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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（4）
13. オーストリア（AT）

質問事項（調査対象件数）

14. スペイン（ES）

1,192

15. 韓国（KR）

1,112

921

16. ウクライナ（UA）

811

Q1

a

大文字と小文字の相違

同一と判断しない

0

同一と判断しない

7

同一と判断しない

0

-1

b

縦書きと横書きの相違

同一と判断しない

0

同一と判断しない

0

同一と判断しない

0

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

0

d

アクセント符号の相違

同一と判断しない

0

同一と判断しない

0

同一と判断しない

0

0

e

句読点、引用符の相違

同一と判断しない

0

同一と判断しない

6

同一と判断しない

0

0

f

スペルの相違

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

0

g

音訳と英語の相違

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

0

h-1

書体の相違

同一と判断しない

623

同一と判断しない

460

同一と判断しない

6

70

h-2

書体の相違を認める程度

－

事案の実態/書体によって異なる

－

i

標準文字の扱い

－

書体間の差異によって異なる

－

j

特徴のない(非図案化)文字商標の判断

－

書体間の差異によって異なる

－

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

同一と判断しない

0

同一と判断しない

0

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

同一と判断しない

0

同一と判断しない

0

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

0

k-4

基礎商標からの一部抽出を認める程度

－

l-1

色彩の相違

同一と判断しない

l-2

色彩の相違を認める程度

－

－

－

Q1-2

貴庁の商標の同一性認証の状況

非常に厳格な基準

課題はない

その他

Q1-3

同一性認証の特徴

－

－

－

Q2-1

同一性の審査基準の有無

なし

なし

なし

Q2-2

同一性の審査基準の公開

－

－

－

Q2-3

同一性審査基準の送付可否

－

－

可能

Q2-4

同一性の具体的な確認方法

「同一」を厳格に解釈

パリ条約第 6 条の(テルケル条項)

－

Q3-1

マドプロ登録可能な商標

立、音、色、位置

立、音、ﾎﾛ、位

立、音、ﾎﾛ、におい

Q3-2

Q3-1 で伝統的商標と異なる同一性判断

なし

なし

なし

Q3-3

Q3-2 の具体的な判断方法

－

－

－

そのケースの実態による
8

同一と判断しない

39

回答なし

0

－
15

7

同一と判断しない

回答なし

４．３．１５ 韓国
（１）案件調査結果（概要）
韓国を本国官庁とする国際登録の調査対象数は 921 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 49 件（5.3％）で
あった。
韓国における特徴は、日本の運用と同じように同一性の認証は厳格であるといえる。ま
た、濃淡の違いといった技術的な問題を除いては、日本の運用では非同一と判断される事
例は、文献調査結果から極めて少ないことが確認された。
韓国には標準文字に関する規定、制度は存在しない。文字商標において書体（フォント）
が相違している場合でも同一と認定されているものが確認された。

（２）同一性認定に関する規定・基準等
本国官庁として、自国の基礎商標と国際出願の商標との同一性の認証に関する審査基準
は存在しない旨、調査票で回答があった。
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（３） 韓国特許庁調査票回答結果
韓国特許商標庁の調査票回答結果及び事例調査結果を表 15-1 に示す。
表 15-1 調査票回答結果及び事例調査結果
相違の種類
判断
1
2

大文字
STRAWBERRY
横書き JPO

3

右から左 JPO

4

アクセント符号なし
Sake
句読点等なし
STRAWBERRY
スペル Color

5
6
7
8

9

10
11

12

13
14
*1

英単語
STRAWBERRY
書体
(Times New Roman)
STRAWBERRY

事例調査
結果[件]

小文字
Strawberry
縦書き J
P
O
左から右 OPJ

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

アクセント符号等あり
Saké

同一と判断しない

0

句読点等あり
“STRAWBERRY”

同一と判断しない

0

スペル Colour

同一と判断しない

0

音訳
sutoroberī

同一と判断しない

0

書体
(Arial)
STRAWBERRY

同一と判断しない

6*1

書体が相違しても同一と判断される場合、どの程度の (回答なし)
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)。
標準文字の取扱い
標準文字制度は存在しない。
二段併記
二段併記の一部
同一と判断しない
(本国の言語と他言語)
(どちらかの言語のみ)
STRAWBERRY
FRESA
FRESA
二段併記(音訳と英語)
二段併記の一部(英語のみ) 同一と判断しない
sutoroberī
STRAWBERRY
STRAWBERRY
商標の一部の抽出を同一と判断する場合があれば、ど (回答なし)
の程度の差異までを同一と判断するか。
色彩に差異がある場合
同一と判断しない
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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0

0

0

（４） 案件調査結果（詳細）
ア 同一性判断結果
韓国において調査を行った結果を表 15-2 に示す。921 件のうち、標準文字の宣言のない
ものが 758 件、標準文字の宣言のあるものは 163 件であった。
標準文字の宣言がない国際登録では 758 件中の 45 件（5.9%）
、標準文字の宣言がある
国際登録では 163 件中の 4 件（2.5%）
、合計 49 件（5.3％）が日本の運用では非同一と判
断され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 15-1～図
15-3 に示す。
表 15-2 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]

調査対象（国際登録）件数

758

163

921

同一と判断
非同一と判断

713
45

159
4

872
49

図 15-1 同一・非同一判断の割合（全体）

図 15-2 同一・非同一判断の割合
（標準文字の宣言なし）

図 15-3 同一・非同一判断の割合
（標準文字の宣言あり）
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合計件数
[件]

イ 非同一と判断した相違内容
基礎出願と非同一と判断した各相違の内容の内訳を表 15-3 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いる。標準文字の宣言がない
場合、書体（フォント）
、背景に関する相違が多く、標準文字の宣言がある場合、配置に関
する相違が見受けられるが他国に比べると相違数は少ない。
表 15-2 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]

書体（フォント）
1
5
背景
1
4
文字態様
0
2
配置
2
0
色
0
1
構成
0
0
拡大縮尺
0
0
その他
0
0
濃淡（参考）*1
1
34
*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
韓国において、
「構成」に関する相違は確認されなかった。
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6
5
2
2
1
0
0
0
35

エ 韓国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、標準文字の宣言の有無に分け、内容を類型
化して示す。
（ア）標準文字の宣言がある場合
書体（フォント）が相違している事例。
表 15-3 書体（フォント）の相違に関する事例
国際登録

基礎商標

礎商標登録番号= 401017813000

①

国際登録番号=1224894

②

似た書体であるが、字の太さが異なる。
国際登録番号=1190397
基礎商標出願番号=4020130050832

③

似た書体であるが、基礎商標の書体は若干縦長である。
国際登録番号=1175863
基礎商標出願番号=402013003401

書体の違いに加えて、基礎商標では画像取込み時の問題(画素数の問題)と思われるギ
ザギザが見られる。

（イ）標準文字の宣言がある場合
商標が全体的に僅かに傾いている「配置」の相違が 3 例、
「濃淡」の相違が 2 例確認さ
れたが、画像取込みや表示上の技術的な問題であると思われる。
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（５）参考情報
標準文字制度について
韓国には標準文字に関する規定、制度は存在していない29。

日本特許庁 HP「外国産業財産権制度情報」韓国
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/pdf/modopro_syohyoseido/kr.pdf#search='%E9%
9F%93%E5%9B%BD+%E5%95%86%E6%A8%99+%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%96%87%E5%
AD%97' （アクセス日：2016 年 2 月 18 日）
29

218

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。

URL: http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml
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。
1
2
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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 アルメニア

