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表 2 各国知的財産権庁からの調査票回答及び文献調査結果一覧表（6） 
質問事項（調査対象件数）  21. ポーランド（PO） 452 22. ハンガリー（HU） 436 23. シンガポール（SG） 386 24. ベラルーシ共和国（BY） 369 

Q1 

-1 

a 大文字と小文字の相違 同一と判断しない 1 同一と判断する 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 1 

b 縦書きと横書きの相違 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

c 右横書きと左横書きの相違 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

d アクセント符号の相違 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

e 句読点、引用符の相違 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

f スペルの相違 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

g 音訳と英語の相違 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

h-1 書体の相違 同一と判断しない 179 同一と判断する 326 同一と判断しない 0 同一と判断する 118 

h-2 書体の相違を認める程度 標準文字時書体は考慮しない  書体により異なる  －  状況により異なる  

i 標準文字の扱い 書体の相違は考慮しない  書体の相違は考慮しない  －  －  

j 特徴のない(非図案化)文字商標の判断 書体の相違は考慮しない  書体の相違は考慮しない  同一と判断しない  －  

k-1 本国言語と他言語の二段併記の抽 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

k-2 ある言語と音訳の二段併記の抽出 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

k-3 基礎商標(文字と図形)からの一部抽出 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

k-4 基礎商標からの一部抽出を認める程度 －  消費者が気づかない程度  連続商標の 1 つなら同一判断  抽出は全体商標と異なる  

l-1 色彩の相違 同一と判断しない 13 同一と判断する 6 同一と判断しない 10 同一と判断しない 3 

l-2 色彩の相違を認める程度 －  異系色でも同一と判断する  －  －  

Q1-2 貴庁の商標の同一性認証の状況 課題はない  －  全て側面で同一の規則に厳格

に従う 
 ﾕｰｻﾞから判断基準の緩和要望  

Q1-3 同一性認証の特徴 －  消費者が気づかない相違は同  －  －  

Q2-1 同一性の審査基準の有無 なし  あり  あり  なし  

Q2-2 同一性の審査基準の公開 －  公開 [手続ガイド]  公開 [ﾏﾄﾞﾌﾟﾛ手続ﾏﾆｭｱﾙ]  －  

Q2-3 同一性審査基準の送付可否 －  －  －  －  

Q2-4 同一性の具体的な確認方法 双方が同一であるか  －  －  商標ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ登録手続規則  

Q3-1 マドプロ登録可能な商標 立、音、ﾎﾛ、色、位  立、音、ﾎﾛ、色  立、音、ﾎﾛ、色、位置、ﾄﾚ、動  立、位置、ﾄﾚ  

Q3-2 Q3-1 で伝統的商標と異なる同一性判断 －  －  あり  なし  

Q3-3 Q3-2 の具体的な判断方法 －  －  商標手続ﾏﾆｭｱﾙ第 3 章立体商標  －  
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４．３．２３ シンガポール 
 
（１）案件調査結果（概要） 
 
シンガポールを本国官庁とする国際登録の調査対象数は 336 件であった。基礎商標と国

際登録との比較において、日本の運用では非同一と判断されると思われる件数は 180 件

（46.6％）であった。 
 
 シンガポールにおける特徴は、連続商標の取扱いを除いて、日本の運用と同じように厳

格であるといえる。文献調査では、濃淡の違いといった技術的な問題を除いては、日本の

運用では同一と判断されないと思われる事例は少ないが、色が相違していても同一と認定

されているもの、®の有無の相違があっても同一と認定されているものが確認された。 
シンガポールに存在する連続商標制度では、一つの基礎商標の中に複数の商標を含める

ことが可能である。複数の商標には、色の異なるもの又は文字列が異なるものが含まれて

おり、そのうちの 1 つが国際登録と同一であれば、基礎商標と国際登録が同一であると判

断されていることが確認された。 
また、シンガポールにおいて標準文字制度は存在しない。 

 
 
（２）同一性認定に関する規定・基準等 
 
 シンガポールが本国官庁の場合には、自国の基礎商標と国際出願の商標との同一性の確

認（認証）関する審査基準は、「国際商標に関するマドリッド手続マニュアル（Madrid Work 
Manual on International Applications）」に従う旨、調査票で回答があった。また、シン

ガポール知的財産庁が公開している「シンガポールを本国官庁とする国際出願

（International Application Where Singapore is the Office of Origin）43に「自国官庁は、

国際出願の詳細は基礎商標と詳細同一であることを認証すること」と記載されている。 
 
 
 

                                            
43 International Application Where Singapore is the Office of Origin Version 1（October 2015） 
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/trademark%20resources/Madrid%20Work%20Manual
%20-%20Office%20of%20Origin.pdf （アクセス日：2016年 2月 18日） 
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（３）シンガポール知的財産庁調査票回答結果 
 
 シンガポール知的罪案庁の調査票回答結果及び事例調査結果を表 23-1 に示す。 
 
表 23-1 調査票回答結果及び事例調査結果 
 相違の種類 判断 事例調査 

結果[件] 
1 大文字 

STRAWBERRY 
小文字 

 Strawberry 
同一と判断しない 0 

2 横書き JPO 縦書き  J 
        P 
        O 

同一と判断しない 0 

3 右から左 JPO 左から右 OPJ 同一と判断しない 0 
4 アクセント符号なし  

Sake 
アクセント符号等あり  
Saké 

同一と判断しない 0 

5 句読点等なし  
STRAWBERRY 

句読点等あり 
“STRAWBERRY” 

同一と判断しない 0 

6 スペル Color スペル Colour 同一と判断しない 0 
7 英単語 

STRAWBERRY 
音訳 
sutoroberī 

同一と判断しない 0 

8 書体 
(Times New Roman) 
STRAWBERRY 

書体 
(Arial) 
STRAWBERRY 

同一と判断しない 0*1 

9 書体が相違しても同一と判断される場合、どの程度

の書体の相違までを、用語が同一でないと判断する

か(規定、判断例等)。 

該当しない 

10 標準文字の取扱い 該当しない 
11 二段併記 

(本国の言語と他言語) 
STRAWBERRY 
    FRESA 

二段併記の一部 
(どちらかの言語のみ) 
FRESA 

同一と判断しない 0 

12 二段併記(音訳と英語) 
sutoroberī 

STRAWBERRY 

二段併記の一部(英語のみ) 
 STRAWBERRY 

同一と判断しない 0 
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表 23-1 調査票回答結果及び事例調査結果（続き） 
 相違の種類 判断 事例調査 

結果[件] 
13 商標の一部の抽出を同一と判断する場合があれば、

どの程度の差異までを同一と判断するか。 
基礎商標が連続商標であり、国際出願

が連続商標の一つである場合には、国

際出願の商標は、基礎商標と同一だと

認証される。 
14 色彩に差異がある場合 

 
同一と判断しない 10 

*1 本件数は、標準文字の宣言の有無に関わらず、「Times New Roman」、「Arial」等の書

体は特定せず判断した数字である。 
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（４）文献調査結果（詳細） 
 
ア 同一性判断結果 
シンガポールにおいて調査を行った結果を表 23-2 に示す。386 件のうち、標準文字の宣

言のないものが 301 件、標準文字の宣言のあるものは 85 件であった。 
標準文字の宣言がない国際登録では 301 件中の 166 件（55.1%）、標準文字の宣言があ

る国際登録では 85 件中の 14 件（16.5%）、合計 180 件（46.6％）が日本の運用では非同

一と判断されるがい然性が高いものであった。 
また、それらの割合（全体、標準文字の宣言なし、標準文字の宣言あり）を図 23-1～図

23-3 に示す。 
 

表 23-2 同一性判断結果 
項目 標準文字の宣言 

なし[件] 
標準文字の宣言 

あり[件] 
合計件数 

[件] 
調査対象（国際登録）件数 301 85 386 
同一と判断 135 71 206 
非同一と判断 166 14 180 
 
図 23-1 同一・非同一判断の割合（全体） 

 
図 23-2 同一・非同一判断の割合図       図 23-3 同一・非同一判断の割合 
（標準文字の宣言なし）           （標準文字の宣言あり） 
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イ 非同一と判断した相違の内容 
 基礎出願と非同一であると判断された各相違の内容の内訳を表 23-3 に示す。 
各相違内容は、標準文字の宣言の有無により傾向が異なっており、標準文字の宣言がな

い場合に、背景又は色に関する相違事例が多く確認されまた、標準文字の宣言がある場合、

背景又は文字態様の相違事例が多く確認された。 
また、シンガポールにおいては連続商標制度が認められており、1 つの連続商標として

登録された複数の商標のうちの 1 つ以上が同一であれば、同一と認定されている。 
 
表 23-3 非同一と判断した内容の内訳 

相違内容 標準文字の宣言 
なし[件] 

標準文字の宣言 
あり[件] 

合計 
[件] 

背景 12 5 17 
文字態様 8 5 13 
色 10 0 10 
拡大縮尺 3 1 4 
配置 2 0 2 
構成 1 0 1 
書体（フォント） 0 0 0 
その他（連続商標） 80 2 82 
濃淡（参考）*1 95 5 100 
*1 表示デバイスや印刷の状況により異なる可能性があるため（参考）とした。 
 
 
ウ 「構成」に関する相違の具体的内容 
相違の内容の「構成」に関して、その具体的な相違内容を表 23-4 に示す。 

 
表 23-4 「構成」相違と判断した内容の内訳 

相違内容 標準文字の宣言 
なし[件] 

標準文字の宣言 
あり[件] 

合計 
[件] 

内容変更 
（追加・削除） 

1 0 1 
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エ シンガポールにおける同一性認証の事例 
 日本の運用では非同一と判断される事例を連続商標の場合、標準文字の宣言の有無に分

け、内容を類型化して示す。 
 
（ア） 連続商標 
 シンガポールにおいては連続商標制度が存在する。連続商標とは複数の商標が重要明細

（要部）において相互に類似しており、かつ、色のみが異なる等の条件を満たす場合には、

単一の出願ができ、連続商標として登録することができるというものである。 
連続商標を基礎とする場合、連続商標に含まれる 1 つ以上の商標が国際登録と同一であ

れば、同一と判断されている。 
 
表 23-5 連続商標を基礎とした事例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号= 1178365 基礎商標出願番号= T1309292B 

 
 

（標準文字の宣言なし）3 つの基礎商標のうち 1 つが国際登録と同一である。 
② 国際登録番号= 1237030 基礎商標出願番号= T1412778I 

  
（標準文字の宣言なし）3 つの基礎商標のうち 1 つが国際登録と同一である。 

③ 国際登録番号=1196437 基礎商標登録番号= 1085260 

 
 

（標準文字の宣言あり）2 つの基礎商標のうち 1 つが国際登録と同一である。 
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（イ） 標準文字の宣言がない場合 
 
ａ．色 
 
表 23-6 色の相違に関する事例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号= 1169009 基礎商標出願番号= T1211121D 

  
基礎商標と国際登録で色が相違している。カラークレームの記載はない。 

② 国際登録番号= 1163697 基礎商標登録番号= T1215338C 

 
 

