
意匠登録第1675446号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＣＢ, Ｎ３－１０ＶＤＥ, Ｎ３－１０ＶＤＡ,

Ｎ３－１０ＶＤＤ, Ｎ３－１０ＶＺＡ

【意匠に係る物品】ロープ張力測定機能付き電子計算機

【意匠に係る物品の説明】

本物品は、タッチパネル式の表示部を備えたエレベータのロープの張

力測定機能付き電子計算機であり、ロープを振動させ、その加速度に基

づいて張力を測定するものである。正面図に表された画像は、測定時に

表示される画像であり、１から始まる数字が表示されたボタン（ロープ

表示ボタン）の中から測定対象のロープを選択し、測定を行う。測定は

ロープ毎に行われるが、複数本のロープを繰り返して測定が可能である。

ロープ表示ボタン下部の右側の箱枠内には、ロープの揺動状態が波形と

して表示される。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1675496号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＺＡ ,Ｎ３－１０ＶＣＢ ,Ｎ３－１０ＶＤＥ,

Ｎ３－１０ＶＤＤ , Ｎ３－１０ＶＤＡ, Ｎ３－１０ＶＬＡ

【意匠に係る物品】ロープ張力測定用画像

【意匠に係る物品の説明】

画像図で表された画像は、エレベータのロープの張力を測定するため

のものであり、ロープを振動させ、その加速度に基づいて張力を測定す

る。画像は、測定時に表示されるものであり、１から始まる数字が表示

されたボタン（ロープ表示ボタン）の中から測定対象のロープを選択し、

測定を行う。測定はロープ毎に行われるが、複数本のロープを繰り返し

て測定が可能である。ロープ表示ボタン下部の右側の箱枠内には、ロー

プの揺動状態が波形として表示される。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

【正面図】 【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-006790/7B1F0D3EE45A9E41E0A5851BB01B614916CF0A7F5F2ED2BEF7B8D10A0AFB9738/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-006755/DA7D584BEBC1BFE3711424CA107A02B49023DB61E04F6E46BCF2EFB98F80C39E/30/ja


意匠登録第1683617号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＢＭ, Ｎ３－１０ＶＤＡ, Ｎ３－１０ＶＬＢ,

Ｎ３－１０ＶＭＣ, Ｎ３－１０ＶＮＤ, Ｎ３－１０ＶＺＡ

【意匠に係る物品】作業機用表示器

【意匠に係る物品の説明】
本物品は、例えば、トラクタや田植機等の作業機に用いられる表示器であって、中

央には液晶の表示部が設けられている。表示部に表された画面は、圃場で作業機を旋
回させる際の旋回内側の車輪への伝動入り切り間隔に関する設定数値を入力するため
の画面である。入力操作に連動して、レベルゲージが変化し、現在の設定数値を表示
する。各変化した状態を示す表示部の拡大正面図も同一の機能を発揮させるために用
いられる。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1683703号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＭＣ, Ｎ３－１０ＶＮＤ, Ｎ３－１０ＶＺＡ,

Ｎ３－１０ＶＢＭ, Ｎ３－１０ＶＤＡ, Ｎ３－１０ＶＬＢ

【意匠に係る物品】作業機用表示器

【意匠に係る物品の説明】
本物品は、田植機等の作業機に用いられる表示器であって、中央には液晶の表示部

が設けられている。表示部に表された画面は、圃場で作業機を旋回させる際、自動で
植付け部を上昇または下降させて植付けの中断または再開を行う機能を発揮させるた
めに用いられる画面であって、旋回後、自動で植付け部を下降させて植付けを再開す
るタイミングに関する設定数値を入力するための画面である。入力操作に連動して、
レベルゲージが変化し、現在の設定数値を表示する。各変化した状態を示す表示部の
拡大正面図も同一の機能を発揮させるために用いられる。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【正面図】 【表示部の拡大正面図】

【変化した状態を示す表示部の
拡大正面図１】

【変化した状態を示す表示部の
拡大正面図３】

【変化した状態を示す表示部の
拡大正面図２】

【正面図】 【表示部の拡大正面図】

【変化した状態を示す表示部の
拡大正面図１】

【変化した状態を示す表示部の
拡大正面図３】

【変化した状態を示す表示部の
拡大正面図２】

【変化した状態を示す表示部の
拡大正面図４】

【変化した状態を示す表示部の
拡大正面図５】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-008002/08A0FDB6E6CA5FBF7DE195B2786CECF8C5164F08AAB98905E0AAE4CE7F9BF4EB/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-008003/659E614EAD7055C3F6E471FD7E3ED61E37F6AA3965C6F99775F4E35D51CF7E3E/30/ja


意匠登録第1683952号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＺＡ, Ｎ３－１０ＶＮＡ, Ｎ３－１０ＶＭＣ,

Ｎ３－１０ＶＢＰ, Ｎ３－１０ＶＪＢ, Ｎ３－１０ＶＤＡ,

Ｎ３－１０ＶＫＢ

【意匠に係る物品】加速度表示用画像

【意匠に係る物品の説明】
画像図に表された画像は、車両（例えば、乗用車、バス、トラック、産業車両、二

輪車等）の加速度データを表示するための画像である。車両の受ける加速度の方向お
よび大きさに応じて、画像中央のポイント部が移動して表示されるため、ユーザーは、
直感的に車両の受ける加速度の状況を把握することができる。具体的には、車両の受
ける加速度が大きくなると、ポイント部は中心から大きく移動する。「画像図」は、
車両の停止状態（加速度はゼロ）を示すものであり（ポイント部は十字状ガイドの中
心に位置）、「変化を示す図１」は、車を発進（前進）した際の状況を、「変化を示
す図２」は、発進しながら右旋回を行った際に車両にかかる加速度を表示している。
車両の受ける加速度の方向および大きさに応じてポイント部は移動するため、ポイン
ト部の移動による画像の変化は、「変化を示す図１」および「変化を示す図２」に限
定されるものではない。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

