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ソフトウェアの抽象化指向特d性と特許

玉井哲雄
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1.はじめに

ソフトウェアは他の工業製品とは異なる特性があり，

それが特許法による法的保護を馴染まないものにして

いることは，すでにいくつかの視点から議論されてい

る.たとえば，新規性・進歩性の判定が困難なこと，

陳腐化が早〈審査に要する時間の長さと適合しないこ

と，特許による公開で模倣がしやすくなるれ侵害の

認定はむずかしいこと，などである [4 ， 5].

ここではソフトウェアあるいはアルゴリズムの本質

的特性と思われる，抽象化・一般化の指向という観点

から，特許との関係を考えてみたい.まず，第2節でプ

ログラムとアルゴリズムの抽象化とはどんな概念であ

り，どれほど重要な特性であるかを述べる.次に第 3

節で， 1993年のコンビュータソフトウェアの法的保護

に関する国際会議で取り上げられた例題によって，ソ

フトウェアの特許出願に際して，なるべく登録が認め

られるように記述するという努力は，この抽象化 e 一

般化とはまったく逆の方向に向かつてなされるもので

あることを示す.以上を踏まえて，第4節で議論を行な

い意見を述べる.

2. プログラムとアルゴリズムの抽象化

ソフトウェア技術の歴史は，なるべく広い範囲で適

用可能な一般性の高い技術を探求するものであったと

いえる.そのためのもっとも基本的な方法論・枠組み

は，抽象化の機構であった.ソフトウェアを構成する

構成要素，すなわち手続き，データ，オブジェクト，

それらで構成されるサブシステム，さらには全体のソ

フトウェアシステム自身に至るまで，その抽象度が高
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いほど利用価値も高い.

以下で，そのような抽象化の機構の例を具体的にみ

てみる.

2.1 プログラムの抽象化

2.1.1 手続きの抽象化

プログラムをまとまった機能単位の手続きに分解す

ることは，プログラミング技術の比較的初期に考え出

きれた工夫である.その単位は，プログラミング言語

によって，サブルーチン，プロシージャなどと呼ばれ

た.

このような手続き単位は，単にシステムを分解する

際の構成要素となるだけでなく，手続きの抽象化を可

能とするものでもある.手続きを外部からみた場合，

必要となるのはどのような入力を受け付け，それに対

してどのような出力を行なうかという機能仕様であり，

その機能が具体的にどう実現きれているかという内部

構造は無関係である.このことは手続きという仕組み

が，内部構造を捨象することによって，抽象化機構と

して働きうることを意味する.

同じような機能を実現している手続きでも，その機

能範囲がどれほど一般化されているかという基準によ

り区別が可能である.たとえば，与えられたデータの

列を一定の順序で並べ替えるソートという手続きを，

考えてみよう.単純なソート手続きとしては o から

9 までの 1 桁の数字を昇順に並べ替えるものが考えら

れよう.それに対し，任意の桁の整数の列を並べ替え

ることができる手続きの方が，より一般性が高い.実

数も並べ替えられれば，より一般的である.さらに順

序が定められるのは数値とは限らない.文字をアル

ファベット順に並べる，単語を辞書式に並べる，など

も同様の並べ替え操作である.並べる順序も，昇)1頃か

降順か選べる方が一般性が高い.

このような手続きの一般化は，数学的にいえばソー

(15) 571 © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



トの対象となるデータの順序性という性質を抽象化し

その抽象化された性質を持つデータに手続きを適用可

能にするということである.具体的に整数をデータと

して与えるのか，文字列をデータとして与えるのかは，

手続きを呼び出すときに指定すればよい.これは手続

きに与える入力として，単なるデータだけでなくデー

タの種類(型)を許すという考え方である.このよう

な指定のための入力をとくにパラメータということが

ある.

別の例をあげてみよう.定められた関数を，与えら

れた区間で数値的に積分する手続きがあるとする.積

分の対象となる関数をより一般化して，入力として指

定できるようにした方が利用範囲が広いことは明らか

である.それには，積分を行なう手続きに，被積分間

数の手続きを渡してやる機構が存在すればよい.この

場合も，手続きの機能をより一般化するために，手続

きへの入力や出力を抽象化するという方法をとってい

ると解釈できょう.

以上の議論から，手続きを一般化し抽象化すること

で，その利用範囲が拡大し，利用価値が高まるという

命題が成立することが明らかに言えるだろう.