基礎商標と国際登録で色が相違している。カラークレームの記載はない。 
 
 
ｂ．構成（内容変更） 
 デザイン要素の一部や配置が変更されているものが同一と認定されている事例が少数存

在する。事例を以下に示す。 
 
表 23-7 構成の相違に関する事例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号= 1197651 基礎商標登録番号= T0802643G 

  
基礎商標には®が存在するが、国際登録には存在しない。 
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（５）参考情報 
 
 シンガポールにおける標準文字及び連続商標に関する規定は以下のとおりである。 
 
ア 標準文字制度について 
 シンガポールにおいて標準文字制度は存在しない44。 
 
イ 連続商標について 
 シンガポールでは以下のように連続商標制度が認められている。 
 
シンガポール商標法 
2007 年法律第 3 号改正 2007 年 7 月 2 日施行45 
 
連続商標 
第 17 条 連続商標の登録 
(1)何人も，連続商標の登録について，第 5 条に基づく単一の出願をすることができる。 
(2)本法の適用上，「連続商標」とは，重要な細目については互いに似ているが，商標の同

一性に実質的に影響しない非識別的な特徴に関してのみ異なる複数の商標をいう。 
(3)出願が本法に基づくすべての要件を満たし，登録官が第 15 条に基づきこれらの商標の

登録を求められた場合は，登録官は，これらを連続商標として 1 の登録において登録する。 
 
 
 

                                            
44 日本特許庁HP「外国産業財産権制度情報」シンガポール

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/pdf/modopro_syohyoseido/sg.pdf#search='%E3%
82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB+%E5%95%86%E6%A
8%99+%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%96%87%E5%AD%97' （アクセス日：2016年 2月 18日） 
45 シンガポール商標法 2007年法律第 3号改正 2007年 7月 2日施行 
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/singapore/shouhyou.pdf#search='%E3%82%B7%E3
%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB+%E5%95%86%E6%A8%99%E6%
B3%95' （アクセス日：2016年 2月 18日） 
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ウ 商標の同一性について 
 
INTERNATIONAL APPLICATIONS WHERE SINGAPORE IS THE OFFICE OF 
ORIGIN Version 1 (October 2015)46 
 
All international applications must be sent to the IB by the Office of Origin. The IB will 
not accept any international applications directly from applicants or their agents. This 
is because the Office of Origin must certify: 

1) The filing date of the international application; and 
2) That the details on the international application accord with those on the basic  

mark. 
 
（仮訳）シンガポールを本国官庁とする国際出願（2015 年 10 月版） 
 
全ての国際出願は自国官庁から国際事務局に送付される。国際事務局は出願人や代理人か

ら直接行われるいかなる国際出願も受け付けない。これは、自国官庁が以下に関して認証

を行わなければならないためである。 
 1) 国際出願の出願日 
 2) 国際出願の詳細が基礎商標の詳細と同一であるか 
 
 
 

                                            
46 INTERNATIONAL APPLICATIONS WHERE SINGAPORE IS THE OFFICE OF 

ORIGIN Version 1 (October 2015) 
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/trademark%20resources/Madrid%20Work%20Manual
%20-%20Office%20of%20Origin.pdf （アクセス日：2016年 2月 18日） 
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６ 商品・役務の審査について 
 
６．１ 調査方法 
  本調査研究における商品・役務の審査に関する調査は以下のように行った。なお、使

用したデータは、すべてWIPO 国際事務局のオンラインツールROMARIN1から抽出し

たものである。 
 
（１）調査対象 
  2013 年に国際登録された国際出願のうち、各指定国官庁から暫定的拒絶通報が通知さ

れたのち、議定書の共通規則第 18 規則の 3(2)(i)又は同(ii)に基づく声明（Statement）（以

下、「暫定的拒絶通報後の保護認容声明」と表記する。）が発行されたものを調査対象案

件としてROMARIN で検索を行った。 
  調査対象案件数は、国際登録番号単位で 15,814 件であった2。 
 
 
（２）調査方法の詳細 
  上記調査対象案件について、ROMARIN を用いて、各国際登録番号の指定国ごとに、

暫定的拒絶通報の内容を確認し、商品・役務の表示が不明確である旨の拒絶理由が含ま

れているものを調査した。そして、商品・役務の表示が不明確である旨の拒絶理由が指

摘され、補正（限定を含む。）がなされた商品・役務の表示を特定した。なお、各指定

国における補正後の指定商品・指定役務の表示は、いずれも ROMARIN で公表されて

いる表示を参照した。また、商品・役務の表示が不明確である旨の拒絶の理由は、日本

国商標法第 6 条第 1 項相当のものとした。 
 
  

                                            
1 URL: http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml 
2 2015年 8月 26日時点のデータを基準とする。また、すべての指定国における商品・役務の表示が英

語以外の表記のもの及び暫定的拒絶通報の内容がROMARINで確認できなかった案件は除く。 
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６．２ 調査結果概要 
６．２．１ 全体の傾向について 
（１）職権による審査が行われている国及び地域 
  2013 年の国際登録のうち、指定国官庁から暫定的拒絶通報後の保護認容声明（第 18
規則の 3 (2)(i)又は(ii)に基づく声明）が発行された案件数は、国際登録単位で 15,814 件

であった1。 
  この調査対象案件において、暫定的拒絶通報後の保護認容声明が発行された国及び地

域は以下の 58 の国及び地域であった。これらの国及び地域においては、国際出願につ

いて職権による審査を行っているといえる。 
 
表 1 職権による審査が行われている国及び地域一覧（略称2のアルファベット順） 

 

                                            
1 なお、商品・役務の表示がすべての指定国で英語以外の言語で表記されていたもの、及び暫定的拒絶

通報の内容がROMARINで確認できなかった案件は除く。これらを合わせると、16,187件であった。 
2 国及び地域の略称及び名称は、特許庁ホームページ内「マドリッドプロトコル加盟国一覧（更新日2015
年 12月 21日）」に基づく。参考URL：
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm （アクセス日：2016年 1月 2
日） 

1 アルメニア AM 21 フランス FR 41 モルドバ MD
2 オーストリア AT 22 イギリス

（マン島適用）
GB 42 モンテネグロ ME

3 オーストラリア AU 23 ジョージア GE 43 ノルウェー NO

4 アゼルバイジャン AZ 24 ギリシャ GR 44
ニュージーランド
（トケラウ諸島
未適用）

NZ

5 ブルガリア BG 25 クロアチア HR 45 ポーランド PL
6 バーレーン BH 26 ハンガリー HU 46 ポルトガル PT

7
ベネルクス（オラ
ンダ、ベルギー、
ルクセンブルク）

BX 27 アイルランド IE 47 ルーマニア RO

8 ベラルーシ BY 28 イスラエル IL 48 セルビア RS
9 スイス CH 29 イラン IR 49 ロシア RU
10 中国（香港･マカ

オ未適用）
CN 30 アイスランド IS 50 スウェーデン SE

11 コロンビア CO 31 イタリア IT 51 シンガポール SG
12 キューバ CU 32 日本 JP 52 スロベニア SI
13 キプロス CY 33 キルギス KG 53 スロバキア SK
14 チェコ CZ 34 北朝鮮 KP 54 サンマリノ SM
15 ドイツ DE 35 韓国 KR 55 トルクメニスタン TM
16 デンマーク（フェ

ロー諸島未適用）
DK 36 カザフスタン KZ 56 トルコ TR

17 エストニア EE 37 リヒテンシュタ
イン

LI 57 ウクライナ UA
18 欧州連合 EM 38 リトアニア LT 58 米国 US
19 スペイン ES 39 ラトビア LV
20 フィンランド FI 40 モロッコ MA
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（２）集計結果について 
 ア 暫定的拒絶通報後に保護認容声明が通知された案件中、商品・役務の表示が不明確

である旨の拒絶の理由が含まれていた案件数及びその割合についての指定国別の集計

結果 
 
  2013 年の国際登録のうち、職権による審査が行われ、暫定的拒絶通報後に保護認容声

明が発行された案件数は、指定国単位で数えると 23,749 件3であった。このうち、指定

商品・指定役務の表示が不明確である旨の拒絶理由が含まれており、補正により登録と

なった案件の総数は、17,287 件であり、これを指定国別に集計し、当該理由を含む暫定

的拒絶通報の発行案件数の多い順に示したのが次頁の表 2 である。少なくとも表 2 の 19
の国及び地域においては、職権による商品・役務の審査が行われていると認められる。 

 
  指定商品・指定役務の表示が不明確との拒絶理由を含む暫定的拒絶通報の案件の数が

最も多かったのは米国であり、暫定的拒絶通報 9,109 件中、8,916 件において指定商品・

指定役務の表示が不明確である旨の拒絶理由を含んでおり、その割合も 97.88％であっ

た。次いで日本、韓国の件数及び割合がともに高く、日本が 4,101 件中 3,631 件で、そ

の割合が 88.54％、韓国が 2,978 件中 2,467 件でその割合が 82.84％と高い割合で指定

商品・指定役務の表示が不明確との拒絶理由が通知されていた。 
  これら 3 か国以外で、表示が不明確である旨の拒絶理由が暫定的拒絶通報の 8 割以上

を占める指定国官庁としては、シンガポールが 803 件中 707 件で割合が 88.04％、イギ

リスが 372 件中 316 件で 84.95％、イスラエルが 163 件中 137 件で 84.05％であった。 
  これらの国では、商品・役務の表示が不明確との拒絶理由が含まれていた暫定的拒絶

通報の案件数が、米国、日本及び韓国に比べて少ないものの、割合としては高く、出願

をする際に指定商品・指定役務の表示に注意を要する国であるといえる。 
  

                                            
3 商品・役務の表示が英語以外の言語で表記されていたもの、及び暫定的拒絶通報のデータを取得でき

なかった案件は本調査の対象から除外した。 
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表 2 暫定的拒絶通報後に保護認容声明が通知された案件における商品等の表示が不明確である旨の

拒絶の理由が含まれていた案件数及びその割合  

順

位 
国及び地域 

暫定的拒絶通報後の

保護認容声明が発行さ

れた案件数 [件]…(A) 

表示が不明確との理

由を含む暫定的拒絶

通報が発行された案

件数 [件]…(B) 

割合 
(B/A)[%] 

1 米国 9,109 8,916 97.88 ① 
2 日本 4,101 3,631 88.54 ② 
3 韓国 2,978 2,467 82.84 ⑥ 
4 シンガポール 803 707 88.04 ③ 
5 ロシア連邦 1,449 515 35.54 ⑪ 
6 イギリス 372 316 84.95 ④ 
7 オーストラリア 809 155 19.16 ⑬ 
8 ドイツ 185 138 74.59 ⑦ 
9 イスラエル 163 137 84.05 ⑤ 
10 アイルランド 196 108 55.10 ⑨ 
11 ノルウェー 517 60 11.61 ⑭ 
12 デンマーク 73 51 69.86 ⑧ 
13 オーストリア 63 31 49.21 ⑩ 
14 トルコ 329 30 9.12 ⑮ 
15 エストニア 134 8 5.97 ⑯ 
16 ニュージーランド 32 7 21.88 ⑫ 
17 欧州連合 254 6 2.36 ⑲ 
18 フィンランド 60 3 5.00 ⑰ 
19 中国 21 1 4.76 ⑱ 

