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【登録番号】 意匠登録第１６７２３８３号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．４．１ 

【意匠分類】 Ｎ３－１２Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１２ＶＫＣ、Ｎ３－１２ＶＬＢ、Ｎ３－１２ＶＮＡ 

【意匠に係る物品】 車両情報表示用画像 

【意匠に係る物品の説明】 この画像は、画像投影装置付き車両より路面に照射される画像である。画像図で表

した画像は、使用状態を示す参考図１乃至３のとおり、走行時もしくは停車時に車両

の周辺に照射され、外部から車両の存在を視認しやすくさせる。また、本画像は、運

転手に車両周辺の路面の状況を視認しやすくさせる。車両が進行方向を変更すると

き、画像図、及び、変化した状態を示す画像図１及び２のとおり、変更向きに応じて変

化して照射される。 

【意匠の説明】 透明部分を示す参考図においてハッチングを施した部分は透明である。 

【図面】  

【画像図】 

 

【変化した状態を示す画像図１】 

 

【変化した状態を示す画像図２】 

 

【使用状態を示す参考図１】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-006660/5BC4B95C8867D3B39C13193084911582C544089ABFFF7A7AE4BCAF5304F00C44/30/ja
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【使用状態を示す参考図２】 

 

【使用状態を示す参考図３】 

 

【透明部分を示す参考図】 
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【登録番号】 意匠登録第１６７７８８９号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．７．１４ 

【意匠分類】 Ｎ３－１２Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１２ＶＧＣ、Ｎ３－１２ＶＧＭ、Ｎ３－１２ＶＮＣ 

【意匠に係る物品】 アイコン用画像 

【意匠に係る物品の説明】 住宅の住み心地をシミュレーションするソフトの起動操作のためのアイコン用画像で

ある。 

【図面】  

【画像図】 

 

 

 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-014411/289456CABE501AE96EA1990254D543BEC97EF94C59A3F151887C7E6F3D49778B/30/ja
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【登録番号】 意匠登録第１６７８２４５号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．６．１９ 

【意匠分類】 Ｎ３－１２Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１２ＶＧＡ、Ｎ３－１２ＶＪＧ 、Ｎ３－１２ＶＬＢ、Ｎ３－１２ＶＬＪ、Ｎ３－１２ＶＮＡ 

【意匠に係る物品】 情報表示用画像 

【意匠に係る物品の説明】 本画像は、丁寧な手洗いを促すことを目的とした表示画像である。 本画像は壁面等

に投影表示され、「変化した状態を示す画像図１」から「変化した状態を示す画像図

４」へと順次変化する。 

【意匠の説明】 本画像の周囲に表れる枠線は、図面上便宜的に表したものであり、画像を投影した

際に表示されるものではない。 

【図面】  

【画像図】 

 

【変化した状態を示す画像図１】 

 

【変化した状態を示す画像図２】 

 

【変化した状態を示す画像図３】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-012199/1FFDFB964404452401B21B142F272E535055BDC8FA3CE406F69B8B8CEE765F46/30/ja
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【変化した状態を示す画像図４】 
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【登録番号】 意匠登録第１６８４７４２号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．４．２ 

【意匠分類】 Ｎ３－１２Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１２ＶＫＡ、Ｎ３－１２ＶＫＢ、Ｎ３－１２ＶＬＡ、Ｎ３－１２ＶＬＪ、Ｎ３－１２ＶＭＢ、Ｎ３

－１２ＶＮＡ 

【意匠に係る物品】 経路誘導用画像 

【意匠に係る物品の説明】 この画像は、経路誘導用画像であって、例えば、対応する位置検出システム等から

受信した指示に基づいて、特定の場所に人を誘導する機能を発揮するための表示画

像である。具体的には、この画像は、駅構内や公共施設等といった人が集まる施設

の地面や床面等に表示される。 

【図面】  

【画像図】 

 

【使用状態を示す参考図】 

 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-007008/BEEAFAC6BC5DA15D172A50C0F44F04AB7A089F4B79CB94EF5E271EEC8746E327/30/ja
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【登録番号】 意匠登録第１６８７２１０号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．１１．１６ 

