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特許庁 1

本資料は、2021年３月11日に作成されたものです。

J-PlatPatでの検索結果等、古い情報が含まれている可能性があ
ります。
あらかじめご了承下さい。



特許庁 2

本資料では、J-PlatPatを使った、

画像・建築物・内装の登録意匠の調査方法の他、

状況や目的に応じた便利な関連情報も紹介しています。

意匠登録第1672383号
「車両情報表示用画像」
（株式会社小糸製作所）

意匠登録第1671773号
「商業用建築物」

（株式会社ファーストリテイリング）

（参考）ユニクロPARK 横浜ベイサイド店
（株式会社ファーストリテイリング提供）

（参考）エリアマーカー™
（株式会社小糸製作所提供）

（参考）蔦屋書店
（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社提供）

意匠登録第1671152号
「書店の内装」

（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）

画像・建築物・内装の意匠登録の事例

はじめに



特許庁 3

特許庁

権利の存続状況
参考文献情報
を確認したい！

基本的な操作
を知りたい！

J-PlatPatを使い慣れて
いない方へ！ 意匠出願や意匠の実施

を検討している方へ！

P4～12 P55～60 特許庁

件数を
絞り込みたい！

関連する分類
を知りたい！

画像・建築物・内装の
意匠に関する分類及び
関連する分類の詳細を
知りたい方へ！

件数が多すぎてエラー
が出た方、より効率的
にサーチをしたい方
へ！

P61～66 P67～71

目的別に探す

2020年4月1日以降に出願可能となった
画像・建築物・内装についての登録状況を調べたい！

画像 建築物 内装
P13～32 P33～45 P46～54

その他の情報
も知りたい！

令和元年意匠法改正に
関する情報、図面作成
方法等を知りたい方
へ！

P72～78



基本的な操作

特許庁 4

J-PlatPatを使い慣れていない方へ！



意匠登録を受けた意匠はすべて意匠公報に掲載されます。
また、登録意匠は工業所有権情報・研修館（INPIT)が提供する
J-PlatPat（https://www.j-platpat.inpit.go.jp/）で検索・閲覧
も可能です。

なお、出願された意匠は、審査において意匠法で定めるすべての
拒絶の理由が発見されない場合、意匠登録されます。

また、J-PlatPatの意匠公報においては、審査判断の際に参考とし
た資料がある場合、その資料も「参考文献」として明示される他、
「経過情報照会」では、審査記録や出願情報を確認することがで
きます。

J-PlatPatとは？

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/


意匠検索方法

特許庁 6

J-PlatPat（https://www.j-platpat.inpit.go.jp/）を開き、
ヘッダーの［意匠］にカーソルを合わせ、［意匠検索］を選択して
クリックします。

１
STEP

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/


意匠検索方法

特許庁 7

2
STEP この画面から、それぞれの項目にキーワードを入力し、検索を

行うことができます。
［国内公報］を選択します。



意匠検索方法

特許庁 8

3
STEP

［意匠に係る物品/物品名/原語物品名］から該当する物品名や
キーワードを入力するか、［日本意匠分類/Dターム］からその物
品に関連する分類を入力して検索します。

※その他、出願人名や創作者名を入力して検索することも可能です。



意匠検索方法

特許庁 9

ご参考 日本意匠分類は、登録意匠等を検索する際に、
物品やその機能、形態の観点で絞り込むためツールです。

※QRコードを読み取れない方は、以下のURLからご覧下さい。

＜日本意匠分類・Dターム＞

H7 – 725 AA
グループ・大分類 小分類

表示機付き電子計算機等（携帯型）

Dターム

ストレート型

日本意匠分類の一覧
はこちらから

日本意匠分類関連情報
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_
bunrui/index.html

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_bunrui/index.html


意匠検索方法

特許庁 10

4
STEP

下方の［検索］をクリックする。



意匠検索方法

特許庁 11

検索結果が表示されます。5
STEP



意匠検索方法

特許庁 12

ご参考
J-PlatPatの基本的な操作方法は、操作マニュアル
（ https://www.inpit.go.jp/content/100868806.pdf ）に掲載されています。