合計 21,648 17,287 79.85 
(表示が不明確との拒絶理由を含む暫定的拒絶通報の発行案件数が 0 件の国は省略した。な

お、表中の丸数字は、割合に着目した場合の順位を表す。) 
 
  なお、2013 年の国際登録のうち、表示が不明確との拒絶理由を含む暫定的拒絶通報の

発行案件数が 0 件の国は以下の 39 の国及び地域であった。 
 
  アルメニア、アゼルバイジャン、ブルガリア、バーレーン、ベネルクス、ベラルーシ、

スイス、コロンビア、キューバ、キプロス、チェコ、スペイン、フランス、ジョージア、

ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、イラン、アイスランド、イタリア、キルギス、北

朝鮮、カザフスタン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、モロッコ、モルド

バ、モンテネグロ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スウェーデン、
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スロベニア、スロバキア、サンマリノ、トルクメニスタン、ウクライナ（アルファベッ

ト順）4 
 
 
 イ 国際登録の指定商品・指定役務の減縮により対応した指定国別の集計結果 
 
  指定国官庁から暫定的拒絶通報が発行された場合、出願人は、リミテーション

（Limitation）と称される国際登録の指定商品・指定役務の減縮（第 25 規則(1)(a)(ii)）
の手続（以下、「リミテーション」と表記する。）により対応することができる。リミテ

ーションによる対応は、現地代理人を介さず出願人が直接手続をすることができるため、

費用の削減といった意味では有効な手段である。下記の表3は、暫定的拒絶通報に対し、

リミテーションで対応した案件があった指定国について、リミテーションで対応した案

件数が多い順に示した表である。 
 
表 3 リミテーションで対応した案件数の多い指定国 

順

位 
国及び地域 

暫定的拒絶通報後

の保護認容声明が

発行された案件数 
［件］ 

表示が不明確との

理由を含む暫定的

拒絶通報が発行さ

れた案件数 [件]

…(A) 

リミテーションで対応した

案件数及びその割合 

案件数

［件］…(B) 
割合 

(B/A)[%] 

1 日本 4,101 3,631 755 20.79 ② 
2 韓国 2,978 2,467 302 12.24 ④ 
3 米国 9,109 8,916 88 0.99 ⑭ 
4 ロシア連邦 1,449 515 21 4.08 ⑪ 
5 シンガポール 803 707 20 2.83 ⑫ 
6 イギリス 372 316 15 4.75 ⑨ 
7 オーストリア 63 31 9 29.03 ① 
8 ドイツ 185 138 8 5.80 ⑥ 
9 イスラエル 163 137 7 5.11 ⑧ 
10 オーストラリア 809 155 7 4.52 ⑩ 
11 アイルランド 196 108 6 5.56 ⑦ 
12 トルコ 329 30 5 16.67 ③ 
13 デンマーク 73 51 3 5.88 ⑤ 
14 ノルウェー 517 60 1 1.67 ⑬ 

合計 21,147 17,262 1,247 7.22 
（リミテーションで対応した案件数が 0 件の指定国は省略した。なお、表中の丸数字は、

割合に着目した場合の順位を表す。） 

                                            
4 これらの国の 2013年における暫定的拒絶通報後の保護認容声明が送付された件数は、第6章の末尾

に掲載した全指定国別案件数一覧表を参照。 
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  指定商品・指定役務の表示が不明確である旨の拒絶理由を含む暫定的拒絶通報に対し、

リミテーションで対応した案件数が最も多い指定国は日本であり、3,631 件中 755 件が

該当し、その割合は 20.79％と二番目に高い割合であった。なお、リミテーションの割

合が最も高い指定国はオーストリアであり、31 件中 9 件（29.03％）がリミテーション

での対応であった。 
  他方、リミテーションで対応した案件数が最も少ない指定国はノルウェーであり、60
件中 1 件のみであった。 
なお、今回の調査範囲において、米国を指定した 8,916 件に対し、88 件（0.99％）の

リミテーションの手続が確認されたが、米国は、オフィスアクションに対する応答を

USPTO へ直接行うことを求めており、商品及び役務の表示の補正にWIPO を通じて行

うリミテーションの手続を用いることができないことに注意されたい5。 
 
 
（３）指定国における商品・役務の表示の審査の傾向 
  文献調査の結果によれば、暫定的拒絶通報の内容を確認した 58 か国中、19 か国の指

定国官庁が通知した商品・役務の表示が不明確である旨の拒絶理由を含む暫定的拒絶通

報を確認することができた。残る 39 か国の指定国官庁においては、国際事務局が採用

する商品・役務の表示が受け入れられていると推測される。 
  商品・役務の表示の「明確かつ正確」の程度は指定国により異なっており、国際分類

表の類見出しに記載の各表示を商品・役務の表示として採用するかどうかについても、

指定国ごとに商品･役務の表示として採用できるものが異なっていることが明らかにな

った。ただし、EU 加盟国については、OHIM の取扱いと共通していた。 
  そして、多くの指定国に共通する傾向としては、不明確であるとされている類見出し

に記載の表示であっても、例えば “namely” などの語を介して具体的な商品等を特定す

ることにより、拒絶理由を解消することが可能ということが挙げられる。 
  また、事例は少なかったが、米国、シンガポール及びドイツについては、括弧や略字

の使用方法についての指摘が見受けられた。このような商品・役務の表示の形式的な記

載の条件については、米国、韓国、シンガポール及び OHIM 等の審査基準に記載され

ていた。 
 
 
  次頁 6.3 では、各指定国における商品・役務の表示に関する審査の傾向について例を

挙げてまとめている。なお、特に説明のない限り、商品・役務の表示及び分類は、「商

                                            
5 WIPO「MADRID  HIGHLIGHTS」
（http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/highlights/2015/pdf/madrid_highlights_special_e
dition_uspto.pdf）の 21ページ(10)(a)の「The response to the USPTO Office action must be sent 
directly to the USPTO, not the IB.」部分を参照されたい。 
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品・サービス国際分類表［第 10－2015 版］」に基づいており、ニース国際分類の類見出

しに記載の表示及びアルファベット順一覧表についても同様である6。 
 

                                            
6 本調査研究は 2013年の国際登録を調査対象とし、商品・役務の表示及び分類は「商品・サービス国

際分類表［第 10－2015版］」に基づいて本報告書を記載している。なお、国際事務局及び各指定国官庁

における商品・役務の表示に関する条文、規則、審査ガイドライン及び運用並びにこれらに同等の事項

は変更される可能性がある（本報告書作成時においては、第10－2016版が適用されている（2016年 1
月 1日以降の出願に適用））。このため、現状とは異なる場合があり、具体的な商品・役務の表示につい

ては、WIPO又は各指定国官庁における取扱いを確認されたい。 
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６．３．３ シンガポール 
（１）概要 
  シンガポールでは、独自の基準に基づいて商品・役務の表示の審査を行っているが、

マニュアルにその基準が明確に示されており、かつ表示が採用可能であるか否かを確認

できるツールがよく整備されており、事前の対策が比較的取りやすい。類見出しに記載

の表示については、複数の類に属すると考えられるもの以外は基本的に採用可能となっ

ている。またアルファベット順一覧表にある表示についても肯定的に取り入れられてお

り、採用される傾向にあった。 
 
（２）区分別集計 
  2013 年において、シンガポールを指定して国際登録された案件中、暫定的拒絶通報後

に保護認容声明が送付された案件数は、803 件であった1。そのうち、指定商品・指定役

務の表示が不明確であるという拒絶の理由が含まれている暫定的拒絶通報が通知され、

補正により登録となった案件数2は、707 件であり、割合としては 88.04％であった。 
 
  指定商品・指定役務の表示が不明確であるとの理由による暫定的拒絶通報が通知され、

補正により登録となった案件を区分別に集計したのが下記の図 1 である。 
 
図 1 

 
 
  指定商品・指定役務の表示が不明確であると指摘された区分は、第 35 類が突出して

多く、以下、第 9 類、第 42 類、第 41 類の商品又は役務の表示に関する指摘が多かった。 
 

                                            
1 なお、暫定的拒絶通報のデータを取得できなかった案件は除いている。 
2 表示が不明確であるという拒絶理由があっても、補正されずに登録となった案件は含まれていない。 
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（３）根拠条文等 
  根拠条文等は以下のとおりである。 
  指定商品・指定役務の表示については、商標規則3,419(2)5で願書の記載事項の一つと

して規定されており、願書には、「商品又は役務の表示が明瞭に示され」（規則

19(2)(b)(ii)(A)6）、「附則 3 に従って分類可能」（規則 19(2)(b)(ii)(B)7）でなければなら

ず、加えて、「登録官のその他の要求を遵守している」（規則 19(2)(b)(iii)8）ことが必

要である。 
 
  また、商品・役務の表示に関する詳細な情報が商標ワークマニュアル9第 18 章

“Classification of Goods and Services” に記載されている。ここでは、米国のTMEP と

同様に、商品・役務の表示に関する様々な注意点が具体的に記載されている。例えば、

不明確と指摘されやすい用語や表現（同第 18 章 5.210）、特定の商品・役務の表示につ

いての取扱い（同第 18 章 711）、及び不明確と指摘される商品・役務の表示（同第 18
章 812）などがある。 

 
  加えて、認められる個別具体的な商品・役務の表示については、ウェブ上で公開され

ている IP2SG13というホームページで検索可能である。ここでは、シンガポール特許庁

で認められる表示だけでなく、商品・役務の国際分類（ニース分類）のアルファベット

順一覧表、TM5 ID List14やASEAN TM Class15（シンガポール、フィリピン、ラオス、

                                            
3 「シンガポール商標規則」（英語版）、シンガポール特許庁ホームページ内、URL：
http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/IPLegislation.aspx （アクセス日：2016年 2月 19日） 
4 「シンガポール商標規則」（日本語版）、特許庁ホームページ内外国産業財産権制度情報、URL：
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/singapore/shouhyou_kisoku.pdf （アクセス日：2016
年 2月 19日） 
5 前記脚注 3を参照。原文では、以下のように示されている。「(2) Every application shall contain, for 
each class of goods or services to which the application relates —(a) the class number as set out in 
the Third Schedule; and (b) a specification of those goods or services which —(i) is appropriate to 
that class; (ii) is described in such a manner as to — (A) indicate clearly the nature of those goods or 
services; and (B) allow those goods or services to be classified in accordance with the Third Schedule; 
and (iii) complies with any other requirement of the Registrar.」（「(2) 願書には，出願が関連する商品

