商品・サービス国際分類表［第１１－２０２２版］の主な変更点
類の指定において注意が必要な商品・役務の例

・第10類「sanitary masks」 衛生マスク 01C01
・第10類「reusable sanitary masks made of gauze」 再利用可能なガーゼ製衛生マスク
01C01
★国際分類への追加を要望していた「衛生マスク」が、第10類の商品として新たに追加されました。これ
に伴い、我が国でも第5類ではなく、第10類の商品となります。
・第25類「face masks [clothing], not for medical or sanitary purposes」 フェイスマスク
（被服）（医療用又は衛生用のものを除く。）17A04
★医療用又は衛生用ではなく、防寒等を目的とする被服として整理される商品は、第25類となります。
・第9類「protective masks*」 保護用マスク 17A05
→第9類「protective masks, not for medical purposes」 保護マスク（医療用のものを除
く。）17A05
・第10類「sanitary masks for medical purposes」 医療用マスク 17A05
→第10類「protective masks for medical purposes」 医療用保護マスク 17A05
★「protective masks」は、医療用か否かに応じて第9類と第10類に分かれる商品であることに加え、
新規追加の第10類「sanitary masks」とは固有番号を異にする商品（商品内容が異なる商
品）として追加されること等から、工場作業者や医療従事者等が用いるような商品と捉え、
「17A05」のみを付与します。

・第9類「electric actuators」 電気式アクチュエーター 09F02 11A01
★陸上の乗物用か否かにより、第7類又は第12類としていましたが、電気式の商品は第9類となります。
（空圧式や油圧式のアクチュエーターは、引き続き第7類又は第12類となります。）
・第5類「disposable absorbent pads for lining pet crates / disposable absorbent mats
for lining pet crates」 ペット用かごに敷くための吸収性使い捨てパッド / ペット用かごに敷くための
吸収性使い捨てマット 19B33
・第5類「disposable house training pads for pets / disposable housebreaking pads
for pets」 ペットの排泄のしつけ用使い捨てパッド 19B33
・第31類「sand for pet toilets」 ペットのトイレ用砂 19B33
★ペットの排泄物処理用のシート・パッド・マット・砂のようなペット用品は第21類としていましたが、上記に
鑑みて、トイレ用のシート・パッド・マット類は第5類、トイレ砂は第31類となります。
・第42類「providing online geographic maps, not downloadable 」 オンラインによるダウン
ロードできない地図の提供 42G99
★地図情報の提供は第45類としていましたが、第42類となります。

・第7類 注釈 この類には、特に、次の商品を含まない：
「乗物用無限軌道、及びすべての乗物用タイヤ（第12類）」
・第12類 注釈 この類には、特に、次の商品を含む：
「乗物用無限軌道、及びすべての乗物用タイヤ」
★すべての乗物用タイヤは、上記のとおり、第12類となります。第7類の「輸送用でない特殊な乗物」のタ
イヤ（例：ブルドーザー用タイヤ等）であっても、第12類となります。

・第42類「rental of video game cartridges」 ビデオゲームを記録したカートリッジの貸与
41M08
★第41類への追加を求めましたが、第42類として否決されたことを踏まえ、ビデオゲーム用ソフトウエアを
記憶した物理的な記憶媒体（カートリッジ、ディスク等）の貸与は、第42類となります。
・第2類「conductive inks」 導電性インキ 03D01
・第2類「conductive paints」 導電性塗料 03C01
★導電性インキは、これまで第9類としていましたが、第2類となります。類似群コードも、上記のとおり、
11D01から変更されます。

表示変更された結果、参考訳・類似群が変わった例
・第9類「humanoid robots with artificial intelligence」 人工知能搭載のヒューマノイドロボット
09E99
→第9類「humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research」
科学実験用の人工知能搭載のヒューマノイドロボット 10A01
★「人工知能搭載のヒューマノイドロボット」は、会話機能、コミュニケーション機能及び学習機能を備えた
ロボットを指すものとして採用していましたが、今後は、用途により分類されることとなりました。これは、
以下の表示が第7類に追加されたことからも明確となっています。
・第7類「household cleaning and laundry robots with artificial intelligence」 人工知能
を搭載した家庭用の掃除及び洗濯用ロボット 11A06

・第18類「handbag frames」 ハンドバッグの口金枠 13C01
→第18類「frames for bags [structural parts of bags]」 かばん用フレーム（かばんの構造部
品） 21C01
★第18類の商品はかばんに構造を与えるような商品であることを明確にするため、上記のとおり変更され
ます。

参考訳・類似群コードの見直しを行った例
・第9類「protective helmets」 保安用ヘルメット 09G05
→ 保護ヘルメット 09G05 24C01
★「protective helmets」については、「protective helmets for sports 運動用保護ヘルメット
24C01」も検索対象として必要と考えることにしたため、上記のとおり修正します。

・第12類「bodies for vehicles」 自動車の車体 12A05
→第12類「bodies for vehicles」 船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用のボ
ディ 12A01 12A02 12A04 12A05 12A06 12A73

類似群の見直しを行った例
・第7類「belts for motors and engines」 原動機用ベルト 09F02
→ 09B01
・第7類「fan belts for motors and engines」 原動機用ファンベルト 09F02
→ 09B01
・第9類「battery chargers」 バッテリーチャージャー 11A01
→ 11A01 11B01 11C01 24A01
★第9類に追加された「portable power chargers 携帯式充電器」に「11A01 11B01 11C01
24A01」を付与するため、上記のとおり、修正します。
★なお、これらの商品の貸与については、以下のとおり第37類となりました。
・第37類「rental of portable power chargers」 携帯式充電器の貸与 38D01 42X11
42X13
・第37類「rental of battery chargers」 バッテリーチャージャーの貸与 38D01 42X11 42X13
※上記のような見直し後の類似群コードについては、令和４年１月以降の審査運用において適用することになります。

参考訳の見直しを行った例
・第24類「loose covers for furniture / covers [loose] for furniture」 家具用カバー
20C01
→家具用カバー（型に合わせてないもの）

このほかにも、多数の追加・削除・表示変更の商品・役務があります。
詳細は変更点一覧をご覧下さい。
令和４年７月改訂