本意匠 関連意匠

意匠登録第1684001号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＺＡ, Ｎ３－１０ＶＮＡ, Ｎ３－１０ＶＭＣ,

Ｎ３－１０ＶＢＰ, Ｎ３－１０ＶＫＢ, Ｎ３－１０ＶＤＡ,

Ｎ３－１０ＶＪＢ

【意匠に係る物品】加速度表示用画像

【意匠に係る物品の説明】
画像図に表された画像は、車両（例えば、乗用車、バス、トラック、産業車両、二

輪車等）の加速度データを表示するための画像である。車両の受ける加速度の方向お
よび大きさに応じて、画像中央のポイント部が移動して表示されるため、ユーザーは、
直感的に車両の受ける加速度の状況を把握することができる。具体的には、車両の受
ける加速度が大きくなると、ポイント部は中心から大きく移動する。「画像図」は、
車両の停止状態（加速度はゼロ）を示すものであり（ポイント部は十字状ガイドの中
心に位置）、「変化を示す図１」は、車を発進（前進）した際の状況を、「変化を示
す図２」は、発進しながら右旋回を行った際に車両にかかる加速度を表示している。
車両の受ける加速度の方向および大きさに応じてポイント部は移動するため、ポイン
ト部の移動による画像の変化は、「変化を示す図１」および「変化を示す図２」に限
定されるものではない。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【画像図】 【変化を示す図１】 【変化を示す図２】 【使用状態を示す参考図】 【画像図】 【変化を示す図１】 【変化を示す図２】 【使用状態を示す参考図】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-016842/9497EF99F618D2E8536F132A0046182789A1519539C0D8B918018415F393FDC2/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-016843/B46AC38A2E8AE29EAED67BBB3FB8EE6DD3C0734D3289C710F82622FB706E0871/30/ja


意匠登録第1686757号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＣＢ, Ｎ３－１０ＶＭＢ, Ｎ３－１０ＶＺＡ,

Ｎ３－１０ＶＬＢ, Ｎ３－１０ＶＮＦ, Ｎ３－１０ＶＢＭ,

Ｎ３－１０ＶＣＥ

【意匠に係る物品】経路案内用画像

【意匠に係る物品の説明】
本画像は、経路案内用画像である。画像図に表された画像は、経路案内機能を発揮

するために必要な操作に用いられる画像であり、具体的には、画像図に示すように、
画像上部に地図情報表示領域、その下部に情報表示領域が配され、情報表示領域は、
出発・到着時間表示領域、渋滞距離予測グラフおよび所要時間等表示領域からなる。
地図情報表示領域内に表示される経路表示は、設定された経路における出発地点から
目的地点までの経路だけでなく、経路上の渋滞区間を併せて表示する。また、渋滞距
離予測グラフは、出発時間帯によって、利用者が、どの程度の渋滞にあう可能性があ
るかをグラフで表示する。変化した状態を示す画像図のように、利用者は、渋滞距離
予測グラフの下部にあるスライダーを横方向にドラッグ操作することで、出発時間帯
の設定を変更することができ、該操作に連動して地図情報表示領域中の渋滞区間に係
る情報、情報表示領域中の出発・到着時間表示領域に表示される情報および所要時間
等表示領域に表示される情報が変更される。利用者は、経路を確認するとともに、ス
ライダーのドラッグ操作という簡単な操作により、渋滞距離、到着時間等を加味しな
がら予定を立てることができる。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

本意匠 関連意匠

意匠登録第1695742号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＢＭ, Ｎ３－１０ＶＣＢ, Ｎ３－１０ＶＣＥ,

Ｎ３－１０ＶＫＡ, Ｎ３－１０ＶＭＢ, Ｎ３－１０ＶＮＡ,

Ｎ３－１０ＶＺＡ

【意匠に係る物品】経路案内用画像

【意匠に係る物品の説明】
本画像は、経路案内用画像である。画像図に表された画像は、経路案内機能を発揮

するために必要な操作に用いられる画像であり、具体的には、画像図に示すように、
画像上部に地図情報表示領域、その下部に情報表示領域が配され、情報表示領域は、
出発・到着時間表示領域、所要時間予測グラフおよび所要時間等表示領域からなる。
地図情報表示領域内に表示される経路表示は、設定された経路における出発地点から
目的地点までの経路だけでなく、経路上の渋滞区間を併せて表示する。また、所要時
間予測グラフは、基準時として設定された出発時間における目的地までの所要時間を
基準とし、出発時間帯による所要時間の増減を面グラフで表示する。変化した状態を
示す画像図のように、利用者は、所要時間予測グラフ中にあるスライダーを横方向に
ドラッグ操作することで、出発時間帯の設定を変更することができ、該操作に連動し
て面グラフ上に円形アイコンが表示されるとともに地図情報表示領域中の渋滞区間に
係る情報、情報表示領域中の出発・到着時間表示領域に表示される情報および所要時
間等表示領域に表示される情報が変更される。利用者は、経路を確認するとともに、
スライダーのドラッグ操作という簡単な操作により、渋滞区間、所要時間、到着時間
等を加味しながら予定を立てることができる。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【画像図】 【変化した状態を示す画像図】 【各部の名称を示す参考図】 【画像図】 【変化した状態を示す画像図】 【各部の名称を示す参考図】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-019086/E9FBFD14C9CCD039983FD094C18DA54F4F7CE56E6CAA3F045AB43CD1E33A1622/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-000900/AF9E65004027DE7E689EB021410911429C85066CE46E0D8A27D428FE1AC4D4E6/30/ja