又はサービスの類ごとに次を含める。(a)附則 3に記載する商品又はサービスの類番号，並びに (b)次の

ような商品又はサービスの明細 (i)その類に該当するもの (ii)次のように記載されているもの (A)商品又

はサービスの内容が明瞭に示されていること (B)商品又はサービスを附則 3に従って分類可能であるこ

と，並びに (iii)登録官のその他の要求を遵守していること」）日本語訳は、前記脚注4を参照した。 
6 前記脚注 5を参照 
7 前記脚注 5を参照 
8 前記脚注 5を参照 
9 “TM Work Manual”、シンガポール特許庁（IPOS） ホームページ内、URL：
http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisatrademark/Trademar
kresources.aspx （アクセス日：2016年 1月 30日） 
10 前記脚注 9を参照。第 12頁 
11 前記脚注 9を参照。第 25頁～第 26頁 
12 前記脚注 9を参照。第 27頁～第 34頁 
13 IP2SG URL：https://www.ip2.sg/ （アクセス日 2016年 2月 19日） 
14 TM5 ID List：、日本国特許庁（JPO）、韓国特許庁（KIPO）、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）、国
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マレーシア、ブルネイ、カンボジアの各知財庁が採用可能な表示）を同時に検索するこ

とができる。 
  なお、シンガポール特許庁では、“ICGS Autochecker”16というツールを配布している。

このツールでは、シンガポール特許庁で認められる商品・役務や正しい区分について、

オフラインで確認することができる。 
例えば、上の欄に商品等を記載

し、区分を入力すると、下側に

入力された商品等が表示される

と同時に、それぞれの表示がそ

の区分に属するかをチェックす

ることができる。 
 
 
 

 
（４）指定商品・指定役務の表示に関する審査の特徴 
  ア 類見出し（Class heading）に記載の表示について 
  類見出しに記載の表示は、基本的に、複数の区分に属する商品・役務を含む場合は、

使用することができない（商標ワークマニュアル第 18 章 5.3）。なお、一つの区分にの

み属すると考えられる類見出しは認められていた（後述）。商標ワークマニュアルでは、

例えば、第 45 類の類見出しである “personal and social service rendered by others to 
meet the needs of individuals” のような表記は、十分に明確及び正確ではないとしてい

る（商標ワークマニュアル第 18 章 5.3）。 
 

5.3 Class headings of the Nice Classification 
Class headings of the Nice Classification are general indications of the goods and 
services that are included in a particular class. 
 
A specification consisting of a class heading does not equate to a claim for all the 
goods or services that may be in that class. To illustrate, the class heading of Class 
15 is “musical instruments”. An application stating “musical instruments” in the 

                                                                                                                                        
家工商行政管理総局（SAIC）、米国特許商標庁（USPTO）で構成されている商標 5庁の協力プロジェ

クトの一つで、5つの指定国官庁で共通して認められ得る商品・役務のリスト。 
15 ASEAN TM Classについては次のホームページでも検索が可能である。URL：
http://www.asean-tmclass.org/ec2/ （アクセス日：2016年 2月 3日）。ASEAN各国で認められる商品・

役務の表示を個別に確認することができる。 
16 「ICGS Autochecker」、シンガポール特許庁ホームページ内、URL：
http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisatrademark/Trademar
kresources/ClassificationofGoodsandServices.aspx （アクセス日：2016 年 2月 22日）/商品・役務の

表示について、採用可能か否かをチェックできるツール（エクセルベース）。なお同じページでマニュア

ルも取得可能である。本文に挙げた画像は、マニュアルを参照した。 
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specification of goods does not include “music stands” and “piano strings”, although 
they are listed in Class 15 of the Nice Classification. 
 
Claims for class headings or parts of class headings are acceptable, save for 
“personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals”, 
which appears in the heading of Class 45. The item “personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals”, is deemed to be insufficiently 
clear and precise as it does not provide a clear indication of what services are 
covered. It simply states that it is a form of personal and social services and such 
services cover a wide range of activities performed by different service providers in 
different market sectors, and require varying levels of knowledge and skill sets. An 
objection under Rule 19(2)(b)(ii) of the Rules will be raised against such an item. 

(仮訳) 
5.3 ニース分類の類見出し 
 ニース分類の類見出しは、特定の区分に含まれる商品及び役務の一般的な表示である。 
 類見出しによって構成される指定は、その区分に含まれる可能性がある商品又は役務すべてをクレ

ームするものと同等ではない。例えば第 15類の類見出しは「楽器」である。商品の指定において「楽

器」と記載された出願は、「楽譜台」及び「ピアノ弦」を含まないが、これらはニース分類第 15 類

に列挙されている。 
 類見出し又はその一部のクレームは認められるが、第 45 類の類見出しにおける「個々の需要に応

じて、他人が提供する人的及び社会的サービス」は例外とする。「個々の需要に応じて、他人が提供

する人的及び社会的サービス」という項目は、その対象とされる役務が何であるのか明確に指定して

いないことから、十分に明確かつ正確なものとみなされない。これは人的及び社会的サービスの一形

態であると単に述べているだけであり、このような役務は、多様な市場部門において多様なサービス

提供者が実施する、広範な活動を対象とするものであり、知識レベル及び技量も異なってくる。この

ような項目に対しては規則19(2)(b)(ii)に基づく拒絶理由が提起される。 
 
  イ 括弧の使用方法について（商標ワークマニュアル第 18 章 5.2.2） 
  商品・役務の表示に丸括弧「（ ）」と角括弧「［ ］」を使用することができる。丸

括弧は、そのままの表示では多区分に属するとされる表示について、その商品・役務の

性質を定義することでどの区分に属する商品・役務であるかを示すために用いられる

（商標ワークマニュアル第 18 章 5.2.2）。例えば、“clip” という商品は、その性質によ

っては様々な区分が考えられるが、例えば、“clips (tie-)” とすることで、第 14 類に属す

る商品であることが明確となり認められる。 
  角括弧は、そのままの表示では不明確とされる表示について、明確に定義するために

用いられる。例えば、“jackets” について、“jackets [clothing]” と補正することで第 25
類に属する商品であることを定義する。又は、“desserts” はこのままでは不明確な表示

であるが、“desserts [ice cream]” と補正することで、第 30 類で認められ得る。 
 

5.2.2 The use of square brackets [ ] and round brackets ( ) in specifications 
Square brackets [ ] and round brackets ( ) are used in the Alphabetical List and are 
also used by the Registrar. 
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Square brackets 
Square brackets [ ] are used to define more precisely the text or item preceding the 
brackets, in situations where the text is ambiguous or too vague for classification 
purposes. 

For example, “jackets” can fall in several classes depending on the nature of the 
jackets. Hence, to define the item more precisely in Class 25, the item should be 
described as “jackets [clothing]”.  

The Registrar adopts this practice and would sometimes require an otherwise vague 
item to be qualified using square brackets. For example, the description “desserts” 
per se would be objected to on the ground that it is vague but would be acceptable in 
Class 30 if amended to “desserts [ice cream]”. 
 
Round brackets 
Round brackets ( ) are used to qualify the text or item preceding the brackets to 
ensure correct classification  

Round brackets are used when it is possible that the item can be classified in various 
classes depending on the intended goods or services sought to be covered. For 
example, “clips” can fall in several classes depending on the nature of the clips. 
Hence, to define the item more precisely in Class 14, the item may be described as 
“clips (tie -)” or alternatively “tie clips”. 

(仮訳) 
5.2.2 指定における丸括弧「（ ）」及び角括弧「［ ］」の使用 
 丸括弧「（ ）」及び角括弧「［ ］」はアルファベット順一覧表に使用されており、審査官も使用

している。 
 角括弧 
 角括弧「［ ］」は、その括弧に先行する用語又は項目について、分類上その用語が不明瞭である

又はきわめて漠然としている場合、それをさらに正確に定義するために使用される。 
 例えば「ジャケット」は、そのジャケットの性質によっていくつかの区分に該当する。したがって

第 25 類の項目をさらに正確に定義する目的で、この項目を「（ジャケット）［被服］」と記載すべ

きである。 
 登録官はこの実務を採用し、漠然とした項目になるおそれがあるものを、角括弧によって適格化す

るよう要求することがある。例えば「デザート」という記載それ自体は漠然としているという理由に

よって拒絶されるおそれがあるが、「デザート［アイスクリーム］」に補正すれば第 30 類において

認容されるであろう。 
 丸括弧 
 丸括弧「（ ）」は、その括弧に先行する用語又は項目について、正確な類を確定して適格なもの

とするために使用される。 
 丸括弧は、保護対象とするよう意図する商品又は役務に応じていくつかの類に分類することが可能

な場合に使用される。例えば「クリップ」は、そのクリップの性質に応じていくつかの類に該当する。

したがって第 14 類における項目をさらに正確に定義する目的で、この項目を「クリップ（ネクタイ

用）」又はこれに代えて「ネクタイ用クリップ」と記載することができる。 
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  括弧の使用については、以下のような例があった。下記(1)(2)は丸括弧を使った説明を

要求する補正示唆案が示され、それに従った例である。また、下記(3)は、丸括弧を使っ

て指定商品を記載していたが、不明確と指摘された例であり、下記(4)は「～を除く」の

表示を記載すべきと示唆された例である。 
 

(1) 

equipment for manufacturing 
printed circuits 

(「プリント基板製造機器」) 
(IR1177605、第 7 類) 

➔ 

(補正後の表示) 
equipment for manufacturing printed 
circuits (machines) 

(「プリント基板製造用機器（機械）」) 
(補正示唆案) 
Please clarify their nature, or consider 
adding the qualifier “(machines)” (or 
“(parts of machines)”, if intended.) 

(商品の性質を明確にするか、又は希望する場合に

は限定語「（機械）」（又は「（機械部品）」）の

追加を考慮されたい。) 

(2) 
mechanical seals 

(「機械式シール」) 
(IR1162377、第 7 類) 

➔ 
mechanical seals (parts of machines) 

(「機械式シール（機械部品）」) 
(補正示唆案も同じ) 

(3) 

working units (included in this 
class) for deep drilling systems, 
consisting of combustion 
engines, namely combustion 
piston engines, and power 
transmission appliances 

(「内燃機関、すなわち内燃ピストンエ

ンジン及び動力伝達装置によって構

成される、深部掘削システム用の作業

ユニット（この類に含まれるもの。）」) 
(IR1166953、第 7 類) 

➔ 

(削除補正) 
(補正示唆案：The description “working 
units” is vague. Please clarify the nature of 
the intended item to aid in our 
classification.) 

(「「作業ユニット」の記載が漠然としている。分

類の支援となるよう、意図する項目の性質を明確に

されたい。」) 

(4) 

publication and issuance of 
printed matter (except for 
advertising purposes). 

(「印刷物の制作及び発行（広告目的の

ものを除く。）」) 
(IR1151820、第 41 類) 

➔ 

publication of printed matter (except for 
advertising purposes). 