J-PlatPatを初めてお使いになる方は、こちらもご覧下さい。

J-PlatPatの操作マニュアル
はこちらから

https://www.inpit.go.jp/content/100868806.pdf
https://www.inpit.go.jp/content/100868806.pdf


画像検索方法

特許庁 13

画像の意匠登録を確認したい方へ！



特許庁

画像※とは？ ※意匠法上の意匠に該当する画像

14

物品等の機能を発揮するための操作の用に供される画像 物品等の機能を果たすために必要な表示を行う画像
（２）物品等の一部に画像を含む意匠

【正面図】

【表示部部分拡大図】

「複写機」

【意匠に係る物品の説明】 正面図及び
表示部部分拡大図に表された画
像は、複写のための各種設定を行
うものである。

【意匠の説明】 実線で表した部分が意
匠等を受けようとする部分である。

135 bpm

「電子メトロノーム」

【意匠に係る物品の説明】 正面図上部の表示部に示された画像でメト
ロノームとしての機能を発揮する電子メトロノームである。上部の表
示窓部には設定されたテンポが表示される。下方のボタンでテンポ
や表示の変更が可能である。

【意匠の説明】 実線で表した部分が意匠等を受けようとする部分である。

【正面図】 【使用状態を示す参考正面図】

（１）画像意匠（物品から独立した画像自体)
機器の操作の用に供される画像の例 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像の例

「医療用測定結果表示画像」 「時刻表示画像」
（※投影された画像）

「アイコン用画像」
（クリックするとソフトウェアが
立ち上がる操作ボタン）

「商品購入用画像」
（ウェブサイトの画像）

大きく分けて以下の２種類があります。

令和元年
意匠法改正
により追加

従来から



特許庁

画像※とは？ ※意匠法上の意匠に該当する画像

15

（１）画像意匠（物品から独立した画像自体)
機器の操作の用に供される画像の例 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像の例