意匠登録第1688506号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＢＥ, Ｎ３－１０ＶＢＭ, Ｎ３－１０ＶＤＥ, 

Ｎ３－１０ＶＦＢ, Ｎ３－１０ＶＬＢ, Ｎ３－１０ＶＭＥ, 

Ｎ３－１０ＶＮＡ

【意匠に係る物品】超音波診断用画像

【意匠に係る物品の説明】

本物品は、超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化した超音波画像を表

示するための領域を有する画像に関する。変化後を示す画像図に示されるように、画

面の向きに応じた方向に画像が変化する。画面を横向きにした状態では、中央部に超

音波画像表示領域が配置され、超音波画像表示領域の両側に、撮像モードの選択、診

断装置に対する操作、撮像環境の設定、被検者の識別情報の設定等に用いられるボタ

ン類並びに超音波画像の画質調整用の調整用スライダー及びスライドバーが表示され

る。調整用スライダーは、スライドバー上を左右方向にスライド可能となっている。

画面を縦向きにした状態では、上部に超音波画像表示領域が配置され、超音波画像表

示領域の下方に前記ボタン類並びに前記調整用スライダー及びスライドバーが表示さ

れる。調整用スライダーは、スライドバー上を左右方向にスライド可能となっている。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1688565号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＢＥ, Ｎ３－１０ＶＤＥ, Ｎ３－１０ＶＦＢ, 

Ｎ３－１０ＶＨＬ, Ｎ３－１０ＶＬＢ, Ｎ３－１０ＶＭＥ, 

Ｎ３－１０ＶＮＡ

【意匠に係る物品】超音波診断用画像

【意匠に係る物品の説明】

本物品は、超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化した超音波画像が表

示される画像に関する。変化後を示す画像図に示されるように、画面の向きに応じた

方向に画像が変化する。画面を横向きにした状態では、中央部に超音波画像表示領域

が配置され、超音波画像表示領域の両側に、撮像モードの選択、診断装置に対する操

作、撮像環境の設定、被検者の識別情報の設定、超音波画像上における距離及び容量

の計測、断面の選択等に用いられるボタン類が表示される。画面を縦向きにした状態

では、上部に超音波画像表示領域が配置され、超音波画像表示領域の下方に前記ボタ

ン類が表示される。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

【画像図】 【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【変化後を示す画像図】 【変化後を示す画像図】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-014444/7DC037D364C1410B3CA5380128653BECC575BEC87EC83CBD842159D7B0EDA43F/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-014445/8ED50C3BF19747C050E529386C9933D9E6ADF60415F79620563AE76FFB1C6102/30/ja


意匠登録第1702581号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＢＰ, Ｎ３－１０ＶＣＥ, Ｎ３－１０ＶＧＤ, 

Ｎ３－１０ＶＫＡ, Ｎ３－１０ＶＭＣ, Ｎ３－１０ＶＮＡ, 

Ｎ３－１０ＶＺＡ

【意匠に係る物品】潮流情報表示用画像

【意匠に係る物品の説明】

本画像は、船舶の周囲の潮流情報を表示するための画像である。潮流ウィ
ンドウの外周に示す矢印は現在の潮流の向きを示す。白抜き矢印の向きは将
来時刻の潮流の向きを示し、潮流の向きが変わるまでの時間を数字で表示す
る。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1702635号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＢＰ, Ｎ３－１０ＶＣＥ, Ｎ３－１０ＶＧＤ, 

Ｎ３－１０ＶＫＡ, Ｎ３－１０ＶＭＣ, Ｎ３－１０ＶＮＡ, 

Ｎ３－１０ＶＺＡ

【意匠に係る物品】潮流情報表示用画像

【意匠に係る物品の説明】

本画像は、船舶の周囲の潮流情報を表示するための画像である。潮流ウィ
ンドウから延伸する矢印は、潮流情報がある海面上の地点を指す。当該地点
の任意の将来時刻における想定船首方位を基準とした潮流の向きを円形ウィ
ンドウの外周に示す矢印で示す。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【画像拡大図】 【画像図】

【各部を説明する参考画像図】

【画像拡大図】 【画像図】

【各部を説明する参考画像図】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-005665/B0D0509703F003ECD5C11A0A9A179FB5428387A8FF6E8ACC199C7E4A787D5E87/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-005670/23C2606B52C62A94ACF051462B96B4960E8F9EB944F633B4D2F9657367C95408/30/ja


意匠登録第1702582号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＺＡ, Ｎ３－１０ＶＮＡ, Ｎ３－１０ＶＭＣ, 

Ｎ３－１０ＶＢＰ, Ｎ３－１０ＶＣＢ, Ｎ３－１０ＶＣＥ, 

Ｎ３－１０ＶＫＡ

【意匠に係る物品】潮流情報表示用画像

【意匠に係る物品の説明】

本画像は、船舶の周囲の潮流情報を表示するための画像である。潮流情報
ウィンドウから延伸する線は、潮流情報がある海面上の地点を示す。方位リ
ングは方位と時間を示し、中央は現在を、外側のリングほど未来の時刻を示
す。方位リングに接する矢印の向きが潮流の向きを示す。マーカーはその地
点に潮流情報があることを示す。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1704587号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】】Ｎ３－１０ＶＺＡ, Ｎ３－１０ＶＮＡ, Ｎ３－１０ＶＭＣ,