2.1.2 データの抽象化

手続きの抽象化にやや遅れて，データの抽象化とい

う概念が1970年代以降発展し今日に至っている.プロ

グラミング言語には通常，整数，実数，文字などの基

本的なデータの型が定められている.抽象データ型と

は，このようなデータ型の概念を拡張して，より抽象

度の高い複雑な構造を持ったデータの型を，自由に定

義して使えるようにする仕組みをいう.

たとえば待ち行列という抽象データ型を考えてみよ

う.待ち行列とは，データをしまっておく場所で，い

つでもデータをつけ加えたり取り出すことができるが，

取り出すときはもっとも早〈入れられたデータから順

番に出きれる， というものである.ここで行なわれて

いる抽象化は，まず待ち行列というデータ構造を，デー

タを入れるという操作と取り出すという操作の組とし

てとらえ，きらにその関係として先入れ先出しという

性質を規定することで定義して，その内部構造には立

ち入らないという方法を取ることによっている.デー

タ構造の具体化には，より抽象度の低川西己列あるい

はリストというデータ構造が使われることになるが，

抽象データ型の仕様としてはそのデータ型に適用可能

な操作の組とその性質を定めれば十分で、ある.この関

係は，手続きに対して外からは機能仕様がわかれば十
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分であるという意味での抽象化と対応している.

待ち行列にどんなデータを入れられるかで，抽象

データ型としての種類が異なってくる.たとえば整数

を入れる待ち行列，文字列を入れる待ち行列，さらに

複雑な構造を持ったデータを入れる待ち行列，などが

区分きれる. しかしこれも，抽象データ型の定義にパ

ラメータを導入することで一般化できる.すなわち，

データの種類である整数，文字，などの情報をパラメー

タ化することにより，さらに抽象度の高いデータ型の

定義となる.この関係も，ソート手続きを例にとって

説明した，手続きにおけるデータ型のパラメータに対

応するものである.

2.1.3 オブジェク卜の抽象化

上に述べた手続きの抽象化とデータの抽象化は，た

がいにまったく独立したものではない.手続きの機能

を一般化するために，定められた性質を抽象化した

データのクラスに適用するという考え方を見たし

データの抽象化はそれに対する操作手続きとデータの

抽象化の概念を統合したのが，オブジェクト指向技術

における抽象化であると見ることができる.

オブジェクト指向技術では，きらに抽象化をより明

示的に扱う方法をもっている.それは抽象化によるク

ラス階層という概念である.クラスとは同じ属性・動

作をもったオブジェクトの型を指す.クラス階層の上

位にあるものはより抽象的，一般的なクラスであり，

下位にあるものはより特殊化きれたクラスである.下

位のクラスは上位のクラスの属性・動作を継承した上

で，きらに独自の属性や動作を加えてもつ.この継承

という機構が，単に概念の整理だけでなく，プログラ

ミング技術上も仕様やコードの共通部分の重複を省き，

再利用を促進するという効果をもたらす.また階層構

造で整理されたオブジェクト・クラス群は，種々の分

野で共通ライブラリとして提供きれ，広い範囲に流通

しつつある.

多くの場合，提供される抽象度の高いオブジェクト

を，利用者が自分の構築するシステムの目的にした

がって特殊化・具体化して利用するという形態がとら

れる.ここでもより抽象度の高いオブジェクトの方が

利用範囲が広いという一般論が成り立つが，さらにそ

の抽象度の階層構造全体が与えられることにより，利

用価値が一層高まるといえる.

2.2 アルゴリズムの抽象化

プログラムはアルゴリズムを特定の記述言語で記述
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したものと見ることができるから，プログラムの抽象

化の議論はそのままアルゴリズムの抽象化の議論とし

ても成り立つ.しかし，ここではアルゴリズムの対象

とする問題分野を考慮した，アルゴリズムの内容に立

ち入って考えてみたい.

たとえばネットワーク上の最適化問題として古くか

ら研究され応用例も多いものに，最短経路問題がある.

ある点から別の点へ，ネットワーク上の経路をたどっ

てもっとも短い距離で行ける方法を求めるものである.

