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1. はじめに

　当社は、「人のやらないことをやる」を企業理念とし

て、日本初、世界初の商品を数多く創出して参りました。

古くは国産初のテープレコーダーや世界初のオールト

ランジスタテレビに始まり、ステレオカセットプレー

ヤーのWALKMAN®、パスポートサイズのHandycam®

ビデオカメラ、最近では有機ELテレビなどが記憶に新

しいところと思われます。この創業精神は、当然デザ

インにおいても遺憾なく発揮され、絶えずオリジナリ

ティーと先進性をあわせもったプロダクトデザインを

創出し、製品競争力、差異化の源泉となっています。

また、同時に、かかる競争力を確固たるものとすべく、

創業以来一貫して知的財産権による保護を重視し、こ

れを最大限活用することを重要な経営戦略の一要素と

して掲げています。

　以下、当社の競争力、差異化の源泉であるデザイン

について、その保護活動の一端をご紹介致します。
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図1：創業期のデザインと意匠登録

世界初のオールトランジスタテレビ　TV8-301

1960年5月発売
世界初の直視型ポータブルトランジスタテレビ。
23石のトランジスタと19石のダイオードを搭載、
ラジオで培った技術をいかして開発した。
テレビは茶の間に据え置くことが常識の時代に、
パーソナル使用を打ち出した先進的商品。

意匠登録第169558号公報

図2：現行のデザインと意匠登録

世界初の有機ELテレビ　XEL-1

2007年12月1日発売

日本意匠登録第1327464号 日本意匠登録第1327465号
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2. ソニーのデザイン保護の取り組み

（1）デザイン保護の重要性

　近年、当社の主たる事業領域であるコンスーマー・

エレクトロニクスの分野においては、製品のデジタル

化に伴い、技術のモジュール化、産業の水平分業化が

進み、完成品に対する参入障壁が格段に低下した結果、

製品が急速にコモディティー化するという現象が顕著

にあらわれています。このような状況の中で、競争優

位を確立するためには、独創的な機能とデザインによ

る差異化が必須であり、年々多額の研究開発費を投じ

て戦略商品の開発を行っています。

　一方、新規参入が容易となったデジタル機器の市場

では、何ら研究開発を行わず、単に他者からキーコン

ポーネントを調達し、組み立てて販売するだけの企業

も多く、安易に他人のデザインを盗用するケースも少

なからず見受けられます。このような模倣・盗用は、

製品価格の下落を助長させるだけでなく、粗製濫造さ

れた類似品の氾濫により、優れたデザインに対する顧

客の信頼をも損なう事態を生じさせる虞があります。

　前述の通り、当社にとってデザインは製品を差異化

するための重要な要素であり、これを知的財産権によ

り如何に保護するかが、極めて重要な経営戦略の一つ

であると考えています。

　図3で例示するように、最近では、テレビ、オーディ

オ製品等について、デッドコピーの問題を含め、デザ

インの模倣が非常に目立っています。

（2）デザイン保護の体制

①知的財産部門の概要

　当社の知的財産組織は、大別すると知的財産権の取

得、維持・管理を行う組織と渉外・係争を担当する組

織とに分かれますが、このうちデザイン保護に関して

は、前者の特許と意匠の権利形成・維持を担当するパ

テント部と、後者の第三者特許対応や模倣品対応を担

当するライセンス部とが協同して取り組んでいます。

　詳細は後述しますが、デザイン開発部門、事業部門

へのリエゾン活動を通じて、開発の初期段階から保護

施策を検討するとともに、製品の位置づけ、生産台数、

販売期間、模倣品などの状況を多角的に考慮し、特許、

意匠をはじめとする知的財産権の権利形成、活用に反

映させています。

図3：模倣品一覧
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③デザイン保護のための統合的な知的財産権戦略