AM 21 フランス
FR 41 モルドバ
イギリス
2 オーストリア
AT 22
GB 42 モンテネグロ
（マン島適用）
AU 23 ジョージア
GE 43 ノルウェー
3 オーストラリア
ニュージーランド
4 アゼルバイジャン AZ 24 ギリシャ
GR 44 （トケラウ諸島
未適用）
5 ブルガリア
BG 25 クロアチア
HR 45 ポーランド
6 バーレーン
BH 26 ハンガリー
HU 46 ポルトガル
ベネルクス（オラ
7 ンダ、ベルギー、 BX 27 アイルランド
IE 47 ルーマニア
ルクセンブルク）
BY 28 イスラエル
IL 48 セルビア
8 ベラルーシ
9 スイス
CH 29 イラン
IR 49 ロシア
中国（香港･マカ
10
CN 30 アイスランド
IS 50 スウェーデン
オ未適用）
11 コロンビア
CO 31 イタリア
IT 51 シンガポール
キューバ
日本
12
CU 32
JP 52 スロベニア
13 キプロス
CY 33 キルギス
KG 53 スロバキア
14 チェコ
CZ 34 北朝鮮
KP 54 サンマリノ
15 ドイツ
DE 35 韓国
KR 55 トルクメニスタン
デンマーク（フェ
16
DK 36 カザフスタン
KZ 56 トルコ
ロー諸島未適用）
リヒテンシュタ
17 エストニア
EE 37
LI 57 ウクライナ
イン
18 欧州連合
EM 38 リトアニア
LT 58 米国
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

1

MD
ME
NO
NZ
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SG
SI
SK
SM
TM
TR
UA
US

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）
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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

21,648

17,287

79.85

合計

(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 リミテーションで対応した
理由を含む暫定的 案件数及びその割合
拒絶通報が発行さ
案件数
れた案件数 [件]
割合
［件］…(B)
(B/A)[%]
…(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

21,147

17,262

1,247

7.22

合計

（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。
）

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。

4
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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

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。
5
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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。

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。
6
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６．３．２ 韓国
（１）概要
韓国では、独自の商品・役務の表示のリストを有しており、そのリストに掲載されて
いる表示を用いることを推奨している。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記載の表示を用いる場合は、韓国でも採用されているかの確認
が必要となる。登録例や補正例からみると、比較的類見出しに記載の表示やアルファベ
ット順一覧表に記載の表示が採用されている傾向にあるが、後述の第 3 類 “soap” など
のように特定の商品・役務の表示について集中的に不明確との指摘がされている傾向に
ある。

（２）区分別集計
2013 年において、韓国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
容声明が発行された案件数は、2,978 件1であった。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、2,467 件であり、割合としては 82.84％であった。この案件
数は、今回の調査では米国、日本に次いで第 3 位であった。
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をしたのが下記の図 1 である。
図 1

1
2

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。
表示が不明確であるとの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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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 9 類が突出して多
く、以下、第 35 類、第 3 類、第 42 類、第 7 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。

（３）根拠条文等
商品・役務の指定について、韓国商標法3第 10 条第 1 項4に基づき、出願人は、「産業
通商資源部令が定める商品類区分に従い 1 又は 2 区分以上の商品を指定して商標ごとに
出願しなければならない」。また、出願の際には「産業通商資源部令が定めるところに
従い、一つの出願書に商品とサービス業を同時に指定することができる」（韓国商標法
第 10 条第 1 項）とされている。商品・役務の表示が不明確との拒絶理由は、この商標
法第 10 条第 1 項に基づいている。
また、韓国では、商品や役務の表示は具体的に明確に記載しなければならず（韓国商
標審査基準5第 2 部第 4 章 1.1.16）、原則、「商品及びサービス業の名称と類区分に関す
る告示」7（以下、「商品役務告示」という。）に記載されている商品・役務名を記載す
ることになるが、出願人は、「商品役務告示」に記載されている商品・役務名とは異な
るものを選択することも可能である（同審査基準第 2 部第 4 章 1.1.1）。この場合、「そ
「韓国商標法（2014 年 6 月 11 日）日本語翻訳」
、崔達龍国際特許法律事務所 法令関連資料、URL:
http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword= (アクセス日：2016 年 1 月 21 日)、
（特許庁ホームページ内「外国産業財産権制度情報」内 「大韓民国」のリンクより。URL：
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm （アクセス日：2016 年 1 月 21 日）
4 なお、英文ではこのように記載されている。
「Article 10 A Single Application for a Single Trademark
(1) The person seeking to register a trademark shall file an application for each trademark,
designating one or more classes of goods from the classification of goods prescribed by ordinance of
the Ministry of Commerce. Industry and Energy. In this case, goods and services may be designated
together in a single application.」
（
「第 10 条（1 商標 1 出願） ①商標登録出願をしようとする者は、産
業通商資源部令が定める商品類区分に従い 1 又は 2 類区分以上の商品を指定して商標ごとに出願しなけ
ればならない。この場合、産業通商資源部令が定めるところに従い一つの出願書に商品とサービス業を
同時に指定することができる。
」
）日本語訳は前記脚注 4 を参照した。
5 「韓国商標審査基準（2015 年 1 月 1 日）
」
、韓国特許庁ホームページ内 URL:
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=30731&catmenu=m06_03_02 (アクセ
ス日：2016 年 1 月 25 日)
6 前記脚注 5 参照、第 73 頁～第 74 頁 （仮訳：1.1.1 指定商品・サービス業は「商品告示」に記載さ
れている商品・サービス業の名称（以下「正式商品名」という。
）を記載することが原則であるが、出願
人が新たな商品・サービス業の名称（以下「非正規の商品名称」という。
）も自由に記載することができ
る。ただし、非正規の商品は、実際の取引価格の社会で独立した商取引の対象となっている必要があり、
その名称は、具体的に特定することができる程度に明確に記載しなければならない。
）
7 「商品役務告示」
：韓国商標法第 10 条第 2 項並びに規則第 40 条第 1 項後段及び同条第 2 項後段によ
り特許庁が定めて告示した「商品及びサービス業の名称と類区分に関する告示（상품 및 서비스업의
명칭과 류 구분에 관한 고시）
」
（特許庁告示第 2015-38 号 2015 年 12 月 23 日告示、2016 年 1 月 1 日
施行）
、韓国特許庁ホームページ内、URL:
http://law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000035686 （アクセス日：2016 年 1 月 27
日）
3
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の商品は取引界において独立した商取引の対象となっている必要があり、その表示は具
体的に特定することができる程度に明確に記載しなければなら」（同審査基準第 2 部第
4 章 1.1.1）ない。さらに、韓国は、独自の類似群コードを用いており、「商品役務告示」
に記載されていない商品・役務名は、一つの商品区分に収まるものであり、かつ一つの
類似群コードのみに該当する場合、採用される（同審査基準第 2 部第 4 章 2.1.28）。し
たがって、韓国では、独自の商品・役務表示が用いられており、類見出しに記載の表示
並びにニース国際分類のアルファベット順一覧表にある商品・役務の表示を使用する場
合は、韓国においても採用されているか確認が必要である。なお、WIPO のホームペー
ジ上では、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ある
商品・役務の表示を採用していないと掲載されている9。ただし、後述する例では、認め
られている表示もある。
なお、現行の審査基準は 2015 年 1 月 1 日に改定されたが、その改定前は、指定商品
の表示に包括的な表示を使用できない（2015 年改定前の韓国審査基準10第 31 条④）と
あった。そして、ある指定商品の表示が包括的であるか否かの判断は、韓国特許庁が告
示した「商品役務告示」に規定された商品名が基準とされ（旧韓国審査基準第 31 条⑤）、
さらに「指定商品の包括性又は明確性可否の判断は、原則として（韓国商標）法第 10
条第 2 項並びに規則第 40 条第 1 項後段及び同条第 2 項後段により特許庁が定めて告示
した「商品及びサービスの名称と類区分に関する告示」に規定された商品名を基準とす
る」とあった。
本調査研究で対象とした案件は、2013 年の国際登録であり、韓国特許庁による審査が
行われた時期を考慮すると、この審査基準の改定前と改訂後の審査結果が存在する可能
性がある。

