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１．日本の産業財産権情報

（１）公報の必要性

特許法第１条 発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達
に寄与することを目的とする。

実用新案法第１条 実用新案法第１条 物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及
び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与す
ることを目的とする。

意匠法第１条 意匠法第１条 意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励
し、もつて産業の発達に 寄与することを目的とする。

商標法第１条 商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持
を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護するこ
とを目的とする。

意匠（デザイン）の創作は、物品のより美しい外観、より使い勝手のよい外観を探求するものである。
しかし、物品の外観は目で見て理解することができ、他者の創作物であっても容易に模倣することができ
るため、オリジナルを模倣した意匠が流布すると、健全な産業の発達に支障が生じることがある。

意匠制度では、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護し、その利用を図ることにより、意匠の創作
を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としている。

そして特許庁では、これらの意匠等を公開する手段として各種の公報を発行している。

特許法、実用新案法、意匠法、商標法ではその目的を下記のとおりに規定している。
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（２）公報発行体系

意匠は明治21年から現在に至るまで公報発行体系は同一となっている。
意匠には公開系公報がないため、出願を取り下げたものや、拒絶になったものは公にされない。
※協議不成立意匠出願公報を除く

出願

登録

公報

nnnnnnn

意匠公報

審査

明治21年から
現在まで

同日に同じあるいは類似する
2つ以上の出願がある場合は、
出願人らの協議により登録を
受ける出願を決定するが、
協議が成立しない場合には、
いずれの出願も登録を受ける
ことができない。

この場合に、それらの出願の
内容を公示することを目的に
｢協議不成立意匠出願公報｣が
発行される。

公報

nnnnnnn

協議不成立
意匠出願公報

秘密意匠の場合は、設定登録後に
発行される公報には、意匠に係る
物品、意匠分類、創作者、意匠の
説明、図面等が掲載されない。

秘密期間の満了後に同じ意匠登録
番号で再度意匠公報が発行され、
秘密部分が明らかとなる。
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２． とは
（１）サービスの概要

国内外１億件以上の特許・実用新案・意匠・商標の公報や審査経過記録等の情報を検索できるサービス
インターネットを通じて、誰でもいつでもどこでも無料で利用可能

（２）J-PlatPatアクセス方法

①インターネット検索

②INPITサイト トップページ
（バナーより）

③特許庁サイト トップページ
（バナーより）

特許情報プラットフォーム 🔍
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▶ 日本意匠分類（特許庁が出願を確認し、
分野毎に付与する分類）

▶ 創作者、権利者、代理人
▶ 意匠に係る物品
▶ 意匠に係る物品の説明
▶ 意匠の説明
▶ 図面
▶ 参考文献

（３）J-PlatPatで何が調べられるか（意匠）

①意匠公報

②特許庁保有データ
▶ 審査記録、審判記録の各書類
▶ 登録後の権利状態
▶ 権利者等の変更

など

参考：意匠公報イメージ
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➢ 意匠番号照会
登録番号などの文献番号から意匠公報、外国
意匠公報、意匠公知資料を照会できます。

➢ 意匠検索
物品名や日本意匠分類/Dターム等から、国内
公報、公知資料、外国公報を検索できます。

➢ 意匠分類照会
日本意匠分類/Dタームを照会し、意匠検索に
セットすることができます。

（４）意匠メニュー

J-PlatPatトップページのグローバルナビゲーション 意匠 にマウスを合わせると、意匠の
サービスメニューが表示される。
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３．番号から照会する

『意匠番号照会』を選択

［入力種別］選択
「番号範囲入力」は連続した
100個以内を指定可能

［番号種別］選択

［番号］入力
番号種別が同じものを照会す
る場合、スペースで区切り連
続で入力可能

チェックボックスを選択すると、
照会でヒットした文献の関連意
匠情報、類似意匠情報も同時
に照会可能

各メニューページの右上に「ヘルプ」ボタンがあります。
画面の見方や入力例を確認できます。

8



INPIT 2022.01

検索例・・・・・ 検索条件 ●入力種別：番号入力
●番号種別：登録番号 ●番号：1568234

検索条件を入力後 を押す

◎検索結果一覧＿画面

次頁へ
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審査の記録や書類
を確認できます

参考文献がある場
合に表示されます

文献のURLを取得で
きます

▼⑦文献表示画面にある各種ボタン

◎意匠公報

テキスト表示イメージ

①登録公報発行日

登録番号

登録日

②意匠に係る物品名

③意匠分類

④登録公報発行時の
創作者、権利者情報

⑤意匠の説明

⑥図面
※右上にも同じものを表示

①

③
②

④

⑤

⑥

⑦

⑥

図面を別ウィンドウで表示し
拡大回転できます
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４．キーワード（物品名等）で検索する