　当社におけるデザインを保護する手段として、先ず

挙げられるのは、言うまでもなく意匠権の活用です。

迅速な審査により権利付与までの期間が非常に短く、

また、部分意匠制度や関連意匠制度等の拡充によって、

特徴的な部位が一層保護しやすくなるなど、模倣品対

策に大変即効性のある有効な権利であると考えていま

す。当社では、創業間もない1950年代から積極的に意

匠出願を行い、現在でも一般消費者向けのエレクトロ

ニクス製品を中心に、年間約250乃至300件程度の出願

を行っています。

　また、同時に、技術的な側面からデザインを捉え、

特許権や実用新案権の活用による保護をも視野に入れ、

統合的な観点でデザインの保護を進めています。特に、

従来にない新しい発想の製品、デザインの場合、外観

形状や優れた新機能、使い勝手を実現するために、技

術的なアイデアの創出を伴うことも多く、特許となる

発明を発掘することで、より多面的な角度からデザイ

ンの保護を図っています。

　このような統合的な知的財産権戦略をより一層推進

するために、特許組織に意匠の権利形成機能を持たせ、

技術を担当するパテントエンジニアが、デザイン創作

の早い段階から密接に関与できるよう組織体系を構築

②デザイン保護専従員の設置

　パテント部では、主要な商品カテゴリー毎に意匠の

権利形成担当者を配置し、デザイン開発部門との連携

の下で、デザイン開発の初期段階から創作活動に関与

し、早期の権利形成活動を通じてデザイン保護に取り

組んでいます。

　デザインスケッチの作成やモックアップ製作等の各

工程において、先行意匠や公知資料の調査を行い、様々

な角度から分析・助言することで、独創性に富んだデ

ザインの創出を手助けし、可能な限り広く強い権利を

確立し得るよう試みています。

　権利の範囲・強さを認識するために、日本や中国の

意匠公報をデータベース化した独自の公報検索システ

ムのほか、米国特許に関する商用データベース、各国

特許庁の公報データ等を活用し、必要に応じて技術・

製品カテゴリー毎にマップ化することで、自社デザイ

ンのポジションを明確にする「デザインのポートフォ

リオマネジメント」を実行しています。

　前記公報検索システムでは、意匠分類・物品名・権

利者名などの基本情報をはじめ、すべての書誌事項を

検索子とし、これらを自由に組み合わせて一覧表示す

ることでポートフォリオ管理を実行し易い環境を整え

ています。

図4：意匠公報検索システム
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たな意匠の潮流を形成した点が評価されて、平成16年