まったく異なる分野であるプログラミング言語のコン

パイラ技術で，データフロー解析と呼ばれる問題分野

がある.最短経路問題とデータフロー解析問題は，一

見まったく無関係に見えるが，適当な数学的抽象化を

行なうと両者が同じ構造を持った問題として定式化で

きるだけでなしその解法アルゴリズムも共通な形に

一般化できることがわかる.さらにこの形式に帰着で

きる問題は多したとえば通信ネットワークの信頼性

解析問題，有限オートマトンの解析，高速自動微分法

などが同じ枠組みで扱え，一般化したアルゴリズムが

適用可能である [1].

一般に，次のような状況がありえよう.

(1)ある問題分野てゆアルゴリズムAが発見され，そ

れとまったく別の分野でアルゴリズムBが独立に

発見された.

(2) A と B とが本質的に同じ構造をしていることは，

自明ではない. しかし問題の構造に洞察を加え，

その本質を抽象化することによって， 2つのアルゴ

リズムが根本的に同等であることが，後から示さ

れた.

この場合，次のようなことがいえよう.

. rアルゴリズムの研究者j としては，一般化された

アルゴリズムを知ることは有益である.問題の本

質がよく理解できる上，さらに別の分野にも適用

可能かもしれない.

・一般化されたアルゴリズムがそのままプログラム

として実現され，それを具体化することにより個

別の分野に適用可能となると，きらに有用である.

2.1節で述べたようなプログラムの抽象化の枠組

みを用いると，一般化アルゴリズムの実現と，そ

の具体化による適用が技術的に可能となる.

3. 例題による事例研究

SOFTIC Symposium '93 (The Fourth Interna. 

tional Symposium on Legal Protection of Com. 

1995 年 10 月号

puter Software) において，ソフトウェア特許の問題

を考える上での例題として出された 2 つのうち，数値

の並べ替え (sorting) をテーマとするものを取り上げ，

クレームの記述方法と特許性の関係を見る.

3.1 ソートを使った例題

この例題には r 6 つのクレーム(特許請求の範閤)

の記述例が含まれる [6].

(1)クイックソートが仮に新たに発明されたもので

あるとして，そのアルゴリズムをメモリ内の配列に対

する操作として記述したもの.その操作は「数値デー

タ列を(ある)境界値以下の値をもっデータ群と，境

界値より大きい値をもっデータ群とに分かれるように

転送する J というかなり抽象度の高い記述になってい

る.また，再帰的な繰り返し方法と終了条件も，同じ

レベルの記述である.

(2) (1)と同じクイックソート処理を，プログラムレ

ベルで記述したもの.操作の対象はメモリ内の配列で

(1) と同じだが，数値群を初めの位置と終りの位置を指

すポインタの対で表わし，数値の入れ換え操作もポイ

ンタの移動を用いて具体的に表現している.また，再

帰を具体的に実現するために，スタックというデータ

構造を明示的に用いている.

(3) 以降でもソート処理がテーマだが，クイック

ソートという指定もないし，ソート方法に関する技術

的な記述はない.物品に記述された住所を配達の順序

にしたがって並べ替えてプリントするという，ソート

の応用を記述している.住所と配達番号の対応表を持

ち，入力された住所データ群から配達番号を引いて，

その配達番号順にソートして出力する.

(4) (3) と同じ処理だが，入力にイメージリーダーを

用い，文字認識処理を使って文字コードに変換したも

のを住所データとする， というところが異なる.

(5) (4)に加えて物品を3つのスタッカを用いて物理

的に搬送する仕組みを想定し，配達番号順のソート結

果にしたがって，物品自身を再配列するという方法を

記述したもの.

(6) (4) と同じ内容を方法ではなく装置として記述

したもの.

このうち，(1)から (5) までは方法の特許としての請

求であり， (6) のみが装置の特許請求となっている.

3.2 審査判断の比較

この例題に日米欧の特許庁担当宮が判断を示してい
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る.その結果は表 1 のとおりである.

表 1 日米欧の特許庁担当官による判断

日本1 米国2 欧州3

1 ﾗ ﾗ ﾗ 

2 A ﾗ 。

3 ﾗ ﾗ ﾗ 

4 ﾗ ﾗ 。

5 。 。 。

6 ム 。 。

。:特許性あり， X 特許性なし，ム:場合による4

1 相田義明(日本特許庁)

2 S. G. Kunin (The Patent and Trademark Office) 

3 A. S. Holzwarth (The European Patent Office) 

4 日本の 2 の判断は，アルゴリズムからの自然の帰結と

いう意味では×だが，具体的な規定になっているとい

う意味ではOとも判断されるというもの.また同じく

6 は， 4 と変わらないという意味では×だが，アルゴリ

ズムの占める割合が低いという点ではOとも判断きれ

るとする.

