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A#0047 architectural consultancy 建築物の設計に関する助言 42N01 420036
A#0048 architectural services 建築物の設計 42N01 420011
A#0075 authenticating works of art 美術品の鑑定 42Q99 420132
B#0002 bacteriological research 細菌に関する研究 42Q01 420017
B#0012 biological research 生物に関する研究 42Q01 420190
B#0046 business card design 名刺のデザインの考案 42P01 420250 追19
C#0006 calibration [measuring] 機械器具の検査・測定 42Q99 420136
C#0017 cartography services 地図の作製 42N01 420228
C#0028 chemical analysis 化学に関する分析 42Q01 420007
C#0029 chemical research 化学に関する研究 42Q01 420031

C#0041 clinical trials 臨床試験 42Q01 420224
C#0053 cloud computing クラウドコンピューティング 42X11 420229
C#0054 cloud seeding 人工降雨 42Q02,42Z99 420202

C#0078 computer rental コンピュータの貸与 42X11 420083

C#0083 computer system design コンピュータシステムの設計 42P02 420194

C#0096 construction drafting 建築物に関する設計 42N01 420038

C#0114 cosmetic research 化粧品の研究 42Q01 420045

D#0002 data encryption services データの暗号化処理 42P02 420243

D#0020 design of interior decor 室内装飾のデザインの考案 42P01 420048

D#0037 dress designing 服飾デザインの考案 42P01 420142

420197

コンピュータープラットフォー
ムの開発

42P02 420249 追19

D#0026
digitization of documents
[scanning]

文書のデジタル変換（スキャニ
ングによるもの）

42P02 420210

訂20

D#0004 data security consultancy
データセキュリティに関する助
言

42P02 420242

C#0110
conversion of data or
documents from physical to
electronic media

データ又は文書の物理媒体から
電子媒体への変換

42P02 420198

訂19

C#0100
consultancy in the field of
energy-saving

省エネルギーに関するコンサル
ティング

42Q02 420207

C#0099
consultancy in the design
and development of computer
hardware

コンピュータハードウェアの設
計及び開発に関する助言

42N03 420141

C#0093
conducting technical
project studies

技術的課題の研究
42Q01,42Q02
42Q03,42Q99

420061

C#0084
computer technology
consultancy

コンピュータ技術に関する助言
42N03,42P02
42Q02,42Q99

420232

C#0081 computer software design
コンピュータソフトウェアの設
計

42P02 420139 訂19

C#0079
computer security
consultancy

コンピュータセキュリティに関
する指導及び助言

42P02 420235

C#0077 computer programming
電子計算機のプログラムの設計
・作成又は保守

42P02 420090

A#0034
analysis for oil-field
exploitation

油田開発のための分析 42N02 420008

C#0030 chemistry services
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D#0043
duplication of computer
programs

コンピュータプログラムの複製 42P02

D#0024
development of computer
platforms

C#0119
creating and maintaining
web sites for others

ウェブサイトの作成と保守（他
人のためのもの）

42P02 420199

C#0118

creating and designing
website-based indexes of
information for others
[information technology
services]

受託によるウェブサイトにおけ
る情報インデックスの作成及び
設計（情報技術の提供）

42P02 420240

C#0109
conversion of computer
programs and data, other
than physical conversion

コンピュータプログラムの変換
及びコンピュータデータの変換
（媒体からの変換でないもの）

42P02 420203

C#0085
computer virus protection
services

コンピュータウィルスの侵入防
止用プログラムの設計・作成・
保守又はそのプログラムの提供

42P02,42X11 420206

C#0082 computer system analysis コンピュータシステムの分析
42P02,42Q02
42Q99

420177

C#0080
computer software
consultancy

コンピュータソフトウェアの設
計・作成・保守に関する助言

42P02 420204

化学に関する試験・検査又は研
究

42Q01 420030
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E#0022 energy auditing エネルギー効率の診断 42Q02 420218

G#0008 geological prospecting 地質の試掘調査 42N02 420118
G#0009 geological research 地質の調査 42N02 420119
G#0010 geological surveys 地質の調査 42N02 420062