度全国発明表彰・日本商工会議所会頭賞をはじめ、グッ

ドデザイン賞金賞、reddot Design Awardなど、数多く

の権威ある賞を受賞しています。

　この画期的なデザインを保護するために、意匠登録

だけでなく、フローティングデザインを実現するため

の構造を技術的な観点から洗い出しを行い、複数の特

許出願を行って特許権を取得しています。

　また、このような特許と意匠による保護のみならず、

商標権や著作権、不正競争防止法といった観点からも、

デザインの保護を進めています。

　意匠と商標を用いた統合的な知的財産権による保護

の取組み事例として、家庭用ゲーム機「PlayStation®」

のコントローラーがあります。当該コントローラーの

デザインについて意匠登録を得るとともに、米国では

立体商標（three dimensional mark）と捉えて商標登録

を取得し、また、日本ではカーソル部分に自他商品の識

別力を見出して図形商標としての商標登録を得ています。

しています。特許（ユーティリティーパテント）と意

匠（デザインパテント）の双方を有効に活用、担当す

る組織という意味で、組織の名称も、従来の「知的財

産部」から「パテント部」に改称し、構成員一人一人

の意識改革を進めています。

　以下は、統合的な知的財産権戦略の一例であり、ディ

スプレイ周囲に透明部材を効果的に用い、浮遊感ある

デザインとして好評を博した薄型大画面テレビに関す

る取り組み事例です。

　当該デザインは、「窓枠を通して外界を眺める、軽や

かで透明感のあるテレビ」というデザイナーの新たな

着想が、そのままの形で製品として結実した事例です。

ディスプレイの周囲に透明材を配するという画期的な

アイデアも、創作の初期段階に生まれています。2002

年に発売した高画質薄型大画面テレビ「プラズマ〈ベ

ガ〉」以降、「フローティングデザイン」テレビとして、

現行の液晶テレビ「BRAVIA®Xシリーズ」まで続く、

当社テレビデザインの主流をなす源流モデルです。新

図6：統合的な知的財産権の取組み事例（2）

図5：統合的な知的財産戦略の取り組み事例（1）

PlayStation®
（SCPH-1000）

日本意匠登録第952253号
米国意匠特許第382603号

意匠登録

日本商標登録
第4233206号

日本商標登録
第4235935号

図形商標

米国商標登録第2098696号

立体商標
（U.S. 3D Trademark 

Registration）

特許番号：特許第3603885号・特許第3674708号
発明の概要：スピーカ等の機能部と装置本体部との間を結線する電気信号の信号路の形成構造

特許番号：特許第3633594号
発明の概要：ベゼル等を持たない筐体デザインに配置されるリモコン受光部の取付構造

特許番号：特許第3786063号
発明の概要：透明ブラケットを用いた前面パネルの保持構造

特許番号：特許第4001173号
発明の概要：LED反射光を用いて透明部に機能状態を表示させる構造

意匠登録番号：意匠登録第1140042号
物品名：テレビジョン受像機用台

意匠登録番号：意匠登録第1176636号
物品名：テレビジョン受像機
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（3）意匠権の活用