（４）指定商品・指定役務の表示に関する補正指示の特徴
ア 類見出し（Class heading）に記載の表示の扱いについて
韓国では、上述のように、「商品役務告示」に記載されていない包括的な表示につい
ては、その流通する商品が具体的に特定することができる程度に明確に記載され、1 区
前記脚注 5 参照、第 75 頁～第 76 頁（仮訳：2.1.2 指定商品の名称を「商品告示」に規定された正式
商品名ではなく、非正式商品名で記載した場合、審査官が実取引社会では、商品が現実的に存在して、1
つの商品類と 1 つの類似群コードのみと判断した場合には、これを認めることができる。ただし、審査
官が非正規商品の機能・用途などの属性と生産・流通等の取引の実態を知ることができない場合には、
法第 10 条第 1 項の規定により拒絶理由を通知して、出願人から指定商品に関する説明資料を提出させ
てその認定するかどうかを判断しなければならない。
）
9 「Member Procedures – Republic of Korea - Miscellaneous、Nice Classification」
、WIPO ホームペ
ージ内、http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/kr.html?part=misc （アクセス日：2016 年
2 月 15 日）なお、このように記載されている。
「Nice Classification：The Office does not accept all the
alphabetical lists of goods/services in the NICE classification.」 （仮訳：ニース分類：庁は、商品・役
務のニース分類におけるすべてのアルファベット順一覧表を採用しない。
）
10 「韓国商標審査基準（2013 年 12 月 30 日改正）日本語翻訳」
、JETRO seoul ホームページ内 URL:
http://www.jetro-ipr.or.kr/lawJudge_list.asp （アクセス日：2016 年 1 月 23 日）
8

575

分 1 類似群コードに収まる場合に指定商品・指定役務の表示として使用することができ
る。この場合、米国ほどの詳細な記載は求められていないようである。例えば、類見出
しに記載の表示を使用した場合、米国では不明確であるとの指摘がなされるが、韓国に
おいては、幾つかの表示については補正の指示がなされているものの、採用される表示
もあった（例えば、第 3 類など。後述する補正例参照）。
また、指定商品の表示に、「これらを材料とする商品であって他の類に属しないもの」
という表示が含まれる場合、その部分について不明確であるとの指摘がなされている。
例えば、以下のような例がある。なお、下記表の左列は、審査官から指摘があった指
定商品・指定役務の表示を示し、表示のうち一部のみ指摘があった場合は、下線により
指摘箇所を示している。また、下記表の右列は、補正後の表示であり、審査官から補正
の示唆案があった場合は、その下に示した。また、下記表内の日本語は仮訳である。
(補正後の表示)
Paper, cardboard and goods made from
paper and cardboard namely paper tapes,
Paper, cardboard and goods
made from these materials, not ➔ boxes made of paper or cardboard, paper
sacks for wrapping
included in other classes
(1)

(「紙、厚紙、及びこれらの材料から作
られた商品であってその他の類に含
まれないもの」)

(IR1158452、第 16 類)

(「紙、厚紙、並びに紙及び厚紙から作られた商品、
すなわち紙テープ、紙又は厚紙製の箱、包装用紙
袋」)

(該当部分の補正示唆案)
➔ paper tapes; boxes made of paper
(「紙テープ；紙製の箱」)

(2)

(補正後の表示)
Precious metals and their alloys;
Precious metals and their alloys
accessories of precious metal; boxes of
and goods in precious metals or ➔
precious metal
coated therewith not included
(「貴金属及びその合金；貴金属製装飾品；貴金属
in other classes
(「貴金属及びその合金，並びに貴金属
製又は貴金属コート製の商品であっ
てその他の類に含まれないもの」)

製の箱」)

(該当部分の補正示唆案)
accessories of precious metal; boxes of
➔ precious metal
(IR1158759、第 14 類)
(「貴金属製装飾品；貴金属製の箱」)
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(3)

goods made of these materials
and not included in other
classes

(削除補正)
➔ (補正示唆案：boxes made of leather)

「
( これらの材料製の商品であってその
他の類に含まれないもの」)

（「革製の箱」）

(IR1162011、第 18 類)
上記表の(1)及び(2)は、それぞれ第 16 類と第 18 類の類見出しに記載の表示である。
そして、その表示の表記すべてが不明確であるというのではなく、その一部の “and” 以
降の部分について不明確であると指摘している。暫定的拒絶通報に示された補正示唆案
では、具体的な商品の例が挙げられているが、実際には、それぞれの表記の冒頭部分で
ある“Paper, cardboard” や “Precious metals” を残したまま、審査官による補正示唆案
を取り入れた表記で採用されている。

イ 「（～を除く。）」の記載について
なお、「（～を除く。）（except ～）」の記載は、商品・役務名が不明確とならない
限りにおいて認められているようである。例えば、下記のような例があった。

grass weave good
(1) (「草編み製品」)
(IR1182621、第 20 類)

(2)

retail services and wholesale
services for cleaning tools and
washing utensils
(「清掃用具及び洗浄用品の小売サー
ビス及び卸売サービス」)

(IR1184517、第 35 類)

(削除補正)
( 補 正 示 唆 案 ： plaited straw {except
➔ matting };)
(「わら編み製品（マットを除く。）」)

retail services and wholesale services for
cleaning tools and washing utensils (other
➔ than electric)
(「清掃用具及び洗浄用品（電気式のものを除く。）
の小売サービス及び卸売サービス」)

ウ 商品・役務名の記載方法について
商品・役務の名称の記載方法は、「「用途＋材料＋方式＋商品名・役務名」のように
表示することを原則とする（例：「家庭用アルミ製非電気ミキサー」）ただし、慣用的
な表現や法令に記載されている名称はこの限りではない」（韓国類似商品・役務審査基
準11、第 6 条12）と類似商品・役務審査基準に記載がある。この表記は韓国語による表
記の場合の原則である。
11

「韓国類似商品・役務審査基準」
、韓国特許庁ホームページ内、URL：
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なお、外国語で表記された場合の特例としては、「商品・役務の表示について「商品
役務告示」で認められていない名称を具体化するために「namely」と表示されている場
合には、「namely」以降の指定商品が個別具体的に表現されている場合、これを認め」
（韓国審査基準第 9 部第 1 章 2.113）るとある。なお、同様の目的で「particularly」又
は「in particular」を用いている場合、「これらの用語に続けて指定商品が個別具体的
に表現されていたとしても、
当該名称は認められない」
（韓国審査基準第9 部第1 章2.214）
とされている。ただし、
「認められる商品の表示の後に「particularly」又は「in particular」
を使用している場合は、この限りではない」（韓国審査基準第 9 部第 1 章 2.2）とあり、
全体として明確に記載されていると判断される場合はこれらの用語も認められ得る。

エ 括弧について
韓国では、指定商品・指定役務の表示に括弧を用いることができる。現在使用可能な
括弧は、小括弧「（ ）」のみであり、下記のような場合に使用することができる15。
‐（ ）は、当該商品・役務の名称が複数で使用され選択的に使用できる場合、該当商品・
役務の名称の範囲が限定されており、又は限定する必要がある場合、該当商品・役務の
名称の意味を明確にし、又は説明する必要がある場合に使用することができる（例示：
内衣（下着）、空気拳銃（おもちゃ）、장（長）椅子16）
（韓国類似商品・役務審査基準 第 4 条）