(「印刷物の製作（広告目的のものを除く。）」) 
(補正示唆案も同じ) 
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  なお、この括弧の種類を変更すべきと指摘があった例は、本調査では見当たらなかっ

た。 
 
 
  ウ 不明確と指摘される用語について 
  指定商品・指定役務の表示を明確化するとして使用できる用語と、使用すると不明確

と指摘される用語が示されている（商標ワークマニュアル第 18 章 5.5）。 
  ここでは、“Namely” と “Exclusively” の語は、指定商品・指定役務の表示を後に続

く文章等で明確に説明するものとして使用可能としている。逆に、使用すると不明確と

なり認められないものとして、“Such as”、“In particular”、“Including”、“Especially” が
挙げられている。 

  なお、実際には使用すると不明確とされる用語を使用している場合でも個別具体的に

判断され、登録された例がある（後述参照）。 
 

5.5 Use of conjunctions in specifications 

This is how the Registrar interprets the use of certain conjunctions in the 
specification. 

a. “Namely” – Use of “namely” in a specification will be understood to be a restriction 
to the specific goods or services which are listed thereafter. For example, “desserts, 
namely ice cream” is acceptable in Class 30 and means that the application covers 
only ice cream. 

b. “Exclusively” – “Exclusively” is also a restriction of the specification. For example, 
“Pharmaceutical products exclusively for dermatological use” in Class 5 means that 
the application covers only pharmaceutical products for dermatological use and 
other uses are not claimed. 

c. “Such as” – “Such as” merely elaborates on the term before the words “such as” by 
giving an example of what is included and is not a restriction of the term. 
Consequently, where the term before “such as” is vague or otherwise not acceptable, 
the inclusion of the information after “such as” will not help to clarify the ambiguity 
or the objection. For example, “personal services, such as babysitting” in Class 45 is 
not acceptable as “personal services” is a vague term. The elaboration to say that it 
includes babysitting without limiting to just babysitting is not useful. 

d. “In particular” – Similar to “such as”, “in particular” is an elaboration of the term 
before it and is not a restriction of the term. Therefore, where the term before the 
words “in particular” is vague or otherwise not acceptable, the inclusion of the 
information after “in particular” will not help to clarify the ambiguity or the 
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objection. 

e. “Including” – Similar to “such as”, “including” is an elaboration of the term before 
it and is not a restriction of the term. Therefore, where the term before the word 
“including” is vague or otherwise not acceptable, the inclusion of the information 
after “including” will not help to clarify the ambiguity or the objection. 

f. “Especially” – Similar to “such as”, “especially” is an elaboration of the term before 
it and is not a restriction of the term. Therefore, where the term before the word 
“especially” is vague or otherwise not acceptable, the inclusion of the information 
after “especially” will not help to clarify the ambiguity or the objection. For example, 
“foodstuff especially biscuits” in not acceptable in Class 30 as the term “foodstuff” is 
vague and the inclusion of “biscuits” merely provides an example of the vague term 
and does not help to clarify the vague term. 

This means that what would normally be considered a vague term may be made 
acceptable by using “namely” and listing acceptable terms after it. 

(仮訳) 
5.5 指定における接続詞の使用 
 ここでは、指定における一定の接続詞の使用を登録官がどのように解釈しているのか述べる。 
 a. 「すなわち（namely）」－指定における「すなわち（namely）」の使用は、その後に列挙さ

れる特定の商品又は役務に限定するものと理解される。例えば「デザート、すなわちアイスクリ

ーム」は第 30 類において認容され、指定がアイスクリームのみを対象としていることを意味す

る。 
 b. 「もっぱら（exclusively）」－「もっぱら（exclusively）」も限定的な指定である。例えば第

5類「もっぱら皮膚に使用される医薬品」は、この出願が皮膚用の医薬品のみを対象としており、

その他の用途はクレームしていないことを意味する。 
 c. 「…など（such as）」－「…など（such as）」は、その「such as」の前に置かれた用語に含

まれるものを例示することによって、単に詳細に説明するだけであり、その用語の限定ではない。

したがって「such as」の前に置かれた用語が漠然としている又はそれ以外の理由で認容されな

い場合、「such as」の後に情報を追加しても、不明確性又は拒絶理由を解消する支援にはなら

ない。例えば第 45 類「ベビーシッティングなどの人的サービス（personal services, such as 
babysitting）」は、「人的サービス」が漠然とした用語であるために認容されない。ベビーシ

ッティングのみに限定することなく、そこにベビーシッティングが含まれると詳細に説明するこ

とは有益といえない。 
 d. 「具体的に（in particular）」－「such as」と同様に「具体的に（in particular）」も、その

言葉の前に置かれた用語を詳細に説明するものであり、その用語の限定ではない。したがって「in 
particular」の言葉の前に置かれた用語が漠然としている又はそれ以外の理由で認容されない場

合、「in particular」の後に情報を追加しても、不明確性又は拒絶理由を解消する支援にはなら

ない。 
 e. 「…を含む（including）」－「such as」と同様に「…を含む（including）」も、その言葉の

前に置かれた用語を詳細に説明するものであり、その用語の限定ではない。したがって

「including」の言葉の前に置かれた用語が漠然としている又はそれ以外の理由で認容されない

場合、「including」の後に情報を追加しても、不明確性又は拒絶理由を解消する支援にはなら

ない。 
 f. 「特に（especially）」－「such as」と同様に「特に（especially）」も、その言葉の前に置か

れた用語を詳細に説明するものであり、その用語の限定ではない。したがって「especially」の
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前に置かれた用語が漠然としている又はそれ以外の理由で認容されない場合、「especially」の

後に情報を追加しても、不明確性又は拒絶理由を解消する支援にはならない。例えば第30類「食

料品、特にビスケット（foodstuff especially biscuits）」は、「食料品」が漠然とした用語であ

り、「ビスケット」という用語を取り入れることは、その漠然とした用語の一例を単に示すだけ

であり、用語の漠然性を明確化する支援にはならず、認容されない。 
 したがって、一般的に漠然とした用語とみなされるおそれがあるものは、「すなわち（namely）」

を使用し、それに続き認められる用語を列挙することによって、認容可能となる。 
 
  例えば、以下のようなものがあった。下記(1)～(3)は “including” 等の表記について、

不明確であると指摘を受けた例、下記(4)(5)は指摘がなく、登録となった例である。 
 

(1) 

Small electric apparatus, 
machines and articles for 
household purposes, not included 
in other classes, including food 
processors, electric blenders, 
mixers, hand mixers, stick 
blenders, tin openers, electric fruit 
presses and juicers. 

(「家庭用小型電気装置、機械及び機器で

あってその他の類のものを除く、フード

プロセッサ、電動ブレンダー、ミキサー、

手持ちミキサー、スティック型ブレンダ

ー、缶開け機、電動フルーツプレス及び

ジューサーを含む。」) 
(IR1157815、第 7 類) 

➔ 

Small electric apparatus, machines and 
articles for household purposes, not 
included in other classes, namely 
electric food processors, electric 
blenders, mixers, hand mixers, stick 
blenders, tin openers, electric fruit 
presses and juicers. 

(「家庭用小型電気装置、機械及び機器であって

その他の類のものを除く、すなわち電動フード

プロセッサ、電動ブレンダー、ミキサー、手持

ちミキサー、スティック型ブレンダー、缶開け

機、電動フルーツプレス及びジューサー」) 
(補正示唆案も同じ) 

(2) 

Internal combustion engines (not 
including automobile, tractor, corn 
combine harvester, motor van, 
chain saw, engine of the steamer)  

(「内燃機関（自動車、トラクター、とう

もろこし収穫用コンバイン、貨物自動車、

チェインソー、汽船用エンジンを含まな

い。）」) 
(IR1149909、第 7 類) 

➔ 

Internal combustion engines (other 
than for land vehicles)  

(「内燃機関（陸上車両用のものを除く。）」) 
(補正示唆案も同じ) 
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(3) 

machines as well as mechanical 
equipment and apparatus and 
systems combined thereof for the 
manufacture of tubes, especially 
tube forming equipment, tube 
transport systems, tube testing 
machines, belt edge milling 
machines, tube end machining 
machines 

(「チューブ製造用の機械並びに機械式装

備及び装置及びそれを組み合わせたシス

テム、特にチューブ成形用機器、チュー

ブ搬送システム、チューブ試験機、ベル

ト縁部圧延機、チューブ端部加工機械」) 
(IR 1190558、第 7 類) 

➔ 

machines and machine tools for the 
manufacture of tubes, namely tube 
forming equipment, tube transport 
systems, tube testing machines, belt 
edge milling machines, tube end 
machining machines 

(「チューブ製造用の機械及び工作機械、すなわ

ちチューブ成形用機器、チューブ搬送システム、

チューブ試験機、ベルト縁部延圧機、チューブ

端部加工機械」) 
(補正示唆案も同じ) 

(4) 

chemical preparations for drug 
testing including medical 
diagnostic reagents and assays for 
testing body fluids.  

(「薬品試験用の化学品、医学診断用試薬

及び試験体液用分析試料を含む」) 
(IR1178968、第 1 類) 

➔ 

chemical preparations for drug testing 
including scientific and industrial 
diagnostic reagents and assays for 
testing body fluids.  

(「薬品試験用の化学品、科学及び工業用診断試

薬並びに試験体液用分析試料を含む」) 
(補正示唆案なし) 

(5) 

Retail and wholesales services 
including bakery outlets 

(「小売及び卸売サービス、製パン直売店

を含む」) 
(IR1170695、第 35 類) 

➔ 

Retail and wholesale services including 
bakery outlets 

(「小売及び卸売サービス、製パン直売店を含む」) 
(補正示唆案も同じ、including について指

摘なし) 
 
 
（５）よくある指摘について（区分別） 
  以下では、指摘の多い区分を中心に、頻繁に指摘を受けていた表示について説明する。 
 
 ア 第 9 類 
  類見出しとニース国際分類のアルファベット順一覧表に記載の表示は認められてい

た。例えば、IR1167465 では、第 9 類の類見出しに記載の表示とアルファベット順一覧

表にある指定商品の表示のほぼすべてを網羅して出願しているが、いずれの表示も不明

確との指摘がなく、登録となった。類見出しに記載の表示がそのまま認められた事例と

しては、他にも IR1165512、IR1167465 や、IR1174596 などがある。 
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  また、“system” については、その語を用いた表示全体がシステム化された商品を表

したものとして明確に理解されるものであれば認められている（商標ワークマニュアル

8.3）。 
 

8.3 Systems 
The use of the word “systems” is acceptable if the word is applied on goods which are 
clearly understood as being a system, e.g. “burglar alarm systems”, “computer 
systems” and “telecommunication systems”. 
 
An example that is not acceptable would be “personal shower systems” as it is 
unclear what do such system consists of. 