「医療用測定結果表示画像」 「時刻表示画像」
（※投影された画像）

「アイコン用画像」
（クリックするとソフトウェアが
立ち上がる操作ボタン）

「商品購入用画像」
（ウェブサイトの画像）

画像の検索を行う方法

次のページからは、

についてご説明します。

令和元年
意匠法改正
により追加



画像検索方法(1回目)-1

特許庁 16

１
STEP 以下の検索条件に基づいて、２回に分けて検索を行います。

１回目は、物品名に「画像 アイコン UI」のいずれの表記が
含まれる登録意匠の検索を行います。

検索条件（１回目）

物品名に「画像アイコン UI」を入力

分類に「N3?」を入力

☑
☑



画像検索方法(1回目)-2

特許庁 17

2
STEP ［意匠に係る物品/物品名/原語物品名］で、

「画像 アイコン UI」を入力します。
（キーワード間を半角スペースにすることでOR検索）

こちらから、「右クリック」→「書式設定を維持してコピー」を選択し、ペーストをして下さい。
画像 アイコン UI



画像検索方法(1回目)-3

特許庁 18

3
STEP ［日本意匠分類/Dターム］を選択し、

「N3?」を半角で入力します。



画像検索方法(1回目)-4

特許庁 19

4
STEP 画面をスクロールし、検索オプションから、日付指定を行います。

［検索オプション］の［開く］をクリックします。



画像検索方法(1回目)-5

特許庁 20

5
STEP 2020年4月1日以降の出願に絞りこむため、

［出願日（国際登録日）］を選択し、
始期欄に数字8桁「20200401」を入力します。



画像検索方法(1回目)-6

特許庁 21

6
STEP

下部の「検索」をクリックします。



画像検索方法(1回目)-7

特許庁 22

7
STEP

物品名に「画像 アイコン UI」のいずれかの表記が含まれる
登録意匠の検索結果が表示されます ※本スライド作成時点（2021年3月11日）



画像検索方法(2回目)-1

特許庁 23

8
STEP ２回目は、物品名に「グラフィ」と「ユーザ」と「インタ」の

全単語が表記に含まれる登録意匠の検索を行います。

検索条件（２回目）

物品名に「グラフィ」と「ユーザ」と「インタ」を
それぞれ欄を分けて入力

分類に「N3?」を入力

☑

☑



画像検索方法(2回目)-2

特許庁 24

9
STEP

2回目は、［意匠に係る物品/物品名/原語物品名］でそれぞれ
「グラフィ」「ユーザ」「インタ」を入力します。
（欄を分けることでAND検索。物品名に全単語を含むものが検索
されます。）



画像検索方法(2回目)-3

特許庁 25

10
STEP

検索項目から［日本意匠分類/Dターム］を選択し、
「N3?」を半角で入力します。



画像検索方法(2回目)-4

特許庁 26

11
STEP 下部にある［除外キーワード］を設定します。

1回目の検索の際に物品名に入力した「画像 アイコン UI」を、半
角スペースを空けて入力します。

こちらから、「右クリック」→「書式設定を維持してコピー」を選択し、ペーストをして下さい。
画像 アイコン UI



画像検索方法(2回目)-5

特許庁 27

12
STEP 画面をスクロールし、検索オプションから、日付指定を行います。

［検索オプション］の［開く］をクリックします。



画像検索方法(2回目)-6

特許庁 28

13
STEP 2020年4月1日以降の出願に絞りこむため、

［出願日（国際登録日）］を選択し、
始期欄に数字8桁「20200401」を入力します。



画像検索方法(2回目)-7

特許庁 29

14
STEP

下部の「検索」をクリックします。



画像検索方法(2回目)-8

特許庁 30

15
STEP 物品名に「グラフィ」と「ユーザ」と「インタ」の

全単語が表記に含まれる登録意匠の検索結果が表示されます。
※本スライド作成時点（2021年3月11日）



画像検索方法(2回目)-9

特許庁 31

16
STEP STEP7 の検索結果と、STEP15 の検索結果によって、

網羅的に確認ができます。
※本スライド作成時点（2021年3月11日）

の結果 の結果



特許庁 32

ポイント！

☑ 以下のような類似する語を含めるため、
「グラフィ」「ユーザ」「インタ」と短くして、
AND条件で検索しています。
（例）

・グラフィカル、グラフィック･･･
・ユーザ、ユーザー･･･
・インタフェース、インターフェース、インタフェイス、インターフェイス･･･

☑ 重複する検索をなくし、効率的なサーチを行うためには
［除外キーワード］の設定が必要です。

網羅的に検索するために、2回に分けて検索する必要があります。☑



建築物検索方法

特許庁 33

建築物の意匠登録を確認したい方へ！



特許庁

建築物※とは？ ※意匠法上の意匠に該当する建築物

34

2020年4月1日以降から出願可能となりました。

１．土地の定着物であること。
２．人工構造物であること。土木構造物を含む。
・ 土 地： 定着物が固定される地表面であり、平面、斜面等の地形を問わない。海底、湖底等の水底も含む。
・ 定着物： 継続的に土地に固定して使用され、任意に動かすことができないもの。
・ 構造物： 意匠登録の対象とするものは、建築基準法の定義等における用語の意よりも広く、建設される物体を