（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。

http://law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000035683 （アクセス日：2016 年 1 月 27
日）
12 前記脚注 11 を参照。第 8 頁 （仮訳：第 6 条（商品やサービス業の名称と記載方法）商品、サービ
ス業の名称は、
「用途+材料+方式+商品名。サービス業名」と同じように表示することを原則とする（例：
家庭用アルミ製非電気式ミキサー）
。
ただし、慣用的な表現や法令に規定された名称は、従前の例に従う。
）
13 前記脚注 5 を参照。第 429 頁 （仮訳：2. 英語の指定商品についての審査 2.1 指定商品の表現にお
いて「商品基準」で認められていない名称を具体化するために「namely」と表示されている場合には、
「namely」以降の指定商品が個別の具体的表現されている場合、これを認めている。
）
14 前記脚注 5 を参照。第 429 頁 （仮訳：2.2 指定商品の表現において「商品基準」で認められていな
い名称を具体化するために「particularly」又は「in particular」と表示された場合には、
「particularly」
又は「in particular」以降の指定商品が個別の具体的表現されても全商品名称を認めていない。ただし、
「商品基準」上認められる商品名称の後に「particularly」又は 「in particular」と表示した場合には、
この限りでない。
）
15 改訂前の審査基準では、商品・役務の表示における括弧の用法が規定されており、小括弧「
（ ）
」
、
波括弧「
｛ ｝
」及び角括弧「[ ]」が用途別に使い分けられていた。
16 장（長のハングル）の漢字表記を括弧に併記したもの。
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ア 第3類
第 3 類の指定商品では、“soaps” の表示に指摘が集中していた。指摘の内容としては、
個人用か否かを特定するような補正指示が多かった。なお、“soaps” は類見出しに記載
の表示である。
他の類見出しに記載の表示については、特に指摘をしている暫定的拒絶通報は見当た
らなかった。例えば、IR1157961 の暫定的拒絶通報では、第 3 類の指定商品はすべて類
見出しに記載の表示の表記となっている。このうち、不明確であると指摘をしているの
は “soap” のみであり、他はそのまま登録となっている（なお、当該案件は、出願人に
より自発的に商品の区切りを変更しているが、認められている）。
登録例（IR1157961、第 3 類）
(補正後の表示)
Bleaching preparations and other substances
Bleaching preparations and
for laundry use; Cleaning, polishing, scouring
other substances for laundry
and abrasive preparations; soaps for personal
use; Cleaning, polishing,
scouring and abrasive
➔ use; Perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; Dentifrices.
preparations; Soaps;
Perfumery, essential oils,
(漂白剤その他の洗濯に用いる物質；洗浄剤、つや出し
(1) cosmetics, hair lotions;
剤、擦り磨き剤及び研磨剤；個人使用の石けん；香料
類及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション；歯磨
Dentifrices.
き)
(漂白剤その他の洗濯に用いる物
(補正示唆案)
質；洗浄剤、つや出し剤、擦り磨き
Soaps (not for personal use); Soaps for
剤及び研磨剤；石けん；香料類及び
➔ personal use ... etc
香水類、精油、化粧品、ヘアローシ
ョン；歯磨き)
(「石けん（個人使用でない）；個人使用の石けん」…
他)

不明確との指摘を受けた表示としては、例えば、以下のようなものがあった。
soaps
(1) (「せっけん」)

Soaps
(2) (「せっけん」)

soaps for personal use
➔ (「個人使用のせっけん」)
(補正示唆案も同じ)
(IR1170219)
(補正後の表示)
soaps for personal use; cosmetic soaps;
➔ beauty soaps; facial washes.
(IR1168726)

(「個人使用のせっけん；化粧せっけん；美容せっけん；
洗顔剤」)
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(補正示唆案)
Soaps (not for personal use); Soaps for
➔ personal use
(「せっけん（個人使用ではないもの）；個人用せっけ
ん」)

soaps for personal use; soaps (not for
personal use)

soaps
(3) (「せっけん」)

➔
(IR1170686)

「
( 個人用せっけん；せっけん（個人使用ではないもの）」

(補正示唆案も同じ)

Perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; dentifrices; soaps, namely soaps for
Perfumery, essential oils,
personal use, soaps {not for personal use},
cosmetics,
hair
lotions,
cosmetic soaps, bath soap, soaps for body
dentifrices, soaps.
care, medicated soap {not for medical use},
➔ perfumed soaps, laundry soaps.
(4)
(「香料類及び香水類、精油、化粧
品、ヘアローション、歯磨き、せっ
けん」)

(IR1162079)

(「香料類及び香水類；精油；化粧品；ヘアローション；
歯磨き；せっけん、すなわち個人使用のせっけん、せ
っけん(個人使用ではないもの)、化粧せっけん、入浴用
せっけん、ボディケア用せっけん、薬用せっけん(医療
用ではないもの)、香水せっけん、洗濯用せっけん」)

“soap” を補正する場合、少なくとも個人使用目的のものか否かを特定する必要がある
ようである。“soap” を指摘している暫定的拒絶通報の多くでは、“for personal use” の
表記を追加するよう示唆があった（上記(1)や(2)など）。また、「個人使用ではないもの
(not for personal use)」も含めて両方とも記載するようにとの示唆がある場合もあった
（上記(2)）。他の出願においても、“soaps for personal use; soaps (not for personal use)”
と補正して登録となっている（上記(3)）。
上記(4)では、“soap” にのみ指摘がされ、これ以外の “Perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices”には指摘がない。この “Perfumery･･･”も類見出し
に記載の表示であるが、表示が不明確との指摘なく登録となっている。
“soap” 以外の指定商品で指摘を受けた表示は、例えば、以下のような例があった。

(5)

non-medicated
preparations

skin

care

(「非医療用のスキンケア製品」)

(IR1160477)

(補正後の表示)
cosmetic
skin
➔ {non-medicated}

care

preparations

(「化粧用スキンケア製品（医療用ではないもの）」)
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(補正示唆案)
➔ Cosmetic creams for skin care: ... etc.
(「スキンケア用化粧クリーム；…」等」)

(6)

skincare products; hair care
products.

cosmetic preparations for skin care; hair
care lotions.
➔

「
( スキンケア製品；ヘアケア製品」)

(「スキンケア用化粧品；ヘアケア用ローション」)

(補正示唆案も同じ)

(IR1170686)
mouthwash
(7) (「マウスウォッシュ」)

➔

(「マウスウォッシュ（医療用ではないもの）」)

(IR1172278)
breath freshener
(8) (「口臭消臭剤」)

mouth washes {not for medical purposes}

breath freshener {for non-medical purposes}

➔ (「口臭消臭剤（医療用ではないもの）」)
(補正示唆案も同じ)
(IR1160477)

“soaps” 以外の指定商品としては、例えば、化粧品関連の指定商品である場合、
“cosmetic…”とするような指示があった（例えば、上記(5)(6)）。また、口腔用の商品の
場合、医薬品ではないことを明示する表示を追加するような指示があった（例えば、上
記(7)(8)）。

イ 第7類
第 7 類は、特殊な機械や工作機械、手持ち用の工具や器具及び陸上の乗物用の原動機
を除く、いわゆる機械及び工作機械等が含まれる区分である。この区分においては、そ
のままの表示では、他の区分に属する商品が含まれると考えられる場合に商品の表示が
不明確と指摘するものが多かった。この場合、括弧を用いて機械又は機械の部品である
ことを限定するか、“for machine” 等の記載を追加するか、若しくは、当該区分で除か
れる商品であることを明示するといった補正により、登録となっていた。なお、単に
“machines” や “machine parts” のみでは不明確であるとし、そのような機械か又はど
のような機械の部品であるかは少なくとも記載する必要がある。
例えば、以下のような例があった。
Machines and machine tools
(1) (「機械及び工作機械」)
(IR1185509)

(補正後の表示)
➔ Woodworking machines and machine tools
(「木材加工用の機械及び工作機械」)
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(補正示唆案)
➔ Metalworking machines
(「金属加工機械」)

machine parts

woodworking machines tools parts

(2) (「機械部品」)