この議論はパネル討論形式でなされたが，この結果

について他のパネリストから，米国は普段より厳しし

欧州は普段より緩い判断になっているのではないか，

という意見が出された.また，他のパネリストでこの

6つのケースについての個々の判断を発表したものも

あったが，いずれもさらに広く特許性を認めるもので，

(1)を除き (2) から (6) までは特許性ありというもの，さ

らには)も含めてすべて認めるというものすらあった.

3.3 特許性判断の基準

6 つのクレーム例を改めて比較してみる. 1 と 2 を

比べると，明らかに 1 の方が抽象度が高い.専門的な

視点から見ると， 1の記述はややあいまいであるが(そ

のあいまいさを図解例で、補っている)，同じ抽象度のレ

ベルでより厳密な記述を行なうことは可能である.た

だし，厳密きを追求してなんらかの形式的な記述言語

を用いて書いたとしたら，現状ではクレーム記述とし

て受け入れられないだろうが. 2 は 1 のインプリメン

テーションの細部を記述しているが，このレベルでの

実現方法には，他にもいくつかのバリエーションが考

えられる.

3-6 は住所を配達番号順に並べ替えるという同じ

応用例を扱っている.ソート技法としてクイックソー

トを用いるとした方が例題としての斉合性がとれるよ

うに思うが， 3 -6 ではソート方法は特定していない.
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3 はコンビュータにデータを直接入力し，結果をプリ

ンタに出力するというもっとも単純な利用法である.

4 はイメージリーダーを付加し 5 はさらにスタッカ

という物理的な装置を用いたシステムに組み入れると

いうことにより，物理的な機器との結びつきを}I慎に高

めている. 6 は 4 の記述方法を変えただけである.

ソフトウェアあるいはアルゴリズムという観点から

いえば， 3 -6 の本質的な部分は3の記述で尽きてい

る. 3 以外はハードウェアの要素を付加したに過ぎな

し、

1 -2 と 3-6 を比べると， 3 -6 はソート技法を

特定していないので技術内容がないともいえるが，仮

に 3-6 もクイックソートを前提としていたとすると，

これは 1-2 の適用対象を特定したものといえる.

以上をまとめると 3 種類の対比ができる.

-抽象化(1)対具体化 (2)

・一般化 (1 ， 2) 対特殊化 (3 ， 4 ， 5 ， 6)

・純粋なソフトウェア (3) 対ハードウェアの付加 (4 ，

5 , 6) 

そして，このいずれの軸も特許性の審査判断と強〈

相闘があり，より具体化，特殊化されたもの，さらに

よりハードウェアとの結びつきが強いものが，特許を

認められる傾向にある.このことは，表 1 で示された

判断結果からも明らかであるが，さらに日本のコン

ヒ。ュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準や，米国

における数学的アルゴリズムを記載するクレームに対

する 2段階テストの考え方からも，自然に導かれる.

4 ，議論

第 2 節でやや詳しく述べたように，ソフトウェアや

アルゴリズムは，常により抽象的，一般的な表現を求

めて進歩してきた.より抽象的，一般的に記述された

ソフトウェア/アルゴリズムは，適用範囲が広くまた柔

軟で，その意味で利用価値が高い.このことは，より

具体的，特定的な記述が意味がないということでは決

してない.しかし，具体的，特定的な記述が，より抽

象的，一般的な記述と関係づけられ体系化されること

で，きわめて強力な技術となるということがいえる.

一方，第 3 節で見たように，ソフトウェアやアルゴ

リズムの特許は，より具体的で対象の特定化きれた記

述を優先し，きらにハードウェアとの結びつきが強い

ものを優先する.このことから，次のような問題が生

じるだろう.

(1)汎用性の高い有益なアルゴリズムやソフトウェ
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アを考案したとしても，特許出願をする際には，

わざわざ具体化・特定化した表現に変え，またあ

えて装置と結びつけたクレームとする必要がある.

