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お気軽にお問い合わせください。
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最新資料 https://bit.ly/36lnzvg
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• このスライド資料の最新版は上記のアドレスにあります。

• 上記のアドレスには、開放特許のご紹介の資料とビデオを
  掲載しています。

https://bit.ly/36lnzvg


ライセンス形態
ご相談ください 以下は例です。

A.当社保有特許全件の包括的なライセンス
 https://plidb.inpit.go.jp/ 「ユピテル」で検索！

B.パッケージごとのライセンス
複数の特許をリーズナブルな対価でライセンスいたします。

C.御社の必要な特許のライセンス
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https://plidb.inpit.go.jp/


開放特許成約事例 グランドデザイン様
• https://www.setoshin.co.jp/topics/index.files/3.12.16raisens

ukeiyaku.pdf
令和３年５月に開催した「第７回 せとしん知財活用ビジネス

マッチング交流会」（共催：愛知県、公益財団法人あいち産業振
興 機構）にて、本交流会に参加された株式会社グランドデザイ
ン様と、開放特許を保有している 株式会社ユピテル様との間で
開放特許「ライセンス契約」が締結されました。 
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開放特許例
特許パッ
ケージ名 SDGｓ 活用企業例 特許番号

１⃣堆積物
検知

ソーラー・清掃・
理化学関連企業様

特許第6775795号 特開2021-9155号(特許査定)
（鹿児島高専様、ユピテル鹿児島との共同出願特許）

２⃣ゲーム
パチスロ、アプリ
ゲーム、タクシー

関連企業様
特許第5561770号 特許第6341416号 特許第6341438号
特許第6240863号 特許第6315976号等

３⃣⾃転⾞用 ⾃転⾞、健康器具
関連企業様

特許第6023939号 特許第5728703号 特許第5899573号
特許第6010726号 特許第5834288号 特許第5934975号
等

４⃣⾞両取付 ⾞に取り付けたい
ものがある企業様

特許第5958927号 特許第5651897号
特許第5246617号 特許第5358782号等

５⃣グラフ
表⽰

グラフ表⽰機器
メーカ様、アプリ

制作企業様

特許第6355284号 特許第6155444号 特許第6043976号
特許第6023951号 特許第6002979号 特許第4940358号
特許第6600866号
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開放特許例 (NEW)
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次ページ以降では、１⃣から４⃣の中から分かりやすいも
のを選んでご紹介します。

その他の特許は詳細資料、または、
開放特許情報データベース

https://plidb.inpit.go.jp/ 「ユピテル」で検索！

https://plidb.inpit.go.jp/


１⃣堆積物検知 パッケージ使⽤例
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⽕⼭灰、粉塵、雪等の堆積度合い
を判定できます。
ソーラーパネル等の発電効率を
高めることに貢献します。

ソーラー発電事業者様
ソーラー発電設備機器メーカ様
理化学関連企業様等に
おすすめです！



２⃣ゲーム特許パッケージ使⽤例１
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⾞で使う機器、⾞で使うアプリで
スロットを回し、図柄が揃ったら
クーポンコードやコンテンツなどを
表⽰させることができます。
（特許第5561770号請求項1）

パチスロメーカ様、ゲームメーカ様、
タクシー用タブレット、
販促用アプリ等におすすめです！



２⃣ゲーム特許パッケージ使⽤例２

9

⾞両の現実の移動経路とは
無関係なスタート地点から
ゴール地点までの経路を表⽰できます。
（特許第5561770号請求項16）

例えば⽇本⼀周ゲームを作り、
その経路を表⽰させることができます。
周回数を表⽰したり、途中地点で
演出を⾏うことができます。
（特許第6341416号）



２⃣ゲーム特許パッケージ使⽤例３
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娯楽情報を音声で、警報を音楽で、出力することができます。