➔ (「木材加工用の工作機械部品」)
(補正示唆案なし)
(IR1185509)
vacuum pumps
vacuum pumps (machines)

(3) (「真空ポンプ」)

➔ (「真空ポンプ（機械）」)
(補正示唆案も同じ)
(IR1200559)
(補正後の表示)
mixing machines for concrete, mixing
machines for asphalt, mixing machines for
➔
cement
mixing machines

(4) (「混合機」)
(IR1195868)

(「コンクリート用混合機、アスファルト用混合機、セ
メント用混合機」)

(補正示唆案)
➔ mixing machines for chemical processing
(「化学処理用混合機」)

straighteners

straighteners
➔ machines)

(5) (「修正機」)
(IR1199285)

(parts

of

metalworking

(「修正機（金属加工機械の部品）」)

Speed reducer for machines (other than
parts of land vehicles)

Speed reducer
(6) (「減速機」)

➔
(IR1190748)

spare parts for machines.
(7) (「機械用補修部品」)
(IR1199291)

(「機械用減速機（陸上車両用部品を除く。）」)

(補正示唆案も同じ)
spare parts for engines (other than for land
➔ vehicles).
(「エンジン用補修部品（陸上車両用のものを除く。）」

(補正後の表示)
A fuel filters (parts of engines); fuel filters
➔ (parts of machines)

fuel filters
(8) (「燃料フィルタ」)
(IR1208001)

(「燃料フィルタ（エンジン用部品）；燃料フィルタ（機
械部品）」)
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(補正示唆案)
fuel filters {parts of engines}; fuel filters
➔ {parts of machines})
(「燃料フィルタ（エンジン用部品）；燃料フィルタ（機
械部品）」)

ウ 第9類
第 9 類に属する商品はコンピュータをはじめとして多岐にわたるが、不明確であると
指摘を受けるケースは、一部の類見出しに記載の表示に該当するもの（例えば、下記(1)
～(4)）、そのままの表示では他区分の商品も含むと考えられるもの（例えば、下記(5)
～(7)）が代表的であった。なお、“computer” や “computer programs”、“computer
software” は、米国とは異なり、ダウンロードの可否を明示することで他の説明等を追
加しなくとも登録となっていた（例えば、下記(8)(9)、IR1199291 など）。
例えば、以下のような例があった。
Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision),
life-saving and teaching
(1) apparatus and instruments

Satellites for scientific purposes;
distillation apparatus for scientific
➔ purposes; probes for scientific purposes
(「科学用衛星；科学用蒸留装置；科学用プロー
ブ」)

(「科学用、航海用、測量用、写真用、映
画用、光学用，計量用、測定用、信号用、
検査（監視）用、救命用及び教育用の機
器」)

(IR1162011)
apparatus and instruments for
conduction, connection,
conversion, storage, regulation
(2) and control of electricity

Connectors (electricity); Control panels
(electricity); Transformers (electricity);
Adapters (electricity); Inverters
(electricity); Electric accumulators;
➔ Electric converters; Voltage regulators
(「コネクタ（電気用のもの）；制御盤（電気用
のもの）；変圧器（電気用のもの）；アダプタ
（電気用のもの）
；インバータ（電気用のもの）
；
電気式アキュムレータ；電気式コンバータ；電
圧調整器」)

(「電気の伝導用、接続用、変圧用、蓄電
用、調整用及び制御用の機械器具」)

(IR1175110)
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Apparatus and equipment used in
measuring and evaluation in
scientific, laboratory, nautical,
Apparatus and equipment for testing
topography, meteorology, electric,
materials, namely ammeters (current
photography, cinematography,
➔ meter), voltmeters
(3) industrial and optical areas
(「試験材料用の機械器具、すなわち電流計（流
速計）、電圧計」)

(「科学、実験室、航海、地質学、気象学、
電気、写真、映画、工業及び光学の分野
における測定並びに評価に使用される機
械器具」)

(IR1175955)
Compact discs, DVDs and other
digital recording media

(補正後の表示)
➔ compact discs, DVDs
(「コンパクトディスク、DVD」)

(4) (「コンパクトディスク、DVD 及びその

(該当部分の補正示唆案)
sound recording discs; Optical discs
(IR1157007) ➔

他のディジタル記録媒体」)

(「音響記録ディスク；光学ディスク」)

test equipment

testing apparatus not for medical
➔ purposes

(5) (「試験器具」)
(IR 1186298)
interfaces (devices or programmes
for computers)

(「医療用ではない試験装置」)

interfaces (devices for computers),
interfaces (programmes for computers)

(6) (「インターフェース（コンピュータ用装 ➔
（「インターフェース（コンピュータ用装置）、
置又はプログラム）」)

インターフェース（コンピュータ用プログラ
ム）」）

(IR 1188306)

(補正後の表示)
➔ screens (photography); video screens
(「スクリーン（映写用）；ビデオスクリーン」)

screens
(7) (「スクリーン」)

(補正示唆案)
Projection screens; Screens
(IR 1199285)
➔ (photography); etc
(「投影スクリーン；スクリーン（映写用）；」
等)
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(8)

electronic machines and
instruments and parts thereof

(補正後の表示)
digital signal processors; electronic
agendas; tablet computers; scanners
(data processing equipment); electronic
memories; monitors (computer
hardware); computer hardware and
computer peripheral devices;
➔

(「電子機械器具及びその部品」)

(IR1207030)

(「ディジタルシグナルプロセッサ；電子手帳；
タブレットコンピュータ；スキャナ（データ処
理機器）；電子メモリ；モニタ（コンピュータ
ハードウェア）；コンピュータハードウェア及
びコンピュータ周辺装置」)

(補正示唆案)
electronic photocopiers; etc.
(「電子複写機；」等)

electronic publications
(9) (「電子出版物」)

➔

downloadable electronic publications
(「ダウンロード可能な電子出版物」)

(IR1186298)

エ 第 35 類
第 35 類では、商品の小売又は卸売の役務に関する表示に指摘が集中した。ただし、
その表示のすべてが不明確であるというのではなく、例えば、“retail and wholesale
services”の後に記載する取扱いの部分が不明確であるといった指摘が多かった。具体的
には、他の区分において指摘されているような（例えば、第 3 類 “soaps” など）が含
まれている場合、その部分について補正を求めている（下記(1)(2)）。加えて、複数の
類似群コードにわたるような包括的な名称となっている場合、不明確であると指摘をし
ているように見受けられる（下記(3)～(7)）。
例えば、以下のような例があった。以下の表において、左列の下線部は審査官による
指摘箇所を示す。なお、下線部がない場合は、記載されている役務の表示全体が不明確
と指摘されている。
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(1)

retail services or wholesale
services for cosmetics,
toiletries, dentifrices, soaps and
detergents
(「化粧品、洗面剤、歯磨き、せっけ
ん及び洗剤の小売サービス又は卸売
サービス」)

(IR1179720)

(2)

retail services or wholesale services for
cosmetics, toiletries, dentifrices, soaps for
personal use, soaps (not for personal use)
➔ and detergents
(「化粧品、洗面剤、歯磨き、個人使用のせっけん、
せっけん（個人使用ではないもの）及び洗剤の小売
サービス又は卸売サービス」)

(補正後の表示)
retail store services in the field of clothing,
footwear and bags made of leather, boxes
retail store services in the field
of clothing, footwear and ➔ made of leather, leather purses, also via
the Internet
leather goods, also via the
internet
(「被服、履物及び革製かばん、革製の箱、革製財
(「被服、履物及び革製品の分野にお
ける小売店舗サービスであって、イン
ターネットを介するものを含む」)

布の分野における小売店舗サービスであって、
イン
ターネットを介するものを含む」)

(該当部分の補正示唆案)
bags made of leather; boxes made of
(IR1179082)
➔ leather; etc
(「革製かばん；革製の箱」等)