『意匠検索』を選択

［文献種別］選択
［文献種別］の詳細を設定する場合は、
「詳細設定」を押して選択

［検索キーワード］入力
「検索項目」を選択し、キーワードを入力

複数のキーワードを入力する場合
・スペースで区切って入力

→OR検索
・キーワード欄を分けて入力

→AND検索
※「検索項目」により、入力方法が異な
るため、詳細はヘルプを参照すること
「検索項目」は、追加可能

［除外キーワード］入力
指定する場合は、「開く」を押して「検索
項目」を選択し、キーワードを入力

［検索オプション］入力
指定する場合は、「開く」を押して各項目
を入力
［検索オプション］は、各検索項目とAND
検索となる
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検索例・・・・・ 検索条件
●文献種別：国内公報
●検索項目（意匠に係る物品/物品名/原語物品名）：かばん

検索条件を入力後 を押す

◎検索結果一覧＿画面（１）

［検索一覧オプション］
✓ 「出願年別」「分類別」で表示

切替が可能
✓ 「一覧画面の表示形式」では、

［代表図と簡易書誌］、［代表
図と書誌］、[全図]に表示方
法を変更可能

全図の表示例：
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➢ 「かばん」だけでなく、「かばん」という語を含む「かばん用生地部品」

「かばん用仕切り具」等もヒットする ⇒検索ノイズの発生
➢ 「鞄」の案件がヒットしない ⇒検索漏れの発生

◎検索結果一覧＿画面（2）

［複数PDFダウンロード］
複数文献のPDFを５案件
まで一括でダウンロード
可能

［一覧印刷］
検索結果一覧を印刷

［CSV出力］
検索結果が500件以内の
場合、CSV出力可能※
メールアドレス登録制

［一覧の表示順］
検索結果の表示を登録
番号順や日付順、意匠に
係る物品名順などに並び
替え可能
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キーワードを使った検索 分類を使った検索

○ 簡単に検索ができる。 × 分類に関する知識が必要。

×
検索ノイズが発生する。また検
索漏れが起こる可能性がある。

○
表記ゆれによる検索漏れが
起こらない。

× 検索できる年代に限りがある。
※平成12（2000年）以降の文献が対象

○
意匠登録第1号から現在までの
意匠公報を検索可能。
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◎『意匠検索』の検索項目

▼検索キーワード又は除外キーワードで設定できる項目（文献種別：国内文献を選択した場合）

◎キーワード検索と、分類検索のメリットデメリット

➢ 国内公報(部分意匠/画像を含む意匠/本意匠-関連意匠/類似意匠）
➢ 公知資料（イメージ公開が許諾された資料のみ）
➢ 日付指定（公報発行日/公知日/発行日/受入日、出願日(国際登録日) 、登録日、国際公表日、予告登録日）

▼検索オプションから設定できる項目

➢意匠に係る物品/物品名/原語物品名
➢意匠に係る物品の説明
➢意匠の説明
➢参考文献

➢日本意匠分類/Dターム
➢旧日本意匠分類
➢旧Dターム
➢国際意匠分類(ロカルノ分類)

➢出願人/権利者
➢創作者
➢代理人
➢出願人住所
➢申請人識別番号
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５．分類で検索する

➢日本意匠分類
物品の用途に主眼をおき、必要に応じて機能等の概念を用いて
構成された分類。すべての文献について、1件につき1分類が付与
される。出願日や公知日が2005年以降の文献には現行の日本意
匠分類が付与され、2004年以前の文献には旧日本意匠分類が
付与されているため、新旧の分類を使い分けて検索をする必要が
ある。

➢Dターム
日本意匠分類を形状や模様等の観点から細分化したもの。
Dタームは分類によって展開があるものとないものがあり、
文献の内容に応じて付与される。

➢国際意匠分類
世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局が管理・運営を行うロカ
ルノ協定に基づき定められたもの。
日本意匠分類と比較して分類肢の数が少なく、分類が粗い。
日本意匠分類と同様に1件につき1分類が付与される。