【意匠分類】 Ｎ３－１０Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１０ＶＺＡ、Ｎ３－１０ＶＮＡ、Ｎ３－１０ＶＣＦ、Ｎ３－１０ＶＤＡ、Ｎ３－１０ＶＥＡ、Ｎ３

－１０ＶＢＱ、Ｎ３－１０ＶＢＥ 

【意匠に係る物品】 生理情報表示用画像 

【意匠に係る物品の説明】 本願意匠に係る画像は、女性の生理情報（次回生理日、次回排卵日や生理周期等）

を管理、表示する機能を有する画面において表示される画像であって、登録した過去

の生理日等に基づいて自動計算された次回以降の生理日や排卵日の予測日、及び

／又は妊娠可能性等を表示するための画像である。部分意匠として意匠登録を受け

ようとする部分は、現在の日付表示部と、略円柱状に表れる予測日等表示部であ

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。一点鎖

線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを

示す線である。意匠登録を受けようとする部分を示す参考画像図において、薄墨色を

施した部分以外の部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。 

【図面】  

【画像図】 

 

【意匠登録を受けようとする部分を示す参考画像図】 

 

【使用状態及び各部名称を示す参考画像図】 

 

【使用状態を示す参考図】 

 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-024651/A6BA6993F1B07F6824F43505792AD2625142A27F2E37E76A05F159803400F87E/30/ja
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【登録番号】 意匠登録第１６８７２８２号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．８．２７ 

【意匠分類】 Ｎ３－１０Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１０ＶＢＥ、Ｎ３－１０ＶＢＭ、Ｎ３－１０ＶＪＢ、Ｎ３－１０ＶＬＡ、Ｎ３－１０ＶＬＢ、Ｎ３

－１０ＶＮＤ、Ｎ３－１０ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 音量調整用画像 

【意匠に係る物品の説明】 画像図及び変化後を示す画像図に表された画像は、ヘッドホンの音量を調整する操

作に用いるものである。画像中のスライダーを上下に移動させることで、音量が調整

される。携帯端末に表示された画像を示す参考図に示すように、画像は、ヘッドホンと

無線通信可能な携帯端末に表示可能である。 

【意匠の説明】 破線及び矩形の破線で囲まれた領域以外の部分が、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。 

【図面】  

【画像図】 

 

【変化後を示す画像図】 

 

【携帯端末に表示された画像を示す参考図】 

 

 

 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-018072/24A7D1DAE8B2FD7F18B1537E32971D7ABC8C09A40747DB396982534B84BC743B/30/ja
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【登録番号】 意匠登録第１６８８２４５号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．６．１５ 

【意匠分類】 Ｎ３－１０Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１０ＶＮＦ、Ｎ３－１０ＶＬＡ、Ｎ３－１０ＶＣＤ、Ｎ３－１０ＶＢＱ、Ｎ３－１０ＶＤＡ、Ｎ３

－１０ＶＤＤ、Ｎ３－１０ＶＦＢ 

【意匠に係る物品】 疾病予測結果表示用画像 

【意匠に係る物品の説明】 この画像は、疾病予測の結果を表示するための画像であり、自身の身体検査結果か

らＡＩが一般的なデータに基づき将来の疾病リスクを予測した結果を表示するもので

ある。左側の疾病メニュー選択エリアで選択された糖尿病や高血圧症といった７種類

の疾病に対して、具体的にどのようなリスクがあるかを右側の疾病予測結果表示エリ

アで確認でき、グラフ部分では現在から１年後～５年後どのように変化するかを折れ

線グラフで表示する。関連因子表示エリアでは、各関連因子が表示中の疾病に対し

てどのように影響するかを表示する。緑のエリア内であれば問題なし、黄色（要注意）

や赤（異常）のエリアにある場合は注意しなければならないことが色分けにより直感

的に理解できる。 

【図面】  

【画像図】 

 

【使用状態を示す参考図】 

 

【各部の名称を示す参考図】 

 

 