(3)

retail services and wholesale
services for cleaning tools and
washing utensils
(「清掃用具及び洗浄用品の小売サー
ビス及び卸売サービス」)

(IR1184517)

retail services and wholesale services for
cleaning tools and washing utensils (other
➔ than electric)
(「清掃用具及び洗浄用品（電気式のものを除く。）
の小売サービス及び卸売サービス」)

retail services or wholesale services for
retail services or wholesale
electric motors other than for land vehicle;
services for electric motors
retail services or wholesale services for
(4) (「電気モータの小売サービス又は卸 ➔ electric motors for land vehicle
売サービス」)

(IR1187517)

(「陸上車両用のものを除く電気モータの小売サー
ビス又は卸売サービス；陸上車両用の電気モータの
小売サービス又は卸売サービス」)
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(5)

retail services or wholesale
services for electrical
machinery and apparatuses
(「電気機械器具の小売サービス又は
卸売サービス」)

(補正後の表示)
retail services or wholesale services for
electrical machines and apparatus for
controlling motion of Electric AC servo
➔
motor and industrial robots
(「電気 AC サーボモータ及び産業用ロボットの動
作制御用の電気機械器具の小売サービス又は卸売
サービス」)

(補正示唆案)
retail services or wholesale services of
(IR1187517)
telecommunication
machines
and
➔
implements (devices and equipment)
(「電気通信機械器具（装置及び機器）の小売サー
ビス又は卸売サービス」)

retail services or wholesale
services for personal articles

(補正後の表示)
retail services or wholesale services for
➔ umbrellas
(「傘の小売サービス又は卸売サービス」)

(6) (「身回り品の小売サービス又は卸売
サービス」)

(補正示唆案)
retail services wholesale services for
(IR1182046) ➔ electric razors
(「電気かみそりの小売サービス又は卸売サービ
ス」)

retail services or wholesale services for
bread and buns; retail services or
wholesale services for milk and milk
products; retail services or wholesale
Retail services or wholesale
services for carbonated drinks (refreshing
services for foods and
beverages) and nonalcoholic fruit juice
beverages
➔ beverages; retail services or wholesale
(7)
(「飲食物の小売サービス又は卸売サ
services for tea, coffee and cocoa
ービス」)

(IR1172058)

(「食パン及び丸パンの小売サービス又は卸売サー
ビス；牛乳及び乳製品の小売サービス又は卸売サー
ビス；炭酸飲料（清涼飲料）及びノンアルコール果
汁飲料の小売サービス又は卸売サービス；茶、コー
ヒー及びココアの小売サービス又は卸売サービ
ス」)
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(補正示唆案)
Retail services or wholesale services for
➔ proceed fruit,………etc
(「加工果実の小売サービス又は卸売サービス、…」
等)

the bringing together for the benefit of
others of clothing, headgear and footwear,
the bringing together for the
jewelry, watches, fashion accessories,
benefit of others of clothing,
textiles, cosmetics, non-medicated toilet
headgear and footwear,
preparations, eye wear, carrying cases,
jewelry, watches, fashion
watchstraps of leather, bags of leather,
accessories, textiles, cosmetics,
purses of leather, business card cases of
non-medicated toilet
leather, key cases of leather, card cases of
preparations, eye wear,
leather, key chains of leather, key holders
carrying cases, leather goods,
of leather, key fobs of leather, wallets of
handbags and all manner of
leather, cosmetic bags of leather (sold
bags enabling customers to
➔
(8)
empty), handbags and all manner of bags
conveniently view and
enabling customers to conveniently view
purchase those goods
and purchase those goods
(「被服、帽子類及び履物、宝石類、
腕時計、身飾品、布製品、化粧品、医
療用ではない洗面用品、ファッション
グラス、携帯用ケース、革製品、ハン
ドバッグ及びすべての種類のかばん
類を他人の利益のために集約し、これ
らの商品を購買者が容易に閲覧及び
購買することを可能とする業務」)

(IR1163428)

(「被服、帽子類及び履物、宝石類、腕時計、身飾
品、布製品、化粧品、医療用ではない洗面用品、フ
ァッショングラス、携帯用ケース、革製の腕時計バ
ンド、革製かばん、革製財布、革製名刺入れ、革製
鍵入れ、革製キーチェイン、革製キーホルダ、革製
キーポケット、革製札入れ、革製化粧品バッグ（単
品で販売されるもの）、ハンドバッグ及びすべての
種類のかばん類を他人の利益のために集約し、
これ
らの商品を購買者が容易に閲覧及び購買すること
を可能とする業務」)

商品の小売又は卸売以外の指定役務としては、広告関連の表示についての指摘があっ
た。“Advertising” の表記はそのまま認められているが、“business service” は認められ
ていなかった（例えば、下記(9)など）。また、審査官による補正示唆案において、いく
つか “～agencies…” という提示があり、他人のためにするサービスに関してはこのよ
うな表記も認められるようである。例えば、下記(10)では、“business” の語を追加して
登録となっている。また、下記(12)では、“for…” と情報の提供の対象を記載することに
よる登録となり、下記(13)は、“…agencies” と補正示唆案に従った補正をすることによ
り登録となっている。
例えば、以下のようなものがあった。
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(9)

advertising and business
services

(補正後の表示)
➔ advertising services
(「広告サービス」)

(補正示唆案)
(IR1163428) ➔ business information

(「広告及びビジネス用サービス」)

(「ビジネス情報」)

promotion and communication
in the fields of aeronautics and
space travel, information
agencies in the fields of
➔
(10) aeronautics and space travel
(「航空宇宙旅行の分野における推進
及びコミュニケーション事業、航空宇
宙旅行の分野における情報事業」)

(IR1166253)

(11)

organization of technical
exhibition

promotion of business opportunities and
communication in the filed of
aeronautics and space travel,
information agencies in the fields of
aeronautics and space travel
(「航空宇宙旅行の分野におけるビジネスチャン
スの促進及びコミュニケーション事業、航空宇宙
旅行の分野における情報事業」)

(補正示唆案なし)
(補正後の表示)
organization of exhibitions for
➔ commercial or advertising purposes
(「商業又は広告目的での展示会の企画・運営」)

(補正示唆案)
organization of technical exhibition for
(IR1182490)
➔ commercial or advertising purposes

(「技術展示会の企画・運営」)

(「商業又は広告目的での技術展示会の企画・運
営」)

providing information on newspaper
articles for business; providing
information on newspaper articles for
commercial; providing information on
newspaper articles for information
providing information on
retrieval on the internet; providing
newspaper articles
information on newspaper articles for
➔
(12)
compilation of information into computer
(「新聞記事による情報の提供」)
databases;
(IR1171669)
(「ビジネスのための新聞記事による情報の提
供；商業のための新聞記事による情報の提供；イ
ンターネットでの情報検索のための新聞記事に
よる情報の提供；コンピュータデータベースに情
報を蓄積するための新聞記事による情報の提
供」)
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(補正示唆案)
➔ Commercial information agencies
(「商業に関する情報の提供」)

(13)

(補正後の表示)
import and export agency services in the
➔ field of flowers and plants

import and export of flowers
and plants

(「花き及び植物の分野における輸入及び輸出代
理サービス」)

(補正示唆案)
(IR1186518)
import and export agencies of flowers
➔ and plants

(「花き及び植物の輸入及び輸出」)

(「花き及び植物の輸入及び輸出代理」)

オ 第 41 類
まず、第 41 類の類見出しに記載の表示については、ほぼすべてについて不明確であ
るとの指摘を受けている。傾向をみると、具体的にどのような活動を行うのかを具体的
にイメージできるような記載が求められており、関連する分野や目的、提供の方法等の
記載を含めた表示に補正することで登録となっている。
例えば、以下のようなものがあった。
Educational research in the field of
architecture and engineering education
Education
information in the field of architecture and
➔
(1) (「教育」)
engineering
(IR1184551)