Ｎ３－１０ＶＢＰ, Ｎ３－１０ＶＣＢ, Ｎ３－１０ＶＣＥ,

Ｎ３－１０ＶＫＡ

【意匠に係る物品】潮流情報表示用画像

【意匠に係る物品の説明】

本画像は、船舶の周囲の潮流情報を表示するための画像である。潮流情報
ウィンドウ中の方位リングは方位と時間を示し、中央は現在を、外側のリン
グほど未来の時刻を示す。方位リングに接する矢印の向きがが潮流の向きを
示す。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【画像図】

【画像拡大図】 【各部を説明する参考画像図】

【画像図】

【画像拡大図】 【各部を説明する参考画像図】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-005666/68F047F725B8BD732C1C98E395BB1D40BA1E81E174C6FE7B34DA79E3AC949DAD/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-005672/AF1267663E71C9367B6359715E8F14F4E9B300459270F01A2049513DD35BF33D/30/ja


意匠登録第1712812号(外部サイトへリンク)
【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＢＤ, Ｎ３－１０ＶＢＥ,Ｎ３－１０ＶＤＡ, Ｎ３－１０ＶＦＢ, 

Ｎ３－１０ＶＬＢ, Ｎ３－１０ＶＮＣ, Ｎ３－１０ＶＺＡ

【意匠に係る物品】会議傍聴用画像

【意匠に係る物品の説明】
画像図及び変化後を表す画像図１乃至２に表された画像は、オンライン上での複数の会

話や会議の中から所望の会話又は会議を選択することを可能とするアプリケーションにお
いて、会議の傍聴（「聞き耳」という。）を選択することができる画像である。聞き耳を
するためには、変化後を示す画像図１に表されているように、画像左側区画内に表示され
た会議室名からポップアップした選択枠（「ポップアップ選択枠」という。）を操作する
ものとなっている。使用者が聞き耳を行っている場合は、変化後を示す画像図２に表され
ているように、ユーザーアイコンは、画像右側区画内の会議室を示す円形状領域（「会議
室領域」という。）内の内側円周上に僅かに被さりながら接する状態で表示される。聞き
耳をやめて当該会議に参加するためには、ポップアップ選択枠を操作するものとなってい
る。また、聞き耳をやめて会議室領域以外の領域に戻るためには、ポップアップ選択枠、
画像右側区画内左側下部に表示された退出操作用アイコン、会議室領域内の略中央に配さ
れた退室操作用アイコンのいずれかを操作するものとなっている。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1712894号(外部サイトへリンク)
【日本意匠分類】Ｎ３－１０Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１０ＶＢＤ, Ｎ３－１０ＶＢＥ, Ｎ３－１０ＶＤＡ, Ｎ３－１０ＶＦＢ, 

Ｎ３－１０ＶＬＢ, Ｎ３－１０ＶＮＣ, Ｎ３－１０ＶＺＡ

【意匠に係る物品】会議参加用画像

【意匠に係る物品の説明】
画像図及び変化後を示す画像図１乃至２に表された画像は、オンライン上での複数の会

話や会議の中から所望の会話又は会議を選択することを可能とするアプリケーションにお
いて、表示された会議室に入退室することによって、会議への参加を選択することができ
る画像である。会議室への入室には、画像左側区域内に表示された会議室名からポップ
アップした選択枠を操作する場合と、画像右側区画内の会議室を示す円形状領域（以下
「会議室領域」という。）内の略中央上側に配された円形状のアイコン（以下「略中央上
側アイコン」という。）を操作する場合が用意されている。使用者が会議に参加していな
い場合は、変化後を示す画像図１に表されているように、使用者を表すユーザーアイコン
は会議室領域以外の領域に表れており、略中央上側アイコンは、Ａ－Ｂ部分拡大図に表さ
れているように入室方向を示す矢印を有するものとなっている。使用者が会議に参加して
いる場合は、変化後を示す画像図２に表されているように、ユーザーアイコンは会議室領
域に表れており、会議室からの退出には、画像右側区画内左側下部に表示された退出操作
用アイコンを操作する場合と、Ｃ－Ｄ部分拡大図に表されているように退室方向を示す矢
印を有するものとなっている略中央上側アイコンを操作する場合が用意されている。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【画像図】 【変化後を示す画像図１】

【変化後を示す画像図２】 【各部の名称を示す参考図１】

【画像図】 【変化後を示す画像図１】

【変化後を示す画像図２】 【各部の名称を示す参考図１】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-005772/D4FE17C9F3668AC52140DD982DB6C0BB0E05A03F6DDEDAD20E8CB97FE85FE064/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-005771/B01A79CD0E42D555F7F3F7DDE749B595F39F41360DB9108B4CE7D5504FDA46BC/30/ja


意匠登録第1676781号(外部サイトへリンク)
【日本意匠分類】Ｎ３－１１Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１１ＶＤＡ, Ｎ３－１１ＶＤＥ, Ｎ３－１１ＶＬＤ,Ｎ３－１１ＶＮＣ, 