 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-011784/8CD83A27DBCD5F5C05200067F8AEECD6FE01041C3315C5151A855A58C2D52CBF/30/ja
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【登録番号】 意匠登録第１６８９４６６号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．６．１６ 

【意匠分類】 Ｎ３－１０Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１０ＶＺＡ、Ｎ３－１０ＶＮＡ、Ｎ３－１０ＶＬＢ、Ｎ３－１０ＶＣＥ、Ｎ３－１０ＶＤＧ 

【意匠に係る物品】 情報表示用画像 

【意匠に係る物品の説明】 この情報表示用画像は、主に航空機などの航路上における誘発雷の危険領域（以

下、誘発雷危険領域と称す）を表示する画像であり、気象を観測し特定の気象条件

から誘発雷が発生する可能性を導出し、導出した結果を誘発雷危険領域として示す

ものである。誘発雷危険領域は、「各部の名称を示す参考図」に示すように、導出結

果に応じて例えば誘発雷の発生確率や危険度に応じて領域を色分けして地図画像

上に誘発雷危険領域Ａ、誘発雷危険領域Ｂ、誘発雷危険領域Ｃのように表示する。ま

た、領域Ａの境界や領域Ｂの境界のように誘発雷危険領域それぞれのエッジ（境界）

を強調表示し、境界の内側は透過表示することで各誘発雷危険領域の範囲とそれぞ

れの重なりが容易に視認できるため、操縦者、運航管理者等は予定航路に対する航

路変更等の要否や安全性の高い航路の選択をよりスピーディー、且つ、確実に行う

ことが可能になる。誘発雷危険領域を表示する画像は、視点アングルを水平方向及

び垂直方向に任意に回転させた状態で表示され、当該画像は変更した視点アングル

に応じて変化する。視点アングルが平面視の場合の画像が「画像図」であるとする

と、視点アングルが正面視の場合の画像が「変化後を示す画像図２」であり、平面視

から正面視へ変化する過程のあるタイミングの画像が「変化後を示す画像図１」であ

る。例えば、ある予定航路に対する各誘発雷危険領域が「使用状態を示す参考画像

図１」に示す状態であり、それぞれの誘発雷危険領域をどのように通過する予定であ

るかを詳細に把握したい場合、「使用状態を示す参考画像図１」の状態から「使用状

態を示す参考画像図２」の状態へ、さらに「使用状態を示す参考画像図３」の状態へ

とズームインして航路変更等の要否を検討することができる。 

【意匠の説明】 図面上、一点鎖線で囲まれた部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部

分である。 

【図面】  

【画像図】 

 

【変化後を示す画像図１】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-011971/DE895A794929844453BB4435F07EF1787A448DD110A35617BF12B73D116A16B6/30/ja
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【変化後を示す画像図２】 

 

【各部の名称を示す参考画像図】 

 

【使用状態を示す参考画像図１】 

 

【使用状態を示す参考画像図２】 

 

【使用状態を示す参考画像図３】 
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【登録番号】 意匠登録第１６９０５４５号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．９．１８ 

【意匠分類】 Ｎ３－１１Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１１ＶＢＡ、Ｎ３－１１ＶＤＡ、Ｎ３－１１ＶＤＥ、Ｎ３－１１ＶＦＢ、Ｎ３－１１ＶＫＡ、Ｎ３

－１１ＶＮＣ、Ｎ３－１１ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 機能選択用画像 

【意匠に係る物品の説明】 本物品は、機能選択用画像であって、画像図に示された画像は、来訪者等を表示す

るとともに複数の機能の中から特定の機能を選択するための画像である。 

【意匠の説明】 実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点

鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分と、その他の部分との境界の

みを示す線である。 

【図面】  

【画像図】 

 

【使用状態を示す参考図】 

 

 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-019975/B144FD6D716664478480DB98DD973078D870B68A03879ADEFF81E2ABD8F47316/30/ja
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【登録番号】 意匠登録第１６９０５６８号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．６．２９ 

【意匠分類】 Ｎ３－１０Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１０ＶＢＮ、Ｎ３－１０ＶＥＡ、Ｎ３－１０ＶＬＢ、Ｎ３－１０ＶＭＨ、Ｎ３－１０ＶＮＢ 