(「建設及び工学の分野における教育研究；建築及び工
学の分野における教育情報の提供」)

(補正後の表示)
Tuition, arranging and conducting of
➔ educational events, education information

Education

(「個人に対する知識の教授、教育イベントの手配及び
運営、教育情報の提供」)

(2) (「教育」)
(IR1158452)
➔

(補正示唆案)
Tuition; Art academies
(「個人に対する知識の教授；技術専門学校における教
育」)
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(3)

Education services; training
services
(「教育サービス；研修サービス」)

(IR1186518)

(補正後の表示)
Educational
research;
educational
examination;
education
information;
education courses through the internet;
➔
tutoring; practical training (demonstration)
(「教育研究；教育上の試験の実施；教育情報の提供；
インターネットによる教育課程の提供；個人に対する
知識の教授；実地教育（実技）」)

(補正示唆案)
tutoring; educational examination; art
academies;
practical
training
➔
(demonstration); etc
(「個人に対する知識の教授；教育上の試験の実施；技
術専門学校における教育；実地教育（実技）」等)

(補正後の表示)
Training and education in the field of
➔ foodstuffs and beverages

Training

(「飲食物の分野における研修及び教育」)

(4) (「研修」)
(IR1192348)

(補正示唆案)
➔ Practical Training (demonstration); etc.
(「実地教育（実技）」等)

(5)

education, cultural activities
and teaching

educational research (also provided on-line)
➔

「教育、
(
文化活動及び知識の教授」)

(「教育研究（オンラインによる提供を含む。）」

(IR1192348)
(補正後の表示)
➔ entertainment information

Entertainment
(6) (「娯楽」)

(「娯楽情報の提供」)

(補正示唆案)
(IR1158452)
➔ Entertainment information; Film production
(「娯楽情報の提供；映画の制作」)

entertainment services
(7) (「娯楽の提供」)
(IR1163428)

organising fashion shows for entertainment
➔ purposes
(「娯楽目的でのファッションショーの企画・運営」)
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(8)

Sporting and cultural
activities

(補正後の表示)
Sporting activities; exhibition of cultural
➔ properties
(「スポーツ活動；文化財の展示」)

(「スポーツ及び文化活動」)

(補正示唆案)
(IR1158452)
➔ operation of museums
(「博物館の運営」)

(9)

sporting and cultural
activities
(「スポーツ及び文化活動」)

(IR1186518)

(補正後の表示)
exhibitions of cultural properties; arranging
of sporting competitions; organization of
sporting events; providing and operating of
➔
sports facilities
(「文化財の展示；スポーツ競技会の企画・運営又は開
催；スポーツイベントの企画・運営；スポーツ施設の
提供及び運営」)

(補正示唆案)
rental of stadium facilities; organization of
sports
competitions;
organization
of
➔
exhibitions for cultural purposes; etc
(「スタジアム施設の貸与；スポーツ競技会の企画・運
営；文化目的での展示会の企画・運営」等)

類見出しに記載の表示以外の役務の表示では、娯楽の提供や教育関連の表示（下記
(10)(11)）、イベント・セミナー関連（下記(12)～(15)）、出版物や情報の提供（下記(16)
～(18)）及びその他の表示（下記(19)）の例を挙げた。いずれも上記のように、ある程
度具体的なサービスをイメージできるような表示に補正することにより登録となって
いる傾向にある。
(補正後の表示)
providing amusement arcade services;
sponsoring and promoting services for
➔
amusement

amusement
(10) (「娯楽の提供」)
(IR1186518)

(「遊技場の提供；娯楽のためのスポンサー及び促進
活動」)

(補正示唆案)
➔ providing amusement arcade services; etc
(「遊技場の提供」等)
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Academies [education]

Broadcasting technology academies

(11) (「専門学校における教育」)

➔ (「放送技術専門学校における教育」)
(補正示唆案も同じ)
(IR1193107)
(補正後の表示)
➔ party arranging and conducting

arranging, organizing,
conducting, and hosting
social entertainment events

(「パーティの手配及び開催」)

(補正示唆案)
Entertainment services performed by
singers; Arranging of displays for
(12)
(「一般的娯楽イベントの手配、運
entertainment purposes; Organization of
営、開催及び主催」)
➔ fashion shows for entertainment
(IR1203279)
purposes: ... etc.
(「歌手の実演による娯楽の提供；娯楽目的でのディ
スプレイの手配；娯楽目的でのファッションショー
の企画・運営」…等)

(13)

organisation of fairs,
exhibitions and expositions
for cultural, educational or
recreational purposes
(「文化的、教育的又は娯楽的な目
的での見本市、展示会及び博覧会
の企画・運営」)

(補正後の表示)
organization of exhibitions for educational
purpose; organization of exhibitions for
cultural purposes; organization of
➔
exhibitions for recreational purposes
(「教育目的での展示会の企画・運営；文化目的での
展示会の企画・運営；娯楽目的での展示会の企画・
運営」)

(補正示唆案)
organization of exhibitions for cultural
(IR1186518)
➔ purposes; etc
(「文化目的での展示会の企画・運営」等)

organization of fairs for
cultural and entertainment
purposes, conferences,
congresses, meetings and
(14) symposiums
(「文化及び娯楽目的での見本市、
会議、会合、集会及びシンポジウ
ムの企画・運営」)

organization of fairs, conferences,
congresses, meetings and symposiums for
➔ cultural and entertainment purposes
(「見本市、会議、会合、集会及びシンポジウムの企
画・運営（文化及び娯楽を目的とするもの）」

(IR1199288)
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(15)

(16)

organization and conducting
of seminars
「
( セミナーの企画・運営及び開催」)

organization and conducting of seminars in
the field of metal and glass bending and
➔ cutting

(IR1199288)

(「金属及びガラスの屈曲及び切断の分野におけるセ
ミナーの企画・運営及び開催」)

on-line providing of
electronic, non-downloadable
publications

non-downloadable electronic publications in
the nature of magazines and pamphlets in
the field of metal and glass cutting and
➔ bending

(「ダウンロード不可能な電子出版
物のオンラインによる提供」)

(「金属及びガラスの切断及び屈曲の分野における雑
誌並びにパンフレットの性質を有するダウンロード
不可能な電子出版物の提供」)

(IR1199288)

(17)

Recording of video
recordings

Video recording services
➔

(「ビデオ録画」)

(「ビデオ録画サービス」)

(IR1199288)
(補正後の表示)
Music instruction or other ➔ Music instruction services
instruction service
(18) (「音楽の指導又はその他の指導サ
ービス」)

(「音楽指導サービス」)

(補正示唆案)
Music instruction service
(IR1211581) ➔
(「音楽指導サービス」)

all these services
provided online

also

organization of exhibitions for cultural or
educational purposes (also provided
(19) (「オンラインでも提供される、そ ➔ on-line)
の他すべてのサービス」)

(IR1192348)

(「文化又は教育目的での展示会の企画・運営（オン
ラインによる提供を含む。）」

カ 第 42 類
類見出しに記載の表示については、いずれの表記についても不明確であるとの指摘が
あった（下記(1)～(4)）。ただし、「コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの
設計及び開発 (design and development of computer hardware and software)」につい
ては、表示それ自体が不明確というのではなく、ハードウェアとソフトウェアの開発を
分けることで登録となっている（下記(5)）。
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Mechanical
research;
design
of
dehumidification and filtration equipment
installation; design of heating, ventilation,
➔ air conditioning, cooling and refrigeration
(1)
(「科学的及び技術的サービス並び
equipment installation; product design
Scientific and technological
services and research and
design relating thereto

にこれらに関する調査及び設計」)

(IR1156164)

(2)