➢画像意匠分類
画像を含む意匠に付与される分類。日本意匠分類の小分類の末
尾に分類記号 「W」が付与される。

例）
冷蔵庫（扉のみ型）に付与される
分類の表記

日本意匠分類・Dターム

C   6 - 51330 B
グループ 大分類 - 小分類 Dターム記号

※表示部に操作画面などの画像意
匠がある場合、末尾に画像意匠分類
を付与

国際意匠分類

15 － 07
クラス サブクラス
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◎分類の情報を入手する

意匠公報を確認する 『意匠分類照会』で探す

物品名などのキーワードで検索してヒッ
トした意匠公報を確認し、どのような分
類が付与されているか確認します。

「分類照会」では分類記号で意匠分類を
照会できます。「分類表示」では分類の構
成を確認でき、分類のリンクを押すと『意
匠検索』の検索項目にセットできます。
「キーワード検索」ではキーワードから分
類を検索できます。
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『意匠分類照会』でのキーワード検索

検索例・・・・・ 検索条件 ●キーワード：かばん

②分類表示画面

検索条件を入力後 を押す

①検索結果一覧

③Dターム
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◎個々の分類の定義等を確認する～分類定義カード～

分類定義カードは
特許庁サイトに掲載されており、
J-PlatPatのリンクからもアクセ
スできます。

次頁へ
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例）B４の分類定義カード

①

②

③

・・・ 対応する旧意匠分類

・・・ 参考分類・参考商品

・・・ この分類に含まれる物品

・・・ 定義

①

②

③

④

④
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◎探した分類を『意匠検索』の検索項目(日本意匠分類/Dターム)に指定し検索する
① 検索したい日本意匠分類を押すと上部のウィンドウに分類がセットされる
② 「意匠検索にセット」を押すと『意匠検索』の画面が別ウィンドウで開く

①

②

③ を押して から文献を確認
20
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検索結果には、2005年以降の公報が表示される
2004年以前の公報を検索するには再度検索が必要

◎検索結果一覧画面

ボタンを押すと意匠検索の画面に戻ることができます。
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◎『意匠検索』で旧日本意匠分類に変換する

検索結果は3,000件を超える場合一覧表示できません。

すべて確認する場合は、登録日等で期間を区切って再度検索をします。
日付は検索オプションから設定できます。

を押して から確認
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６． 経過情報照会を確認する

経過情報照会の「経過記録」では審査・審判の手続きを確認することができます。

審査・審判書類で2019年以降の書類は
内容を照会できます。
照会できる書類にはリンクが表示されます。

※表示イメージ
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年金の納付状況を確認で
きます。

権利の状態を表示します。
存続期間満了日は、年金
の納付状況に関係なく、
最大の権利満了日が表
示されます。

「出願情報」では出願の情報、「登録情報」では現在の権利者名や権利の存続満了日、
最終納付年分記事を確認できます。
審判係属した案件は「審判情報」のタブが表示されます。
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ＲＳＳ機能について

【メリット】J-PlatPatにアクセスしなくてもウォッチングしたい特許出願等の更新情報の通知
を受け取れるので、情報収集の時間を短縮でき、また特許庁の送付書類や出願人等か
らの提出書類を見落としたり、確認漏れを防ぐことができます。

RSS配信が全出願で利用できます。

Outlookは米国マイクロソフト コーポレイションの登録商標です。
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７．検索のポイント

