願した場合、意匠の細部に至るまで特定されることとなる。この

ため、第三者の立場からは意匠の特定が容易というメリットがあるが、出願人側の立場

からは細部をあいまいにすることができないというデメリットがある。（R所） 

・仮に動画データでの出願が許容されたとしても、要部の特定が困難であり、出願人に

とってのメリットは少ないと考えられるため、代理人としては推奨しないだろう。仮に

動画データでの出願を許容するのであれば、類否判断についての明確な基準を示す必要

がある。これは、変化する画像についても同様である。（R所） 

・きょう体部の形態と画面デザインの両方について権利化を図る場合には、きょう体部

についての出願の際に作成した図面を画面デザインの出願にも流用できるため、さほど

の労力は掛からない。一方で、画面デザインについてのみ権利化を図る場合は、6面図を

用意する負担が大きいため、画面デザインが表れる一方向のみ、もしくは画面部分の図

のみで権利化できることが望ましい。（S所） 

・表面の凹凸がわかりにくい場合、斜視図や断面図を駆使する手間が省けるため、三次

元CADデータによる出願が許容されれば一定のメリットはある。ただし、三次元CADを導

入していない企業や、秘密保持の観点から三次元CADデータを社外に出さない企業なども

あり、仮に三次元CADデータによる出願が許容されたとしても、利用する企業は少ないか

もしれない。（S所） 

・三次元CADデータから6面図を作成する作業は、さほどの負担ではない。（S所） 

・外国との制度調和と国内出願人の利便性を考えたとき、我が国の意匠制度は中途半端

なものに思われる。これからも意匠法で画面デザインを保護するのであれば、少なくと

も提出図面の簡素化が必要である。（S所） 

 

（４） 事務局案 

 

委員会における検討に先立ち、国内アンケート調査結果、国内ヒアリング調査結果を踏

まえた事務局案を作成し、委員会において提示した。 

事務局案の内容は以下のとおりである。 
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事務局案（検討のたたき台） 

（ⅰ）図面の記載要件について 

図面要件を緩和する。画面デザインについては、画面が見えない方向の図面（きょ

う体部のみが示された図面）を提出する必要性は通常低いと考えられることから、こ

れらの図面を省略できることとすべきである。ただし、権利範囲が不明確とならない

よう留意する必要がある。 

 

（ⅱ）データ形式について 

 三次元CADデータ、動画データによる出願は許容しない。三次元CADデータや動画デ

ータによる出願については、利用者のニーズがそれほど大きくないことから、現時点

では許容しないこととする。 

 

（５） 委員会における意見 

 

以下は、委員会における主な意見である121。 

 

（意見１） 

・「画面デザインについては図面要件を緩和する、ただし、権利範囲が不明確にならないよ

う留意する」，「三次元CADデータ、動画データによる出願は許容しない」という事務局案に

賛同する。 

（意見２） 

・「図面要件を緩和する」に賛成する。 

（意見３） 

・「三次元CADデータ、動画データによる出願は許容しない」に賛成する。現時点では当該

要望が無いことから許容する必要はないと考えるが、今後、当該要望が増えてきた段階で

の導入検討は必要となるものと考える。 

 

（６） まとめ 

 

 画面デザインの図面要件については、権利範囲が不明確にならないよう十分に留意し

つつ、緩和の方向で検討をすすめるべきとの意見で一致した。 

 三次元CADデータ、動画データによる出願は現時点では許容しないこととし、ニーズが

高まった場合には、権利範囲が不明確にならないよう十分に留意しつつ、許容の是非

                         
121 委員が所属する団体の意見については、団体としての意見が統一されている部分の概要のみを記載している。意見

の詳細や団体内での個別意見については、「資料編Ⅳ－２各団体からのご意見」を参照のこと。 
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について検討すべきとの意見で一致した。 

 

３． その他の検討項目 

 

 第Ⅳ章、第Ⅴ章及び本章で検討した項目のほかに、委員会において下記の意見があった。 

 

 画面デザインの保護については他法令を含めた検討が必要ではないか。 

 アンケートの回答率が低調であり、業界全体の意見を反映できていない可能性がある

ため、取扱いには注意すべきでないか。 

 画面デザインについては、創作非容易性を厳格に判断すべきではないか。 

 我が国のソフトウェア産業が国際的な事業展開を図る上では、画面デザインの意匠権

取得に係る実務に精通しておくことが重要であり、そのためにも保護対象の国際調和

が必要なのではないか。 

 我が国が知財立国たるには、他者の権利行使を不安視するのではなく、積極的に自社

製品を保護するという姿勢が必要ではないか。 
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Ⅶ． 今後の意匠制度の在り方について（提言） 