(仮訳) 
8.3 システム 
 「システム(systems)」の文言の使用は、この言葉がシステムとして明確に理解できる商品に適用

される場合、例えば「盗難警報システム」「コンピュータシステム」及び「電気通信システム」など

の場合であれば認容される。 
 認容されない例としては「個人用シャワーシステム」など、そのシステムが何によって構成されて

いるのか明確でない場合が挙げられる。 
 
  下記(1)は、“system” を含む指定商品であるが、このうちの “mixers” と “hardware” 

部分のみに指摘があり、他の表示は特に指摘がなく認められている。 
 
  よく指摘を受けた事例としては、表示そのものが曖昧で不明確であるもの、また、他

の区分に属する商品を含むとしているものがあった。例えば、表記に “machine” の語

を使用していることにより、他の区分（例えば、第 7 類や第 11 類）に属する商品を含

むとして指摘されているものがあった（下記(2)～(4)）。“machine” を “apparatus” と
補正したり、どのような装置であるかを追加して記載したりすることで認められている。 

 
  例えば、以下のようなものがあった。 
  なお、左列の下線部は筆者が追加したものであり、暫定的拒絶通報において、部分的

に指摘を受けた商品・役務を示す。特に下線のないものは、商品・役務の表示全体につ

いて指摘を受けていることを意味する。以下同じ。 
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(1) 

loudspeakers for playing stereo 
and mono sound, players and 
recorders for compact discs, 
digital audio players, audio 
cassette players, MP3 players, 
devices for DVD, video cameras 
and telecameras, timers, mixers, 
loudspeaker systems, subwoofer 
system, hardware and software 

(「ステレオ及びモノラル演奏用音響ス

ピーカ、コンパクトディスク用プレイヤ

ー及びレコーダ、ディジタルオーディオ

プレイヤー、オーディオカセットプレイ

ヤー、MP3プレイヤー、DVD用装置、

ビデオカメラ及び望遠カメラ、タイマ

ー、ミキサー、音響スピーカシステム、

サブウーファシステム、ハードウェア及

びソフトウェア」) 
(IR1173669) 

➔ 

loudspeakers for playing stereo and 
mono sound, players and recorders for 
compact discs, digital audio players, 
audio cassette players, MP3 players, 
devices for DVD, video cameras and 
telecameras, timers, loudspeaker 
systems, subwoofer system, software 

(「ステレオ及びモノラル演奏用音響スピーカ、

コンパクトディスク用プレイヤー及びレコー

ダ、ディジタルオーディオプレイヤー、オーデ

ィオカセットプレイヤー、MP3 プレイヤー、

DVD用装置、ビデオカメラ及び望遠カメラ、タ

イマー、音響スピーカシステム、サブウーファ

システム、及びソフトウェア」) 

(指摘された指定商品を削除。補正示唆案

は “audio mixers” （音響ミキサー）、 
“computer hardware”（コンピュータハード

ウェア）) 

(2) 

automatic temperature control 
machines and instruments 

(「自動温度制御器及び装置」) 
(IR1174603) 

➔ 

automatic temperature control 
apparatus and instruments 

(「自動温度制御機器」) 
(補正示唆案も同じ) 

(3) 

program control machines and 
instruments 

(「プログラム制御器及び装置」) 
(IR1174603) 

➔ 

program control apparatus and 
instruments 

(「プログラム制御機器」) 
(補正示唆案も同じ) 

(4) 

electronic machines, apparatus 
and their parts. 

(「電子機械器具及びその部品」) 
(IR1175958) 

➔ 

electronic control apparatus for closing 
doors 

(「ドア開閉用の電子制御機器」) 
(補正示唆案なし) 

(5) 
signal lanterns 

(「信号用灯火」) 
(IR1161518) 

➔ 
optical signal lanterns 

(「光学式信号用灯火」) 
(補正示唆案も同じ) 

(6) 
extinguishers 

(「消（火）器」) 
(IR1173885) 

➔ 
fire extinguishers 

(「消火器」) 
(補正示唆案も同じ) 
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(7) 

web management interfaces 
(software or downloading)  

(「ウェブ管理用インターフェース（ソ

フトウェア又はダウンロード可能なも

の）」) 
(IR1159821) 

➔ 

削除補正 
(補正示唆案) 
software for web management 
interfaces (downloadable))  

(「ウェブ管理用インターフェースのソフトウェ

ア（ダウンロード可能なもの）」) 

(8) 

magnetic recording carriers, 
audio records, automatic 
distributors and mechanisms for 
pre-payment apparatuses, cash 
registers, calculating machines.  

(「磁気記録搬送体、音響記録物、事前

支払式機器の自動分配機及び機構、金銭

登録機、計算機」) 
(IR1173669) 

➔ 

magnetic recording carriers, audio 
records, cash registers, calculating 
machines.  

(「磁気記録搬送体、音響記録物、金銭登録機、

計算機」) 
(補正示唆案なし) 

(9) 

Operating and control 
equipment and devices for 
medical X-ray systems.  

(「医療用 X 線システムの操作及び制御

用設備並びに装置」) 
(IR1162009) 

➔ 

(補正後の表示) 
Operating and control equipment and 
devices for medical X-ray systems, 
namely, electronic controllers for 
medical X-ray systems, electric control 
panels for medical X-ray systems.  

(「医療用X線システムの操作及び制御用設備並

びに装置、すなわち医療用X 線システムの電子

制御器、医療用X線システムの電子制御盤」) 

➔ 

(補正示唆案) 
Operating and control computer 
software for medical X-ray systems, 
operating systems programs for 
medical X-ray systems and electronic 
control operating apparatus for medical 
X-ray systems)  

(「医療用X線システムの操作及び制御用コンピ

ュータソフトウェア、医療用X線システムの操

作システム用プログラム、及び医療用X線シス

テムの電子制御操作機器」) 
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(10) 

apparatus, systems and 
instruments, including computer 
controlled apparatus for 
checking and monitoring as well 
as programming apparatus and 
systems (timers) and software, 
system software, printed circuits 
and recorded software, all the 
aforementioned goods for 
heating, cooling, ventilation, 
climate control, water supply, 
temperature adjustment, 
lighting, power supply, air 
conditioning and security in 
buildings 

(「点検及び監視用コンピュータ制御機

器、並びにプログラム用機器及びシステ

ム（タイマー）、並びにソフトウェア、

システムソフトウェア、プリント回路基

板及び記録済ソフトウェアを含む、機

器、システム及び装置であって、すべて

ビルディングの暖房用、冷房用、換気用、

気候制御用、給水用、温度調節用、照明

用、給電用、空調用及び保安用のもの」) 
(IR1160588) 

➔ 

electrical and electronic apparatus and 
instruments, including computer 
controlled apparatus for checking and 
monitoring as well as programming 
apparatus and systems (timers) and 
software, system software, printed 
circuits and recorded software, all the 
aforementioned goods for heating, 
cooling, ventilation, climate control, 
water supply, temperature adjustment, 
lighting, power supply, air conditioning 
and security in buildings 

(「点検及び監視用コンピュータ制御機器、並び

にプログラム用機器及びシステム（タイマー）、

並びにソフトウェア、システムソフトウェア、

プリント回路基板及び記録済ソフトウェアを含

む、電気及び電子機械器具であって、すべてビ

ルディングの暖房用、冷房用、換気用、気候制

御用、給水用、温度調節用、照明用、給電用、

空調用及び保安用のもの」) 
(補正前は第 11 類に属するとして、上記

下線部とするよう示唆) 

 
  その他の例として、アルファベット順一覧表に記載の表示に合わせるべきとしたもの

（上記(5)(6)）、そのままの表記では不明確であると指摘されたもの（上記(7)～(9)）、

異なる区分に属するとして補正が求められたもの（上記(10)）があった。 
 
 
 イ 第 35 類 
  類見出しの表示についてはすべて採用例があった。例えば、IR1158043 や IR1152851

などでは、第 35 類の類見出しがすべて認められている。 
 
  商品の小売又は卸売の役務に関しては、商標ワークマニュアル第 18章 8.19において、

認められる記載例とともに、認められない例が挙げられている。認められない記載は以

下のとおりである。 
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8.19 Retail services and other like services in Class 35（抜粋） 

However, the Registrar will continue to reject descriptions such as “distributorship 
services,” “mail order services,” “departmental store services,” “supermarket 
services,” or “internet shopping.”  These terms are considered vague as they include 
services more than retail and wholesale services. 

(仮訳) 
 しかしながら、登録官は、「配達サービス」「通販サービス」「百貨店におけるサービス」「スー

パーマーケットにおけるサービス」又は「インターネットショッピング」のような表示を拒絶し続け

るだろう。これらの用語は、小売及び卸売りサービス以上のサービスを含むとして漠然としていると

考えられている。 
 
  これらの用語は、“Retail and wholesale services” よりも広汎なサービスを含むため、

不明確であるとしている（商標ワークマニュアル第 18 章 8.19）。 
 
  表示が不明確であるとして指摘された例は、例えば、以下のようなものがあった。下

記(1)は “retail” や “wholesale” とは異なる表現部分が不明確とされた例であり、下記

(2)は小売又は卸売の種類を示す部分が不明確とされた例である。下記(3)～(8)は小売又

は卸売の役務を示す表現について指摘を受けている例であり、下記(9)は「他の区分に属

する商品」の表示について、「当該出願における」の記載を追加して登録となった事例

である。 
 

(1) 

retail and volume sales of 
communication apparatuses. 

(「通信用機械器具の小売及び量販サービ

ス」) 
(IR1173669) 

➔ 

retail sales of communication 
apparatuses. 

(「通信用機械器具の小売サービス」) 
(“volume sales” について指摘、補正示唆

案なし) 

(2) 

Retailing and wholesaling services 
including the provision of in store 
beverage outlets 

(「小売及び卸売サービスであって、店内

飲料品の直売を含む」) 
(IR1160817) 

➔ 

Retailing and wholesaling services in 
relation to beverages and beverage 
ingredients 

(「飲料品及び飲料原料に関する小売及び卸売サ

ービス」) 
(補正示唆案なし、左列下線部が不明確) 
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(3) 

services provided by a retail (or 
wholesale) store and services 
provided by a retail store on all 
online (Internet), mobile, wireless 
or remote communication means 
(by correspondence, teleshopping) 
in connection with clothing, 
footwear, headgear, sports articles 
and equipment, multi-purpose 
sports bags 

(「被服、履物、帽子類、運動用具及び装

備品、多目的スポーツバッグに関する、

小売（又は卸売）店舗で提供するサービ

ス、並びに小売店舗で提供するサービス

であって、すべてオンライン（インター

ネット）、モバイル、ワイヤレス又は遠

隔通信システム上で（応答、テレショッ

ピングによって）行われるもの」) 
(IR1167311) 

➔ 

(削除補正) 
(補正示唆案) 
Retail store services and online 
retail store services in connection with 
clothing, footwear, headgear, sports 
articles and equipment, multi-purpose 
sports bags 

(「被服、履物、帽子類、運動用具及び装備品、

多目的スポーツバッグに関する、小売店におけ

るサービス並びにオンライン小売店におけるサ

ービス」) 

(4) 

Services provided in the 
framework of wholesale and retail 
sale of alcoholic beverages 

(「アルコール飲料の卸売及び小売の枠組

みにおいて提供されるサービス」) 
(IR1167180) 

➔ 

Wholesale and retail services relating 
to the sale of alcoholic beverages 

(「アルコール飲料の販売に関する卸売及び小売

サービス」) 
(補正示唆案も同じ) 

(5) 

retail sale in stores, retail sale via 
electronic means or global 
computer networks of all kinds of 
footwear and clothing accessories.  

(「すべての種類の履物及び被服の付属品

の、店舗における小売、電子的手段又は

グローバルコンピュータネットワークを

経由した小売」) 
(IR1152871) 

➔ 

retail services in stores, retail services 
via electronic means or global computer 
networks of all kinds of footwear and 
clothing accessories.  