『意匠検索』を使って先行意匠調査を行う場合の例です。

『意匠検索』

意匠に係る物品
[かばん]で検索

[かばん]
の登録意匠
を見つける

意匠公報から
日本意匠分類
の情報を入手

『意匠分類照会』

分類の定義や
他の関連する
分類を確認

『意匠検索』

・日本意匠分類
・旧日本意匠分類
・Dターム

等で検索

[かばん]の
登録意匠を
漏れなく調査

必要に応じて、
意匠公知資料、
外国意匠公報資料

等の調査
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◎目的別検索範囲

◎その他・参考情報

検索目的 サービスメニュー 文献蓄積範囲

番号から調べる 意匠番号照会 全て

分類から調べる 意匠検索 全て

キーワード（物品名等）から
調べる

意匠検索 平成12（2000）年以降の意匠公報

経過情報を調べる 検索結果一覧又は文献表示
画面の ボタンから

昭和39（1964）年以降に出願され
た案件以降

審査審判書類を照会する 検索結果一覧又は文献表示
画面の ボタンから

平成31（2019）年1月以降の審査・
審判書類

操作（入力方法など）に困ったら、各画面上部の を参照しましょう

ＦＡＱ（よくある質問）には、ヘルプデスクに多く寄せられる質問を掲載しています。キーワードでの検索
も可能です。

画面上部に戻りたい場合は、 を押します。

データ更新予定・文献蓄積情報は、トップページ又は、検索メニュー下部の「参考情報」から確認できます。
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部分一致検索
✔ 検索キーを含む項目をもつ文献を検索する

完全一致検索
✔ 検索キーと全く同じ文字列の項目をもつ文献を検索する
✔ 「 ? 」を使うことで部分一致検索ができる

項目

キー＿＿-
INPIT 株式会社INPIT INPIT商会 株式会社INPIT商会

INPIT ヒット ヒットしない ヒットしない ヒットしない

?INPIT? ヒット ヒット ヒット ヒット

INPIT? ヒット ヒットしない ヒット ヒットしない

?INPIT ヒット ヒット ヒットしない ヒットしない

各検索サービス/検索項目の
検索方法は から
確認できます。

AND
検索

A かつ B
自動車 かつ タイヤ-

出願人がINPIT かつ 出願日が2012年-

OR
検索

A または B
ライト または 電灯＿＿

バイオリン または ヴァイオリン
BA

A B

AND検索
✔ 複数の検索キーの条件をすべて満たす場合にヒットする
✔ 検索結果の絞り込みに便利

OR検索
✔ 複数の検索キーの条件のいずれか1つ以上を満たす場合にヒットする
✔ 言葉の言い換えに便利

J-PlatPatはこのような
読み替え機能を持ってい
ないため、想定される類
義語、異表記を入力し、
検索する必要があります。
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８．産業財産権情報を調べるメリット

商品化の検討のための調査
新たに製造、販売しようとする商品に含まれる技
術、デザイン、ネーミングが他社の産業財産権を
侵害していないかどうかを確認することで、製
造・販売後に権利侵害で訴えられるリスクを回避
する

研究開発前に調査
産業財産権情報には、最先端技術・他社の技術開
発状況など有用な情報が含まれている。
これを活用することで他社との重複研究を避ける
ことができるプラス研究開発や事業展開のヒント
を得ることができる。

特許庁への出願前に調査
特許庁へ出願前に産業財産権の調査を行うことで、審査におい
て拒絶される出願を控え、無駄な出願費用を削減できる。

研
究
開
発

商品化
技術

デザイン

ネーミング

出
願

権
利
化

製
造

販
売

（１）産業財産権情報を調べるメリット
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（２）調査の目的やタイミング

☞出願前の先行意匠の確認

・タイミング → 出願前に
・調査対象 → 登録意匠、公知意匠

先行意匠調査

☞権利情報の確認

・タイミング → 実施前に
・調査対象 → 登録意匠

権利調査

☞競合他社の出願動向の把握

・タイミング → 随時・定期的に
・調査対象 → 登録意匠

出願動向調査
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画像意匠公報検索支援ツール
（Graphic Image Park）

https://www.graphic-image.inpit.go.jp/

画像意匠公報検索 検索

31



検索対象の意匠は大きく以下の2つがあります。

・画像意匠、すなわち、物品等から離れた画像自体

・物品等（スマートフォン等）の部分としての画像を含む意匠の画像

例）

Graphic Image Park とは

Graphic Image Parkは、画像意匠の調査を支援するツールです。

INPIT 2022.01

画像意匠分類には以下の種類が
あり、日本意匠分類の小分類の

末尾に付けられます。

W10 W11～19に属さないその他の画像

W11 情報入力操作用画像

W12 機能実行操作用画像
W13 情報閲覧表示用画像

W14 複合画像

W19 画像構成部品

W    N3記号に付与

32

物品等から離れた機器の操
作の用に供される画像の例
（アイコン用画像）

物品等の部分として画像を
含む意匠の画像の例
（スマートフォンのデザイン）

●● ●●



Graphic Image Park とは

画像意匠公報検索 🔍

方法３．工業所有権情報・研修館
（INPIT）トップページ

方法１. インターネット検索

方法２. J-PlatPatトップページ

INPIT 2022.01

Graphic Image Parkへのアクセス方法は３つの方法があります。

33



Graphic Image Park とは

Graphic Image Parkには、画像意匠の図面の画像デザイン部分のデータが蓄積され
ています。利用者が入力した画像と蓄積されたデータを比較して、機械的に似ている
と評価した順に並び替えることができます。