Ｎ３－１１ＶＺＡ

【意匠に係る物品】インタラクティブデジタル解説システム用画像

【意匠に係る物品の説明】
この画像は、年表など、時系列に沿った地域の固有情報（歴史や文化資源）をインタラクティ

ブに提供するシステムに使用するものである。具体的には、「ホーム画面（タッチパネル）」に
おいて、利用者が興味を持った部分に触れる（選択する）と表れる「詳細ウィンドウ」（第２階
層）に係るものである。「詳細ウィンドウ」の中央には選択された「メインコンテンツ」が表れ、
その「メインコンテンツ」を中心として、それに関連する「サブコンテンツ」がその周辺に複数
表れるものである。更に、利用者が複数の「サブコンテンツ」のうち、興味を持ったものの一つ
に任意の位置で触れる（選択する）と、その情報の詳細を確認することができる（図示されない
「詳細ウィンドウ（第３階層）」が表れる）。ホーム画面は、例えば、「使用状態及び各部の名
称を示す参考図」に示すように、大きく３分割して「詳細ウィンドウ」を各ゾーンに表示するも
のであるが、この使用状態に限定されるものではない。この画像において意匠登録を受けようと
する部分は、「サブコンテンツ」の「表示枠」及びそれと「メインコンテンツ」を結ぶ放射状の
線分に係る部分である。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

本意匠 関連意匠

意匠登録第1676877号(外部サイトへリンク)
【日本意匠分類】Ｎ３－１１Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１１ＶＤＡ, Ｎ３－１１ＶＤＥ, Ｎ３－１１ＶＬＤ,Ｎ３－１１ＶＮＣ, 

Ｎ３－１１ＶＺＡ

【意匠に係る物品】インタラクティブデジタル解説システム用画像

【意匠に係る物品の説明】
この画像は、年表など、時系列に沿った地域の固有情報（歴史や文化資源）をインタラクティ

ブに提供するシステムに使用するものである。具体的には、「ホーム画面（タッチパネル）」に
おいて、利用者が興味を持った部分に触れる（選択する）と表れる「詳細ウィンドウ」（第２階
層）に係るものである。「詳細ウィンドウ」の中央には選択された「メインコンテンツ」が表れ、
その「メインコンテンツ」を中心として、それに関連する「サブコンテンツ」がその周辺に複数
表れるものである。更に、利用者が複数の「サブコンテンツ」のうち、興味を持ったものの一つ
に任意の位置で触れる（選択する）と、その情報の詳細を確認することができる（図示されない
「詳細ウィンドウ（第３階層）」が表れる）。「サブコンテンツ」には関連性のあるテーマ
（キーワード）を表わす「タグ」が紐づけられており、その「タグ」が「メインコンテンツ」と
「サブコンテンツ」の間に表示されている。ホーム画面は、例えば、「使用状態及び各部の名称
を示す参考図」に示すように、大きく３分割して「詳細ウィンドウ」を各ゾーンに表示するもの
であるが、この使用状態に限定されるものではない。この画像において意匠登録を受けようとす
る部分は、「サブコンテンツ」の「表示枠」及び「タグ」並びにそれらと「メインコンテンツ」
を結ぶ放射状の線分に係る部分である。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【図面】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【画像図１】 【画像図２】 【画像図３】 【画像図４】

【画像図５】 【画像図６】 【実施例参考図】

【画像図１】 【画像図２】 【画像図３】 【画像図４】

【画像図５】 【画像図６】 【実施例参考図】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-008617/D9774A469BDF22BCA305B0C829335B782628DE606F82F0C289FF392F113922ED/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-008616/FC289BF4B549909E55E850B84573D037B22754634854913C4533A5F9AD3FBEF5/30/ja


意匠登録第1705260号（外部サイトへリンク）
【日本意匠分類】Ｎ３－１１Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１１ＶＢＥ, Ｎ３－１１ＶＣＤ, Ｎ３－１１ＶＣＥ, Ｎ３－１１ＶＤＡ, 

Ｎ３－１１ＶＤＥ, Ｎ３－１１ＶＬＡ, Ｎ３－１１ＶＮＡ

【意匠に係る物品】配水圧最適化システム管理用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、配水圧最適化システムに用いられ、配水区域内末端地点における末端圧力値の算
出結果の信頼度を確認するための画像である。「各部の名称を示す参考図」にある「配水区域マ
ップエリア」では、配水区域全体を俯瞰することが出来るように、配水場と末端地点が地図で表
されている。「各部の名称を示す参考図」にある「誤差確認エリア」では、確認したい末端地点
における実測値と推定値の誤差を確認できる。誤差の表示方法は、時間ごと、末端地点ごと、誤
差の平均値の見比べなど情報を変更することができる。誤差が少なければ推定値は信頼できると
判断出来るものである。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1705351号（外部サイトへリンク）
【日本意匠分類】Ｎ３－１１Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１１ＶＢＥ, Ｎ３－１１ＶＣＤ, Ｎ３－１１ＶＣＥ, Ｎ３－１１ＶＤＡ, 

Ｎ３－１１ＶＤＥ, Ｎ３－１１ＶＬＡ, Ｎ３－１１ＶＮＡ

【意匠に係る物品】配水圧最適化システム管理用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、配水場から送られる水の圧力および配水場が担当する配水区域内末端地点の水の
圧力と余剰圧力を、トレンドグラフで表示する画像である。「各部の名称を示す参考図」にある
「配水区域マップエリア」では、配水区域全体を俯瞰することが出来るように、配水場と末端地
点が地図で表示され、マップ下部にあるチェックボックスから、全配水場、全末端地点またはそ
の両方を表示／非表示にすることが出来る。「各部の名称を示す参考図」にある「トレンドグラ
フエリア」の上段のグラフは、調整弁における流量と圧力値、配水場からの流量と配水圧力値を
表すトレンドグラフであり、グラフの右側にそれぞれの数値が表示されている。中段のグラフは、
末端地点における圧力値を表すトレンドグラフであり、グラフの右側に数値が表示されている。
下段のグラフは、配水圧と末端圧力から導き出した配水区域全体における余剰圧力のトレンドグ
ラフであり、グラフの右側にそれぞれの数値が表示されている。トレンドグラフにおける表示項
目は、トレンドグラフの右側にあるチェックボックスから表示／非表示を選択することが出来る。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