例えば、前頁の使用例２で「途中地点」に着いたときに
「おめでとう！東京に着いたよ！」と音声で出力することと
事故多発地点に近づいているときに警報する音楽を流すことの
双方を⾏うことができます。（特許第6341416号）



２⃣ゲーム特許パッケージを使⽤例４

11

速度の状態に基づいて第⼀演出、現在位置が所定位置への接近を
⽰すとき速度と第⼀演出の実⾏結果に基づいて第二の演出を⾏う
ことができます。例えば、速度オーバーで警告し、それでも速度
を落とさずに警察署に近づいたら別の警告をするなど。
（特許第6341438号請求項10）

キャラクタとの親密性に応じた表⽰を⾏う機能があり、警察署な
ど交通を監視する対象の位置で警察官の服にキャラクタの服を変
えるなど。（特許第6240863号）



２⃣ゲーム特許パッケージ使⽤例５
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使用例１から５を組み合わせて
 例えば、

後部座席タクシー乗客用のタブレットに、バーチャル⽇本⼀周
アプリを載せる。仮想の経路を表⽰し、⾞両の走⾏距離に応じて
キャラクタの位置が移動していく。タクシーに乗った回数に応じ
てキャラクタとの親密度がアップしていく。タクシーがゆっくり
走る必要のある交通監視ポイントの近くにくるとキャラクタが警
察官の制服に変身する。スピードを出しすぎているときには音楽
が流れる。仮想の地点（東京駅など）についたら、お祝いのメッ
セージとクーポンコードを表⽰するゲームなど。



３⃣⾃転⾞⽤特許パッケージ使⽤例１
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二つのディスプレイを異なる方向を向けて配置した
⾃転⾞用表⽰装置（特許第6023939号）

二つのディスプレイは
次のいずれかの組み合わせ

・カラーとモノクロの組み合わせ
・地図用と走⾏速度用の組み合わせ
・走⾏中用の低電力と停⾞中の⼤電力



３⃣⾃転⾞⽤特許パッケージ使⽤例２
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２つのタッチ⼊力部をケースの表⾯に⾯⼀に配置し、
⼀方のタッチに基づき走⾏状態に基づく走⾏時の
処理の制御を⾏い、
他方のタッチに基づき設定処理を⾏う
（特許第5899573号）



３⃣⾃転⾞⽤特許パッケージ使⽤例３
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筐体が⾃転⾞側から突出する軸を中心に回り、
回ることでスイッチを押す電子機器
（特許第6010726号）

例えば右に回したら、「リン」を鳴らす、
左に回したらライトをつけるなど。
実際は単に筐体の四隅をたたくだけで回転し
簡単に内部のスイッチを押すことができる



４⃣⾞両取付特許パッケージ使⽤例１
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再剥離可能で耐熱性に優れた超強力粘着シート（下図の１）
（特許第5958927号）

従来品

１年後にはがすと従来品は糊が残る 特許品は糊が残らない

特許品



４⃣⾞両取付特許パッケージ使⽤例２
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⾞載機器をゲルシートでダッシュボード上へ固定するもので、
⾞載機器の上⾯にカードスロットを設ける。(下図の93）
（特許第5651897号）

→従来よりも強固に固定することができる。



４⃣⾞両取付特許パッケージ使⽤例３
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ダッシュボード上に設置した本体に対して回転可能な表⽰部を
設け、回転時には画⾯を上下反転させる(下図の93）
（特許第5651897号）

下の図のように回転させるだけで画⾯の高さを調整できる
正⾯図 側⾯図



４⃣⾞両取付特許パッケージ使⽤例４
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電波受信機能がありルームミラーの背⾯に固定するもののうち、
下記のいずれかを備えるもの（特許第5358782号）