(「機械研究；除湿濾過機器設備の設計；暖房、換気、
空調、冷房及び冷蔵機器設備の設計；製品デザイン」)

(補正後の表示)
Providing information of scientific research;
Advisory services relating to scientific
research; Computer research; Computer
➔
system design; Product design
Scientific and technological
services and research and
(「科学研究に関する情報の提供；科学研究に関する助
design relating thereto
言サービス；コンピュータによる調査；コンピュータ
(「科学的及び技術的サービス並び
にこれらに関する調査及び設計」)

システム設計；製品デザイン」)

(補正示唆案)
Advisory services relating to technological
(IR1171985)
research; technical project studies; design of
➔
products)
(「技術研究に関する助言サービス；技術的課題の研
究；製品デザイン」)

Scientific and technological
services and research and
(3) design relating thereto

(削除補正)
(補正示唆案 1)
Advisory services relating to technological
research, technical project studies, design of
➔
products, testing and research services
relating to electricity ... etc
(「技術研究、技術的課題の研究、製品デザイン、電気
に関する試験及び研究…等に関する助言サービス」)

(補正示唆案 2)
Scientific and technological services, namely
(IR1155619)
scientific research, analysis and testing in
the field of immunodiagnostics for
➔
monitoring of allergy and asthma

(「科学的及び技術的サービス並び
にこれらに関する調査及び設計」)

(「科学的及び技術的サービス、すなわちアレルギー及
びぜんそくを監視する免疫診断学の分野における科
学研究、分析及び試験」)
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(4)

industrial analysis
research services
(「工業的分析及び調査」)

Industrial analysis and research services,
namely testing and scientific research in the
field of heating, cooling and air conditioning
and
technology and water supply and sewage
➔ disposal and sewage treatment
(「工業的分析及び研究サービス、すなわち暖房、冷房
及び空調技術並びに水道設備及び下水処分及び下水
処理の分野における試験及び科学的研究」)

(IR1175110)

(補正示唆案なし)

(5)

design and development of
computer hardware and
software

design and development of computer
hardware, design and development of
➔ computer software

(「コンピュータのハードウェア及
びソフトウェアの設計及び開発」)

(IR1203824)

(「コンピュータハードウェアの設計及び開発、コンピ
ュータソフトウェアの設計及び開発」)

類見出しに記載の表示以外の表記では、“engineering” の表記についての指摘が多く
あった。“engineering” の表記は、“engineering research” と補正することで登録とな
っている（下記(6)～(8)）。また、他のサービスの一分野として記載されていても（下
記(9)）、全く異なる表記であっても（下記(10)）、“engineering research” と補正され
ている。
その他、コンサルティング等のエンジニア等の専門家による情報の提供（下記(11)～
(13)）、開発等のコンピュータ関連サービス（下記(14)～(17)）の例があった。
engineering
(6) (「エンジニアリング」)
(IR1184551)

engineering research
➔
(「工学研究」)

(補正後の表示)
➔ engineering research
engineering

(「工学研究」)

(7) (「エンジニアリング」)

(補正示唆案)
research relating to mechanical
(IR1182490)
➔ engineering; engineering research
(「機械工学に関する研究；工学研究」)
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Engineering services in the
field of motor vehicles
(8) (「自動車の分野における工学サー
ビス」)

(補正後の表示)
Engineering research in the field of motor
vehicles; advisory services relating to motor
➔
vehicles engineering
(「自動車の分野における工学研究；自動車工学に関
する助言サービス」)

(補正示唆案)
(IR1185580)
Engineering research services in the field of
➔ motor vehicles
(「自動車の分野における工学研究サービス」)

Construction drafting,
quality control, material
Construction drafting, quality control,
testing, technical project
material testing, technical project studies,
studies, surveying,
surveying, engineering research, research
engineering, mechanical
relating to mechanical engineering,
research, design and
mechanical research, design and
development of installations
development of installations for
➔ pressure-actuated machines, parts for
(9) for pressure-actuated
machines, parts for
machines and apparatus
machines and apparatus
(「建築物に関する設計、品質管理、
材料試験、技術的課題の研究、測
量、エンジニアリング、圧力作動
機械設備、機械器具の部品の機械
研究、設計及び開発」)

(「建築物に関する設計、品質管理、材料試験、技術
的課題の研究、測量、工学研究、機械工学に関する
研究、圧力作動機械設備、機械器具の部品の機械研
究、設計及び開発」)

(補正示唆案も同じ)

(IR1200357)
scientific and industrial
research, especially in the
field of mechanical
engineering research
➔
(10) engineering
(「特に機械工学の分野における科
学及び工業研究」)

(「工学研究」)

(IR1199288)
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technical expertise
(11) (「技術的専門知識の提供」)
(IR1175110)

providing technical expertise, namely in the
fields of hardware, software,
telecommunications, design, application
and functionality of pumps, electric
➔ engines, heating and sanitary systems and
regulating and control systems
(「技術的専門知識の提供、すなわちポンプ、電動機、
暖房及び衛生システム並びに調整及び制御システム
のハードウェア、ソフトウェア、電気通信、設計、
応用及び機能の分野におけるもの」)

consultancy services relating to industrial
automation controls in the design and
developments of industrial automation
(12) (「エンジニアリングに関する助言 ➔
controls
engineering consultation
services
サービス」)

(IR1184318)

information technology [IT]
consulting services
(13) (「情報技術（IT）に関する助言サ
ービス」)

(IR1193107)

(「産業用自動化制御の設計及び開発における、産業
用自動化制御に関する助言サービス」)

(補正後の表示)
consultancy in the fields of computer
software, computer hardware, connectivity
devices, smartphones, cell phones, tablet
➔ portable computers and wireless devices
(「コンピュータソフトウェア、コンピュータハード
ウェア、接続装置、スマートフォン、携帯電話、タ
ブレット携帯コンピュータ及び無線装置の分野にお
ける助言」)

(補正示唆案)
computer
information
➔ consulting services)

technology

(「コンピュータ情報技術に関する助言サービス」)

technical development and
engineering activities

research and development of electronic
components;
computer
software
(14) (「技術開発及びエンジニアリング ➔ development
活動」)

(IR1199291)

(「電子部品の研究及び開発；コンピュータソフトウ
ェアの開発」)
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(15)

development of products and
electronic components of all
kinds

development of electronic components;
development
of
game
software;
➔ pharmaceutical products development

(「すべての種類の製品及び電子部
品の開発」)

(「電子部品の開発；ゲームソフトウェアの開発；医
薬品の開発」)

(IR1199685)

(16)

Software as a service or
cloud based services
featuring a data reporting
and analysis solution sold to
business customers

(補正後の表示)
Providing computer software featuring a
data reporting and analysis solution
provided to business customers; cloud
based computing services featuring a data
➔ reporting and analysis solution provided to
business customers
(「データの報告及び分析ソリューションをビジネス
顧客に提供することを特徴とするコンピュータソフ
トウェアの提供；データの報告及び分析ソリューシ
ョンをビジネス顧客に提供することを特徴とするク
ラウドベースのコンピュータサービス」)

(補正示唆案)
providing computer software featuring a
data reporting and analysis solution sold to
business customers: cloud based computing
services featuring a data reporting and
(IR1186682)
➔ analysis solution sold to business
customers

(「データの報告及び分析ソリュー
ションをビジネス顧客に販売する
ことを特徴とする、サービとして
のソフトウェア又はクラウドベー
スのサービス」)

(「データの報告及び分析ソリューションをビジネス
顧客に販売することを特徴とするコンピュータソフ
トウェアの提供；データの報告及び分析ソリューシ
ョンをビジネス顧客に販売することを特徴とするク
ラウドベースのコンピュータサービス」)

hosting
(17) (「ホスティング」)

➔
(IR1199288)

server hosting; hosting computer sites (web
sites)
(「サーバによるホスティング；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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