指し、土木構造物を含む。
通常の使用状態において、内部の形状等が視認されるものについては、内部の形状等も含む（注）。

（注）通常の使用状態において、視認することのない範囲を除く。
建築物の内部の一部のみを意匠登録を受けようとする部分としたものも含まれる。

※こうした意匠審査基準における定義は、
意匠の創作の対象となるものは広く意匠法で保護されるべきとの意匠法の法目的に基づくものです。

※なお、意匠法上の「物品」に該当するものについては、物品の意匠として登録可能です

■建築物と判断するものの例
商業用建築物 住宅 工場 競技場 橋梁 煙突

令和元年
意匠法改正
により追加



特許庁

建築物に関連する物品は？

35

なお、令和元年意匠法改正以前から、工業的に量産され販売時に動産として
取り扱われるものは意匠法上の物品として保護されていました。

従来から保護

土地に定着する建築物の意匠と異なり、市場で流通する動産であって、意匠法上の
「物品」に該当するもの。

■意匠法上の「物品」に該当するものの例
組立家屋 電話ボックス 移動式便所



特許庁

建築物※とは？ ※意匠法上の意匠に該当する建築物

36

次のページからは、

についてご説明します。

建築物の検索を行う方法



特許庁

建築物検索方法-1

37

1
STEP ［日本意匠分類/Dターム］を選択します。



特許庁

建築物検索方法-2

38

2
STEP ［キーワード］に以下の意匠分類を入力します。

※半角で入力し、間に半角スペースを入力します。

こちらから、「右クリック」→「書式設定を維持してコピー」を選択し、ペーストをして下さい。
L00 L25010 L25020 L251 L2601 L30 L3100 L311 L312 L3130 L3140 
L32000 L321 L32200 L324 L3300 L3630



建築物検索方法-3

特許庁 39

3
STEP

少し下方にある［除外キーワード］の［開く］をクリックします。



建築物検索方法-4

特許庁 40

こちらから、「右クリック」→「書式設定を維持してコピー」を選択し、ペーストをして下さい。
組み立 組立

4
STEP ［除外キーワード］直下の検索項目から、

［意匠に係る物品名/物品名/原語物品名］を選択し、
「組み立 組立」と入力します。 ※間は半角スペース



建築物検索方法-5

特許庁 41

5
STEP 画面をスクロールし、検索オプションから、日付指定を行います。

［検索オプション］の［開く］をクリックします。



建築物検索方法-6

特許庁 42

6
STEP 2020年4月1日以降の出願に絞りこむため、

［出願日（国際登録日）］を選択し、
始期欄に数字8桁「20200401」を入力します。



建築物検索方法-7

特許庁 43

7
STEP

［検索］をクリックします。



建築物検索方法-8

特許庁 44

8
STEP

検索結果が表示されます。 ※本スライド作成時点（2021年3月11日）



特許庁 45

ポイント！
☑ L0～L3630には、「建築物」の他、「組立家屋」等の物品も

含まれているため、これらの物品を除外して検索を行う必要
があります。（P39以降をご覧下さい。）

☑ 日本意匠分類の定義上、上記の通りに検索をしても、検索結
果の一部に建築物以外の関連物品が含まれる場合があります
ので、物品名や図面、意匠の説明も参考に、建築物をご確認
ください。

建築物を種別ごとに絞り込みたい方は、P70をご覧下さい。☑



内装検索方法

特許庁 46

内装の意匠登録を確認したい方へ！



特許庁

内装※とは？ ※意匠法上の意匠に該当する内装

47

2020年4月1日以降から出願可能となりました。

■内装と判断するものの例

1. 店舗、事務所その他の施設の内部であること

2. 複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること

3. 内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること

1-1. 店舗、事務所その他の施設に該当すること
1-2. 内部に該当すること

2-1. 意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること
2-2. 複数の物品等から構成されるものであること

令和元年
意匠法改正
により追加



特許庁

内装※とは？ ※意匠法上の意匠に該当する内装

48

次のページからは、

についてご説明します。

内装の意匠の検索を行う方法



内装検索方法-1

特許庁 49

1
STEP

［日本意匠分類/Dターム］を選択します。



内装検索方法-2

特許庁 50

2
STEP

キーワード欄に「L37」を半角で入力します。



内装検索方法-3

特許庁 51

3
STEP

［検索オプション］をクリックして開きます。



特許庁 52

内装検索方法-4

4
STEP ［出願日（国際登録日）］を選択し、

始期欄に数字8桁「20200401」を入力。



特許庁 53

内装検索方法-5

5
STEP

下方の［検索］をクリックする。



特許庁 54

内装検索方法-6

6
STEP

検索結果が表示されます。※本スライド作成時点（2021年3月11日）



権利の存続状況・参考文献情報

特許庁 55

意匠出願や意匠の実施を検討している方へ！



特許庁

他人の権利を抵触する場合とは？

56

他人が意匠登録をし、権利取得済みのもので、
現在もその権利が存続している場合に、
その意匠権の意匠と同一または類似する意匠を
実施（製造・販売・使用等）すると、権利に抵触することになります。

