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1．窮地に立たされたコロプラ 

 ここ数年でゲーム市場は大きく姿を変えてきている。かつては任天堂（7974）、ソニー（6758）、マイクロソフ

トといった家庭用ゲーム機メーカーが業界を主導し、そのゲーム機に対応したソフトをソフトメーカー各社が販

売するというのが主流だった。しかし2012年頃から日本ではスマートフォンが普及し始めたことを契機に、スマ

ホが家庭用ゲーム機から主役の座を奪い去ってしまった。ファミ通ゲーム白書[1]によると 2008 年に国内ゲーム

市場全体の 2割程度だったオンラインプラットフォーム(PC、モバイル端末)の規模は、2012年に約 5割、2017

年には約 8割まで成長している。さらにこの 10年ほどで国内ゲーム市場全体の規模も倍増している。つまり今、

ゲーム市場の主戦場はスマホなのだ。 

また、近年はゲーム業界での特許登録件数が急増している。2008年～2012年に公開された件数が2841件に対

して、2013年～2017年は5011件とほぼ倍増した。特許の急激な増加に伴い、各社の特許は複雑な抵触関係を形

成している。こうした状況は、スマートフォンが登場する前から事業を営み、関連する特許技術を充実させてきた

任天堂のような企業に比較的有利で、最近台頭した新興企業にとっては極めて大きなリスクとなっている。 

特に最近は任天堂とコロプラ（3668）の訴訟が話題となっている。2017年12月、コロプラの人気ゲーム「白

猫プロジェクト」が任天堂の保有する特許を侵害しているとして、任天堂は事業の差止と44億円の損害賠償を求

める訴訟を東京地方裁判所に起こした[2]。この訴訟で任天堂の主張が認められれば、コロプラは極めて大きな損

害を被ることになる。 

本レポートでは、任天堂とコロプラの訴訟を事例として分析することにより、今後同じような状況に立たされ

る新興企業は訴訟に備えて何をするべきかを明らかにする。具体的には、任天堂とコロプラの保有する特許を

VALUENEX 俯瞰解析ツール TechRadar の新インターフェース(UI2.0)により分析し、問題になっているとされ

る特許[2]、任天堂とコロプラの保有特許の位置関係、さらに両社の数的な勢力関係などから、事件が起こったメ

カニズムと今後コロプラが取るべき打ち手を考察する。 

 

2．任天堂VSコロプラの圧倒的な戦力差 

今回分析対象とした特許文献は、任天堂とコロプラを出願人とする 1994年 1月から 2018年 11月 21日まで

に公開された日本国登録特許公報で、特に 2018年 11月 21日時点で維持されている特許に的を絞った。この収

集した特許文献について、TechRadarで俯瞰図を作成するところから今回の分析が始まる。 

 俯瞰図というのは、特許文書間の類似度に応じて自動的にプロットしたもので、類似した文献の密集度合いや

文献相互の差異を視覚的に表現したものである。TechRadarで特許母集団の収集から俯瞰図作成まで行うことが

できる。ひとまず状況を整理するために、コロプラが侵害していると任天堂が主張した特許[3]の位置を俯瞰図上

に示したものを図１に示す。黄色で示しているプロットは当該特許を含むクラスターである。それぞれのクラス

ターでの力関係の差を明らかにするために、任天堂 VS コロプラのどちらが保有する特許なのかをクラスターご

とに集計したものを図中に示す。 

任天堂VSコロプラ訴訟：保有特許から明かされる戦

力差、コロプラが取れる対抗策とは 
－ VALUENEX技術トレンドレポート－ 
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図1. 任天堂がコロプラから権利侵害されていると主張する特許を含むクラスター 

 

 図1から明らかなように、各クラスターで任天堂は圧倒的に優勢に立っている。分野にもよるが一般的に、抵

触しあう必須技術を自社と他社が持ち合っている場合、クロスライセンスなどで両社は共存の道を選ぶことにな

る。一方、権利関係で均衡が保たれない領域では優勢側には劣勢側に事業の許諾をするメリットがないので、権

利侵害があった場合には訴訟が起こりやすくなってしまう。つまり、今回の事件はそれが起こる状況が整ってい

たと言える。 

 