I#0006 industrial design 工業デザインの考案 42P01 420049

I#0027 interior design インテリアデザインの考案 42P01 420237

L#0002 land surveying 土地の測量 42N01 420079

M#0015 material testing 材料検査 42Q02 420058
M#0017 mechanical research 機械に関する研究 42Q99 420101
M#0025 medical research 医療に関する研究 42Q01 420257 追19
M#0033 meteorological information 気象情報の提供 42G01 420076

O#0005 oil prospecting 石油の試掘 42N02 420095
O#0006 oil-field surveys 油田の調査 42N02 420063
O#0007 oil-well testing 油井の調査 42N02 420042

P#0001 packaging design 包装デザインの考案 42P01 420050
P#0050 physics [research] 物理に関する研究 42Q02 420096 変19

420248 訂20

遠隔操作によるデータのバック
アップ

42P02 420225

O#0039
outsource service providers
in the field of information
technology

［情報技術に関する役務の提供
］

― 420230

M#0046
monitoring of computer
systems to detect
breakdowns

故障を検出するためのコンピュ
ータシステムの監視

42P02 420239

M#0045

monitoring of computer
systems for detecting
unauthorized access or data
breach

不正アクセス又はデータ漏洩を
検出するためのコンピュータシ
ステムの遠隔監視

42P02 420244

M#0003
maintenance of computer
software

コンピュータソフトウェアの保
守

42P02 420176 訂19

変20

I#0014
installation of computer
software

コンピュータプログラムのイン
ストール

42P02 420201

I#0009
information technology [IT]
consultancy

情報技術（ＩＴ）に関する助言
42N03,42P02
42Q02,42Q99

420221

追19

H#0003
handwriting analysis
[graphology]

筆跡の分析（筆跡学） 42Q99 420211

G#0017
graphic design of
promotional materials

販売促進用材料のグラフィック
デザインの考案

42P01 420258

E#0033
exploration services in the
field of the oil, gas and
mining industries

石油・ガス・鉱業の分野におけ
る探査

42N02 420252 追19

E#0023 engineering
土木・工学に関するエンジニア
リング

42N01,42N03 420064

E#0014

electronic monitoring of
credit card activity to
detect fraud via the
internet

インターネットを介したクレジ
ットカードの不正利用検出のた
めの電子的な監視

42P02 420246
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P#0061
platform as a service
[PaaS]

コンピュータソフトウェアプラ
ットフォームの提供（ＰａａＳ
）

42X11

* 変20

O#0004 off-site data backup

M#0044
monitoring of computer
systems by remote access

コンピュータシステムの遠隔監
視

42P02 420215

I#0028
internet security
consultancy

インターネットセキュリティに
関する指導及び助言

42P02 420241

I#0010
information technology
services provided on an
outsourcing basis

［外部委託に基づく情報技術の
提供］

― 420230 *

H#0025
hosting computer sites [web
sites]

コンピュータサイトのホスティ
ング（ウェブサイト）

42X11 420200

G#0016 graphic arts design
グラフィックアートデザインの
考案

42P01 420144

E#0015

electronic monitoring of
personally identifying
information to detect
identity theft via the
internet

インターネット経由での個人情
報の盗難を検出するための個人
識別情報の電子的な監視

42P02 420245
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E#0011 electronic data storage
電子データの保存用記憶領域の
貸与

42X11 420226
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Q#0001 quality control 品質管理 42Q02 420157

Q#0003 quality evaluation of wool 羊毛の品質評価 42Q03 420214
R#0018 recovery of computer data コンピュータデータの回復 42P02 420175

R#0119 rental of web servers ウェブサーバーの貸与 42X11 420205

S#0029 server hosting サーバーのホスティング 42X11 420223

S#0075 surveying 測量 42N01 420193

T#0012 technological consultancy ［技術に関する助言］ ― 420231 *

変19

T#0011 technical writing 技術文書の作成
42Q01,42Q02
42Q03,42Q99

420236

T#0010 technical research 技術的事項に関する研究
42Q01,42Q02
42Q03,42Q99

420040

追18

S#0072 styling [industrial design]
工業デザインにおける装飾の考
案

42P01 420165

S#0046
software as a service
[SaaS]