・リモコンの受光部またはスピーカの開⼝部
を機器の下⾯か運転席側に設ける。

・下⾯に電源スイッチかランプを設ける。
・上⾯から電源の給電線を引き出す。
・ストラップ取付部を設ける。



車載グラフ表示特許パッケージ

特許番号 請求項 概要 請求項の記載

6355284 1

第一のグラフの描画開始から所定の期間は、第一のグラフと同じ項目に関してより広い期間に
ついてグラフ表示する第二のグラフを表示せず、所定の期間を経過したら第一のグラフととも
に第二のグラフを表示する

【請求項１】車両において取得した情報をグラフ表示する第一
のグラフと、前記第一のグラフと同じ項目について前記第一の
グラフよりも広い期間についてグラフ表示する第二のグラフを
表示する機能を備えた車載用電子機器であって、前記第一のグ
ラフの描画開始から所定の期間は、前記第二のグラフを表示せ
ず、前記所定の期間を経過したら前記第一のグラフとともに前
記第二のグラフを表示する機能を備えることを特徴とする車載
用電子機器。

おすすめ！ 6155444 1

待ち受け画⾯に第一のグラフと第一情報のグラフよりも⻑い期間で第一情報と関係がある第二
情報をグラフで表示し、第二グラフには第一グラフに対応する部分がわかる表示を行う 【請求項１】所定のイベント発生時に所定のイベント発生画面

を表示する車載用電子機器において、少なくとも前記イベント
発生画面の表示時でないときに表示する画面である待ち受け画
面を表示する待ち受け画面表示手段を備え、前記待ち受け画面
表示手段は、第一グラフ表示部に、短い期間で動きのある第一
情報をグラフで表示し、第二グラフ表示部に、前記第一情報の
グラフよりも⻑い期間で前記第一情報と関係がある第二情報を
グラフで表示する機能を備え、前記待ち受け画面表示手段は、
前記第二グラフ表示部にグラフを表示する際に、前記第一グラ
フ表示部に表示するグラフに対応する部分が分かるように、対
応するグラフの部分とそれ以外の部分の表示形態を異ならせ
る、グラフの背景を変える、境界部分に線を表示する、また
は、境界部分を矢印で示す表示をすることを特徴とする車載用
電子機器。

6043976 1

走行に関する状態の良否の度合いを、車両の走行に伴って変化する複数の値の大きさに応じた
位置同士の間隔の大きさが示すように表示する

【請求項１】車両の走行に伴って変化する複数の値を、運転者
が各々の値の変化を前記車両の走行中に視認可能に、各々の値
の大きさに応じた位置として前記車両の走行中に視認可能に、
車両内から視認可能な表示手段に表示させるための制御を行う
表示制御システムであって、当該走行に関する状態の良否の度
合いを、前記各々の値の大きさに応じた位置同士の間隔の大き
さが示すように前記車両の走行中に表示させる制御を行うこと
を特徴とする表示制御システム。
【請求項１６】
  前記当該走行に関する状態の良否の度合いを、前記各々の値の
大きさに応じた位置同士の間隔の大きさが示す表示とともに或
いは切り替えて、
  当該各々の値を異なる軸としたグラフに当該各々の値を当該
各々の値の変化が視認可能にプロットしたこと
  を特徴とする請求項１から１４のいずれか１項に記載の表示制
御システム。

製品イメージ

製品のお客様の
イメージ

実施許諾対象企業
様のイメージ

車（例えばインパネ・ナビ・その他の車載機器等）においてグラフを表示するもの。車に設置可能なスマホ・タブレット等の機器のアプリ。

車両で表示するグラフの表現力を向上でき、ユーザにとってわかりやすいグラフ表現が可能となる。

車においてグラフを表示する機器を製造・販売する車メーカ・インパネメーカ・車載機器メーカ、スマホアプリ事業者、サービス事業者様など。

1 / 2 ページ



6023951 1
エコドライブ情報を、一方の軸を時間軸とし他方の軸を検出されたドライブ状態に基づく値の
軸としたグラフとして表示させ、エコドライブでない状態になった際にグラフのエコドライブ
でない部分を中心に、グラフの全体を、移動させつつ拡大する