出願日から最長で 25年
意匠権の存続期間 ×

同一または類似する意匠

登録意匠



特許庁 57

1
STEP 権利が存続しているかどうかの確認を行います。

検索結果から、詳細を確認したい登録意匠について、
［経過情報］をクリックし開きます。

権利の存続状況の確認-1



特許庁 58

2
STEP 別枠で開いたウィンドウのうち、

出願番号の直下に、権利の存続状況が表示されます。

権利の存続状況の確認-2



特許庁 59

3
STEP その登録意匠の審査の過程で、審査判断の際に参考とした資料が

ある場合、その資料も確認することができます。
検索結果から、詳細を確認したい登録意匠について、
［参考文献情報］をクリックし開きます。

参考文献情報の確認-1



特許庁 60

4
STEP 別枠でウィンドウが開きます。

審査の際に、参考とした文献の一覧が掲載されています。
※著作権の利用許諾がなされたものについては、イメージが表示
されます。

参考文献情報の確認-2



関連する意匠の分類

特許庁 61

画像・建築物・内装の意匠に関する
分類及び関連する分類の詳細を知りたい方へ！



ご参考

日本意匠分類

特許庁 62

※QRコードを読み取れない方は、以下のURLからご覧下さい。

＜日本意匠分類・Dターム＞

H7 – 725 AA
グループ・大分類 小分類

表示機付き電子計算機等（携帯型）

Dターム

ストレート型

日本意匠分類の一覧
はこちらから

日本意匠分類は、登録意匠等を検索する際に、
物品やその機能、形態の観点で絞り込むためツールです。

日本意匠分類関連情報
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_
bunrui/index.html

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_bunrui/index.html


意匠分類定義カード

特許庁 63

画像・建築物・内装に関する分類及び関連する分類につ
いての詳細を参照する場合は、「分類定義カード」をご
覧下さい。

分類定義カードの一覧
はこちらから

ご参考

日本意匠分類関連情報
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_
bunrui/index.html

※QRコードを読み取れない方は、以下のURLからご覧下さい。

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_bunrui/index.html


意匠分類定義カードの確認-1

特許庁 64

1
STEP P13～54の「登録状況の調査」で使用した分類を基に、

「分類定義カード一覧」から大分類を選択します。



意匠分類定義カードの確認-2

特許庁 65

2
STEP 複数の分類の定義カードが含まれています。

左上の小分類や名称を確認しながら、該当する分類の定義カード
を探します。



意匠分類定義カードの確認-3

特許庁 66

3
STEP

「参考分類・参考物品」から、関連する意匠の分類を確認するこ
とができます。また、「この分類に含まれる物品」から、該当す
る分類に含まれる主な画像・建築物・内装を確認することもでき
ます。



件数を絞り込む

特許庁 67

件数が多すぎてエラーが出た方、
より効率的にサーチをしたい方へ！



特許庁 68

ポイント！

☑ 検索結果が、3000件以上となる場合は、一覧の表示ができません。
次のページのように、検索条件を絞りこんで下さい。



件数を絞り込む

特許庁 69

［意匠に係る物品/物品名/原語物品名］から該当する物品名や
キーワードを入力するか、［検索オプション］から日付を入力し
て、絞りこみます。1

STEP



建築物を種別ごとに絞り込む

特許庁 70

２
STEP

L00 L１～L7に属さない
その他の建築物及び土木建築用品雑

L25010 橋りょう

L25020 トンネル

L251 道路構造物

L2601 水門、ダムゲート等

L30 その他の建物、屋外装備品等

L3100 施設物

L311 環境施設物

L312 情報施設物
L3130 交通施設物
L3140 送電通信施設物
L32000 建物
L321 住宅
L32200 物置
L324 店舗
L3300 温室
L3630 設置池及び設置プール