3．知財戦略でコロプラが直面する難しさ 

コロプラのような新興企業にとっては、任天堂など先行プレーヤーの特許を侵害せずに事業を行っていくこと

は困難だと思われる。任天堂のタッチパネル関連ゲームなどのスマートフォン登場以前の特許は、より広い権利

範囲をカバーしていると考えられるからだ。そのため基本的には、ゲーム業界で後発の新興企業に訴訟での勝ち

目はない。だが、現実的にとりうる対策を考えれば、①自社にとって重要と考えられる技術領域は広く権利を取

得、②他社が追随できないレベルの技術領域を構築、この２点を進めていくことで他社を牽制できるようになり

結果的に訴訟を回避できると思われる。 

 しかし上記 2 つの施策を進めていくことは、実際には難しい。まず技術領域の定義をしようとしても特許分類

や単純なキーワードだけでは分解できる粒度が荒く、ノイズも多く混入してしまう。それから、各々の技術領域間

に存在する近さ・遠さを把握することは難しいので、脅威になる競合の技術を見落としてしまう恐れがある。さら

に、自社や他社が注力する技術領域を知りたくても技術領域を上手く切り分けられないので曖昧な理解しか得ら

れないのだ。 
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4．コロプラの強み・弱み 

技術領域の切り分け・領域ごとの距離関係・各プレーヤーのポジション把握といった部分は当社TechRadarの

得意とするところで、本レポートで扱う問題への解決策を提供できる。具体的には、①任天堂とコロプラが保有す

る技術の全体像を領域ごとに表現、②技術領域ごとの重要度を文献の密集度で表現、③任天堂とコロプラの特許

権におけるポジションを表現、④コロプラが強みを持つ領域、弱みを持つ領域を明確化、以上 4 つを実行して今

後のコロプラの戦略に示唆を与える。また今回、技術領域は2つのレベルで考える。1つは俯瞰図の等高線で囲ま

れる一定の範囲の技術領域、もう1つは俯瞰図上のプロットで表現されるクラスターである。 

 

 

図2. 任天堂とコロプラが保有する特許の俯瞰図 

 

図 2 に示すのは、任天堂とコロプラが保有している特許の俯瞰図である。図中に黒線で囲まれた領域にラベル

が付されているのがわかる。ラベルは領域中の特許の特徴を表すキーワード上位 3 語を示している。散らばって

はいるが、大きく分けて【入力技術】・【出力技術】・【キャラクタのモデリング技術】・【画像処理技術】などがみら

れる。また俯瞰図上で技術領域の密集度を表す指標として、等高線の中に広がる色とクラスターの大きさがある。

黄色や赤色に近いところは文献の密集度が高い領域で、より大きなクラスターは類似文献が多い領域と言える。

この図2で示す領域は、俯瞰図中でも密集度の高いものだが、【仮想カメラ、姿勢、操作装置】と【指示座標、入

力座標、座標】の領域や内部のクラスターは、その中でもより密集度の高い技術領域だとわかる。 
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図3. 任天堂とコロプラのポジション 

 

任天堂とコロプラの特許権におけるポジションは図 3 のように表現される。紫色が任天堂で赤色がコロプラで

ある。この図 3 で両社の権利が入り乱れている領域と、ほとんど一方が独占している領域を概観することができ

る。先ほど密集度が高かった【仮想カメラ、姿勢、操作装置】の領域は両社入り乱れている領域で、【指示座標、

入力座標、座標】の領域はほぼ任天堂が独占してしまっている領域である。図 3 から、コロプラが任天堂に対し

て弱みを持つ領域は非常に多い。該当する領域では今後研究開発と権利化を進めていかなければ、大きなリスク

を抱え続けることになる。一方でコロプラが任天堂に対して強みを持っている領域として有望なのは【ゲームキ

ャラクタ、タッチスクリーン、入力操作】と【キャラクタ、自キャラクタ、対応色】の領域だろう。実際に出願人

比率を集計してみたところ、前者で任天堂：コロプラ＝3：10、後者で15：11であった。コロプラが圧倒的に優

位とは言えないが、比較的善戦していると言える。 

 今見てきたように等高線で囲まれる領域について俯瞰図に目を通すだけで重要か否か、強いか弱いかを大まか

に把握できる。今度はさらに細かいクラスター単位の領域でコロプラの強み・弱みをみてみる。 
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図4. コロプラ(縦軸)と任天堂(横軸)の集積密度グラフ 

 

 図4に示すのは、コロプラ（縦軸）対任天堂（横軸）のクラスターごとの集積度合いを表すグラフである。集積

度合いは、個々のクラスターだけでなく周囲のクラスターも含んで計算される。つまり、単にクラスター内部の出

願人比率だけをみていくよりも実態に近い分析ができるツールである。実際にみていくと、このグラフのほとん

どのクラスターは任天堂：コロプラの比率が2：1になる回帰直線上にあることがわかり、ほとんど任天堂が優勢

である。この回帰直線から大きく逸れているクラスターが強み・弱みとなるが、この図 4 だと左上がコロプラの

強みに属し、右下が弱みに属する。 

 