【画像図】

【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【各部の名称を示す参考図】

【各部の名称を示す参考図】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-025187/5FC3344E17C59116EF8E1EC622786BF97E75C0662A0AEBF882F91165F9BED523/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-025186/1D04EADDFBD1639800C2DCE52DE56C5A41139352961DAA70877019EF927A93B4/30/ja


意匠登録第1626136号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｈ７−７２５Ｗ１２

【Ｄターム】Ｈ７−７２５ＡＡ, Ｈ７−７２５Ｄ, Ｈ７−７２５Ｇ

【意匠に係る物品】暑熱環境管理システム起動機能付き電子計算機

【意匠に係る物品の説明】

この意匠に係る物品は、暑熱環境管理システム起動機能付き電子計算

機である。本願意匠において登録を受けようとする部分は、電子計算機

のメニュー画面の一部であり、暑熱環境管理システムを起動させるため

の操作ボタン（アイコン）である。なお、暑熱環境管理システムは、作

業現場などの暑熱環境を管理するために使用されるものであり、各現場

に設置された計測器によって計測された湿度、気温、暑さ指数（ＷＢＧ

Ｔ）等が一覧表示され、これに現場の環境（作業強度や着衣、気流の有

無等）を入力することで、暑さ警戒レベルが表示されるようになってい

る。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1705226号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＤＡ, Ｎ３－１２ＶＧＡ, Ｎ３－１２ＶＪＢ, 

Ｎ３－１２ＶＪＦ, Ｎ３－１２ＶＬＡ, 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】

この画像は、アイコン用画像であり、雷警報システムを起動する操作

ボタンとして使用される。なお、雷警報システムは、収集した情報から

危険度の判定、表示、通知、その他の設定を行うものである。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

【正面図】

【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【意匠登録を受けようとする部分の拡大図】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2018-012096/6F457987CBF5D765683E1E3376A8E1381D4B86449A4CC86D00CCD2C1DAE6914A/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-007041/3216573096B18F4B9E7D551D71275E119E64BD383CF32CD78D3155CE59F85357/30/ja


意匠登録第1684394号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＧＤ, Ｎ３－１２ＶＮＣ, Ｎ３－１２ＶＬＡ

【意匠に係る物品】車庫用シャッター装置用画像

【意匠に係る物品の説明】

画像図に表された画像は、車庫用シャッター装置のシャッターカーテ

ンを全開とする操作のため、又はシャッターカーテンが全開となったこ

とを表示するための画像であって、車庫用シャッター装置を操作する機

能を有するスマートフォン等の携帯機器やコントローラ等の操作機器、

あるいは、操作機能がなくて画像表示機能を備えた機器に設けられてい

る表示画面の一部、又は全体、又は略全体に表示される画像である。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

本意匠 関連意匠

意匠登録第1684458号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＧＣ, Ｎ３－１２ＶＧＤ, Ｎ３－１２ＶＬＡ, 

Ｎ３－１２ＶＮＣ

【意匠に係る物品】車庫用シャッター装置用画像

【意匠に係る物品の説明】

画像図に表された画像は、車庫用シャッター装置についての設定を行

うための画像であって、車庫用シャッター装置を操作する機能を有する

スマートフォン等の携帯機器やコントローラ等の操作機器に設けられて

いる表示画面の一部、又は全体、又は略全体に表示される画像であり、

画像図に表された画像を選択することにより、例えば、電動式となって

いる車庫用シャッター装置のシャッターカーテンが開き移動又は閉じ移

動を開始するまでの待ち時間等に関する各種の設定を行うことが可能と

なる。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

【画像図】 【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-014402/AC5FA8AF7394BDF163E0F50DFA904E7C8AC82285905894E0A42BDB548EAEB3F8/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-014407/C2B4FD1225DBB23F65D83676D102B49DD3FB0C28C683DEDFD637F55AC6FFE968/30/ja


意匠登録第1684395号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＧＫ, Ｎ３－１２ＶＫＡ, Ｎ３－１２ＶＬＡ, 

Ｎ３－１２ＶＮＣ, Ｎ３－１２ＶＧＤ

【意匠に係る物品】車庫用シャッター装置用画像

【意匠に係る物品の説明】

画像図に表された画像は、車庫用シャッター装置のシャッターカーテ

ンを開き移動させる操作のため、又はシャッターカーテンが開き移動し

ていることを表示するための画像であって、車庫用シャッター装置を操

作する機能を有するスマートフォン等の携帯機器やコントローラ等の操

作機器、あるいは、操作機能がなくて画像表示機能を備えた機器に設け

られている表示画面の一部、又は全体、又は略全体に表示される画像で

ある。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

本意匠 関連意匠

意匠登録第1684457号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＧＤ, Ｎ３－１２ＶＧＫ, Ｎ３－１２ＶＫＡ, 