　当社では、前述の通り、意匠権を模倣品対策に有効

な手段と捉え、積極的にその活用を推進しています。

以下、当社における意匠権の活用について、①意匠権

の出願基準、②具体的な出願事例、および③権利活用

事例の観点から説明します。

①意匠出願基準

　意匠を出願する際には、以下の要素を多面的に考慮

し、どの国で、どのような権利を取得すべきか（全体

意匠か部分意匠か、あるいはその双方か、バリエーショ

ンや関連意匠も同時に行うか、等）、を検討しています。

ⅰ） 製品の位置づけ（ラインナップにおける位置付け、

価格帯、ターゲット市場、等）

ⅱ）製品の販売期間

ⅲ）製品の生産数、売り上げの推移

ⅳ） 先行モデルとの関係（改良創作か、フルモデルチェ

ンジか、等）

ⅴ）製品の仕向国

ⅵ）製品の生産国、生産者

ⅶ）下請け生産の有無、および下請け生産国

ⅷ） 先行意匠との関係（先行意匠権・公知例の調査か

ら権利の範囲・強さの認識を行う）

ⅸ） 当該製品カテゴリーにおける模倣問題の発生頻度

（国、傾向）

ⅹ） 当該製品カテゴリー、ビジネスにおける業界の動

向（市場は拡大傾向にあるか、収束にあるか、等）

ⅺ） コンペチターの所在国および生産国

ⅻ） ライセンス状況（製造ライセンス契約やフォーマッ

トライセンス等）

xiii）意匠出願・維持コスト

xiv） 意匠権の権利の効果、ポートフォリオにおける位

置づ け

xv） デザインを保護する特許、実用新案権の有無ある

いは、出願の可能性

　当社のエレクトロニクス事業は、海外生産・販売比

率が高く、上記の要素を考慮する際には、とくに市場

の大きさを重視して、出願戦略を検討しています。当

社では、日本、米国、欧州共同体、中国における意匠

出願の件数がほぼ等しく、これら4つの国と地域で全意

匠出願の約75パーセントを占めています。

④デザイン開発部門との連携

　当社では、前述のデザイン保護活動をより円滑に行

うため、デザイン部門内に、知的財産活動を推進する

専任の担当者を置いています。商品ラインナップや導

入スケジュール、各デザインの進捗状況等を管理し、

知的財産部門と情報を共有することで、より効果的な

保護活動を推進しています。また、この他に、デザイ

ン開発部門における特許出願の管理サポート、研修等

による知財啓発、社内知財表彰の管理など、創作の現

場で数多くのサポートを行っています。

⑤模倣品対策

　コンスーマー・エレクトロニクスの分野では、前述

の通り、他の産業、製品に比較しても、模倣品が多く、

当社でも、冒頭に例示したような模倣品の抑止、排除

に日夜腐心しています。これら模倣品の多くは、アジ

ア圏を製造拠点とし、ここから米国や中南米、あるい

は中近東から欧州諸国まで広く流通するに至っていま

す。このため、製造や流通の要所である、北京、香港、

ドバイに模倣品対策専従員を置き、さらに本年度から

は、インド、ロシアにも拠点を設け、現地関連会社と

連携を図りながら、特許権、意匠権、商標権等に基づ

く侵害警告や差押え、訴訟等の措置を講じています。

とりわけ一部のメーカーは、当社製品を継続して模倣す

る傾向にあるため、特に留意して対策を練っています。

　また、実体審査のない意匠制度を採用している国で

は、他人のデザインを盗用して見せかけの意匠権を取

得する冒認出願が多く見受けられます。行政局による

模倣品摘発を逃れるため、このような冒認登録を悪用

するケースが多く、当社でもこの対策に腐心していま

す。図7は、前述の「フローティングデザイン」が盗用

された冒認登録の一例です。

図7：冒認登録例

当社製品 冒認登録
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意匠登録第1330315号

説明します。図8に示すように、事例（A）は、デジタ

ルカメラに関する部分意匠で、製品の顔となる特徴的

なレンズカバーを保護しています。また、事例（B）は、

ブルーレイディスクプレーヤーのフロントパネルに関

する部分意匠です。ブルーレイディスクの象徴である

青紫色の光透過反射パネルについて、色彩の特質を主

張して、登録を取得しています。事例（C）は、外形、

アウトラインに特徴のある据え置き型デジタルオー

ディオプレーヤーの部分意匠登録です。操作ボタン等

を除外し、特徴的な外形のみを権利要求したいわゆる

中抜きの部分意匠です。

　次に、特徴記載書を活用した事例として、有機ELテ

レビの出願例があります。当該テレビで最も目を惹く

特徴は、最薄部が約3mmという極めて薄い有機ELパネ

ルそのものにあります。これを一層際立たせるため、

シンプルで且つ浮遊感のある象徴的な造形として、アー

ムを片側に寄せたデザインを採用しています。当然こ

　また、出願の内容・手法を決定する際には、先行意

匠権、公知例の調査による、自社意匠の新規性・独創

性の評価、分析が最も肝要であり、製品のカテゴリー毎、

あるいは部位毎に意匠マップを作成し、各デザインの

特徴点を明確にした上で、部分意匠出願、関連意匠出

願等、最善の手法を選択しています。

②出願事例

　このようにして、デザイン案件毎に、意匠権の設定状

況やデザインの独創性を勘案し、最適な出願の内容・手

法を検討しますが、デジタルカメラや携帯電話など、特

に権利の設定状況が非常に近接している分野において

は、差異化ポイントを如何に表し、的確かつ確実に権利

化するかが最大の課題となります。当社では、このよう

な場合、デザインの特徴を埋没させないためにも、部分

意匠や特徴記載書制度等を積極的に活用しています。

　先ず、部分意匠を活用した意匠出願の実例を挙げて

図8：部分意匠登録例 図9：特徴記載書例

事例（A）

意匠登録第1208259号

事例（B）

意匠登録第1278171号

事例（C）

意匠登録第1305932号

【意匠の特徴】
　本願意匠に係る「テレビジョン受像機」の特徴は、表示画面と受像機とを別
体で設けると共に、表示画面と受像機とをつなぐアーム部を表示画面の端部寄
りに設けた点にある。
　説明図に示すように、従来のこの種物品においては、その殆どが、画面の重
量に耐えうる最も安定した支持を目的とする、センター支柱が採用されていた。
　ここで、画面の端部に支柱を設ける場合には、その安定性を確保する為に、
例えば極太の支柱を設ける必要があり、およそ、軽量感とはかけ離れた印象を
醸し出すものであった。
　それに対して、本願意匠においては、極めて薄型で軽量な表示画面を採用し、
受像機と表示機とを別体で設けることによって、表示画面と受像機とをつなぐ
アーム部を表示画面の端部に設けても、安定して画面を保持することが可能と
なったのである。
　すなわち、本願意匠はこのような形状とすることによって、片手持ちによる
軽量感だけでなく、それと相反する安定性までも併せ持つ形状となっている。
　以上に述べたように、本願意匠における、表示画面と受像機とを別体で設け
ると共に、表示画面と受像機とをつなぐアーム部を表示画面の端部寄りに設け
た、という特徴は、「テレビジョン受像機」としては、意匠性、機能性の両面
において従来意匠からの明確な差別化が図られた画期的な構成形態であるとい
える。