 

図5. コロプラの強み・弱みのクラスターにおける出願人比率 
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 コロプラの強み・弱みにあたるクラスターを 3 つずつピックアップし、内部の出願人比率を図中に表した。強

みにあたる 3つのクラスターはコロプラが圧倒的に優勢であるが、弱みにあたる 3つのクラスターでは、一部勢

力が拮抗しているクラスターもある。恐らく先ほど述べた周囲のクラスターの影響を受けての結果だと思われ、

周囲のクラスターは任天堂の比率が高くなっているものと推測される。 

 

5．コロプラの打ち手 

 先ほど集積密度グラフにおいて見出したコロプラの強み・弱みの技術を図6の俯瞰図上に示す。 

 

図6. コロプラの強み・弱みクラスターの位置 

 

今回のレポートの結論として、図 6に示す 5つの領域の周辺こそ今後コロプラが注力していくべき領域だと言

える。そうすれば、対任天堂においては交渉力が得られるのではないだろうか。なお、今回の結果において留意点

が3つある。1点目は特許の保有状況は時々刻々と変化していくため継続的なウォッチングが必要になること、2

点目は任天堂以外の競合企業が今回は考慮に入っていないため実際の知財戦略に役立てるためにはその点の補強

をしなければならないということ、3点目は個別特許の権利としての質は考慮していないため、特定技術において

詳細な検討を行う際には質の考慮が必要になることが挙げられる。 

 

6．参考文献・URL 

[1]株式会社Gzブレイン：“ファミ通ゲーム白書2018”，(2018) 

[2]株式会社コロプラ：“第１０回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項”，[2018年12月21

日閲覧]， 

クラスター＃27：【アバターオブジェクト、ステップ、方法】

クラスター＃41:【ヘッドマウント、視界中心点、オブジェクト】

クラスター#51：【基準視線、ステップ、視線】

クラスター＃24：【イベント、特定対象、当選】

クラスター＃26：【傾き、傾き情報、入力装置】

クラスター＃6：【プレイヤキャラクタ、

操作方向データ、ゲーム空間】

任天堂

コロプラ

強み技術

弱み技術



 

 

7 

©2018 VALUENEX Ｊａｐａｎ Inc. 

（2019.2.6配信） 

https://colopl.co.jp/ir/stock/pdf/resolve_181127_1.pdf 

[3]栗原潔：“任天堂が対コロプラ特許侵害訴訟で使った特許番号が明らかになったので中身を解説します（前半）”，

[2018年12月21日閲覧]， 

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180219-00081784/ 

  



 

 

8 

©2018 VALUENEX Ｊａｐａｎ Inc. 

（2019.2.6配信） 

＜免責事項＞ 

本情報は、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的としたものではありません。

有価証券その他の取引等に関する最終決定は、お客様ご自身の判断と責任で行って下さい。情報提供元である

VALUENEX 株式会社は、本情報を信頼しうる情報をもとに提供しておりますが、その内容に過誤、脱落等あり

これが原因により、または、本情報を利用して行った投資等により、お客様が被った、または、被る可能性のある

直接的、間接的、付随的または特別な損害またはその他の損害について、一切責任を負いません。本情報の正確性

および信頼性を調査確認することは、VALUENEX 株式会社の債務には含まれておりません。本情報の内容は、

VALUENEX株式会社の事由により変更されることがあります。本情報に関する一切の権利は、VALUENEX株

式会社に帰属します。本情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものとし、本情報の全部または一部を

方法の如何を問わず、第三者へ提供することは禁止します。 

                                         20190128SM 

 

VALUENEX株式会社 

〒116-0002 東京都文京区小日向4-5-16 

ツインヒルズ茗荷谷 

TEL：03-6902-9834 

 

*弊社ではASPサービス(VALUENEX Radar)ならびに技術調査業務を行っております。 

ご関心のある方は下記の連絡先までご連絡ください。  

＜問い合わせ先＞ 

VALUENEX株式会社 ソリューション事業推進本部 

TEL:03-6902-9834 

mail:customer@valuenex.com 

http://www.valuenex.com 

http://www.valuenex.com/
mailto:mail%3Acustomer@valuenex.com
http://www.valuenex.com/