広い具体化の技術や適用範囲を確保しておきたい

場合は，その一々について出願しなければならな

し、

(2) 限定された分野の限定された手法がすでに特許

化されている場合，それを含む汎用的で強力なア

ルゴリズムやソフトウェアを発明したとしても，

その特許性が認められる可能性が低い.

(3) ある分野に対し適用されるアルゴリズムが公知

であるかすでに特許化されている場合，別の分野

に類似の手法を適用したものの特許性の判断がむ

ずかしい

(4)一般化，抽象化されたアルゴリズムが公知の場

合，それを具体化し特定の分野に適用するという

方法や装置が特許出願された場合に，その特許性

の判断がむずかしい.

ソフトウェアの特許に関連して議論きれる多くの問

題が，ソフトウェアの本質としての抽象性・一般性・

論理性と，特許出願に求められる具体性・特定性・物

理性という矛盾から生じている.たとえば，次のよう

なものである.

均等論均等論とは，文理解釈上は特許請求の範囲に

含まれないが，請求範囲に記載された発明と均等な発

明を技術的範囲に属するものとして，権利範囲を拡張

的に解釈する手法だという [3]. ソフトウェアのイン

プリメンテーションで特定のデータ構造や技法を使っ

たものをクレームとして記述した場合，そのインプリ

メンテーションの仕方を変更したものに権利範囲が及

ぶかという問題や，あるいは適用分野を変えるという

上記 3 の場合の判断に関連するが，この議論の有効性

についてはまだ定説がないようである.

間接侵害 装置としての特許請求の方が認められやす

しまた方法の特許は権利行使の範囲が方法の使用行

為に限定されることから，ソフトウェアを装置の一部

として特許出願されることが多い.その場合，同等の

機能を持つコンビュータプログラムは，間接侵害とし

て解釈するという考え方があるようである.これも特

許は物理性，特定性を求め，ソフトウェアは論理性，

一般性を持つことからくる，解釈上の問題である.

1995 年 10 月号

機能クレーム 一般に機能のみを記述したクレームは，

具体的な実施方法が明確でないため特許性がないと判

断される.しかし，ソフトウェアの場合，機能か方法

かという判定は相対的なものである.抽象度の階層か

ら見て上のレベルの記述は，その下のレベルの操作を

単に「機能」として用いる記述となろう.しかし，全

体としては，その抽象度のレベルに対応した「方法」

の記述になっているはずである.その境界は一概に決

められない.プログラム自体が特許の対象とはならな

いために，特許請求の記載にプログラムを添付する代

わりにフローチャートを添付することが行なわれるよ

うである.しかし，ソフトウェア技術からするとプロ

グラムに対応するフローチャートというのは，過去の

遺物である.それが特許出願ではまだ使われるところ

に，機能クレームの解釈の問題が如実に出ている.

このような問題に対して，まったく逆向きの2つの考

え方がありえよう.

・これまでの具体性，特定性，物理性を要求する審

査基準を抜本的に改めて，抽象的，論理的なクレー

ムでも特許性がありうるものとする.

-ソフトウェアやアルゴリズムと特許は本来的に馴

染まないものとして，原則的にそのような特許を

認めない.

前者の考え方は，上記の問題のうち l を解決するが，

2 - 4 については大いに問題が残る. 2 については，

後から出願きれたより一般性のある方法の特許が認め

られうるかもしれないが，それとより具体的な記載内

容の特許との関係がどうなるのか問題である. 3 につ

いてはなんら解決にならない. 4 については，一般化，

抽象化されたアルゴリズムが公知の場合だけでなく，

さらに特許が認められた場合が，新たな問題として加

わる.

したがって，筆者の意見は，後者を支持せざるをえ

ないというものである.汎用性の高いアルゴリズムや

ソフトウェアを発明したものは，それで利益を得る道

があることが望ましいと思う.抽象度や一般性が高い

アルゴリズムは価値が高いということも，すでに指摘

した通りである.しかし，そのような抽象的，論理的

クレームに対して特許を認めることにより， もともと

想定すらされていない範囲にまで及ぶ広い権利保護を

与えてしまうことの弊害は，きわめて大きい.かといっ

て，現在のようにあえて装置に結びつけ，具体的，特

定的に記述されたもののみが特許を与えられるという

ことも，ソフトウェアの本質にまったく反するもので
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ある. となると，ソフトウェアやアルゴリズムに対す

る権利保護は，やはり著作権などの方法に頼らぎるを

えないのではないだろうか.
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