【意匠に係る物品】 水準計測用画像 

【意匠に係る物品の説明】 本画像は、水準計測機能に用いられる画像であり、中央に表される図形は、傾

き状態を確認するための表示である。中央の円弧状の図形及び該円弧状図形か

ら左右に延びる線分より水平方向の傾きを示す。図形中央の棒状の図形及び該

棒状図形から左右に延びる線分によりあおり方向の傾き（仰角）を示す。完全

に傾きの無い状態では、「画像図」に示す通り、該円弧状図形及び該棒状図形の

線分は水平となる。「変化状態画像図１」は水平方向に傾いている場合の表示状

態を示す。「変化状態画像図２」はあおり方向に傾いている場合であり、「変化

状態画像図３」は、水平方向及びあおり方向に傾いている場合を示す。 

【意匠の説明】 「使用例参考画像図」及び「変化状態の使用例参考画像図」１、２、３において、画像

図及び「変化状態画像図」１、２、３に表された図面以外の図形、色彩等は、本物品の

使用例の説明のためだけに表したものである。 

【図面】  

【画像図】 

 

【変化状態画像図１】 

 

【変化状態を示す画像図２】 

 

【変化状態を示す画像図３】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-012986/153C365F57B1E8AB0E9455E7EB256F955BCE93D6847E7065F931CAFC25E0069B/30/ja
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【使用例参考画像図】 

 

【変化状態の使用例参考画像図１】 

 

【変化状態の使用例参考画像図２】 

 

【変化状態の使用例参考画像図３】 
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【登録番号】 意匠登録第１６９１９０３号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２１．１．５ 

【意匠分類】 Ｎ３－１０Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１０ＶＣＥ、Ｎ３－１０ＶＤＡ、Ｎ３－１０ＶＧＣ、Ｎ３－１０ＶＨＭ、Ｎ３－１０ＶＮＡ、Ｎ３

－１０ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 住宅情報表示用画像 

【意匠に係る物品の説明】 この画像は、住居等の不動産物件について、物件を探している者の判断や決定に資

するように、間取り図だけでは捕捉できない窓、収納、洗濯機置き場等の寸法を表示

するための画像である。 

【意匠の説明】 実線で表された部分が、意匠登録を受けようとする部分である。 

【図面】  

【画像図】 

 

【Ａ－Ｆ部分拡大図】 

 

【Ｂ－Ｅ部分拡大図】 

 

【Ｂ－Ｇ部分拡大図】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-000085/9D2A18003CF01B0D1569356205C0629F0C27D6F35D8B9A1029AFB9459D8AA9EF/30/ja
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【Ｃ－Ｇ部分拡大図】 

 

【Ｄ－Ｆ部分拡大図】 

 

【使用状態を示す参考図】 
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【登録番号】 意匠登録第１６９１９５６号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．１０．５ 

【意匠分類】 Ｎ３－１１Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１１ＶＣＪ、Ｎ３－１１ＶＤＥ、Ｎ３－１１ＶＬＣ、Ｎ３－１１ＶＬＪ、Ｎ３－１１ＶＭＧ、Ｎ３