オンラインによるアプリケーシ
ョンソフトウェアの提供（Ｓａ
ａＳ）

42X11 420220

追19

S#0018
scientific laboratory
services

科学に関する実験及び研究
42Q01,42Q02
42Q03,42Q99

420217

追19

S#0016

scientific and
technological research in
the field of natural
disasters

自然災害の分野における科学及
び技術的な研究

42Q02 420251 追19

変19

R#0132
research in the field of
telecommunications
technology

電気通信技術の分野に関する研
究

42Q02 420255 追19

環境保護の分野に関する調査 42Q02 420208

R#0131
research in the field of
physics

物理の分野に関する研究 42Q02 420096

変20

R#0054 rental of computer software
コンピュータソフトウェアの貸
与

42X11 420159 訂19

変20

P#0125
providing search engines
for the internet

検索エンジンの提供 42P02 420209

P#0109
providing information on
computer technology and
programming via a web site

ウェブサイト経由によるコンピ
ューター技術及びコンピュータ
プログラミングに関する情報の
提供

42N03,42P02
42Q02,42Q99

420227 変20
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S#0047
software development in the
framework of software
publishing

ソフトウェア制作におけるコン
ピュータソフトウェアの開発

42P02 420247

S#0019 scientific research 科学に関する研究
42Q01,42Q02
42Q03,42Q99

420222

S#0017
scientific and
technological research
relating to patent mapping

パテントマップに関する科学及
び技術的な研究

42Q01,42Q02
42Q03,42Q99

420253

R#0133
research in the field of
welding

溶接の分野に関する研究 42Q02 420256

追19

R#0130
research in the field of
environmental protection

R#0129
research in the field of
building construction

建築の分野に関する調査 42Q02 420254

R#0128
research and development of
new products for others

受託による新製品の研究開発 42Q01,42Q99 420161

R#0079
rental of meters for the
recording of energy
consumption

エネルギー消費量記録用メータ
ーの貸与

42X04 420259 追20

Q#0002
quality evaluation of
standing timber

立木の品質評価 42Q03 420213

P#0144

provision of scientific
information, advice and
consultancy in relation to
carbon offsetting

カーボンオフセットに関する科
学情報の提供・指導及び助言

42Q01,42Q02
42Q03,42Q99

420212

P#0124

providing scientific
information, advice and
consultancy relating to
carbon offsetting

カーボンオフセットに関する科
学情報の提供・指導及び助言

42Q01,42Q02
42Q03,42Q99

420212

P#0110

providing information
relating to computer
technology and programming
via a web site

ウェブサイト経由によるコンピ
ュータ技術及びコンピュータプ
ログラミングに関する情報の提
供

42N03,42P02
42Q02,42Q99

420227 変20
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T#0033 textile testing 織物の検査 42Q99 420109
U#0004 underwater exploration 水中における調査 42Q02 420167
U#0008 unlocking of mobile phones 携帯電話のＳＩＭロック解除 42P02 420238

U#0016 urban planning 都市計画の設計 42N01 420192

W#0009 water analysis 水質分析 42Q02 420216
W#0013 weather forecasting 天気予報の提供 42G01 420234

W#0015 web site design consultancy
ウェブサイトの設計に関する助
言

42P02 420219

V#0012
vehicle roadworthiness
testing

乗物の道路走行適正試験 42Q02,42Q99 420195

*

U#0017

user authentication
services using single
sign-on technology for
online software
applications

シングルサインオンの技術を利
用したオンラインソフトウェア
アプリケーションのためのユー
ザー認証

42P02 420261 追20

科学技術に関する研究
42Q01,42Q02
42Q03,42Q99

420040 変19

T#0015
telecommunications
technology consultancy

［電気通信技術に関する助言］ ― 420233

III-7-29

U#0018
user authentication
services using technology
for e-commerce transactions

電子商取引のための技術を利用
したユーザー認証

42P02 420260 追20

訂19U#0013
updating of computer
software

コンピュータソフトウェアのバ
ージョンアップ

42P02 420140

T#0013 technological research
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