Ｎ３－１２ＶＬＡ, Ｎ３－１２ＶＮＣ

【意匠に係る物品】車庫用シャッター装置用画像

【意匠に係る物品の説明】

画像図に表された画像は、車庫用シャッター装置のシャッターカーテ

ンを閉じ移動させる操作のため、又はシャッターカーテンが閉じ移動し

ていることを表示するための画像であって、車庫用シャッター装置を操

作する機能を有するスマートフォン等の携帯機器やコントローラ等の操

作機器、あるいは、操作機能がなくて画像表示機能を備えた機器に設け

られている表示画面の一部、又は全体、又は略全体に表示される画像で

ある。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

【画像図】 【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-014404/9F8C87DE4F3E4B99CCD9992730025E453402B8A56FDFF9EAC83D90D5B3499731/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-014405/9FD75EA63236BDE6BD3B5C3AE1365CC0A037AEB3D6F799E22A7A454ED409499C/30/ja


意匠登録第1691493号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＫＢ, Ｎ３－１２ＶＬＢ, Ｎ３－１２ＶＬＪ, 

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、変

化した状態を示す画像図１及び２のとおり、照射される画像は連続して三段階に変化

する。使用状態を示す参考図１乃至３のとおり、車両が進行方向を変更するとき、本

画像がその進行方向に照射され、進行方向を表示する。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1691790号(外部サイトへリンク)

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＫＢ, Ｎ３－１２ＶＬＢ, Ｎ３－１２ＶＬＪ,

Ｎ３－１２ＶＮＡ ,Ｎ３－１２ＶＺＡ

【意匠に係る物品】車両動作伝達用画像

【意匠に係る物品の説明】

本物品は、運転支援技術や自動運転技術等を用いて操作される車両もしくは運転者

が手動で操作する車両において、車両の動作または操作に連動して路面描画装置から

路面等に対して投影されるもので、車両の周囲に対して車両の動作を伝達することに

使用され、例えば使用状態を示す参考図１～３に示すように、車両の右左折動作に連

動して車両の斜め前方路面に投影されたり、或いは使用状態を示す参考図４～６に示

すように、車両の後退動作に連動して車両の後方路面に投影される。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【変化後を示す画像図１】

【変化後を示す画像図２】

【画像図】

【使用状態を示す参考図３】 【使用状態を示す参考図６】

【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３】

【画像図】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-006657/930CC281F15F95F39064485F0E35FEE40BB4160661139EBFC7C771BBE48486B9/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-006731/E2D7526956808A59DFFADB2226CFDD7D1956F7935FF6F323FBCB5445FC952B99/30/ja


意匠登録第1694301号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＺＡ, Ｎ３－１２ＶＮＣ, Ｎ３－１２ＶＪＢ, 

Ｎ３－１２ＶＧＫ, Ｎ３－１２ＶＫＤ, Ｎ３－１２ＶＬＡ

【意匠に係る物品】アイコン用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、軸受診断ソフトウェアの操作の用に供される画像であっ

て、クリックすると、各種の診断用ソフトウェアが立ち上がる操作ボタ

ンとして使用することができ、また、各種の軸受診断に関する製品の資

料が見られるようにすることもできるものである。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1708431号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＮＣ, Ｎ３－１２ＶＪＢ, Ｎ３－１２ＶＧＫ, 

Ｎ３－１２ＶＫＤ

【意匠に係る物品】アイコン用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、軸受診断ソフトウェアの操作の用に供される画像であっ

て、クリックすると、各種の診断用ソフトウェアが立ち上がる操作ボタ

ンとして使用することができ、また、各種の軸受診断に関する製品の資

料が見られるようにすることもできるものである。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

【画像図】
【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-028518/5AF3FB811CEBDFDA84C2AAA783A8187D9901ABA4097BF8569EBDC531D0740E72/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-008285/7523A46FB9AAD6D29692327E06C5FD491156C15B52C5629F17F675AA7022B17C/30/ja


意匠登録第1694302号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＺＡ, Ｎ３－１２ＶＮＣ, Ｎ３－１２ＶＪＢ, 

Ｎ３－１２ＶＧＫ, Ｎ３－１２ＶＫＤ, Ｎ３－１２ＶＬＡ

【意匠に係る物品】アイコン用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、ボールねじ診断ソフトウェアの操作の用に供される画像

であって、クリックすると、各種の診断用ソフトウェアが立ち上がる操

作ボタンとして使用することができ、また、各種のボールねじ診断に関

する製品の資料が見られるようにすることもできるものである。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1708432号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＮＣ, Ｎ３－１２ＶＪＢ, Ｎ３－１２ＶＧＫ, 

Ｎ３－１２ＶＫＤ

【意匠に係る物品】アイコン用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、ボールねじ診断ソフトウェアの操作の用に供される画像

であって、クリックすると、各種の診断用ソフトウェアが立ち上がる操

作ボタンとして使用することができ、また、各種のボールねじ診断に関

する製品の資料が見られるようにすることもできるものである。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

【画像図】 【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-028519/1DF13A07E62204D076E1F07D77DB66917B18425D941E57980E0129BDD42D009C/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-008286/4D474BDC00284E5953C59DA61DCE34012FF4F11F9975106853B0A440E24A11D5/30/ja


意匠登録第1694303号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＺＡ, Ｎ３－１２ＶＮＣ, Ｎ３－１２ＶＪＢ, 

Ｎ３－１２ＶＧＫ, Ｎ３－１２ＶＫＤ, Ｎ３－１２ＶＬＡ

【意匠に係る物品】アイコン用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、リニアガイド診断ソフトウェアの操作の用に供される画