－１１ＶＮＣ、Ｎ３－１１ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 コンテンツ選択操作用画像 

【意匠に係る物品の説明】 本願画像は、ゲーム、静止画像、映像、音楽、電子書籍、テレビジョン放送等、複数

のメディアにわたる各種のデジタルコンテンツの閲覧、再生、実行及びこれらの設定

等の操作に用いる画像である。コントローラやユーザの視点の動きなどよって操作を

する。 

【意匠の説明】 実線で囲んだ部分（ただし、同部分内において破線で表した図形及び文字を除く。）

が意匠登録を受けようとする部分である。画像正面図１に複数表示されているコンテ

ンツ選択用の領域にはそれぞれ選択対象となる各種コンテンツやこれに紐付く各種

情報等が表示される（以下、画像正面図２において拡大表示される領域を含め「選択

対象コンテンツ等表示領域」という。）。同領域群はスクロールした画像正面図１及び

同２に示すように左右にスクロールすることが可能である。強調表示されている領域

が現在選択されている領域であり、同領域を更に選択決定するとこれが拡大して画

像正面図２の状態に変化をし、選択したコンテンツやこれに紐付く各種情報等の詳細

が同領域内に表示される。選択対象コンテンツ等表示領域外の領域（参考画像図に

おいて引出線１で示す領域）は透明であり、実施態様の一例を示す参考図１及び同２

に表すように、仮想空間内に表示される映画の画像や壁紙画像といった意匠法上の

意匠に該当しない画像が透過して現れる。視点の移動に伴う画像の変化を説明する

参考図に示すように、頭を動かす等によりユーザが視点を上下に移動（Ａの移動）又

は左右に移動（Ｂの移動）させると、これに追随して、本願画像は仮想空間内を移動

する。これにより、本願画像は常にユーザの正面に表示される。左方向からの画像斜

視図１及び同２（それぞれ画像正面図１及び同２に対応する）は、個々の選択対象コ

ンテンツ等表示領域の仮想空間内での位置関係を説明する目的の図であり、本願画

像は常にユーザの正面に表示されるものであるため、ユーザがこのように斜め方向

から本願画像を見ることはない。なお、左方向からの画像斜視図１及び同２は透視図

法による。 

【図面】  

【画像正面図１】 

 

【画像正面図２】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-021367/2042A39567898825EF94E445F54C10C0E5745BD96F7D1D850F0FF2AFD2C6BF92/30/ja
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【左方向からの画像斜視図１】 

 

【左方向からの画像斜視図２】 

 

【スクロールした画像正面図１】 

 

【スクロールした画像正面図２】 

 

【視点の移動に伴う画像の変化を説明する参考図】 

 

【実施態様の一例を示す参考図１】 
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【実施態様の一例を示す参考図２】 

 

【参考画像正面図】 
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【登録番号】 意匠登録第１６９２２６５号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．１２．２５ 

【意匠分類】 Ｎ３－１０Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１０ＶＣＨ、Ｎ３－１０ＶＤＡ、Ｎ３－１０ＶＥＢ、Ｎ３－１０ＶＨＣ、Ｎ３－１０ＶＪＤ、Ｎ３

－１０ＶＮＡ、Ｎ３－１０ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 発表状況表示用画像 

【意匠に係る物品の説明】 本画像は、オンライン上での発表やコンテンツ配信等において、発表者および聴講者

の身振りや、聴講者数等の状況を仮想空間上に表現し、実際の対面発表での会場

環境に近い状況を表示する画像である。これにより、オンライン上での発表内容や状

況等を参加者に分かり易く伝えることが可能となる。本画像は、画像図および変化し

た状態を示す画像図１、２に示すように、聴講者を模したアバターが実際の聴講者数

に応じてリアルタイムで増減するものである。 

【意匠の説明】 部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で、それ以外の部分を破線で

表している。 

【図面】  

【画像図】 

 

【変化した状態を示す画像図１】 

 

【変化した状態を示す画像図２】 

 

【モニターに表示した状態の参考図】 

 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-028149/8377E70EF820BA54FD9DD35476A6ACDC993A24DC301D88DA951A25979BCB6F59/30/ja
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【登録番号】 意匠登録第１６９２４９５号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．１１．１７ 

【意匠分類】 Ｎ３－１０Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１０ＶＺＡ、Ｎ３－１０ＶＮＦ、Ｎ３－１０ＶＣＨ、Ｎ３－１０ＶＤＡ、Ｎ３－１０ＶＤＢ、Ｎ３

－１０ＶＢＥ、Ｎ３－１０ＶＦＢ 

【意匠に係る物品】 動画チャット用画像 

【意匠に係る物品の説明】 この画像は、動画により、質問者と回答者がチャットするための画像である。「各部の

名称を示す参考画像図」に示した「質問者の質問表示部」に質問者の質問がテキスト

で表示される。その質問を見た、任意の回答者が、その質問について回答をすると、

質問者の動画が「質問者の動画表示部」に表示され、回答者の動画が「回答者の動

画表示部」に表示され、動画によりチャットすることができる。 

【意匠の説明】 実線で表した部分が、意匠登録を受けようとする部分である。 

【図面】  

【画像図】 

 