 

 本調査研究での検討を踏まえ、デジタル社会におけるデザイン保護に即した意匠制度の

在り方に関して下記を提言する。 

 

１． 物品との一体性要件について 

 

（１） 物品との一体性要件の緩和について 

 

物品との一体性要件を廃止し、物品を離れた画面デザイン自体を意匠法で保護すること

とした場合、現行の制度や環境の下では審査負担や監視負担が極めて大きくなることが懸

念される。したがって、現時点では物品との一体性要件を原則として維持することとし、

今後、他者権利の監視負担の低減及び意匠権の効力範囲の明確化についての検討と併せて、

物品を離れたデザイン自体の保護の是非について、画面デザインのみならず意匠法全体の

問題として検討を行うこととすべきではないか。 

 

（２） 間接侵害の拡充について 

 

 間接侵害の拡充については、製品とプログラムとを別々に譲渡することで権利侵害を免

れる等の脱法行為を抑止する必要があることにかんがみ、下記の点及び本報告書に記載さ

れたその他の意見等を考慮しつつ、引き続き慎重に検討すべきではないか。 

 

 「流通時における物品との一体性要件」の廃止又は緩和の是非 

 物品と独立して販売されるソフトウェアの画面を意匠法の保護対象とすることの是非 

 意匠権登録された物品での利用を主目的としていないプログラムの扱い 

 機器本体を製造するメーカーへの影響 

 ソフトメーカーの産業活動への影響 

 Webサイトの画像デザイン(Webページ画像)の扱い 

 クラウド・コンピューティングにより提供されるサービスの画面デザインの扱い 

 

（３） 多物品一出願制度について 

 

 複数の物品に適用される画面デザインについて権利化を図る際の負担を低減する必要が

あることにかんがみ、下記の点及び本報告書に記載されたその他の意見等を考慮しつつ、

多物品一出願制度を導入する方向で慎重に検討を進めるべきではないか。 
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 現行制度と同様に、審査を行う単位を物品ごととすることの是非 

 指定できる物品に課される制約の内容、出願方法(図面の記載方法)、それぞれの物品

の審査方法、拒絶理由通知受け時の対応方法の在り方 

 何らかの制限（指定する物品数を100までとする、一物品追加するごとに費用が加算さ

れるようにするなど）を課すことの是非 

 ヘーグ協定ジュネーブアクトの複数意匠一出願制度との調和 

 

（４） その他 

 

 下記の項目については、本報告書に記載された意見等を踏まえつつ、引き続き慎重に検

討すべきではないか。 

 

 上位概念の物品名を許容することの是非 

 用途や機能で物品を特定する制度の導入の是非 

 

２． 機能・操作要件について 

 

 機能・操作要件の在り方については、下記の点及び本報告書に記載された意見等を考慮

しつつ、引き続き慎重に検討すべきではないか。 

 

 汎用機の画面デザインを意匠法の保護対象とすることの是非 

 装飾のみを目的とする画面デザインを意匠法の保護対象とすることの是非 

 意匠法の保護客体についての国際調和の必要性 

 他者権利の監視負担を低減するための制度・運用の在り方 

 画面デザインに係る意匠権の権利範囲を明確とするための制度・運用の在り方 

 画面デザインについての審査基準の在り方 

 

３． その他 

 

（１） 図面要件について 

 

画面デザインの図面要件については、権利範囲が不明確にならないよう十分に留意しつ

つ、緩和の方向で検討を進めるべきではないか。 
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（２） データ形式について 

 

 三次元CADデータ、動画データによる出願は現時点では許容しないこととし、ニーズが高

まった場合には、権利範囲が不明確にならないよう十分に留意しつつ、許容の是非につい

て検討することとすべきではないか。 

 

（３） アンケート調査結果の取扱いについて 

 

 本調査研究で行った国内企業アンケート調査の回答率は、11.7%と低調であった。この理

由として、アンケート送付先企業1,116者のうち、画面デザインに関する意匠登録出願の経

験122を持つ企業数は165者にとどまるため、母集団全体として画面デザインの保護に対する

関心や意匠制度への理解が必ずしも高くないことが可能性として考えられる。当該アンケ

ート調査の結果を分析／利用する際には、回答率が低い点について留意する必要がある。

また、制度についての検討を進めるに当たっては、現在は意匠制度を利用していないが保

護対象を拡大した場合には意匠制度を利用することとなる可能性のある業界における保護

ニーズについて、引き続き情報を収集する等の対応が望まれる。 

 

 

                         
122 2008年～2010年 
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