【説明図】
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透明なアイコン表示領域に特徴があり、かかる特徴を

保護するための施策として、次の3件の部分意匠を関連

意匠として登録しています。これにより、アイコンの

配列や形状にある程度の差異が認められる場合にも、

当該表示領域、特徴部位を保護することができます。

③権利活用事例

　当社における最近の意匠権活用事例として、昨年、

東京地裁で判決が下された平成18年（ワ）19650号意

匠権侵害差止請求権不存在確認請求事件があります。

　一般に、意匠権は権利範囲が今ひとつ明確ではなく、

その活用が難しいとの意見もありますが、権利者の意

匠権が裁判でも広く認められ、保護が適った事例です。

当社登録意匠は、正三角柱をモチーフに、正面手前側

に携帯オーディオを接続するための半円状のドックを

設け、これらを主たる要素として全体で一体感ある造

形を構成している点にデザイン上の最大の特徴があり

ます。事前の意匠調査では、これに近似する公知デザ

の部分に関しては、部分意匠や関連意匠による保護を

図っていますが、特徴点をより明確にさせるためにも、

従来デザインとの比較においてその斬新さを特徴記載

書をもって説明しています。

　また、昨年の意匠法改正により、画面デザインが新

たな保護対象に加わりましたが、当社が最も重要視し

ている分野の一つが正にこの画面デザインにあらわれ

るユーザーインターフェースです。

　当社の代表的なユーザーインターフェースとして、

テレビやHDDレコーダー等の操作に用いる「クロスメ

ディアバー ®」が挙げられます。横軸に様々な機能が

カテゴライズされており、これを特定すると縦軸で更

に詳細な内容を選択することができます。画面の遷移

を含め、シンプルで使い勝手のよい操作画面の特徴を

デザインの面からも保護するため、欧州共同体意匠登

録、並びに米国意匠特許を取得しています。

　また、日本では、テレビ会議システムの画面デザイ

ンに関する部分意匠登録を取得しています。L字形の半

図10：ユーザーインターフェース出願例

欧州共同体意匠登録第000183041-0001号 
米国意匠特許第D0523442号

GUI（クロスメディアバー ®）

図11：日本における画面デザインの意匠登録例

意匠登録第1305071号 意匠登録第1289185号 意匠登録第1305070号

関連 関連
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インは見当たらず、この点を主たる論拠に当該意匠の

独創性、新規性を主張したところ、最終的に裁判の場

においてもかかる主張が通り、強くて広い権利が認め

られるに至っています。

　また、当該登録意匠は、出願から約7 ヶ月で権利付

与がなされており、当社製品の市場導入直後、直ちに

活用ができた事例でもあります。

（4）おわりに

　以上述べました通り、意匠権は、模倣品対策において、

大変即効性ある有効な手段です。

　特に、我が国の意匠制度は、迅速かつ適正な実体審

査が図られており、諸外国に比して、十分に安定性の

高い権利設定がなされていることから、当社のデザイ

ンパテントポートフォリオマネジメントに欠かすこと

のできない重要な制度であると考えています。

　今後も、より一層透明性の高い審査を推進いただき、

官民一体となって、優れたデザインの保護、活用を図

ることで、産業全体の活性化が図られることを祈念し

ております。

以上

図12：平成18年（ワ）19650号 意匠権侵害差止請求権不存在確認請求事件

当社登録意匠第1276011号
増幅器付スピーカー

原告製品

profile
松岡 幸治（まつおか こうじ）
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 特許権利化／他者特許対応等の特許業務に従事
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