(「すべての種類の履物及び被服の付属品の、店

舗による小売サービス、電子的手段又はグロー

バルコンピュータネットワークを経由した小売

サービス」) 
(補正示唆案も同じ) 

(6) 

Sales agency services relating to 
clothing 

(「被服に関する販売代理サービス」) 
(IR1156651) 

➔ 
Retail services relating to clothing 

(「被服に関する小売サービス」) 
(補正示唆案も同じ) 
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(7) 

online sales agency services 
relating to clothing 

(「被服に関するオンライン販売代理サー

ビス」) 
(IR1156651) 

➔ 

online retail services relating to 
clothing 

(「被服に関するオンライン小売サービス」) 
(補正示唆案も同じ) 

(8) 

the bringing on the Internet, on 
Web sites and Web pages, 
information about a variety of 
goods and services, enabling 
customers to conveniently view, 
order and purchase those goods 
and order services through Web 
sites and Web pages on the 
Internet and receive the necessary 
information about the goods and 
services offered. 

(「各種商品及び役務に関する情報をイン

ターネット上のウェブサイト及びウェブ

ページに掲載し、インターネット上のウ

ェブサイト及びウェブページを通じて消

費者がそれらの商品を便宜に閲覧、注文

及び購入し、提供される商品及び役務に

関する必要な情報を受け取ることを可能

とするサービス」) 
(IR1156920) 

➔ 

(削除補正) 
(補正示唆案：the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those 
goods from a general merchandise 
website in the global communications 
network) 

(「他人の利益のために各種商品を集約し、グロ

ーバル通信ネットワークにおける一般販売ウェ

ブサイトから、消費者がそれらの商品を便宜に

閲覧及び購入することを可能とするサービス」) 

(9) 

retail or wholesale services for 
products claimed in classes 3, 9, 
14, 18 and 25.  

(「第 3類、第 9類、第 14類、第 18類及

び第 25 類に記載する製品の小売並びに

卸売サービス」) 
(IR1159464) 

➔ 

retail or wholesale services for products 
claimed in classes 3, 9, 14, 18 and 25 in 
this application.  

(「当該出願における第 3類、第 9類、第 14類、

第 18類及び第 25類に記載する製品の小売並び

に卸売サービス」) 
(補正示唆案も同じ) 

 
  その他の例としては、以下のようなものがあった。例えば、“business” の語を加えて

他人のためにするサービスであると明確にするよう要求された事例（下記(10)～(15)）、
この表示のままでは不明確であるとして記載の追加を求められた事例（下記(16)～(17)）、
役務の表示そのものを変更するように求められた事例（下記(18)～(20)）があった。 
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(10) 

efficiency experts 

(「能率化に関する診断・指導及び助

言」) 
(IR1161534) 

➔ 

business efficiency expert services 

(「事業の能率化に関する診断・指導及び助言サー

ビス」) 
(補正示唆案も同じ) 

(11) 

administrative activities and 
services for management of 
domestic and international 
commercial transactions 

(「国内及び国際商業取引業務の管理活

動及びサービス」) 
(IR1163973) 

➔ 

business administration relating to 
administrative activities and services for 
management of domestic and 
international commercial transactions 

(「国内及び国際商業取引業務の管理活動及びサー

ビスのためのビジネス管理」) 
(補正示唆案も同じ) 

(12) 

Providing information 
concerning commercial sales of 
American-made goods 

(「米国製商品の商業販売に関する情報

の提供」) 
(IR1172125) 

➔ 

Providing business information 
concerning commercial sales of 
American-made goods 

(「米国製商品の商業販売に関するビジネス情報の

提供」) 
(補正示唆案も同じ) 

(13) 

management consultancy 
services 

(「経営コンサルタントサービス」) 
(IR1181798) 

➔ 

business management consultancy 
services 

(「ビジネス経営コンサルタントサービス」) 
(補正示唆案も同じ) 

(14) 

administrative activities and 
services for management of 
domestic and international 
commercial transactions 

(「国内及び国際商業取引業務の管理活

動及びサービス」) 
(IR1163973) 

➔ 

business administration relating to 
administrative activities and services for 
management of domestic and 
international commercial transactions 

(「国内及び国際商業取引業務の管理活動及びサー

ビスのためのビジネス管理」) 
(補正示唆案も同じ) 

(15) 

assistance with regard to 
management 

(「経営に関する支援」) 
(IR1175124) 

➔ 

business assistance with regard to 
management 

(「経営に関するビジネス支援」) 
(補正示唆案も同じ) 
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(16) 

providing information on 
newspaper articles 

(「新聞記事に関する情報の提供」) 
(IR1175124) 

➔ 

providing information relating to 
advertising in newspaper articles; 
providing subscription information 
relating to newspaper articles 

(「新聞記事における広告に関する情報の提供；新

聞記事に関する購入情報の提供」) 
(補正示唆案も同じ) 

(17) 

dissemination of sale and 
purchase offers for vehicles for 
locomotion by land, air or water 

(「地上、航空又は水上輸送機の販売及

び購入の申込書類の配布」) 
(IR1154181) 

➔ 

sales promotion services, including 
dissemination of sale and purchase offers 
for vehicles for locomotion by land, air or 
water 

(「地上、航空又は水上輸送機の販売及び購入の申

込書類の配布を含む、販売促進サービス」) 
(補正示唆案は上記下線部を加える示唆) 

(18) 
auditing 

(「監査」) 
(IR1159856) 

➔ 

(補正後の表示) 
efficiency or process auditing (examining, 
reviewing or assessing the working of a 
business or organisation)  

(「監査（ビジネス若しくは組織の業務の審査、検

証又は評価）の能率化又は処理」) 

➔ 

(補正示唆案) 
“auditing of accounts,” “business 
auditing” and “computerised auditing”他) 

(「「経理の監査」「ビジネス監査」及び「コンピ

ュータによる監査」」) 

(19) 

marketing studies, statistical 
research, marketing 

(「市場調査、統計研究、マーケティン

グ」) 
(IR1173312) 

➔ 

(削除補正) 
(補正示唆案：analysis of market research 
statistics)  

(「市場調査、統計研究、マーケティング」) 
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(20) 
advertising by sponsoring 

(「スポンサーによる広告」) 
(IR1167681) 

➔ 

information services in relation to 
advertising and promotion, commercial 
information agencies, all the aforesaid 
services provided online via a computer 
data bank or a global computer network 
(the Internet) or via wireless electronic 
communication devices 

(「広告及び販売促進に関する情報サービス、商業

情報代理サービスであって、すべてコンピュータ

データバンク若しくはグローバルコンピュータ

ネットワーク（インターネット）を経由して又は

ワイヤレス電子通信装置を経由してオンライン

で提供されるもの」) 
(補正示唆案なし) 

 
 
 ウ 第 41 類 
  類見出しに記載の表示についてはすべて採用例があった。例えば、IR1167465 や

IR1156571 では、第 41 類の類見出しに記載の表示はすべて認められている。 
 
  例えば、以下のようなものがあった。下記(1)～(3)はセミナー等の開催に関するサービ

スの例であり、下線部について部分的に不明確であると指摘するものが多かった。下記

(4)～(6)は教育関連のサービスに関し、知識の教授や教育関連であることを明示する示

唆が多かった。また、その他情報の提供（下記(7)～(10)）、娯楽の提供関連のサービス

（下記(11)～(14)では、全体的に不明確な表示に関する指摘や、ゲーム等の電子媒体の

提供に関しては、ダウンロードの可否を明示するよう示唆する例が多くあった。電子出

版物の提供関連（下記(15)～(17)）では、他区分に属すような表示に関する指摘が多か

った。 
 

(1) 

organisation and arranging of 
congresses and meetings 

(「会議及び集会の企画・運営及び手配」) 
(IR1151820) 

➔ 

organisation and arranging of 
congresses and conferences 

(「会議及び会合の企画・運営及び手配」) 
(補正示唆案も同じ) 
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(2) 

arranging and conducting 
conferences, lectures, seminars, 
symposia, workshops and 
exhibitions 

(「会議、講演、セミナー、シンポジウ

ム、研究会及び展示会の手配及び指揮」) 
(IR1190249) 

➔ 

arranging and conducting conferences, 
lectures, seminars, symposia, 
workshops and exhibitions for 
educational purposes 

(「教育目的での会議、講演、セミナー、シン

ポジウム、研究会及び展示会の手配及び指揮」) 
(補正示唆案も同じ。“arranging and 
conducting exhibitions” はその主題を

記載すべきと示唆) 

(3) 

Organization and conducting of 
conventions, international 
seminars and discussion fora 

(「見本市、国際セミナー及び討論会の

企画・運営及び指揮」) 
(IR1189031) 

➔ 

Organization and conducting of 
conventions, international seminars 
and knowledge sharing discussion fora 

(「見本市、国際セミナー及び知識共有討論会

の企画・運営及び指揮」) 
(下線部について教育目的であることを

明示するよう示唆) 

(4) 

association services being the 
provision of training and 
education to members of the 
association 

(「組合構成員の研修及び教育の提供と

しての組合活動」) 
(IR1168649) 

➔ 

training and education services for 
members, provided through an 
association 

(「組合を通じて提供される、構成員のための

研修及び教育サービス」) 
(補正示唆案も同じ) 

(5) 

preparation of reports in the field 
of legal matters, issues, affairs 
and services 

(「法律の事項、事案、案件及びサービ

スの分野における報告書の作成」) 
(IR1156571) 

➔ 

preparation of reports relating to legal 
education matters, issues, affairs and 
services 

(「法律教育の事項、事案、案件及びサービス

に関する報告書の作成」) 
(補正示唆案も同じ。教育目的であるこ

とを明示するよう示唆) 

(6) 

courses for expression through 
body movement 

(「パントマイムの習得コース」) 
(IR1175163) 

➔ 

providing training courses for 
expression through body movement 

(「パントマイムの研修コースの提供」) 
(補正示唆案も同じ。) 
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(7) 

publication and rental of means 
of education and training 

(「教育及び研修手段の公開及び貸与」) 
(IR1190368) 

➔ 

publication and rental of materials 
and apparatus for educational and 
training purposes 

(「教育及び研修目的での材料及び機器の公開

及び貸与」) 
(補正示唆案も同じ) 

(8) 

providing information via a 
global computer network 
pertaining to philosophy, 
culture, instructional activities 
and lifestyle 

(「哲学、文化、指導活動及びライフス

タイルに関する、グローバルコンピュー

タネットワークを経由した情報の提

供」) 
(IR1172087) 

➔ 

providing information via a global 
computer network pertaining to 
education, training, entertainment, 
sporting and cultural activities 

(「教育、研修、娯楽、スポーツ及び文化活動

に関する、グローバルコンピュータネットワー

クを経由した情報の提供」) 
(補正示唆案も同じ) 

(9) 
information and library facilities 

(「情報及び図書館施設の提供」) 
(IR1186336) 

➔ 
(補正後の表示) 
library facilities 

(「図書館施設の提供」) 

➔ 
(補正示唆案) 
information facilities 

(「情報施設の提供」) 

(10) 
career advisory services 

(「職業に関する助言サービス」) 
(IR1197416) 

➔ 

career advisory services (education or 
training advice) 

(「職業に関する助言サービス（教育又は研修

における助言）」) 
(補正案も同じ。第 35 類の役務でないこ

とを明示する示唆) 

(11) 

Entertainment services, 
providing games on-line, 
providing films on demand 
(VOD).  