【請求項１】検出されたドライブ状態に基づきエコドライブ情
報を表示する電子機器であって、前記検出されたドライブ状態
に基づく表示態様を、当該ドライブ状態とエコドライブ状態と
の一致度に基づき変更する機能を備え、前記エコドライブ情報
は、一方の軸を時間軸とし他方の軸を前記検出されたドライブ
状態に基づく値の軸としたグラフとして表示させ、前記検出さ
れたドライブ状態に基づく表示態様の変更は、エコドライブで
ない状態になった際に、当該グラフのエコドライブでない部分
を中心に、当該グラフの全体を、移動させつつ拡大する態様で
行うことを特徴とする電子機器。

おすすめ！ 6002979 1

車両において取得した２種類の情報をそれぞれグラフの縦横方向の軸とし、２種類の情報の数
値に対応した位置をグラフ上に表示させ、今現在における２種類の情報の数値に対応した位置
を通過し縦横方向の軸に平行な２本の現在位置指示ラインを表示させ、縦横方向の軸より外側
の現在位置指示ラインの端部位置に、今現在における２種類の情報の数値に対応した位置の変
化に応じて変化するそれぞれの現在位置指示ラインの移動に追随させるように２種類の情報の
数値をそれぞれ表示させる

【請求項１】車両において取得した２種類の情報をそれぞれグ
ラフの縦横方向の軸とし、当該車両において取得した２種類の
情報の数値に対応した位置をグラフ上に表示させる機能を備え
る電子システムであって、今現在における前記２種類の情報の
数値に対応した位置を通過し、前記縦横方向の軸に平行な２本
の現在位置指示ラインを表示させ、前記縦横方向の軸より外側
の前記現在位置指示ラインの端部位置に、前記今現在における
前記２種類の情報の数値に対応した位置の変化に応じて変化す
るそれぞれの現在位置指示ラインの移動に追随させるように前
記２種類の情報の数値をそれぞれ表示させることを特徴とする
記載の電子システム。

おすすめ！
特願2018-
158808(
特許査定)

上の図で、点の履歴の個数を設定する機能を備えるもの 【請求項１】
 車両において取得した２種類の情報をそれぞれグラフの縦横
方向の軸とし、当該車両において取得した２種類の情報の数値
に対応した位置をグラフ上に表示させる機能を備えるシステム
であって、当該車両において取得した２種類の情報の数値に対
応した位置の履歴を前記グラフ上に表示させたままにする機能
を備え、前記グラフ上に表示させたままにする前記車両におい
て取得した２種類の情報の数値に対応した位置の履歴の表示個
数を制限する機能を備え、前記車両において取得した２種類の
情報の数値に対応した位置の履歴のうち古い前記グラフ上の表
示から消去させる機能を備えることを特徴とするシステム。

4940358 1

待ち受け画面にエコドライブ情報を複数のオブジェクトとして表示するとき、重なりあうオブ
ジェクトについては、上に重なるオブジェクトの少なくとも一部を透過色オブジェクトとして
表示する

【請求項１】所定のイベント発生時に所定のイベント発生画面
を表示する車載電子機器において、少なくとも前記イベント発
生画面の表示時でないときに表示する画面である待ち受け画面
を表示する待ち受け画面表示手段を備え、前記待ち受け画面表
示手段は、エコドライブ情報を複数のオブジェクトとして表示
し、当該複数のオブジェクトのうち重なりあうオブジェクトに
ついては、上に重なるオブジェクトの少なくとも一部を透過色
オブジェクトとして表示することを特徴とする車載電子機器。

2 / 2 ページ



広告
ATLAS
グリーンナビ
アウトドアナビ

20
ATLAS・グリーンナビ・アウトドアナビは、株式会社ユピテルの登録商標です。



広告

21

ATLASは「人⼯知能搭載のヒューマノイドロボット」です。
ATLASは、株式会社ユピテルの登録商標です。

ATLAS  