種別ごとに建築物を検索したい場合には、以下の分類で
検索して下さい。
例えば、「橋りょう」だけを調べたい方は、［日本意匠
分類・Ｄターム］に「L25010」を入力します。



意匠分類定義カード

特許庁 71

画像・建築物・内装に関する分類及び関連する分類につ
いての詳細を参照する場合は、「分類定義カード」をご
覧下さい。

※QRコードを読み取れない方は、以下のURLからご覧下さい。

分類定義カードの一覧
はこちらから

ご参考

日本意匠分類関連情報
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_
bunrui/index.html

ご参考

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_bunrui/index.html


その他情報

特許庁 72

令和元年意匠法改正に関する情報、
図面作成方法等を知りたい方へ！



先行意匠調査について

特許庁 73

審査官は、出願された意匠に新規性・創作性があるかどうかの判
断のために、「先行意匠調査」を行っています。
この調査では、日本の意匠公報のみならず、特許・実用新案公報、
外国の公報、国内外のカタログ・図書・雑誌・インターネットに
掲載された意匠情報等も審査資料としています。

インターネット情報

カタログ・図書・雑誌

国内外の意匠公報
国内外の特許・実用新案公報

先行意匠調査

ご参考



登録査定時に併せて送付される通知書

特許庁 74

登録査定時には、意匠審査に関する情報提供の一環として、意匠
登録出願の審査において先行意匠調査を行った日本意匠分類や参
考文献の情報を記載した通知書を併せて送付しています。

日本意匠分類の情報

参考文献の情報

ご参考



公知資料と外国公報の検索

特許庁 75

J-PlatPatでは、［文献種別］にて、「国内公報」の他、
「公知資料」「外国公報」を選択することもできます。

※公知資料は、特許庁が審査資料として収集した資料原本（図書・雑誌、カ
タログ、インターネット）から抽出した意匠情報であるため、資料の著作権
者による許諾があったもののみ意匠のイメージが表示されます。
ご留意下さい。

ご参考



令和元年意匠法改正特設サイト

特許庁 76

意匠法改正特設サイト
はこちらから

ご参考
改正意匠法の概要、意匠審査基準、意匠分類、その他関連する
情報をまとめています。説明資料や最新情報のチェックにご活用
下さい。

※QRコードを読み取れない方は、
以下のURLからご覧下さい。

令和元年意匠法改正特設サイト
https://www.jpo.go.jp/system/design/g
aiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html

最新情報を掲載！

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html


建築・内装デザイナー向け情報

特許庁 77

建築物や内装のデザインに携わる皆様に向けて、意匠制度の概要
をはじめ、建築物や内装の意匠を出願する際の基本的な情報をま
とめています。

建築・内装デザイナー向け情報
はこちらから

※QRコードを読み取れない方は、
以下のURLからご覧下さい。

建築・内装デザイナー向け情報
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guid
eline/design/kenchiku-naiso-joho.html

ご参考

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/kenchiku-naiso-joho.html


お問合せ先一覧

特許庁 78

その他、ご質問事項がありましたら、以下の問い合わせ先まで
ご連絡下さい。ご参考

＜J-PlatPatの操作方法に関すること＞＜この資料に関すること＞ ＜日本意匠分類に関すること＞

03 - 3581 - 1101☎
※音声ガイダンスに従って内線を操作して下さい。

内線 2907

特許庁 審査第一部
意匠課 企画調査班

内線 2903

特許庁 審査第一部
意匠課 分類担当

直通 03-3588-2751

独立行政法人 工業所有権・情報研修館
J-PlatPatヘルプデスク

受付時間 平日 9:00～17:30

PA1530@jpo.go.jp helpdesk@j-platpat.inpit.go.jpPA1501@jpo.go.jp

mailto:PA1530@jpo.go.jp
mailto:helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp
mailto:PA1501@jpo.go.jp
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