 

【各部の名称を示す参考画像図】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-024776/AFAC75810DF33B316EC01A74A8D6B3B33A8036EB241AE54DA00B3336AD7EA793/30/ja
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【参考画像】 
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【登録番号】 意匠登録第１６９３４８４号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．１２．２５ 

【意匠分類】 Ｎ３－１０Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１０ＶＢＮ、Ｎ３－１０ＶＢＰ、Ｎ３－１０ＶＣＢ、Ｎ３－１０ＶＬＪ、Ｎ３－１０ＶＭＦ、Ｎ３

－１０ＶＮＡ、Ｎ３－１０ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 情報表示用画像 

【意匠に係る物品の説明】 画像図に表された画像は、利用者の状態等を表示する機能に係る画像であり、例え

ば時間、歩数、心拍数、消費カロリー等の情報の表示を行う。 

【意匠の説明】 実線で表した部分が、意匠登録を受けようとする部分である。 

【図面】  

【画像図】 

 

【参考画像図】 

 

【使用状態を示す参考図１】 

 

【使用状態を示す参考図２】 

 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-028368/20AD31380DEA7210D10DB46E700613841593ED3699E61BE891BE7C8B5F423E26/30/ja
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【登録番号】 意匠登録第１６８７３８５号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．６．３０ 

【意匠分類】 Ｎ３－１０Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１０ＶＢＥ、Ｎ３－１０ＶＢＱ、Ｎ３－１０ＶＤＡ、Ｎ３－１０ＶＤＣ、Ｎ３－１０ＶＬＡ、Ｎ３