像であって、クリックすると、各種の診断用ソフトウェアが立ち上がる

操作ボタンとして使用することができ、また、各種のリニアガイド診断

に関する製品の資料が見られるようにすることもできるものである。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1708433号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＮＣ, Ｎ３－１２ＶＪＢ, Ｎ３－１２ＶＧＫ, 

Ｎ３－１２ＶＫＤ

【意匠に係る物品】アイコン用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、リニアガイド診断ソフトウェアの操作の用に供される画

像であって、クリックすると、各種の診断用ソフトウェアが立ち上がる

操作ボタンとして使用することができ、また、各種のリニアガイド診断

に関する製品の資料が見られるようにすることもできるものである。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

【画像図】 【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-028520/B2E46EE44C753A5668E72CA473D70DAAF3375F3F6A6E1B8606D140220A273B91/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-008287/52F311A0A239C12B80DA19D968F036C21757A39F5715F07F7B3426E6088909DE/30/ja


意匠登録第1694304号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＺＡ, Ｎ３－１２ＶＮＣ, Ｎ３－１２ＶＪＢ, 

Ｎ３－１２ＶＧＫ, Ｎ３－１２ＶＫＤ, Ｎ３－１２ＶＬＡ

【意匠に係る物品】アイコン用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、振動診断器の操作の用に供される画像であって、クリッ

クすると、各種の診断用ソフトウェアが立ち上がる操作ボタンとして使

用することができ、また、各種の振動診断器に関する製品の資料が見ら

れるようにすることもできるものである。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1708434号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＮＣ, Ｎ３－１２ＶＪＢ, Ｎ３－１２ＶＧＫ, 

Ｎ３－１２ＶＫＤ

【意匠に係る物品】アイコン用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、振動診断器の操作の用に供される画像であって、クリッ

クすると、各種の診断用ソフトウェアが立ち上がる操作ボタンとして使

用することができ、また、各種の振動診断器に関する製品の資料が見ら

れるようにすることもできるものである。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

【画像図】 【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-028521/9BAFE1AD987603C085EF1F48995C41392CBEF12B942844A2C1599D2A555958B9/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-008288/E9DE2AF0D44159E507E8F503669E0DD5E9B1178FC973359225C170C3487966F8/30/ja


意匠登録第1710748号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＭＣ, Ｎ３－１２ＶＧＤ, Ｎ３－１２ＶＫＣ, 

Ｎ３－１２ＶＬＢ, Ｎ３－１２ＶＦＢ, Ｎ３－１２ＶＢＱ, 

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】

本画像図は、例えば田植機等の作業車両用表示器に用いられる画像であっ

て、作業車両の自動走行・自動作業機能を設定し、又は当該機能が実行中で

ある状態を表示するための画像である。変化した状態を示す画像図１は、当

該機能が開始可能な状態であることを示す画像であり、変化した状態を示す

画像図２は、当該機能の開始が不能な状態であることを示す画像である。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1710874号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＭＣ, Ｎ３－１２ＶＧＤ, Ｎ３－１２ＶＫＣ, 

Ｎ３－１２ＶＬＢ, 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】

本画像図は、例えばトラクタ等の作業車両用表示器に用いられる画像であ

って、作業車両の自動走行・自動作業機能を設定し、又は当該機能が実行中

である状態を表示するための画像である。変化した状態を示す画像図１は、

当該機能が開始可能な状態であることを示す画像であり、変化した状態を示

す画像図２は、当該機能の開始が不能な状態であることを示す画像である。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

【画像図】 【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【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１】

【変化した状態を示す画像図２】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-012046/C2882193CC2333234D8E640AEC169BD9470680654DC37C5075C9F80DB03D3AEF/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-012045/29EFCF8D31A535C232D89EA3C326171C2BC7A3A9194C37911EE6CACB68D8F0F1/30/ja


意匠登録第1710751号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＭＣ, Ｎ３－１２ＶＧＤ, Ｎ３－１２ＶＨＣ, 

Ｎ３－１２ＶＬＢ, Ｎ３－１２ＶＦＢ, Ｎ３－１２ＶＢＱ, 

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】

本画像図は、例えば田植機等の作業車両用表示器に用いられる画像で

あって、作業車両を遠隔操作して作業する機能を設定し、又は当該機能

が実行中若しくは実行可能な状態であることを表す画像である。変化し

た状態を示す画像図は、遠隔操作が不可能である状態を表す画像である。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】※願書に添付した図面の一部を抜粋して掲載しています。

本意匠 関連意匠

意匠登録第1710875号（外部サイトへリンク）

【日本意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＭＣ, Ｎ３－１２ＶＧＤ, Ｎ３－１２ＶＨＣ, 

Ｎ３－１２ＶＬＢ, 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】

本画像図は、例えばトラクタ等の作業車両用表示器に用いられる画像

であって、作業車両を遠隔操作して作業する機能を設定し、又は当該機

能が実行中若しくは実行可能な状態であることを表す画像である。変化

した状態を示す画像図は、遠隔操作が不可能である状態を表す画像であ

る。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【図面】

【画像図】 【画像図】

※各登録意匠に関する正確な情報は上記の意匠登録番号からリンクしている「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」でご確認ください。

【変化した状態を示す画像図】 【変化した状態を示す画像図】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-012051/6D8BBF1246C229EEC7D22D1A15C15AAFC7CCB4546FC91BA43853AA7EA4DF8750/30/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-012050/84A378A3771EB51A9393E1FCFDDBB950A17167257CBB9560869FB3E1BC9C4273/30/ja