似ている 似ていない

Graphic Image Park
DB

③並べ替えを実行

＞ ＞ ＞ ＞

①利用者が
画像を入力

INPIT 2022.01

②画像を比較

画像意匠の意匠公報の
画像デザイン部分を蓄積

意匠公報

----------------

----------------
【図面】
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サイズ：5MBまで

形式：JPEG、GIF、PNG、TIFF

Graphic Image Park の使い方

調査したい画像

調査画像の入力と結果の表示

ドラッグ＆ドロップ
or

ファイルから選択

INPIT 2022.01 35



Graphic Image Park の使い方 結果一覧画面の確認

INPIT 2022.01

似ている

似ていない

[表示件数の切替]
50～500件から選択可

[ページの移動]
・現在のページは反
転表示される
・任意の番号を押すと
そのページに移動

[表示形式の切替]
サムネルまたは
書誌情報を主として
一覧表示

[意匠公報PDF表示]
意匠登録番号押すと、
その画像を含む意匠が
掲載された意匠公報
PDFを別ウィンドウで表示

*意匠公報は、その意匠の
すべての図面や、すべて
の権利者、創作者、意匠
分類など、より詳しい書誌
情報を掲載

【正面図】

＜意匠公報PDF＞
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選択した案件のみを表示させることができます。また、選択した案件の書誌情報をCSV

形式でダウンロードできます。

① まとめて確認したい案件のサムネイルをクリック

② 画面右端の「○件をまとめて見る／CSV出力」ボタンをクリック

③ 遷移後の画面右上の「CSVダウンロード」ボタンをクリック

３

INPIT 2022.01

しおり機能、書誌情報のダウンロード機能

選択した案件の
書誌情報を

CSV形式でダウン
ロードできます。
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新しい

古い

最新の蓄積データを確認する

画像を入力せずに「結果を表示」ボタンをクリックすると、蓄積データを公報発行日順

に表示させることができます。

画像が公報発行日順に並ぶ

INPIT 2022.01 38



Graphic Image Parkは、画像を数値化した特徴量を比較し「近い」と評価した順に並べ替えています。
そのため、人の目から見て「似ていない」と思われる画像が並ぶこともあります。
並べ替えモードの変更や、別の入力画像（線の太さ、具象化、抽象化）もお試し下さい。

注意事項

INPIT 2022.01

Graphic Image Parkに入力された画像は、利用者のWEBブラウザ上に残って表示されたままですが、
「結果を表示」ボタンをクリックして「ソート結果一覧画面」で結果が表示された時に、ツールのサーバ
内のメモリからは消滅します。入力された画像やその結果のログは残りません。

入力された画像について

画像が「似ている」順に並ばない

入力例 並び替えモード 概要 上位に並ぶ例

標準
「形」と「色」を総合的にみて、画像同士が近いかどうかを評価しま
す。

形
「形」のみに着目して、画像同士が近いかどうかを評価します。
「色」が異なる場合でも「形」が近いものを上位に表示します。

色
「色」のみに着目して、画像同士が近いかどうかを評価します。
「形」が異なる場合でも「色」が近いものを上位に表示します。

標準＋90°
「標準」モードに加え、画像が左右90°回転したものについても上
位に表示します。

単一部品 入力画像を含む画像を上位に表示します。

複数部品
入力画像を構成部品ごとに分解し、これらの構成部品を含む画
像を配置を問わず上位に表示します。

＋
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お知らせ

知財総合支援窓口 🔍

ちざいしえんそうごうまどぐち

✔ 47都道府県に設置している
地域密着型の相談窓口

✔ J-PlatPatの操作方法もご案内

✔ 中小企業等の経営課題の解決
に向けて、「知的財産」の
側面から支援します！

✔ まずはお気軽にお電話ください

Tel:0570-082100

INPIT 2022.01



本テキストについて

工業所有権情報・研修館

知財情報部 情報提供担当

Tel：03-3581-1101（内2413）

E-Mail：ip-jh05@inpit.go.jp
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