(「娯楽サービス、オンラインゲームの

提供、オンデマンド映画（VOD）の提

供」) 
(IR1173364) 

➔ 

Entertainment services, providing 
games on-line, providing 
non-downloadable films via a 
video-on-demand service. 

(「娯楽サービス、オンラインゲームの提供、

ビデオオンデマンドサービスを経由したダウ

ンロード不可の映画の提供」) 
(補正示唆案も同じ。ダウンロードの可

否を明示する示唆) 
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(12) 

providing electronic games for 
use on mobile phones, tablets 
and other electronic mobile 
devices 

(「携帯電話、タブレット及びその他の

電子携帯装置上で使用する電子ゲーム

の提供」) 
(IR1167465) 

➔ 

providing electronic games 
(non-downloadable) for use on mobile 
phones, tablets and other electronic 
mobile devices 

(「携帯電話、タブレット及びその他の電子携

帯装置上で使用する電子ゲーム（ダウンロード

不可のもの）の提供」) 
(補正示唆案も同じ) 

(13) 

providing virtual environments 
in which users can interact 
through social games for 
recreational, leisure or 
entertainment purposes.  

(「レクリエーション、レジャー又は娯

楽目的のソーシャルゲームを通じて利

用者が相互通信可能な仮想環境の提

供」) 
(IR1162466) 

➔ 

provision of games by means of a 
computer based system in which users 
can interact through social games for 
recreational, leisure or entertainment 
purposes. 

(「レクリエーション、レジャー又は娯楽目的

のソーシャルゲームを通じて利用者が相互通

信可能な、コンピュータを基礎とするシステム

によるゲームの提供」) 
(補正示唆案も同じ) 

(14) 

organization of dance-related 
activities and other activities 
relating to expression through 
body movement 

(「ダンス関係の活動及びパントマイム

に関するその他の活動の企画・運営」) 
(IR1175163) 

➔ 

organization of cultural activities 
relating to dance and expression 
through body movement 

(「ダンス及びパントマイムに関する文化活動

の企画・運営」) 
(補正示唆案も同じ) 

(15) 

exploitation of electronic 
publications online 

(「電子出版物のオンラインによる実

施」) 
(IR1165911) 

➔ 

provision of electronic publications 
online 

(「電子出版物のオンラインによる提供」) 
(補正示唆案も同じ) 

(16) 

publication of texts and books, 
publishing services, including 
online publishing 

(「教科書及び書籍の出版、出版サービ

ス、オンライン出版を含む」) 
(IR1172087) 

➔ 

publication of texts and books, 
publishing services, including online 
electronic publishing of books and 
periodicals 

(「教科書及び書籍の出版、出版サービス、書

籍及び定期刊行物のオンライン電子出版を含

む」) 
(補正示唆案も同じ。) 
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(17) 

publication and dissemination of 
books, brochures, texts, printed 
material, written works and 
educational materials 

(「書籍、パンフレット、教科書、印刷

物、著作物及び教育資料の出版及び配

布」) 
(IR1197416) 

➔ 

publication and dissemination of 
books, texts, printed material, written 
works and educational materials; 
publication and dissemination of 
informational material (other than 
publicity)  

(「書籍、教科書、印刷物、著作物及び教育資

料の出版及び配布；情報資料（広報物を除く。）

の出版及び配布」) 
(補正示唆案も同じ。) 

 
 
 エ 第 42 類 
  類見出しに記載の表示についてはすべて採用例があった。例えば、IR1172556 や

IR1152851 では、第 42 類の類見出しが認められている。 
   
  コンピュータ関連サービスに関しては、ソフトウェアやプログラムの場合、

“non-downloadable” と限定するよう示唆をするもの（下記(1)(4)）、“creating an online 
community…” の表示について、“hosting…” とするよう示唆のあるもの（下記(2)(3)）
があった。 

  調査研究や情報の提供に関しては、どのような情報かを追記すべきとしたもの（下記

(5)）、技術的な情報であることを示すべきとしたもの（下記(6)(7)）、コンピュータの

コンサルティングに関しては、ソフトウェアかハードウェアかを明示するとしたもの

（下記(8)～(10)）があった。 
  その他、表示に関する指摘（下記(11)(12)）、他区分に属する表示を削除すべきとし

たもの（下記(13)(14)）の例があった。 
 

(1) 

Computer services, namely 
providing online 
non-downloadable 
management and reporting 
tools for computers, networks 
and mobile electronic devices 

(「コンピュータサービス、すなわち

コンピュータ、ネットワーク及び携

帯電子装置用のダウンロード不可な

管理及び報告ツールのオンラインに

よる提供」) 
(IR1167714) 

➔ 

computer services, namely providing 
online non-downloadable software for 
computers, networks and mobile electronic 
devices 

(「コンピュータサービス、すなわちコンピュータ、

ネットワーク及び携帯電子装置用のダウンロード

不可なソフトウェアのオンラインによる提供」) 
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(2) 

computer services, namely, 
creating an online community 
for registered users to 
participate in discussions, get 
feedback from their peers, 
form virtual communities, and 
engage in social networking 
services in the field of general 
interest 

(「コンピュータサービス、すなわち

総合的な興味分野における討論に参

加し、その視聴者から意見を集め、

仮想コミュニティを形成し、ソーシ

ャルネットワーキングサービスに関

与する、登録ユーザのためのオンラ

インコミュニティの作成」) 
(IR1159400) 

➔ 

computer services, namely, hosting, 
creating and maintaining an online 
platform for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and 
engage in social networking services in the 
field of general interest 

(「コンピュータサービス、すなわち総合的な興味

分野における討論に参加し、その視聴者から意見を

集め、仮想コミュニティを形成し、ソーシャルネッ

トワーキングサービスに関与する、登録ユーザのた

めのオンラインプラットフォームのホスティング、

作成及び保守」) 
(補正示唆案も同じ。下線部を追加の示唆) 

(3) 

computer services, namely, 
creating an on-line 
community for registered 
users to participate in 
discussions, form virtual 
communities, engage in social 
networking, and exchange 
documents 

(「コンピュータサービス、すなわち

討論に参加し、仮想コミュニティを

形成し、ソーシャルネットワーキン

グに関与し、文書を交換する、登録

ユーザのためのオンラインコミュニ

ティの作成」) 
(IR1172735) 

➔ 

(補正後の表示) 
computer services, namely, hosting on-line 
community websites for registered users 
to participate in discussions, form virtual 
communities, engage in social networking, 
and exchange documents  

(「コンピュータサービス、すなわち討論に参加し、

仮想コミュニティを形成し、ソーシャルネットワー

キングに関与し、文書を交換する、登録ユーザのた

めのオンラインコミュニティウェブサイトのホス

ティング」) 
(補正示唆案) 
Computer services, namely, hosting 
computer sites (web sites) involving an 
online community for registered users to 
participate in discussions, form virtual 
communities, engage in social  
networking, and exchange documents)  

(「コンピュータサービス、すなわち討論に参加し、

仮想コミュニティを形成し、ソーシャルネットワー

キングに関与し、文書を交換する、登録ユーザのた

めのオンラインコミュニティに関するコンピュー

タサイト（ウェブサイト）のホスティング」) 
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(4) 

Providing computer software 
on-line.  

(「オンラインによるコンピュータソ

フトウェアの提供」) 
(IR1173364) 

➔ 

Providing online non-downloadable 
computer software. 

(「オンラインによるダウンロード不可のコンピュ

ータソフトウェアの提供」) 
(補正示唆案も同じ。上記下線部の追加を示

唆) 

(5) 

providing information relating 
to the inspection, evaluation 
and certification 

(「検査、評価及び証明に関する情報

の提供」) 
(IR1185886) 

➔ 

(削除補正) 
(補正示唆案：providing information 
relating to the inspection, evaluation and 
certification of laboratory apparatus and 
instruments for testing pharmaceuticals, 
cosmetics or food stuffs)  

(「医薬品、化粧品又は食料品の試験のための研究

用機器の検査、評価及び証明に関する情報の提供」) 

(6) 

studies in the field of energy 
production and distribution 

(「エネルギー生産及び供給の分野に

おける研究」) 
(IR1172556) 

➔ 

technical studies in the field of energy 
production and distribution 

(「エネルギー生産及び供給の分野における技術的

研究」) 
(補正示唆案も同じ) 

(7) 

professional and technical 
assistance services and 
consulting services in relation 
to computers and computer 
software 

(「コンピュータ及びコンピュータソ

フトウェアに関する専門的及び技術

的支援サービス並びに助言サービ

ス」) 
(IR1156902) 

➔ 

(補正後の表示) 
professional and consulting services in 
relation to computers and computer 
software; computer support services 
(programming and software installation, 
repair and maintenance services)  

(「コンピュータ及びコンピュータソフトウェアに

関する専門的及び助言サービス；コンピュータ支援

サービス（プログラミング及びソフトウェアのイン

ストール、修理及び保守サービス）」) 

➔ 

(左列下線部の補正示唆案) 
technical assistance services in relation to 
computers and computer software 

(「コンピュータ及びコンピュータソフトウェアに

関する技術支援サービス」) 

(8) 

computer consultancy 

(「コンピュータ及びコンピュータソ

フトウェアに関する技術支援サービ

ス」) 
(IR1169030) 

➔ 

(削除補正) 
(補正示唆案：computer SOFTWARE 
consultancy)  

(「コンピュータソフトウェアに関する助言」) 
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(9) 

consultancy in the field of 
computer hardware 

(「コンピュータハードウェアの分野

における助言」) 
(IR1178723) 

➔ 

consultancy in the field of the design and 
development of computer hardware 

(「コンピュータハードウェアの設計及び開発の分

野における助言」) 
(補正示唆案も同じ) 

(10) 

consultancy relating to 
computers 

(「コンピュータに関する助言」) 
(IR1158919) 

➔ 

(補正後の表示) 
computer software consultancy; 
consultancy in the design and 
development of computer hardware 

(「コンピュータソフトウェアに関する助言；コン

ピュータハードウェアの設計及び開発に関する助

言」) 

➔ 
(補正示唆案) 
Computer software consultancy 

(「コンピュータソフトウェアに関する助言」) 

(11) 
Services of an engineer 

(「技術者によるサービス」) 
(IR1166953) 

➔ 
Engineering services 

(「エンジニアリングサービス」) 
(補正示唆案も同じ) 

(12) 
scientific expertise 

(「科学専門家によるサービス」) 
(IR1182791) 

➔ 
scientific consultancy 

(「科学専門家によるサービス」) 
(補正示唆案なし) 

(13) 

design, creation, hosting, 
maintenance and promotion 
of Internet sites for third 
parties 

(「第三者のためのインターネットサ

イトのデザイン、作成、ホスティン

グ、保守及び販売促進」) 
(IR1174596) 

➔ 

design, creation, hosting and maintenance 
of Internet sites for third parties 

(「第三者のためのインターネットサイトのデザイ

ン、作成、ホスティング及び保守」) 
(補正示唆案なし、第 35 類の表示を削除せよ

との示唆のみ) 

(14) 

development and planning of 
products 

(「製品の開発及び計画」) 
(IR1173669) 

➔ 

development of products 

(「製品の開発」) 
(補正示唆案なし。下線部が不明確との指摘

のみ) 
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