－１０ＶＬＢ、Ｎ３－１０ＶＮＢ 

【意匠に係る物品】 一組の画像セット 

【意匠に係る物品の説明】 チャット画像図に表された画像は、Ｗｅｂ画面上に表示されるグループチャットのソフト

ウェアアプリケーションのグループチャットのチャット一覧表示画像であり、本物品の

有する複数の機能の中から特定の機能を選択するメニュー画面において、「チャット」

メニュー選択後に表示される画像であり、画像の下部には、ＳＮＳからグループチャッ

トへメッセージ送信されたメッセージが一覧表示される。チャット画像参考図は、コンテ

ンツを表示する位置を示すための標識を画像に付加表示したものである。質問箱画

像図に表された画像は、Ｗｅｂ画面上に表示されるグループチャットのソフトウェアア

プリケーションのＱ＆Ａ対応機能を提供する質問及び回答一覧表示画像であり、本物

品の有する複数の機能の中から特定の機能を選択するメニュー画面において、「質

問箱」メニュー選択後に表示される画像であり、画像には、入力された質問の質問メ

ッセージボックスと当該質問に対応する回答メッセージボックスが質問メッセージボッ

クス直下にリスト表示されている。 

【意匠の説明】 チャット画像図の他のＳＮＳアプリケーションソフトウェアからのメッセージ受信に対応

して表示される薄緑色の矩形のメッセージ表示ボックスは、当該メッセージ表示ボック

ス内に、ＳＮＳ１（ここで、「ＳＮＳ１」は、ＳＮＳアプリケーションソフトウェアのサービス名

称を表示する無名人連番文字列を表します、以下同じ。）等のＳＮＳアプリケーション

ソフトウェアのチャット入力ソースを特定するコンテンツ表現が出力された場合に、チ

ャット入力ソースを表現するためのテキスト文として完成させるためのヘッダ文「このメ

ッセージは」及び（チャット入力ソース）を挿入すべき空白部を挟み、トレーラ文「から

送信されました」との文字列を右下隅部に含み、例えば、当該メッセージ表示ボックス

内には、チャット画像参考図に示されるようにＳＮＳ１等のＳＮＳアプリケーションソフト

ウェアの入力ソースを特定するコンテンツ文字、「ＳＮＳ１」と合成された「このメッセー

ジはＳＮＳ１から送信されました」テキスト文が完成されるようにチャット入力ソースを

含む表現がコンテンツとして表示されるべき空白部を挟み、「  このメッセージは、   

から送信されました。」表記部分を当該メッセージ表示ボックス内の右下隅部に含む。

チャット画像図において、チャット画像参考図の下端に配置され薄緑色の矩形領域で

表現されたチャットメッセージ表示ボックス内で左上隅部のメッセージヘッダ表示部分

に表示された緑色の円形部に対応する部分は、メッセージを送信したユーザーのユ

ーザープロファイルアイコンであり、コンテンツの部分を示す。同様に、チャット画像参

考図のピンク色矩形部に対応する部分は、ユーザーＩＤの表示部分を示し、コンテン

ツ部分を示す。チャット画像参考図の橙色矩形部に対応する部分には入力時刻の表

示コンテンツ部分が示され、マゼンダ色部に対応する部分にシステム名称及びシステ

ムの説明コンテンツが表示され、チャットメッセージ表示ボックス内で青色矩形領域に

対応する部分には、他のＳＮＳアプリケーションソフトウェアから送信されたメッセージ

本文としてのメッセージコンテンツが表示される。これらコンテンツは、意匠を構成しな

い。質問箱画像図において、質問箱画像参考図の上下中央部に配置され薄緑色の

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-013158/DF4E85027FE09D348B2BCF99441C882F5354D9709840F13227946D43361ED666/30/ja
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二つの矩形領域のうち上側に表現された質問メッセージ表示ボックス内で薄青色矩

形領域の部分に対応する部分には、質問入力メッセージとしてのメッセージコンテン

ツが表示される。質問箱画像図において、質問箱画像参考図の上下中央部に配置さ

れ薄青色の二つの矩形領域のうち下側に表現された質問回答メッセージ表示ボック

ス内で青色矩形領域の部分に対応する部分には、質問回答メッセージとしてのメッセ

ージコンテンツが表示される。当該質問回答メッセージ表示ボックス内左端部のメッセ

ージヘッダ表示部分の緑色の円形部に対応する部分には、メッセージを送信したユ

ーザーのユーザープロファイルアイコンのコンテンツが表示され、質問箱画像参考図

のピンク色矩形部に対応する部分は、ユーザーＩＤコンテンツ部が表示され、質問箱

画像参考図の橙色矩形部に対応する部分は、入力時刻コンテンツ部が表示され、質

問箱画像参考図のマゼンダ色部に対応する部分には、システム名称及びユーザー

名コンテンツが表示され、これらコンテンツは、意匠を構成しない。各画像の灰色部分

は隣接する意匠を構成する矩形部の境界を示すための背景である。 

【図面】  

【チャット画像】 

 

【質問箱画像】 

 

【チャット画像参考図】 

 

【質問箱画像参考図】 
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【登録番号】 意匠登録第１６８７８４２号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．８．７ 

【意匠分類】 Ｎ３－１１Ｗ 

【Ｄターム】 Ｎ３－１１ＶＺＡ、Ｎ３－１１ＶＮＣ、Ｎ３－１１ＶＤＡ、Ｎ３－１１ＶＪＢ、Ｎ３－１１ＶＧＥ、Ｎ３

－１１ＶＧＬ、Ｎ３－１１ＶＬＡ 

【意匠に係る物品】 宿泊施設予約画面のクーポン取得用画像 

【意匠に係る物品の説明】 この画像は、宿泊施設予約画面のクーポン取得用画像であり、クーポン取得ボタンを

クリックすることで表示された割引クーポンを取得できるものである。 

【意匠の説明】 画像図において、意匠登録を受けようとする部分以外の部分に薄水色を施した。 

【図面】  

【画像図】 

 

【使用状態を示す参考図】 

 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-013158/DF4E85027FE09D348B2BCF99441C882F5354D9709840F13227946D43361ED666/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-016646/2AFD5818F87F7FBD4AB2D413E1960EE568802D08680C79CA96CC50EE9413FE82/30/ja

